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回韮崎市戦没者慰霊祭

information

インフォメーション

やまなし暮らしセミナー
韮崎市×北杜市合同移住相談会

■会場 ニコリ１階
■内容 歯科医師による健診
及び相談、無料フッ素塗
布、洗口等
※ 当日は、ニーラも来場します。
■問い合わせ
健康づくり課 健康増進担当
☎２３‐４３１０

山梨県がん患者サポートセ
ンター 出｢張がん相談」
開催

関する悩みの相談
・ 不安のあるお子さまへのか

かわり方について
（育児相談）

・不安のあるお子さまの生活
や学習について
（教育相談）
・聴力測定
・補聴器に関する相談
■申込 事前に電話かＦＡＸ
で日時を予約してください
※７月４日（水） 時締切
■問い合わせ
ろう学校「きこえとことば
の相談支援センター」
☎０５５３‐２２‐１３７８
０５５３‐２２‐６４１９
集

メールアドレスを記入し郵
便・ＦＡＸ・Ｅメール又は
窓口のいずれかで申し込み
■応募期限 ６月 日（金）
■申し込み・問い合わせ
教育課 生涯学習担当
（内線２６７）
２３‐１２１５

■対象
高校生以上の県内在住者
■募集内容 ５句一組
（四季雑詠・未発表に限る）
■募集期間 ６月１日（金）
～７月 日（金）
■申込方法 市教育課・文化
協会事務局で配布する用紙
に記入のうえ郵送にて申込
■参加費
一般 一組２，０００円
※高校生無料
■申し込み・問い合わせ

山梨県俳句大会作品募集

kyouiku@city.nirasaki.lg.jp
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☎２２‐７３２０

韮崎市文化協会民謡部 岩下

韮崎市文化協会に新たに民
謡部ができました。
毎月第１第３金曜日の夜、
ニコリで練習しています。
■申し込み・問い合わせ

民謡部員募集

☎２２‐８７２７

県俳句大会実行委員会事務局
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募

19 11

先の大戦で犠牲となられた
本市出身の戦没者の方々を追
悼し、平和への誓いを新たに
するため、韮崎市戦没者慰霊
祭を開催します。
■日時 ７月 日（水）
時～（受付
時 分～）
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール 小ホール
■問い合わせ
福祉課 社会福祉担当
（内線１８１）

平成 年韮崎市成人式の
企画・演出する新成人を募集

新たな門出を祝う式典後の
アトラクション等をプロデュ
ースし、 歳の思い出を自分
たちの手で作り上げてみませ
んか？気の合う仲間や個人で
の参加も大歓迎です。
■応募資格
平成 年１月 日（日）開
催の当市の成人式に出席（平
成 年４月２日～平成 年４
月１日生）の者で平日 時よ
り市役所で数回行う実行委員
会に参加できる者
■募集定員
名程度
■応募方法 住所・氏名・生
年月日・電話番号（携帯可）
・
20
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山梨県最低工賃が改正

■日時 ７月８日（日）～
日（火） ９時～ 時
■場所 県立ろう学校
（山梨市大野１００９）
■対象 ０歳児から大学生まで
■相談内容
・「きこえ」と「ことば」に

31

10

本市に移住をお考えの方を
対象としたセミナーです。首
都圏にお住まいで、本市へ移
住を希望される方がいました
らぜひご案内ください。
■日時 ６月 日（土）
時～ 時 分
■場所 ＮＰＯふるさと回帰
支援センター（東京都千代
田区有楽町２‐ ‐１東京
交通会館８階）
■問い合わせ
韮崎市移住・定住相談窓口
☎３０‐４３２１

ご本人、家族が抱えている
がんの悩みや心配ごと等の相
談を保健師やピア・サポー
タ ー が( ん を 経 験 し た 仲 間 や
その家族）がお受けします。
■日時 ７月 日（金）
時 分～ 時
■会場 ニコリ１階会議室
■対象 がん患者・がん患者
の家族や関係者
※相談無料
■問い合わせ 山梨県がん患
者サポートセンター
☎０５５‐２２７‐８７４０
30 13

夏の「きこえ」と
「ことば」の相談会
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総合健 診 の
「健診キット」
送付

談

分

「山梨県婦人服製造業最低
工賃」が平成 年５月４日か
ら改正されました。
婦人服製造業に関して、設
定された１工程当たり１～３
円の引き上げになります。
■問い合わせ
甲府労働基準監督署
☎０５５‐２２４‐５６１１
山梨労働局賃金室
☎０５５‐２２５‐２８５４
相

歯の無料健康相談
■日時

６月３日（日）
９時 分～ 時

30

30

10

７月より総合健診（特定健
診・各種がん検診）を実施（詳
細は７月号に掲載）するにあ
たり、対象者へ６月下旬頃に
「健診キット」を送付します。
人間ドックを受診する等の
理由で送付が不要な方は、６
月 日（水）までに健康づく
り課へご連絡ください。
■問い合わせ
健康 づ く り 課 健 康 増 進 担 当
☎２３‐４３１０
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イベント

穂坂自然公園イベント情報

■日時 ６月 日（土）
時開場
時 分開演
■場所 大賀ハス池（穴山町
次第窪）※雨天時は穴山町
ふれあいホール
■出演 友常毘山氏（東京芸
術大学准教授）
■問い合わせ
穴山町ふれあいホール

■申し込み・問い合わせ
穴山町ふれあいホール

回韮崎ホタルの里
小田川ホタルまつり

（伊藤）

☎０９０‐２２４５‐１２４０

第

■日時 ６月 日（土）
時～ 時 分
■会場 柳原神社境内前広場
■催し物 大抽選会、和太鼓
演奏、舞踊、ホタル籠作
り、餅つき体験コーナー等
■問い合わせ
小田川ホタル愛護会（古屋）
☎２５‐５８９２

韮崎市民合唱団定期演奏会

■日時 ６月 日（日）
時開演（ 時開場）
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール 大ホール
※無料送迎あり
時 分 韮崎駅出発
■入場料 ５００円

韮崎市吹奏楽団
第 回定期演奏会（無料）

■日時 ６月 日（日）
時開演（ 時 分開場）
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール 大ホール
■問い合わせ

井上）

☎０９０‐６００６‐４２６４

（団長

穴山町たなばたイベント

①穴山町たなばた祭り
童謡「たなばたさま」の作
詞者で穴山町出身の権藤はな
よを偲び、詩碑の前でたなば
た祭りを開催します。
■日時 ７月６日（金）
９時 分～
■場所 穴山さくら公園
②穴山町歴史散策フットパス

■日時 ７月７日（土）
時 分～ 時
■集合場所 穴山さくら公園
■定員
名（先着順）
■参加費 ３００円
（記念誌・おみやげ付）
■申込期限 ７月２日（月）
■申し込み・問い合わせ
穴山公民館（主事 河西）

～たなばた詩碑を訪ねて～

30

■日時 ６月 日（土）
９時～ 時
■場所 山梨県立盲学校
（甲府市下飯田２‐ ‐２）
■内容 学校の概要説明、校
内・授業見学
■申し込み・問い合わせ
山梨県立盲学校 （河西・保坂）
☎０５５‐２２６‐３３６１
※６月 日（水）正午締切

山梨県立盲学校
オープンキャンパス２０１８

☎０９０‐５５６０‐３８１２

30

■定員 小学１～３年生の
親子 組
■持ち物 水筒（飲物）・汗
拭きタオル・帽子など
■講師 佐野夢加先生 （ロン
ドン五輪陸上競技日本代表）
■申込 ６月４日（月）から
※参加費をご用意ください
※定員になり次第締切
■問い合わせ
教育課 生涯学習担当
（内線２６８）

①森のふれあいコンサート
男性デュオ「シンゴ＆コー
ジ」による弾き語りライブで
す。ジャンルを問わず、老若
男女どなたでも楽しめます。
■日時 ６月 日（土）
時～ 時
■定員
名
■参加費 １００円
■申込 ６月１日以降
②籐の作品作り体験教室
籐を編み上げて、一輪挿し
や籠などを作ります。汚れて
もよい服装でご参加ください。
■日時 ６月 日（日）
時～ 時
■定員
名
■参加費 １，０００円
■申込 ６月１日以降
■申し込み・問い合わせ
☎０９０‐２２４５‐１２４０

ホタルと尺八の夕べ（無料）

穂坂自然公園ふれあいセンター

梅もぎ・梅漬け体験教室

（伊藤）

親子で楽しくかけっこ教室！

■日時 ６月 日（日）
時から
■場所 穴山町ふれあいホール
■定員
名（先着順）
■費用 １，０００円（昼食付）
■持ち物 軍手、屋外で作業
できる服装、長靴
■申込期限 ６月５日（火）

☎３７‐４３６２

青空の下、親子でからだを
動かしてみませんか？
■日時 ６月 日（土）
時～ 時
■場所 韮崎中央公園
陸上競技場
■費用 一人３００円
（保険・飲物代）

13

河川愛護モニター募集！
甲府河川国道事務所では、
釜無川を優しく見守っていた
だける平成 ・ 年度河川愛
護モニターを募集します。
■活動内容
月１回の活動報告など
■応募資格 釜無川からおお
むね５㎞以内に在住の 歳
以上の方
■募集人数 若干名
■締切 ６月 日（水）
■申し込み・問い合わせ
国土交通省甲府河川国道事
務所 河川管理課 河川愛護
モニター担当
☎０５５‐２５２‐８８８８

フォークリフト
運転資格取得講習会
（無料）
■日程 ７月３・４・５・６日
８時～ 時
■会場 湯村自動車学校
（甲府市）
■定員
名
（ 書類選考により決定します）
■申込締切 ６月８日（金）
■要件 シルバー就業を希望
する 歳以上の方
（事 前 に シ ル バ ー セ ン タ ー
に登録が必要となります）
■問い合わせ 山梨県シルバ
ー人材センター連合会
☎０５５‐２２８‐８３８３
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★６月は「土砂災害防止月間」。ハザードマップを使って避難経路を確認しましょう。
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