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山梨県福祉保健部健康増進課

にするため、韮崎市戦没者慰
霊祭を開催いたします。
遺族の方々だけでなく、一
般市民の皆様の参加も可能で
すので、当日会場にぜひお越
しください。
■日時 ６月 日（金）
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１８０・１８１）

平成 年度慰霊巡拝について

13

今年度も戦没者遺族による
慰霊巡拝を行います。
対象となる遺族は、戦没者
の配偶者、父母、子、兄弟姉
妹、戦没者の孫などの方です。
■申し込み・問い合わせ
山梨県遺族会
２５２ ７６６４
☎０５５ -

山梨県最低工賃が改正

談

山梨労働局賃金室
☎０５５ ２２５ ２８５４

相

「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組
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。
■期間 ６月 日（月）
～７月２日（日）
８時 分～ 時
※土日は 時～ 時
■相談担当者
・甲府地方法務局職員
・子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 ０
- ０７ １
- １０
■実施機関
甲府地方法務局
山梨県人権擁護委員連合会

スズメバチは、６月中旬頃
から活動が活発になり、７月
から 月は最も攻撃性を増す
季節です。不用意に巣に近づ
いたり駆除したりすることは
やめてください。毎年、数十

スズメバチ等の駆除の相談
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「山梨県電気機械器具製造
業最低工賃」が平成 年５月
５日に改正されました。
電気機械器具製造に関して、
設定された工程について、１
工程当たり４～６銭の引き上
げになります。
■問い合わせ
甲府労働基準監督署
☎０５５ ２２４ ５６１１
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14

29

害が生じた場合の救済制度の
概要についてご案内を送らせ
ていただきます。
医療や救済についてご不明
な点がありましたら、山梨県
の相談窓口へお問合せくださ
い。
■問い合わせ
・山梨県の相談窓口

回韮崎市戦没者慰霊祭

16

インフ ォメーシ ョン
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☎０５５ ２２３ １４９４
保健課 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

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）がお
受けします。
■日時 ７月 日（木）
時 分～ 時
■会場 市民交流センター
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

第

30 13

先の大戦で犠牲となられた
本市出身者の戦没者の方々を
追悼し、平和への誓いを新た
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13

広 報

女性のがん予防講演会
お知らせ
自分のため、大切な家族の
総合健診の「健診キット」送付
ため、がんに対する正しい知
市では、７月より総合健診
識を身につけご自身の健康を
（ 特 定 健 診・ 各 種 が ん 検 診 ）
守りましょう。
を実施します。※詳細につき
当日は特別にご希望の方に
ま し て は、 ７ 月 号 に 掲 載 し ま す 。
は、乳がん検診（自己負担額
歳～ 歳までの国民健康
千 円 ）・ 子 宮 が ん 検 診（ 自 己
保険加入者や過去３年以内に
負 担 額 二 千 円 ）「 受 診 券 」 を
総合健診を受診したことがあ
発行しますので、ご活用くだ
る方には、６月下旬頃に「健
さい。自己負担金と保険証を
診キット」を送付します。健
ご持参ください。
診キットの送付を希望されな
い方（人間ドックを受ける方、 ■日時 ７月１日（土）
時 分～ 時 分
治療等により定期的に医療機
（受付： 時～ 時 分）
関にて検査をされている方
※託児（要予約）
等）は、６月 日（水）まで
■場所 市民交流センター
に保健課へご連絡ください。
ニコリ多目的ホール（３階）
■問い合わせ
■講師 山梨まんまくらぶ
保健課 健康増進担当
■対象 どなたでも参加でき
☎２３ ４３１０
ます。※参加費無料
歯の無料健康相談
■申し込み・問い合わせ
■日時 ６月４日（日）
保健課 保健指導担当
９時 分～ 時 分
☎２３ ４３１０
■会場 市民交流センター
ニコリ１階
子宮頸がん予防ワクチン接
■内容 歯科医師による健診
及び相談、無料フッ素塗布、 種後の健康被害救済制度
平成 年３月以前に、国ま
洗口等
※当日は、ニーラも来場します。 たは県による接種費用の助成
（公費助成）で子宮頸がん予防
■問い合わせ
ワクチンの接種を受けられた
保健課 健康増進担当
方を対象に、接種後に健康被
☎２３ ４３１０
62

にらさき

40

2017.6 18

人がアナフィラキシーショッ
クにより亡くなられています。
■問い合わせ
一般社団法人山梨ペストコ
ントロール協会
２２７ ８８１６
☎０５５ 募

集

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７日（日）開
催の当市の成人式に出席（平
成９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
19 10

２３ １２１５
kyouiku@city.nirasaki.lg.jp

■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）

込み

直接窓口のいずれかで申し

便 ・ Ｆ Ａ Ｘ・ Ｅ メ ー ル 又 は

メールアドレスを記入し郵

月 日・ 電 話 番 号（ 携 帯 可 ）
・

10

山梨県俳句大会作品募集

（四季雑詠・未発表に限る）
■募集期間 ６月１日（木）
～７月 日（木）
■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し
込み
■参加費
一般 一組２，０００円
※高校生無料
■申し込み・問い合わせ
２５３
-

６８４４
-

県俳句大会実行委員会事務局

☎０５５

イベント
穂坂自然公園イベント情報！

ホタルと尺八の夕べ（無料）

蛍の舞う中、尺八の調べに
耳を傾け、初夏のひと時を楽
しみませんか。
■日時 ６月 日（土）
■開場
時
時 分
■開演
■場所 大賀ハス公園
（穴山町次第窪）
※雨天時：穴山町ふれあいホ
ール
■出演 友常毘山氏（東京芸
術大学大学院出身）
■問い合わせ
ふれあいホール運営協議会
☎２５ ５６１０（伊藤）

梅もぎ・梅漬け体験教室

■日時 ６月 日（日）
９時 分から
■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７日（水）
■申し込み・問い合わせ
ふれあいホール運営協議会
☎２５ ５６１０（伊藤）

第 回韮崎ホタルの里
小田川ホタルまつり
■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
■問い合わせ
小田川ホタル愛護会（古屋）
☎２５ ５８９２

韮崎市吹奏楽団
第 回定期演奏会（無料）

■日時 ６月 日（土）
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
☎０９０ ６
-００６ ４
-２６４
（団長 井上）

13 17
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①ごま豆腐作り体験教室
■日時 ６月 日（土）
時～ 時
■定員
名（要申し込み）
■参加費 ３００円
※汚れてもよい服装でご参加
ください。
②籐の作品作り体験教室
■日時 ６月 日（土）
時～ 時
名（要申し込み）
■定員
■参加費 １，０００円
※汚れてもよい服装でご参加
ください。
■問い合わせ
穂坂自然公園
ふれあいセンター
☎３７ ４３６２

５月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担額）は、
152,839,843 円（前年同月比 7.50% 減）で、１人あたりの
保険者負担額は、21,154 円（前年同月比 5.32% 減）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。

30

●国民健康保険より

20

■対象
高校生以上の県内在住者
■募集内容 ５句一組

広報にらさき

32

14

２４人減
４人減
２８人減
１２世帯増

男 １４，
９９２人 ( うち外国人 208 人）
女 １５，
１７１人 ( うち外国人 278 人）
計 ３０，
１６３人 ( うち外国人 485 人）
世帯数
１２，
５９６世帯

（前月比）

夏の「きこえ」と
「ことば」の相談会
■日時 ７月９日（日）
～７月 日（火）
９時～ 時まで
■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」に関
する悩みの相談
・
「きこえ」と「ことば」に不
安のあるお子さまへのかか
わり方について（育児相談）
・
「きこえ」と「ことば」に不
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
・補聴器相談
■申込 事前に電話かＦＡＸ
で日時を予約してください。
※ 締 め 切 り は ７ 月 ５ 日（ 水 ）
午後３時まで
■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
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5 月１日現在

●市の人口
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★６月は「土砂災害防止月間」。日頃の備え・早めの避難について確認しましょう。

Information

19

17 11

