インフ ォメーシ ョン

年成人式のご案内

お知らせ

平成

②消耗品の交換
電極パッドやバッテリー等
の消耗品は、適切に使用でき
るようこまめに交換しましょ
う。また、使用期限がすぐわ
かるように表示ラベルを付け
ましょう。
■問い合わせ
保健課 健康増進担当
☎２３ ４ｰ３１０

自動車事故被害者等への
支援制度について

・随時要介護の方
月額２９，２９０円～
５４，０００円
■交通遺児等への無利子貸付
・貸付金一時金
１５５，０００円
月額
２０，０００円
入学支度金４４，０００円
■問い合わせ
独立行政法人自動車事故対
策機構 山梨支所 被害者
援護業務担当
☎０５５ ２ｰ６２ １ｰ０８８

お子さまの教育資金を「国
の教育ローン」（日本政策
金融公庫）がサポート！

集

■問い合わせ
教育ローンコールセンター
☎０５７０ ０ｰ０８６５６
（ナビダイヤル）
☎０３ ５ｰ３２１ ８ｰ６５６
募

アダプトプログラム制度の
募集について

市では、市内各所の公園等
の公共施設で、ボランティア
として美化活動をしていただ
ける個人又団体を募集してい
ます。
清掃に必要な用具の支給や、
保険料等の加入費につきまし
ても市で支出しますので、み
なさまの積極的な応募をお待
ちしています。
■問い合わせ
建設課 都市計画担当
（内線２５０・２５１）

在職者職業訓練「能力開発
セミナー」受講者募集

■申し込み・問い合わせ
山梨県立就業支援センター
☎０５５ ２ｰ５１ ３ｰ２１０
・ホームページアドレス

http://www.pref.
yamanashi.jp/shugyo/

山梨ことぶき勧学院学生募集

山梨県の高齢者生涯学習の
場である「山梨ことぶき勧学
院」では、平成 年度の学生
を募集します。
■修業年限 ２年（１年間で
講座実施）
■講座日 原則として火曜日
（月平均２回）
■出願受付 ２月１日（木）
～３月 日（木）
※入学案内・募集要項は市役
所、公民館、図書館で配付
します。
■問い合わせ
山梨ことぶき勧学院
☎０５５ ２ｰ３３ ６ｰ９４７

相 談
就業支援センター「ファイ
「全国一斉生活保護１１０
ナンシャル・プランニング入
番」を開催
門講座」の受講者を募集しま
す（平成 年３月開講）。保険、
山梨県青年司法書士協議会
住宅、金融商品、社会保障等
と全国青年司法書士協議会
ファイナンシャル・プランニ
は、生活保護に関する電話と
面談による相談会を開催しま
ングの基礎を学びます。
その他仕事に役立つスキル
す。
アップ講座を通年で行ってい
■日時 １月 日（日）
ます。
時～ 時
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成人される皆さんの輝かし
い門出をお祝いするため、成
人式を実施します。
■日時 １月７日（日）
時 分～
■受付
■式典
時 分～
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・大ホール
式典終了後、記念撮影、成
人式実行委員会企画によるイ
ベントを開催します。
■問い合わせ
教育課 生涯学習担当
（内線２６７）

「国の教育ローン」は、高校、
短大、大学、専修学校、各種
学校や外国の高校、大学等入
学・在学するお子さまをお持
ちのご家庭を対象とした公的
な融資制度です。
■融資額 お子さま１人につ
き３５０万円以内
■金利 年１．８％
母子家庭の方などは
年１． ％
（平成 年９月 日現在）
年以内
■返済期間
母子家庭の方な
どは 年以内
※ 詳 細 は「 国 の 教 育 ロ ー ン 」
で検索しホームページをご
覧ください。
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ＡＥＤの所有者・管理者は、
日ごろの維持管理が大切です

自動車、オートバイ事故
（被害・加害・自損問わず）
により、脳、脊髄、胸腹部臓
器を損傷し、重度後遺障害に
遭われた被害者に対し「独立
行政法人自動車事故対策機
構」から障害程度に応じて介
護料が支給されます。また、
事故により保護者が亡くなら
れたり、重度後遺障害を負っ
た家庭（生活困窮家庭）のお
子様（中学卒業まで）に対し
て、無利子で生活資金の貸付
も行っています。詳しくは左
記までお問い合わせください。
■介護料の支給
・常時要介護の方
月額５８，５７０円～
１３６，８８０円
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広 報

救命救急時、ＡＥＤ（自動
体外式除細動器）を使用する
場合、管理・点検の不備等に
より、正常に機器が作動しな
い等のことがないように適切
な維持管理をお願いします。
☆日常点検での確認事項
①インジケーターの確認
正常に動くかどうかを示す
ためのランプや画面が付いて
います。表示内容を確認し、
記録しておきましょう。
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12 月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担額）は、
153,500,888 円（前年同月比 2.01% 減）で、１人あたりの
保者負担額は、21,490 円（前年同月比 2.10% 増）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。

みそ作り体験教室開催

●国民健康保険より

■問い合わせ
・東京エレクトロン韮崎文化
ホール
☎２０ １ｰ１５５
・教育課 生涯学習担当
（内線２６７・２６８）

3 人減
27 人減
30 人減
２世帯減

ワンアップクッキング教室
参加者募集！

男 14,988 人（うち外国人 234 人）
女 15,099 人（うち外国人 288 人）
計 30,187 人（うち外国人 522 人）
世帯数 12,669 世帯

■内容 午前と午後２時間づ
つの初心者からレベルに合
ったコースで指導をしてい
ただけます。
■締切 両日ともに１週間前
まで
※リフト代・昼食・用具のご
用意は個人負担となります。
※保険につきましては、手当
しますが、その後について
は保護者の責任のもと各自
の保険にて対応をお願いし
ます。
■申し込み・問い合わせ
ＮＰＯ韮崎スポーツクラブ
☎・ ２１ ２ｰ２５５

（前月比）

はＦＡＸで相談日時を予約
してください。
■締切 ３月６日（火） 時
■問い合わせ
きこえとことばの相談支援
センター
☎０５５３ ２ｰ２ １ｰ３７８
０５５３ ２ｰ２ ６ｰ４１９

穴山町ふれあいホール運営
協議会は、農業収穫物である、
大豆を使い発酵食品である、
「みそ作り体験教室」を開催
します。興味のある方はぜひ
ご参加ください。
■日時 １月 日（土）
９時 分～
■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 ２，０００円
（作成味噌４㎏、昼食付）
■持ち物 三角巾、エプロン
等作業できる服装
■締切 １月 日（月）
定員になり次第終了
■問い合わせ
ふれあいホール館長（伊藤）
☎０９０ ２ｰ２４５ １ｰ２４０

ＮＰＯ韮崎スポーツクラブ

スキースクール開催

広報にらさき
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■日時 １月 日（土）
２月 日（土）
■場所 サンメドウズ清里
スキー場
■対象 韮崎スポーツクラブ
会員及び韮崎市在住及び通
勤されている方
※集合場所・時間等は参加者
へご案内します。
■参加費 １人５００円
■指導者 韮崎市スキー連盟

12 月１日現在

●市の人口

イベント

立ち上がる子どもたちの
勇気と奮闘の物語『チョコ
レート戦争』を講演

減塩や食事バランスなど日
頃の食生活を一緒に見直して
いきませんか？お気軽にご参
加ください。また、ご家庭で
飲まれている味噌汁などの汁
物をご持参頂くと、塩分の濃
さを確認しますので、ご活用
ください。
■日時 ２月３日（土）
時～ 時 分
■場所 保健福祉センター
■対象者 市内在住の成人男
女
名（先着順）
■内容
・豚肉のしょうが焼き
・春雨サラダ 他２品
■参加料 無料
■持ち物 エプロン、三角巾、
筆記用具、ご自宅のみそ汁
等の汁物（希望者のみ）
■締切 １月 日（金）
■申し込み・問い合わせ
市食生活改善推進員会事務
局（保健福祉センター内）
☎２３ ４ｰ３１０
30

■電話番号
☎０１２０ ０ｰ５２ ０ｰ８８
※当日のみの専用番号です。
■会場 山梨県司法書士会館
甲府市北口１ ６ｰ ７ｰ
※相談は無料です。秘密は厳
守します。
■問い合わせ
山梨県青年司法書士協議会
☎０５５ ２ｰ５３ ６ｰ９００

春の「きこえ」と
「ことば」の相談会
東京エレクトロン韮崎文化
ホールでは、東京エレクトロ
ンテクノロジーソリューショ
ンズ（株）とのパートナーシッ
プ 協 定（ ネ ー ミ ン グ ラ イ ツ ）
の締結を記念し、ミュージカ
ル『チョコレート戦争』を開
催します。
■日時 ２月 日（土）
時開演
（開場 時 分～）
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・大ホール
■料金 無料・全席自由
■要入場整理券 １月 日
（火） ９時配布開始
※整理券配布場所 教育課・
東京エレクトロン韮崎文化
ホール・イイノ楽器
■対象 韮崎市民および韮崎
市に通園・通学・通勤する
方、またはその家族
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お 子 さ ま の「 き こ え 」「 こ
とば」のことで不安のある方
はご相談ください。
■日時 ３月 日（日）
～３月 日（月）
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
■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
■申込方法 事前に電話また

Information
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★１月 日は「防災とボランティアの日」。災害への備えを充実強化しましょう。
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