みんなで語り合おう

峡北圏域
ネットワーク会議

■お問い合わせ先
・あけぼの医療福祉センター
地域支援課
担当 榊原明美・相吉早恵子
☎２２ー６１１１
（内線１１７）
・障害者就業・生活支援セン
ター陽だまり
担当 小泉晃彦・坂本誠
☎３２ー００３５

韮崎市心身障害児（者）

■会員登録料 無料
（年会費１、０００円）
■お申し込み・お問い合わせ
福祉課社会福祉担当
（ 韮 崎 市 心 身 障 害 児（ 者 ）
父母の会事務局）
（内線１７７）


韮崎市精神障害者家族会
「韮和会（きゅうわかい）
」
会員募集
韮和会は、韮崎市を中心と
した心の病気を持った方の親
の会です。家族間の親睦を図
ると共に、保健・医療・福祉
関係者と協力し合い、心の病
気についての社会への理解を
呼 び か け、 心 の 病 を 持 っ た
方々の１日も早い社会復帰を
目的に活動しています。

父母の会会員募集

韮崎市在住の身体・知的障
害 を 持 っ た 方 の 親 の 会 で す。
日頃野外に出ることの少ない
在宅の心身障害児（者）に自
然に親しむ機会の提供や、研
修会を通じて、障害福祉に対
する理解を深めることを目的
に活動しています。

■活動内容

旭町上条南割３５６１－１

◆昨年１０月から市が委託している相談支援事業所もご利用ください。
電話、来所、訪問相談等を実施しています。
■相談内容
相談内容は問いません。些細なことでも結構です。
■利用料 無料

■お申し込み・お問い合わせ
福祉課社会福祉担当
（韮和会事務局）
（内線１７７）

■会員登録料 無料
（年会費２、０００円）

みだい寮

ご利用ください

相談に応じます
◆県から委嘱を受けた相談員が身体に障害のある方や
知的障害者及びその保護者を対象に身上相談に応じ
自立更生に必要な指導や助言を行います。
相談員は次の方々です。

区分
氏名
性別
住所
電話番号
男 旭町上条南割３０６５－５ ２２－７５１６
身体障害者 佐藤正美
橋場みちこ 女 穴山町３６２２－４
２５－４０３８
相談員
浅川由美子 女 円野町上円井１８８６
２７－２０４６
知的障害者
杉山浩子
女 大草町若尾５２７
２３－５２６０
相談員
北野恵子
女 穴山町４０３１－４
２５－５３０５

【定例会】
心の病気について知識を
持った方のお話を聞きながら、
病気の理解や会員の親睦を深
める集会を開催します。

あさひワーク
旭町上条南割３２９４
ホーム

【保護者部会】

■活動内容

【家族会研修会への参加】
他市の家族会との情報交換
や、研修会等を通じ、心の病
気についていろいろな知識や
情報を得ることができます。

【交流会】
【交流会】
夏休みの期間中に障害児
会の親睦を深めるために交
（者）やその家族が交流でき
流会を実施します。
るような野外活動を行います。
【研修会】
親を対象に、障害福祉施設
見学や、障害者自立支援法につ
いての学習会等を実施します。

陽だまり

穴山町６３１９

電話番号
対象障害
担当者
（３２）
身体・知的・精神 北村・小泉
００３５
（２２）
身体・知的・精神 松野・大原
７４４４
０５５（２８５）
身体・知的・精神 神宮司・秋山
４２９２

住所

事業者名

成長が心配なお子さんのこ
と、 障 害 に よ り 暮 ら し に く
かったり、困っていることな
どを、みんなで話し合ってみ
たいと思っているお父さんや、
お母さんたち、一人で悩まず
考え込まず、力を合わせれば
何とかなるものです。

日・８月 日
時～ 時（時間厳守）

■日時
７月
23

■場所
キッズクラブひまわり

16

■内容
現状や課題を話し合い、よ
り良い方向に解決できる話
し合いをします。
気軽にご参加ください。

17

15

14

自分たちの手で企画

■募集資格
平成 年成人式対象者
（昭和 年４月２日から平
成元年４月１日生まれの韮
崎市民）で、平日の 時か
ら数回行なう予定の実行委
員会に参加できる方

放送を利用して授業を行う通
信制の大学です。心理学・福
祉・経済・歴史・自然科学な
ど幅広い分野を学べます。
資料を無料で差し上げてい
ますので、お気軽にご請求く
ださい。

会場

■出願期間 ８月 日まで
※放送大学ＨＰでも受付

｢第 38 回定期演奏会」

■内容
成人式の企画・運営等
■申込期限
７月 日（木）まで
■お申し込み・お問い合わせ
教育課生涯学習担当
（内線２６７）

自宅がキャンパス
放送大学 月生募集！

■お問い合わせ・お申し込み
放送大学山梨学習センター
☎０５５ー２５１ー２２３８
ＨＰ

http: //www.u-air.ac.jp
一緒にバスケしようよ！

北東ミニバス団員募集

小学生

普段の練習以外にも、レク
リエーションやクリスマス会
など、楽しいイベントもやっ
ています。
北東小学校以外のお友達も
大歓迎。気軽に遊びに来てく
ださい
■募集対象

時～

時～

時～

時 北東小

時 韮崎東中

時 北東小

■練習日時（曜日）・場所
火
木
土

宮川

シルバー人材講習会

「パソコン・経理事務」

日（水）

経理事務の基本からパソコ
ンソフトを使って会計システ
ムの実習を行います。

■日時
８月 日（火）～
９月
時～ 時
※土、日曜日を除く

■会場 峡北地域

日間

■対象者
概ね 歳代前半の方で、雇
用、就業を希望し、パソコ
ンで文章入力のできる方

■受講料

■定員

■締切

無料

名

８月 日（金）

■お問い合わせ・お申し込み
（社）峡北シルバー
人材センター
☎２３ ３６６０
（社）山梨県シルバー人材
センター連合会
２２８ ８３８３

15

!!

■お問い合わせ
☎０９０ー５５４４
ー６５８９


10

10

26

15

15

日時

７月１３日（日）
開場１３時３０分
開演１４時
東京エレクトロン
韮崎文化ホール
大ホール
31

10

韮崎高校吹奏楽部
韮崎北東ミニバススポーツ
少年団は、子どもも親も、み
んなが明るく、楽しいチーム
です。

15 21 19

19

放 送 大 学 で は、 第 ２ 学 期
（ 月入学）の学生を募集中
です。放送大学はテレビ等の

☎０５５

－

12 19 17

21

63

31

10

成人式実行委員

名程度

10

60

－

－

市では公
募による実
行委員会を
組織し、市
と実行委員
会が協力し
て、企画段階から手作りの「成
人式」を実施します。
自らの手で思い出に残る成
人式を創ってみたいという方
の応募をお待ちしています。
■募集定員

10

16

４日 ( 金 )・２４日 ( 木 )

藤井町全区

７日 ( 月 )・２５日 ( 金 )

中田・穴山町全区

８日 ( 火 )・２８日 ( 月 )

円野町全区 ( 一ツ谷経由 )

９日 ( 水 )・２９日 ( 火 )

清哲、神山町全区 ( 一ツ谷経由 )

１０日 ( 木 )・３０日 ( 水 )

旭町全区 ( 一ツ谷経由 )

１１日 ( 金 )・３１日 ( 木 )

大草・竜岡町全区



１４日 ( 月 )

静心寮

１６日 ( 水 )

老壮大学

１８日 ( 金 )

巡回日程に変更がある場合は、
区長を通じて連絡します。
お問い合わせ 老人福祉センター
（☎22-6944/ 22-6980）

31

■お問い合わせ
ゆーぷるにらさき
☎２０ー２２２２

開設終了のおしらせ

「海の家及び日帰りの海の家」



市民のみなさまにご利用い
ただいてきた「海の家」です
が、利用者の減少により、今
年 度 よ り 事 業 を 終 了 し ま す。
楽しみにしていた方には大変
申し訳ありません。
長い間、ご利用いただきあ
りがとうございました。

■お問い合わせ
市民課市民担当
（内線１２３）

韮崎市こども議会が開催されます
市内小学校６年生の代表２０人が、本物の市議会
と同じ議場、同じ形式で、韮崎市をより住みやすく、
快適なまちにするために、市長に質問します。
■

日時

７月２９日（火） １４時３０分

■

場所

韮崎市議会議場

※傍聴希望者は、通常の議会と同様に傍聴できます。

子育てサロン 銀河鉄道
｢ヘアーカットのしかた」
講師 マーブルキッズ経営 早川能弘・もとみ氏
日時 ７月９日（水）１０：３０～１１：３０
場所 市民会館４階大会議室
費用 無料
定員 親子２０組
※前日までに申込み
持物 ハサミ、風呂敷、手ぬぐい、新聞紙
・お問い合わせ 銀河鉄道事務局（☎２２ー１１２１）

19

22

夏休みはみんなで

３日 ( 木 )・２３日 ( 水 )

穂坂町柳平、宮久保、鳥の小池

「ゆーぷる 」行こうよ！

２日 ( 水 )・２２日 ( 火 )

穂坂町日の城、三之蔵、
三ッ沢上下、飯米場

市営プール
休止の
おしらせ

１日 ( 火 )・１７日 ( 木 )

穂坂町権現沢、上の原、上今井、

原、長久保

ゆーぷるにらさきでは夏休
み期間中（７月 日～８月
日）、温水プールでの水中レッ
スンをお休みしますので、開
館時間中はいつでもプールで
遊べます。
今年の夏は
ご家族そろっ
て、 ゆ ー ぷ る
にお出かけく
ださい。
※入館料
（市内料金・回数券有り）
小学生まで ２００円
中学生から ３００円

富士見、岩下、上の山 ( 韮崎駅経由 )

毎年７月中旬から８月下旬
まで市営プールを開設してお
りましたが、プールの老朽化
などのため安全性を考慮して
今年度は休止いたします。
楽しみにしている方々には
大変申し訳ありませんが、ご
理解・ご協力をお願いします。

祖母石、一ツ谷、水神、
1 〜５丁目、若宮、旭、日の出、西町、富士
見ヶ丘、
中島、高河原( 韮崎駅経由 ) 
１５日 ( 火 )

■お問い合わせ
教育課スポーツ振興担当
☎・ ２２ー０４９８

こぶし号 老人福祉センターバス（７月巡回日程）

峡北広域事務組合 消防職員募集
■採用予定人員
若干名（性別不問）
■受験資格
◇年齢要件および学歴
昭和５７年４月２日～
平成３年４月１日までに生まれた者
・消防職Ａ 大学を卒業した者（平成２１年
３ 月までに卒業見込みの者）
・消防職Ｂ 上記以外の者で高等学校を卒業
した者（卒業見込みの者）
◇住所要件
平成２０年４月１日から引き続き韮崎市、
北杜市および甲斐市（旧双葉町）に住所を
有する者（修学などのため当該地域内に住
所を有さない者・峡北地域近隣市町村在住
者を含む）
◇その他
・日本国籍を有する者
・地方公務員法第１６条に該当しない者
・消防職員としての身体要件を備えている者
・普通運転免許所有者（取得見込みの者）
■申込受付期間
７月９日（水）～７月３０日（水）
９時～１７時３０分（土・日・祝日は除く）
■必要書類の配布
申込書および試験実施要綱を、峡北広域行
政事務組合総務課にて配布します
■お申し込み・お問い合わせ
峡北広域行政事務組合総務課
☎２２－３３１１（内線２０・５８）

夏休み親子ふれあい
体験教室
◆親子で楽しむ
「エコクラフト教室」
■日時・場所
月 日（土）
時～ 時
韮崎市民会館 階大会議室

親子

組

■内容
「再生紙バンドでつくる
小物入れ・こま」
■定員

人 ３００円

■内容
「親子で学ぶ礼儀作法教室」

■費用

ハンカチ・はし

■費用

■持ち物

組

■持ち物
洗 濯 ば さ み ５ 個、 は さ み、
手ふきタオル、木工用ボン
ド、新聞紙
あ れ ば リ ボ ン（ ㎝ く ら
い）、ボタン数個

※申込期限（いずれも）
７月 日（火）

人 １００円

親子

◆礼儀作法を学んで、
こころ豊かな暮らしを！

■お問い合わせ・お申し込み
韮崎中央公民館
☎２２ー１１２１
２２ー２９１０

■定員

■日時・場所
月 日（水）
時 分～ 時 分
韮崎市民会館 階大会議室

15

※参加費は無料
■お問い合わせ・お申し込み
ＮＰＯ法人
ＳＥＰＹ（セピィ）倶楽部
☎０３ー３９４２ー５００６
（火～土曜日 時 分～ 時）
０３ー５９４０ー４０３０

韮崎中央公民館から
講座・教室のお知らせ
いきいき生涯学習シリーズ１
「現代社会を生きる」
■日時・場所
７月 日（土）
時 分～ 時 分
市民会館４階大会議室
■内容
「現代社会とコンピュータ」

無料

22

50

15

15

■講師
山梨学院大学教授
伊藤 栄一郎氏
■参加費

■定員
名
※定員になり次第締切り
■申込期限
７月 日（金）

30

4

26

1

30

13

～ひとりで悩まないで～

■講師
東京心理教育研究所所長・
臨床心理士 金盛 浦子氏
■定員
２５０人（申し込み制）
電話またはＦＡＸで申し込み

■必要書類の配布
申込書および職員採用試験案内書を、峡北地域
広域水道企業団総務課にて配布します

30

■申込受付期間
７月９日（水）～７月３０日（水）
８時３０分～１７時３０分
（土・日・祝日は除く）

7

4 12
20

■受験資格
◇学歴および資格要件
大学を卒業した者・卒業見込みの者
同程度の学力を有する者
◇年齢要件
昭和５３年４月２日～昭和６２年４月１日まで
に生まれた者
◇住所要件
平成２０年４月１日から引き続き韮崎市、北杜
市および甲斐市（旧双葉町）に住所を有する者
（修学などのため当該地域内に住所を有さない者
を含む）
◇その他
・日本国籍を有する者
・地方公務員法第１６条に該当しない者

30

30

10

■採用職種・予定人員
一般行政職
若干名（性別不問）

10

15

7

峡北地域広域水道企業団 職員募集

1

■お申し込み・お問い合わせ
峡北地域広域水道企業団 総務課
〒４０８－０１１２
北杜市須玉町若神子７４４－２８
☎４２－４８３０

13

「全国親の会」
甲府大会

分

15

不登校・ひきこもり・ニー
ト・家庭内暴力・摂食障害な
どのお子さんを持つ方、子育
てでお悩みの方、教育関係の
方々、ご一緒にそれぞれの問
題を考えてみませんか？
■日時
７月 日（日）
時 分〜 時
16

■場所
山梨県男女共同参画推進セ
ンター ぴゅあ総合

30 13

30 12

45

４

10

18

■お問い合わせ
◇教育委員会
教育課学校教育担当
（内線２６３・２６４）
◇山梨県総合教育センター
特別支援教育部
☎０５５ー２６３ー４６０６
ひとりで悩まないで！

「こころの健康相談」
保健所では、専門医による
「こころの健康相談」を行っ
ています。医療機関にかかっ
た方がいいのか迷ったら、ひ
とりで悩まずに気軽にご相談
ください。
予約制

夏休みこどもの「きこえ」
と「ことば」の相談会
お子さんの「きこえ」と「こ
とば」のことで少しでも不安
のある方は、専門の教員がご
相談に応じます。来校される
のが難しい方は、電話やメー
ルでの相談も受けています。
■日時・場所
７月 日（木）〜 日（日）
９時〜 時
県立ろう学校 幼児指導室
山梨市大野１００９
17

■相談内容
お子さんの「きこえ」と「こ
とば」に関する相談や、か
かわり方などの育児相談
■お申し込み
７月 日（金）までに予約
をお願いします。
※受付時間は、平日 時まで
※相談費用は無料
■お問い合わせ
県立
 ろう学校「きこえとこ
とばの相談支援センター」
担当 中込
☎０５５３ー２２ー１３７８
０５５３ー２２ー６４１９

結婚相手の紹介や相談に応じ、幸せな家庭が築け
るよう協力
毎週火・金曜日 １３：００〜１６：００
市福祉課（内線１８０）で電話受付

弁護士が相談に応じます。
７月の相談は、２４日（木）１３：００〜
相談時間は、１人３０分以内
※予約受付は、７月１０日（木）９：００〜
企画財政課（内線３５７）で電話受付

◆結婚相談（要予約）

◆無料法律相談（要予約）

学習・いじめ・不登校など学校教育に関する
悩みや不安の相談
毎週月・火・水曜日 ９：３０〜１６：００
市民会館にて

国や県、市の行政などについての相談
第１・２月曜日 １３：００〜１５：００
市役所にて

◆学校教育相談

◆行政相談

子どもや家庭に関する悩みの相談
毎週木曜日 １０：００〜１６：００
市民会館にて

生活・身の上等の日常生活の悩みに関する相談
第１・２月曜日 １３：００〜１５：００
市役所にて

◆家庭児童相談
◆心配ごと相談

認知症予防・介護についての相談
毎月第２火曜日 ９：３０〜１６：００
保健福祉センターにて
「食」に関する心配ごとや疑問の相談
※予約は保健福祉センター（☎２３ー４３１０）
にて電話受付

◆物忘れ相談
◆市民栄養相談（要予約）

20

17

■月１回

30

※保健所職員による相談は随
時 行 っ て い ま す。 ま ず は、
電話でご連絡ください。
平日８時 分～ 時 分ま
で
17

■お問い合わせ・お申し込み
中北保健所峡北支所
地域保健課
☎２３ー３０７４

30

巡回就学相談
発達の遅れやその心配のあ
るお子さんの就学について保
護者の方を対象とした教育相
談を行います。
経験豊かな先生方が相談を
お受けし、情報交換をする中
で、お子さんの心身の状態に
好ましい教育効果を得られる
よう、適切な就学ができるこ
とを目的とします。
お気軽にご相談ください。

市民会館３階

■日時 ９月 日（木）
９時 分～ 時
■場所

15

17

11

sodan@rogako.kai.ed.jp
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30 11

■お申し込み
７月 日（水）までに教育
委員会へ、お申し込みくだ
さい。
※申込書は教育委員会・市内
保育園・市内幼稚園にお尋
ねください。
30

子育て教室

育児健康相談等

持ち物／母子健康手帳・筆記用具・
教室に応じて体操のできる服装

◆パパ・ママ学級（要予約）
妊産婦の食事、妊婦体操
Ｂコース１ ７月７日（月）１３：３０〜

◆すくすく教室（７か月）
７月１５日（火）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１９年１２月生まれ

◆よちよち教室（１１か月）

７月２２日（火）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１９年８月生まれ

持ち物／各種健康手帳

◆にこにこ子育て
相談室（要予約）
７月２４日（木）
９：３０〜１６：００

◆母子健康手帳交付・
妊婦相談・一般健康
相談
毎週月曜・木曜日
９：３０〜１６：００

◆物忘れ相談
７月８日（火） ９：３０〜１６：００

◆のびのび教室（２歳児）

７月２３日（水）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１８年６月生まれ
持ち物：子ども用歯ブラシ

健康づくり教室

持ち物／各種健康手帳・筆記用具・
教室に応じて体操のできる服装

◆心のデイケア
７月９日、２３日（水）
１０：００〜

乳幼児の健診

持ち物／母子健康手帳・バスタオル・
保険証・印鑑

◆４か月児健診
７月２５日（金）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ２０年３月生まれ

◆１歳６か月児健診

７月９日（水）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１８年１２月生まれ

◆３歳児健診

◆健康アップ教室

Ａコース

７月１６日、２３日、３０日（水）
９：３０〜

◆健康アップ教室

Ｂコース

７月１７日、２４日、３１日（木）
１９：３０〜

◆陸上ウォーキング教室
７月６日（日）
９：３０〜 （竜岡体育館）

◆シニア健康サポーター養成研修
７月 10 日（木） ４回目

７月１６日（水）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１７年６月生まれ

？

■お問い合わせ
韮崎市保健福祉センター（本町３−６−３）
☎２３ー４３１０／ ２３ー４３１６
けいしつ

先日、大腸内視鏡検査を行ったところ、「大腸憩室がある」
けいしつ

といわれました。憩室とはどのようなものですか。
また、すぐに治療が必要でしょうか。

◎腸の壁がふくれて、腸の外側にポケット状に突き出たものです。
けいしつ

憩室とは、腸の壁の一部がふくれて、腸の外側にポケット状に突出した状態をいいます。
便秘や肥満などにより、腸内の圧力が上昇し、大腸の粘膜が腸の筋層を貫通し憩室が形
成されます。大腸の右側に起こる場合（右側型）と左側に起こる場合（左側型）
、両方に
起こる場合（両側型）があります。日本では以前は右側型が大部分でしたが、近年食生
ぼうまんかん
活の西欧化により左側型が増加しつつあります。多くの場合は無症状ですが、便秘・下痢・腹部膨満感などの症状が見
られることがあります。また、憩室に炎症を起こし腹痛を起こしたり、憩室から出血し、下血が見られることもあります。

◎生活上では、便通のコントロールに注意が必要です。
症状が出ていなければ治療の必要はありませんが、
炎症の強い場合には絶食・抗生剤投与などが必要です。
炎症が強くなり腸に穴があくような場合や憩室からの
出血がひどい場合には緊急の手術が必要となります。
大腸憩室が見られる場合の生活上の注意点としては、
便通のコントロールが挙げられます。便秘がちな方で
あれば、緩下剤・下剤の使用、食物繊維の摂取などで
排便のコントロールを行う必要があります。

4 月より赴任致しました
やすとめ

安留です。専門は消化器外
科（特に大腸外科）です。
今後ともよろしくお願いい
たします。
アドバイザー 韮崎市立病院
外科 医長

安留

道也
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新刊情報

今月のだっこの会

図書館流通センター「週刊新刊全点案内」15 ７０号より

わらべ歌や、手遊びなど日頃
の親子のふれあいにぴったり。
赤井三尋著 （講談社）
遊びや絵本に思わぬ反応が！
夜が明け、朝が来て、また、いつもの 楽しいですよ！
１日が始まる。その何でもない日常に、
日時 ７月２４日（木）
小さなしみがぽつんとひとつ…。「老
１０：３０〜
猿の改心」「紙ヒコーキの一齣」「青の
場所 市民会館３階 和室

「どこかの街の片隅で」
み ひろ

ひ と こ ま

告白」など、人生の哀感と味わいを語
る掌編１０編を収録。

今月のおはなし会

「どうなっちゃってるの !?

クレメンタイン」

絵本・紙芝居・パネルシアターなど、楽しいおはなし
がいっぱい！お友だちを誘っておおぜい集まってね。
日時 ７月２６日（土）１０：３０〜
場所 市民会館３階 和室

サラ・ペニーパッカー作
今月の朗読のつどい
マーラ・フレイジー絵

（ほるぷ出版） 今回は、
“こぶしの会”の皆様をお迎えします。お楽
小学３年生のクレメンタインは、先生 しみに！
から「集中しなさい」としょっちゅう
日時 ７月５日（土）１４：００～
叱られています。でも、観察すること
場所 市民会館４階 大会議室

にかけては誰にも負けません…。元気
いっぱいでがんばりやの女の子クレメンタインの、楽しく
てジーンとする物語。

「朱色の雑巾」 飯島修哉作


（朗読

小沢保子さん）

｢いすゞ鳴る｣ 山本一力著（文藝春秋） 「葉っぱのフレディ」 レオ・バスカーリア作

（朗読 植松喜久江さん）
「やさしいため息」
「あんず林のどろぼう」 立原えりか作

（一般書）

青山七恵著（河出書房新社）

（児童書）「ハサミムシのおやこ」



（朗読

小沢かなめさん）

「この世で一番美しい音」東田直樹作
皆越ようせい写真・文（ポプラ社） 
（朗読 鈴木利子さん）
※次回は８月２日（土）を予定しています。
「ゆうこのキャベツぼうし」
よろしくお願いいたします。
やまわきゆりこ作・絵（福音館書店）
みなごし

◎図書は、リクエストや予約もお受けいたします。
◎「リサイクル文庫」にもご協力ください。
◎ご返却が遅れている方は、どうかお早めにお返しください。

健康に気をつけ
医療費の節約にご協力ください
６月中に市が支払った医療費をお知らせします。
国民健康保険138,302,955 円
（前月比
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20.24%減）

※１人当り 16,000 円

出張なんでも鑑定団 in 韮崎
観覧無料
観覧募集 !!
●開催日（予定）

９月６日（土）

平成２０年

●場所（予定）東京エレクトロン韮崎文化ホール
●時間（予定）開場 １２：００ 開演 １２：５０
▼

編集
６ 月 号 か ら、 広 報
にらさきの表紙をリ
後 記 ニューアルしました。
新しいキャッチフレーズの「夢
と感動のテーマシティ」にあわ
せ、明るくのびやかなイメージ
の 書 体 に し て、 こ れ か ら こ ん
な〝にらさき〟になってほしい
という願いをこめています。今
月から裏表紙のレイアウトも変
え、字も一部大きくして、さら
に読みやすい広報にしていく予
定です。みなさまからのご意見
おまちしています。
Ｈ
市の人口（6 月１日現在）
２０３人
世帯数 １２，
３１３世帯
男 １６，
女 １６，
３９５人
前月比
＋１３世帯
計 ３２，
５９８人
前月比
－８人

■７月の休館日 毎週月曜日と３１日（木）です。
お問い合わせは、韮崎市立図書館
（☎２２ー１１２１ ／ ２２－２９１０）

▼



観覧ご希望の方は、往復ハガキに必要事項を記入の上、ご応
募下さい。応募多数の場合は抽選となります。当日席もご用
意しますが、当選ハガキご持参の方の入場を優先いたします。
●応募方法（ハガキの記入要領）
往信表面 〒４０７－０００２ 韮崎市藤井町坂井２０５番地
（財）武田の里文化振興協会
「出張！なんでも鑑定団ｉｎ韮崎」観覧係
往信裏面 「出張鑑定団観覧希望」という文字と
応募者の住所・氏名・電話番号・入場希望人数
返信表面 応募者の住所・氏名・郵便番号
返信裏面 入場希望人数
●応 募 締 切 日／平成２０年７月３１日（木）当日消印有効
●抽選結果発表／平成２０年８月中旬（返信ハガキにて）

●観覧お問い合わせ
（財）武田の里文化振興協会

ＴＥＬ．０５５１－２０－１１５５

児童 センターであそぼう

開館時間 月〜土曜日   ９：００〜１９：００
０〜６歳（未就学）児は 保護者の同伴を お願いします。

北東児童センター

韮崎児童センター
（☎

（☎

２２ー７６８７）

◆親子で遊ぼう（お絵かき）

◆なかよし広場

７月１日（火）～４日（金）
１１：００〜

７月３日（木）
、１８日（金）
１１：００～

◆なかよし広場

◆手遊び歌遊び

  ７月９日（水）

２３ー５５５０）

７月７日、１４日（月） １１：００〜

１０：３０～

◆健康のお話
◆寿ルーム（小学生対象）
毎週月曜日

◆さちかぜ号交通安全教室（小学生対象）
７月９日（水） １４：３０～

◆ビバ縁故節（小学生対象）
７月２日（水） １５：００～
講師 石川千夏先生

北西児童センター
（☎

２２ー１７７５）

◆子育て講演会（中央公民館主催）

◆ビバ縁故節（小学生対象）
７月７日（月） １４：３０～
講師 石川千夏先生

☆小学生の行事は「パソ
コンを楽しもう」など、
◆さちかぜ号交通安全教室（小学生対象） ほかにもあります。
７月２日（水） １４：３０～
☆詳しくは、各児童セ

◆ビバ縁故節（小学生対象）
７月１６日（水） １５：００～
講師 石川千夏先生

◆なかよし広場
７月１７日（木） １１：００～

（☎

「夏祭り」のお知らせ

７月１日（火）～４日（金） １１：００～

各児童センターで「夏
７月８日（火）
、１５日（火） １１：００～ 祭り」を開催します。
７月１８日（金）
◆ニュースポーツ（小学生対象）
北西児童センター
７月２９日（火） １４：３０～
７月２３日（水）
講師 韮崎市体育指導員
韮崎、北東、甘利児童
◆お話会（小学生対象）
７月３１日（木） １４：３０～
センター
講師 ききみみずきん

開設時間    月〜金曜日 ９：００〜１２：００
※火、木曜日は１４：００〜１６：００も開館しています。

地域子育て支援センター
ファミリー・サポート・センター
２３ー７６７６）

ファミリー・サポート・センターでは、
子育てのお手伝いが必要な方の手助けをしています。
お気軽にお問い合わせください。

□子育て相談
面

２３ー１５３５）

◆親子で遊ぼう

子育て支援センターにいらっしゃい！
☎

ンターにお問い合わせ
ください。

甘利児童センター

◆なかよし広場

演題「母の心と子どもの心」
７月４日（金） １０：３０～
講師 横森岑子先生

（藤井保育園内

☆ 行 事 の な い 日 で も、
各センターは開館して
ます。お子さんと一緒
に遊びに来てください。

７月１０日（木） １０：３０～
講師 韮崎市保健師

談

９：００〜１２：００

電話相談

９：００〜１７：００

□例月のイベント（会場：支援センター）
◆子育てトーク（子育てについて気軽に話しましょう）

□その他のイベント・講座
◆親子カウンセリング教室
７月１８日 ( 金 ) １０：００～１１：３０
講師 川辺 修作先生

◆シャボン玉遊び（要予約）
７月２９日（火） １０：００～１２：００

◆夏祭りに参加しよう（要予約）
７月１１日（金）
１６：００～
参加費 実費

７月 ２日 ８月 ６日（水）１０：３０～

◆体位測定（お子さんの身長・体重を計ります）
７月１４日（月）１０：３０～

◆誕生会に参加しましょう
７月２５日（金）１０：００～１１：３０

◆毎週水曜ミニミニタイム
（歌・手遊び・シアターなどお楽しみに）

◆保育園開放
毎週水曜日 ９：００～１２：００

６月６日の
ちびっ子運動会！
たくさんのお友だちが
集合したよ！
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