８時

information
相 談
山梨県弁護士会
無料法律相談（要予約）
９月は市主催の法律相談に
加え、弁護士会主催の法律相
談も実施します。
■日時 ９月５日（木）
時～ 時
■場所 市役所４０１会議室
■定員 ６名（要予約）
■相談時間 一人 分以内
■予約 ８月 日（火）
分から（電話予約可）

※定員に達し次第締切
■申込み・問い合わせ
総合政策課 政策推進担当
（内線３５７）

■相談担当者
・甲府地方法務局職員
・こどもの人権問題に対応で
きる人権擁護委員
■相談ダイヤル
０１２０‐００７‐１１０
■実施機関
甲府地方法務局
山梨県人権擁護委員連合会
法の日相談会（予約不要）
■日時 ９月７日（土）
時～ 時
■場所 きららシティー長坂
ショッピングセンター
■内容 相続・不動産登記・
会社登記・成年後見・金銭
トラブル等の相談
■相談員 山梨県司法書士会
峡北支部会員
■問い合わせ
山梨県司法書士会
相談センター
☎０５５‐２５３‐２３７６

境界問題相談センターやまなし

今話題のインナーマッスル
を鍛えて女性らしい美ボディ
を目指してみませんか？
■日時
月２日～ 月４日
の毎週水曜日
時～ 時
（全 回）

※振替レッスン等はありません

■場所 ゆ～ぷるにらさき
２階 スタジオ
■定員
名
（最少催行人数５名）
■費用 １万円
（全 回分初回納付）
※別途施設使用料が毎回かか
ります
■持ち物 飲み物、汗拭き用
タオル
（レッスン終了後、入浴可）
■申込方法
・往復ハガキの往信面に①ベ
リーダンス教室②〒・住所
③氏名④電話番号
・返信面に郵便番号・住所・
氏名を記入のうえ、左記住
所までご郵送ください。
〒４０７‐０２６２
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ださい。境界問題でお困りの
方、まずはお電話ください。
■申込み・問い合わせ

☎０５５‐２２５‐３７３７

募 集
生涯学習フェスタ 作品募集
市内在住の園児・小中学生
の作品を募集します。入賞作
品は 月開催の生涯学習フェ
スタで展示します。
■ 募 集 部 門 美 術（ 図 画・絵
画）
、書道
（毛筆・硬筆）
※硬筆は小学校１・２年のみ
■応募方法 各園・学校経由
※市外へ通園・通学の方は直
接事務局へご応募ください。
■応募締切 ８月 日（火）
※詳細は市ホームページまた
は募集要項をご覧ください。
■問い合わせ
韮崎市生涯学習フェスタ
実行委員会事務局
（教育課 生涯学習担当内）
（内線２６７・２６８）

'19

ベリーダンス教室参加者募集

ゆ～ぷるにらさき

11

インフォメーション

お知らせ
中北保健所峡北支所より
中北保健所峡北支所の発行
する「保健所だより」につい
ては、これまでは各自治会単
位で回覧させていただいてい
ましたが、第 号から保健所
ホームページに掲載させてい
ただきます。引き続き保健所
での配布は行っています。
■ＨＰ
https://www.pref.ya
manashi.jp/khk-hokenf/24
226503155.html
■問い合わせ
中北保健福祉事務所
峡北支所 地域保健課
☎２３‐３０７４

学校給食費の口座振替

「子どもの人権１１０番」
強化週間
法務省では、いじめや虐待
など、子どもをめぐる様々な
人権問題の解決へ向けた取り
組みを強化するため、全国一
斉「子どもの人権１１０番」
強化週間を実施します。相談
は無料で、秘密は厳守されま
す。安心してご相談ください。
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ゆ～ぷるにらさき
ベリーダンス教室係
※はがき１枚にて１名
■締切 ９月 日（火）必着
■申込み・問い合わせ
ゆ～ぷるにらさき
☎２０‐２２２２

韮崎市中田町中條１８００‐１

10

上級救命講習のご案内
急な病気やけがなどの救急
現場に遭遇した際、その場に
居合わせた人が救急車到着ま
での間、応急手当をすること
がとても重要です。そこでい

10

13

土地の境界問題に関する相談
土地の境界の専門家「土地
家屋調査士」と法律の専門家
「弁護士」が協力して皆さん
のご相談に応じ、公正・迅速・
円満な形で問題の解決を目指
すようお手伝いします。
完全予約制です。電話での
相談はお受けできません。必
ず、予約をしてからお越しく

!!

20

10

30

17 19

27

12

19

13

■期間 ８月 日（木）
～９月４日（水）
■時間 ８時 分～ 時
（土日は 時～ 時）
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16

20

29

10 30
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学校給食費の公会計化に伴
い、今年度より毎年５月～翌
年２月までの間、指定金融機
関の口座より毎月口座振替を
行います。振替日は毎月 日
（土日祝日等の場合は金融機
関の翌営業日）となります。
指定口座の変更をご希望の
場合は、教育課までご連絡く
ださい。
■問い合わせ
教育課 学校教育担当
（内線２６４・２６５）
25

30

広 報
にらさき
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2019.8

■会場 つぶらの会館周辺
■問い合わせ
円野町かかし祭り実行委員会
☎０９０‐１８０１‐０１９６

山下佳己さん）

61

イベント
穂坂自然公園イベント情報
①食べやすいカレースプーン
作り教室

25

韮崎西中学校

11

（伊藤）

■参加費
大人
１，５００円
子ども １，０００円
■定員
名
■講師 長谷川 明生先生
■申込み
☎２７‐２０００（内藤）
30

第 回 韮崎高校
同窓会記念招待サッカー
韮崎高校同窓会では、同窓
会記念事業の一つとして、清
水東高等学校を迎え、招待試
合を行います。清水東高校
は、過去に全国大会で優勝経
験のある名門校であり、第
回全国高等学校サッカー選手
権大会では、国立競技場で決
勝戦を戦った相手でもありま
す。
当時の熱い戦いが再現され
る絶好の機会ですので、多く
の方に観戦いただき、ご声援
をお願いします。
■日時 ８月 日（日）
時キックオフ
（雨天決行）
■場所
韮崎中央公園陸上競技場
■対戦
韮崎高校ＶＳ清水東高校
■入場料 無料
■問い合わせ
韮崎高校同窓会事務局
☎２２‐２４１５（保坂）
97

真ちゅう素 材のオリ ジナルス

30

☎０８０‐８８６２‐４８６７

第５回山梨おいしいご飯会
お米のプロである五つ星お
米マイスターをお招きし、お
いしいご飯の選び方、炊き
方、山梨のお米事情などを学
び、３種類のお米の食べ比べ
も行います。
■日時 ８月 日（日）
９時 分～ 時 分
ニコリ２階会議室９
■場所

12

プーン作りをお楽しみください。

12

第 回 時間サッカー開催！
親子による対戦、大人と学
生・職場同士の交流戦、飛び
入り参加試合のほか、高校サ
ッカーを彩った選手たちによ
るＯＢ戦などを予定していま
す。
サッカー経験を問いませ
んのでお気軽にご参加・ご
観戦ください。詳しくは、
電話または韮崎市サッカー
協会のホームページをご覧
ください。
■開催日 ８月 日（土）
■会場 市営総合運動場
■申込み・問い合わせ
韮崎市サッカー協会事務局
27

ＮＰＯ法人減災ネットやまなし理事長賞

7月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担額）
は、136,692,867円（前年同月比2.92%減）で、１人あた
りの保険者負担額は、20,224円（前年同月比0.00%）で
した。引き続き健康に気をつけ医療費の節約にご協力くだ
さい。

●国民健康保険より

24

30 25

ざという時に救命に必要な応
急手当が実施できるよう上級
救命講習を行います。
受講資格などは一切ありま
せん。応急手当の知識と技術
を身につけましょう！
■日時 ９月７日（土）
８時 分～ 時 分
■場所 峡北消防本部
大会議室
■内 容
・心肺蘇生法
（成人、幼児、乳児）
・大出血時の止血法
・けがややけどをした時の手
当の方法
・毛布や竹竿を使用しての搬
送方法
■申込み・問い合わせ
韮崎消防署
☎２３‐１４９９

13

（前月比）
９人減
４人減
１３人減
４世帯減

男 １４，６８６人（うち外国人２３３人）
女 １４，７８４人（うち外国人２７９人）
計 ２９，４７０人（うち外国人５１２人）
世帯数 １２，６５８世帯

●市の人口 7月１日現在

■日時 ８月 日（月）
時～ 時
■定員
名
■申込期間 ８月１日～ 日
■参加費 １，５００円
②森のふれあいコンサート
北杜市を中心に活動するイ
ンストゥルメンタルバンド
「カビバラス」によるコン
サートです。
■日時 ８月 日（日）
時～ 時
■定員
名
■参加費 １００円
■申込期間 ８月１日～ 日
■問い合わせ
穂坂自然公園
ふれあいセンター
☎３７‐４３６２
自慢のかかしを観にこーし！
のどかな田園風景が広が
る円野町恒例の「かかし祭
り」。皆さんの思いが込めら
れたかかしが立ち並びます。
■展示期間 ８月 日（日・祝）

分

30

時～９月８日（日） 時

９月８日
時～ 時

13

11

11

24

12

12

25

12

20 10

45 10

13

30
尊い命」（ニーラの防災・減災標語

■表彰式

13

17

過去の災害

20 31

30

放送大学 月入学生募集
心理学・福祉・経済・歴
史・文学・情報・自然科学な
ど、約３００の幅広い授業科
目があり、１科目から学ぶこ
とができます。興味のある方
は資料をご請求ください。
■出願期間
第１回 ８月 日（土）まで
第２回 ９月 日（金）まで
■資料請求・問い合わせ
放送大学山梨学習センター
☎０５５‐２５１‐２２３８
★「考えよう

Information

広報にらさき
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