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集

あった場合に、その不起訴処
分が正しかったかどうかを審
査します。審査申立などにつ
いてのご相談、または検察審
査会について知りたい場合は
お問い合わせください。
■問い合わせ
甲府検察審査会
（甲府地方裁判所内）
☎０５５ ２ｰ１３ ２ｰ５４８
募

27

19 18

程度）となります。
■定員 初級中級一貫クラス
名程度
※申込者多数の場合、未経験
者を優先します。
■申込期限 ４月６日（金）
■申し込み・問い合わせ
福祉課 障がい福祉担当
（内線１８３・１８４）

富士山五合目自然解説員募集

30

インフ ォメーシ ョン

30

10

15

20

富士山五合目周辺において
自然解説や自然保護の啓発を
する自然解説員を募集します。
■募集人員
名程度
■勤務期間
５月１日～ 月 日
※事務局の要請に応じて勤務
していただきます。
■勤務時間 ９時～６時 分
■勤務地 富士山五合目総合
管理センター
■賃金 日給７，４５０円
■募集締切 ３月９日（金）
（当日消印有効）
■申込方法 申込書に必要事
項を記入し、書類を添付の
うえ、郵送または持参して
ください。
※詳しい内容は、ＨＰをご覧
ください。
■問い合わせ
富士山五合目周辺公園利用
協議会
☎０５５５ ２ｰ２ ３ｰ３５５
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20
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動物駆逐用煙火保安手帳講
習会のお知らせ

11

お知らせ

め、関係機関の連携強化とネ
ットワークの構築等に向けた
協議を行っている「峡北地域
障がい者自立支援協議会」の
全体会を開催します。障がい
のある方やご家族、関係者や
関心のある方などのご参加を
お待ちしています。
■日時 ３月 日（月）
時 分～
■場所 市民交流センター
ニコリ３階多目的ホール
■内容
①平成 年度活動報告
②研修「平成 年４月からの
障害者総合支援法の一部見
直し等について」
■問い合わせ
福祉課 障がい福祉担当
（内線１８４）

基礎から学ぼう！手話講習会
市内に在住・勤務する方を
対 象 に、 聴 覚 障 害 者 協 会 の
方々が講師となり、手話講習
会を開催します。初級中級テ
キストを使った講座内容とな
ります。これから手話を習得
したいという方にもわかりや
すい内容になっていますので
ぜひご参加ください。
■日時 ４月 日（木）～
平成 年２月 日（木）
４月～８月（初級）
９月～２月（中級）
毎週木曜日（全 回）
時 分～ 時 分
※祝日、お盆、年末年始を除
く
■場所 市民交流センター
ニコリ会議室
■受講費 無料
※但しテキストは当日会場に
て自己購入（３，０００円

50 40

ご存知ですか？「検察審査会」
検察審査会は、選挙権を持
っている 歳以上の人の中か
ら「くじ」で選ばれた 人の
審査員によって構成されます
ので、あなたも審査員に選ば
れる可能性があります。
検察審査会は、交通事故や
詐欺、脅しなどの犯罪被害に
あって警察や検察庁に訴えた
が、検察官がその事件を起訴
しなかったこと（不起訴）に
ついて、その処分に不満を持
つ被害者などからの申立が
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広 報

口座振替納税の全期前納を
鳥獣被害対策の動物追払い
導入します
用花火の取り扱いに必要な保
安手帳講習会を次のとおり実
平成 年度から、従来の期
施します。
別納付に加え、全期前納を選
■日時 ３月 日（火）
択できるようになります。
受付
時 分～
■全期前納とは？
講習
時～ 時
各税目第１期分の口座振替
■場所 韮崎市役所別館
時に、年間の課税額満額の振
２０１会議室
替を行うものです。
■申込期間
※全期前納による報奨金制度
３月 日（木）まで
はありません。
■持ち物
■対象税目
市 県 民 税（ 普 通 徴 収 の み ） 【新規の方】
〇住所・生年月日が証明でき
固定資産税・都市計画税
るもの（免許証写等）
■申込方法
. ×３ ０
. ㎝）
〇写真（２ ５
ご利用には所定の手続きが
１枚
必要となりますので、ご希望
【更新の方】
の方は市役所収納課へお問い
〇煙火消費保安手帳
合わせください。
■受講発行手数料（当日徴収）
※現在口座振替納税をご利用
新規取得者 ３，０００円
中の方でも、全期前納を希
更新者
１，０００円
望される場合には申込み手
■申し込み・問い合わせ
続きが必要となります。
農林課 農林振興担当
※申請のタイミングによって
（内線２２４）
は、次年度以降からの対応
になる場合がありますので
あらかじめご了承ください。 第 回峡北地域障がい者自立
支援協議会全体会について
■問い合わせ
韮崎市および北杜市の障が
収納課 収納担当
い者（児）の生活を支えるた
（内線１６３～１６６）
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にらさき

2018.3 18

相 談
ねんきん無料相談（予約不要）
社会保険労務士による「ね
んきん定期便・ねんきん特別
便」などに関する相談会を開
催します。年金について何か
不明な点がある方はお気軽に
ご利用ください。
■日時 ３月 日（火）
９時～ 時
■場所 市役所４０３会議室
■持ち物 ねんきん定期便・
ねんきん特別便一式、年金
証書、印鑑、年金手帳（お
持ちの場合）など
■問い合わせ
市民課 市民担当
（内線１２４・１２５）

■費用 無料
■問い合わせ
山梨県立盲学校
☎０５５ ２ｰ２６ ３ｰ３６１
イベント
明治時代の
「蔵座敷」でひな祭り
身近な行事を通して文化財
への関心を深めていただくた
め、市指定文化財の「小野家
蔵座敷」にひな人形を飾りま
す。甲州財閥ゆかりの建物で、
ご自宅とは一味違った節供の
風情をお楽しみください。
■日時 ３月３日（土）
〜４月 日（日）
９時～ 時 分
※月曜・祝日の翌日休館
※木曜は 時まで休館
■場所 韮崎市民俗資料館
蔵座敷
■問い合わせ
韮崎市民俗資料館
☎２２ １ｰ６９６

ひらたけ植菌体験教室開催

■場所 穴山町ふれあいホー
ル（穴山町４４８７ １ｰ）
■定員
名（先着順）
■費用 １，５００円（植菌
した原木３セット、昼食付）
■持ち物 軍手、屋外で作業
できる服装
■申込期限 ３月 日（月）
■問い合わせ
ふれあいホール館長（伊藤）
☎０９０ ２ｰ２４５ １ｰ２４０

耳の日フェスタ
耳の日！記念講演会
■日時 ３月４日（日）
時開場
■場所 岡島ローヤル会館
８階
■内容
〇記念講演 「難聴の治療 補ｰ
聴器・人工内耳」山梨大学
医学部耳鼻咽喉科・頭頸部
外科 助教 遠藤周一郎 氏
〇相談会 専門医による耳鼻
咽喉科の病気と難聴・補聴
器に関する相談会を行いま
す。
■問い合わせ
日本耳鼻咽喉科学会山梨県
地方部会事務局
☎０５５ ２ｰ７３ ９ｰ７６５

韮美展の開催のお知らせ
■日時

時～ 時
■場所 ニコリ韮地下
アートギャラリー１・２
■内容 油彩・水彩・日本画・
水墨・能面・彫刻
■問い合わせ
☎２５ ０ｰ０１６

２０１８年度アレルギー
市民公開講座（無料）

■日時 ３月 日（土）
■場所 イオンモール甲府昭
和３階 イオンホール
■講演内容
県内医療機関に勤務する、
アレルギー専門の先生が一般
の方を対象にしたわかりやす
い講演を行います。
〇スギ花粉症について
〇食物アレルギーについて
〇気管支喘息について
■問い合わせ
山梨大学医学部耳鼻咽喉科
・頭頸部外科医局
☎０５５ ２ｰ７３ ６ｰ７６９

韮崎スポーツクラブ

クラブ会員募集 無料体験
キャンペーンのお知らせ！

みなさんは、何か身体を動
かしていますか？何かと忙し
く運動する機会が減っていま
せんか？身体を動かして心身
とも心をリフレッシュしまし
ょう。平成 年度も会員を募

集します。詳細については当
クラブ会報（３月末に広報と
一緒に各戸世帯配布）のパン
フレットにてお知らせします
のでぜひご覧ください。
なお、３月は１か月間無料
体験キャンペーンを行います。
春になったら始めようという
方も、少し身体を動かしてみ
たいという方も、この機会に
ぜ ひ ご 参 加 く だ さ い。（ 同 じ
コース２回まで無料）
ご自分の体力・年齢等に合
った種目が見つかりますので
お気軽にお問い合わせくださ
い。
■申し込み・問い合わせ
ＮＰＯ韮崎スポーツクラブ
☎・ ２１ ２ｰ２５５

●国民健康保険より
２月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担
額）は、155,791,988 円（前年同月比 7.20% 減）で、
１人あたりの保険者負担額は、21,939 円（前年同月
比 3.63% 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。
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３月 日（日）
～ 日（日）

広報にらさき

19 人減
8 人減
27 人減
9 世帯減

14,949 人（うち外国人 235 人）
15,069 人（うち外国人 289 人）
30,018 人（うち外国人 524 人）
12,642 世帯		

男
女
計
世帯数

16

10

‼

（前月比）

２月１日現在

●市の人口
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30

30

穴山町ふれあいホール運営
協議会では、きのこの植菌体
験から、収穫までの管理方法
を指導する教室を開催します。
ご自分で植菌した原木からの
キノコを食べてみませんか。
■日時 ３月 日（土）
時～

11

16 22
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春のＥｙｅ愛ひとみ相談会
お子さんの見え方について
不安を感じている方、成人さ
れてから目に障がいを持ち悩
んでいる方、視覚に課題があ
るお子さんを指導されている
先生など、見え方や目のこと
でお悩みの方は、お気軽にご
相談ください。
■日時 ３月３日（土）
時～ 時
※１件につき約１時間の相談
■場所 山梨県立盲学校
（甲府市下飯田２ ｰ ２ｰ）
■申込方法 ３月１日（木）
までに、電話で申し込み
10

30
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★火災による逃げ遅れを防ぐため、「住宅用火災警報器」の点検をしましょう。

Information
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