映画は娯楽の王様だった…

古き良き時代の
名作映画上映会

９月

韮崎市民会館
５階大ホール

日（金）

平成 年度優秀映画鑑賞推
進事業として、映画が娯楽の
王様であった時代に生まれた
名作映画を上映します。
■日時
■場所

時 分～
・「稲妻」
時 分～

時

10
16

13

分

50

■お問い合わせ
教育課生涯学習担当
（内線２６８）


高齢者交通安全大会
を実施します！
高齢者の交通
事故防止のた
め、「 高 齢 者 交
通安全大会」を
実施します。
当日は交通安全講話や実車
両を使用した衝突実験を行う
など交通事故の危険性を再認
識できる機会です。積極的な
ご参加をお願いします。

日（金）
時 分～

■日時
９月

※全席自由・前売りはいたし
ません。
※市民会館の駐車場には限り
がありますので、市役所駐
車場他をご利用ください。
※老壮大学９月講座と共同開
催、上映時間外は講座実施。

■入場料
一人 ３００円
１( 本でも２本でも同料金）

時

30

■主催
韮崎市・韮崎市教育委員会・
文化庁・東京国立近代美術
館フィルムセンター

■お問い合わせ
総務課防災交通担当
（内線３３９）

韮崎市老人福祉センター

敬老月間特別ご招待
９月 日
の敬老の日
にちなんで
市内在住
歳以上の方
を老人福祉
センターに
無料でご招待します

回武田の里音楽祭☆
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■お申し込み
９月６日（土）までに東京エレクトロン韮崎文
化ホールか中央公民館にお申し込み下さい。

■期間
９月１日
（月）
～９月 日
（火）
（日曜・祝祭日を除く）
※韮崎駅発の無料送迎バスも
でていますので、ご利用く
ださい。

この機会にぜひ「天然かけ
流し温泉」をご堪能ください。
皆様のお越しをお待ちして
います。

■日程・練習場所
９月６日から毎週土曜日市民会館を中心に
行います。
※詳細はご確認ください。

ジュニア合唱団募集 ☆ 第

小・中・高校生

■対象

!!

12

■場所
甲斐市双葉ふれあい文化館

15

■お問い合わせ・お申し込み
◇中央公民館 ☎２２―１１２１
◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
☎２０ー１１５５
２２ー１９１９

■お問い合わせ
韮崎市老人福祉センター
☎２２ー６９４４

30

毎年恒例となりました、武田の里音楽祭。今年
は１２月２１日（日）に「シネマの音楽をうたお
う」をテーマに、ジュニア合唱団が外国から来た
唱歌たちを「ゴジラ」のテーマに乗せてオーケス
トラをバックに楽しく歌います。大ホールの舞台
で歌いたい子はぜひ集まって下さい。
65

14

■協力
コミュニティシネマ
支援センター

30
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■上映作品・時間
・「華岡青洲の妻」

13 19

20
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「武田勝頼公新府入城祭り」

時代絵巻行列参加
体験希望者募集

日（日）９時～

あなたも武田氏発祥の地な
らではのイベント「武田勝頼
公新府入城祭り」に参加して、
戦国時代の衣装で武者や女房
衆に扮してみませんか？
■日時
月
■募集定員
名
※定員になり次第締め切り

■お問い合わせ・お申し込み
武田の里まつり実行委員会
（商工観光課内）
（内線２１３・２１４）
韮崎の秋を楽しむ企画

「トレッキング教室」
参加者募集
自然のすばらしさを体験し
ながら仲間づくり、健康づく
りに挑戦しましょう。地元山
岳会のみなさんがご案内しま
すので初心者の方でも安心し
て参加できます。

■開催日
月 日（土）
※天候または登山道の状況な
どにより中止になる場合が
あります。

市役所到着予定

みなさまの応募をお待ちして
います。

■開催日・時間
月 日（土） 日（日）
９時～ 時
※１日だけの参加も可能

・解散
時
■対象者
一般（小学校４年生以上）
※小学生の参加には保護者の
参加もお願いします。

日（金）

■定員
名（最小催行数５名）

月

山梨県日中平和友好会では、
県からの委託で中国帰国者の
ための「日本語教室」を開い
ています。中国帰国者ならど
な た で も 参 加 で き ま す の で、
お気軽にご参加ください。

「日本語教室」参加者募集

中国帰国者のための

■お問い合わせ・お申し込み
武田の里韮崎市文化祭実行
委員会事務局
（教育課生涯学習担当内）
（内線２６７）

■募集期限

■開催場所
東京エレクトロン韮崎文化
ホール西側駐車場
※机、敷物等は持参

■参加費
１名 １５０円（保険料）
■指導員
山梨県山岳連盟加盟団体
「白鳳会」会員ほか
■参加申込締切
月７日（火）
※定員になり次第締め切り
■持ち物
昼食、飲物など
■お問い合わせ・お申し込み
教育課生涯学習担当
（内線２６７）


武田の里韮崎市文化祭

■日時
月４日・ 日、 月 日、
月 日、Ｈ 年１月 日
※すべて土曜日

時～

時

■場所
藤井町北下条
市営住宅集会所

■内容
「日本語の読み方と書き方」
「日常会話練習」

■講師
山崎泰三氏・上條行雄氏

■お問い合わせ
県日中平和友好会（上條）
☎０５５ー２７６ー４７１５
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フリーマーケット出店募集
第 回武田の里韮崎市文化
祭のフリーマーケットの出店
者を募集します。

31 29

■トレッキングコース
青木鉱泉＝南精進ヶ滝＝
白糸の滝
■時間（当日の日程）
・集合 市役所駐車場
７時 （時間厳守）
※車で青木鉱泉に移動

11

■募集期限
９月 日（火）
■応募方法
はがきに住所、氏名、年齢、
連絡先、希望の役柄（武者か
女房衆）を記入して、武田の
里まつり実行委員会宛に応募
するか、電話にてお申し込み
ください。

日時 ９月９日（火）１０：３０～１１：３０
場所 市民会館５階大ホール
講師 細田みどり氏
費用 無料
持物 フェイスタオル、飲料水、運動のできる服装
お問い合わせ 銀河鉄道事務局（☎２２ー１１２１）

26
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21

21

｢ タオルを使った
ストレッチとフットセラピー」
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15
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子育てサロン 銀河鉄道
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韮崎中央公民館から
講座のお知らせ
いきいき生涯学習シリーズ４
「現代社会を生きる」
自分と家族・地域社会にお
ける人と人との関係について
考え、自分の生き方を考える
きっかけにしませんか。
■日時・場所
９月 日（土）
時 分～ 時 分
市民会館５階大ホール
■内容
「しなやかな人間関係」

山内幸雄氏

時 分～ 時 分
市民会館５階大ホール
■内容
「充実の高齢期を迎える準備」

月

日（水）

■講師
韮崎市立病院名誉院長
松川哲之助氏
■申込期限
いきいき生涯学習
「懐かしの名曲講座」
まぼろしの手巻き蓄音機で
懐かしのメロディを聴きなが
ら、青春の思い出を語るひと
ときを楽しみませんか。
■日時・場所
月５日（日）
時 分～ 時 分
市民会館４階大会議室

☎２２ー１１２１
２２ー２９１０
仲間と楽しいプレーを！

韮崎市民ゴルフまつり
ゴルフ連盟では、市民ゴル
フまつりを開催します。大勢
で楽しくプレーして爽やかな
汗を流しましょう。
■日時・場所
月７日（火）
甲斐芙蓉カントリー倶楽部

身近な悩みに応えます

「無料調停相談会」

■相談担当者
山梨調停協会甲府支部の民
事・家事調停委員（弁護士
含む）

■お問い合わせ
甲府地方裁判所事務局
総務課庶務係
☎０５５ー２３５ー１１３１
（内線２５２１）



金銭トラブルや家庭内の揉
子どもの人権を守ろう！
め事など、身近な法律問題で 「子どもの人権１１０番」
お悩みの方を対象に相談会を
開催します。相談は無料で秘
密厳守です。また、相談内容
によっては調停の申立て、そ
の他の手続きなどをご紹介し
ます。ぜひ、ご利用ください。

いじめや虐待など子どもを
めぐる様々な人権問題に取り
組むため、全国一斉強化週間
を実施します。
相談は無料で秘密厳守で
す。お気軽に、相談をお寄せ
ください。

■期間
９月８日（月）～ 日 日
(）
時 分～ 時
※土日は 時～ 時

■電話番号（フリーダイヤル）
☎０１２０ー００７ー１１０

■相談担当者
甲府地方法務局職員、県人
権擁護委員連合会の「子ど
もの人権専門委員」など

30

■講師
山梨学院大学
日（水）

先着１２０名

■費用
◇参加料
３、０００円（当日徴収）
◇プレー代
１２、０００円
（キャディー、食事代込み）
※ 歳以上の方は、免許証な
ど年齢を証明するものを持
参すれば「ゴルフ場利用税」
が免除されます。
■募集定員

■日時
月４日（土）
時～ 時

14

17

19

10

９月

人

月１日（水）

■場所
甲府市丸の内 岡島８階
岡島ローヤル会館
ゴールドルーム

８

15

■講師
日本航空学園参与
文珠川雅士氏
■定員

■申込期限

■お問い合わせ・お申し込み
９月 日（土）までにＦＡ
Ｘにてお申し込みください。
◇ゴルフ連盟事務局
仲田育成事業財団内（功刀）
２２ー７５８４
☎２２ー５１３５
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13

■お問い合わせ・お申し込み
韮崎中央公民館
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■申込期限
いきいき生涯学習シリーズ５
「現代社会を生きる」
高齢社会は明るい社会、夢
と希望の高齢期。充実の高齢
期を迎える準備と心がけを学
びます。
■日時・場所
月 日（土）

10 10
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８
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「福祉の日記念まつり」に行こう！

10

月５日（日）

自家用車などで来場される皆さ
まに中央公園正面の東側駐車場へ
乗降所を設置します。乗降のみと
なりますので、駐車は各駐車場へ
お願いします。

毎年恒例の福祉の日記念
ま つ り を、 韮 崎 中 央 公 園 に
おいて開催します。
会 場 で は、 運 動 会 や う ど
ん・そば・おでんの模擬店、
バザーやフリーマーケッ
ト、 ミ ニ Ｓ Ｌ 無 料 乗 車、 ふ
わ ふ わ ド ー ム、 消 防 車 両 の
展 示、 交 通 機 動 隊 の 参 加 な
ど、 楽 し い 催 し 物 を た く さ
ん予定しています。
ま た、 商 工 会 や Ｊ Ａ 梨 北
による各種特産品販売など
のコーナーも開設します。
小さなお子様からお年寄
りまで楽しんでいただける
企 画 を、 た く さ ん 用 意 し て
い ま す。 ぜ ひ ご 家 族、 お 友
だ ち お そ ろ い で「 福 祉 の 日
記念まつり」を満喫してく
ださい。

＊来場者の乗降所を設けます。

※雨天の場合は

１０月４日（土） ９：００～

“フリーマーケット”出店希望者募集
福祉の日記念まつりでは、フリーマーケットのエ
リアを設けます。
どなたでも参加できますので、みなさまの参加を
お待ちしています。会場等の都合により出店舗数を
制限させていただく場合がありますので、申し込み
はお早めに！
■日時 １０月４日（土）１０時～１３時
※雨天の場合、１０月５日（日）
■会場
韮崎中央公園
■申込み締切り ９月２４日（水）
■お申込み・お問い合わせ
福祉課福祉介護担当
（内線１８０～１８２）

◆市民栄養相談（要予約）
「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

◆心配ごと相談
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

◆行政相談
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

◆無料法律相談（要予約）
弁護士が相談に応じます。
９月の相談は、４日、２５日（木）１３：００〜
相談時間は、１人３０分以内
※予約受付は、８月２０日（水）〜受付中
９月１０日（水）９：００〜
企画財政課（内線３５７）で電話受付
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◆物忘れ相談
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

◆家庭児童相談
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

◆学校教育相談
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

◆結婚相談（要予約）
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

子育て教室

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
９月８日（月）妊産婦の食事、妊婦体操
Ｃコース１ １３：３０～
９月１３日（土）育児について、沐浴実習、呼吸法
Ｂコース３ ９：００～

◆すくすく教室（７か月）
９月９日（火）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ２０年２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）
９月２５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

◆よちよち教室（１１か月）

９月１６日（火）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１９年１０月生まれ

◆物忘れ相談
９月１６日（火） ９：３０〜１６：００

◆のびのび教室（２歳児）

健康づくり教室

９月１７日（水）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１８年８月生まれ

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

乳幼児の健診

９月１０日、２４日（水）
１０：００〜

持ち物／母子健康手帳・バスタオル・
保険証・印鑑

◆健康アップ教室

◆４か月児健診

◆健康アップ教室

◆１歳６か月児健診

◆陸上ウォーキング教室
９月２８日（日）
９：３０〜 中田体育館

◆３歳児健診

９月１０日（水）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１７年８月生まれ

◆いきいき貯筋クラブ

こぶし号 老人福祉センターバス（９月巡回日程）
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 )

１０日 ( 水 )
富士見、岩下、上の山 ( 韮崎駅経由 )



１１日 ( 木 )
１２日 ( 金 )

穂坂町日の城、三之蔵、
三ッ沢上下、飯米場

１６日 ( 火 )

穂坂町柳平、宮久保、鳥の小池

１日 ( 月 )・１８日 ( 木 )

藤井町全区

２日 ( 火 )・２２日 ( 月 )

中田・穴山町全区

３日 ( 水 )・２４日 ( 水 )

円野町全区 ( 一ツ谷経由 )

４日 ( 木 )・２５日 ( 木 )

清哲、神山町全区 ( 一ツ谷経由 )

５日 ( 金 )・２６日 ( 金 )

旭町全区 ( 一ツ谷経由 )

８日 ( 月 )・２９日 ( 月 )


９日 ( 火 )・３０日 ( 火 )

静心寮

１７日 ( 水 )

老壮大学

１９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）

C コース

９月２日、９日、１６日（火）
９：３０〜

９月１１日（木）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ１９年２月生まれ

穂坂町権現沢、上の原、上今井、

原、長久保

B コース

９月４日、１１日、１８日（木）
９：３０〜

９月２６日（金）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対象：Ｈ２０年５月生まれ

大草・竜岡町全区

育児健康相談等

９：３０～１１：３０
９月 ２日 大草公民館
４日 藤井公民館
５日 竜岡公民館
８日 市民会館
１６日 大草公民館
１８日 藤井公民館
１９日 竜岡公民館
２２日 市民会館
３０日 大草公民館
■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

今 月 の 納 税
税

目

納期限

国民健康保険税

第３期

後期高齢者医療保険料

第３期

９月３０日（火）

「納税は、便利で確実な口座振替で！」
■お問い合わせ

収納課（内線１６３～１６６）
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命を大切に…

自殺予防推進大会

を開催します

甘利山クリーン大作戦

今年３月に亡くなられた故鈴木農夫男さんの
絵画を集めた追悼展を韮葉ギャラリーとして開
催します。
９月２８日（日）１１時～１６時
アピオ甲府（昭和町）※入場無料

■お問い合わせ
韮高同窓会事務局

ご協力をお願いします

35

この大会は、自殺問題が個
人の問題ではなく社会全体の
問題であるという認識を広げ
るため、自殺予防週間の一環
として実施します。
自殺や精神疾患の正しい知
識、自殺予防の対応方法など
について講演とシンポジウム
を行います。

30 10

日（水）
分～
分

30

☆追悼絵画展開催のお知らせ☆

◇日時
◇場所

■日時
９月
時

13

時

■場所
山梨県立文学館
甲府市貢川１ー５ー

■テーマ
「自殺は防ぐことのできる
死～私たちの取り組みで自
殺を防ぐ～」

■お問い合わせ
県障害福祉課
心の健康・発達障害担当
土屋
１
―４９５

☎０５５ ２
―２３

16

住宅・土地統計調査

月１日、全国で５年に１
度の住宅・土地統計調査が行
われます。
この調査は全国の約３５０
万世帯が対象となる、住宅・
土地に関する最も基本的な調
査です。調査員が９月下旬に
うかがいますので、調査票の
記入をお願いします。

■お問い合わせ
企画財政課企画推進担当
（内線３５５～３５７）



※また、住宅・土地統計調
査に回答された世帯の一部
に対して、 月１日に「住
生活総合調査」が実施され
ます。住生活に関する意識
や意向についてお聞きする
もので、いずれも住宅政策
を進めるうえで重要な調査
です。皆様のご協力をお願
いします。
12

10

参加者募集中 !!
実施日

１１月１日（土）

●募集期間
●お申し込み

９月３０日まで
商工観光課観光担当
（内線 ２１３・２１４）
●詳細は広報にらさき８月号または、ＨＰをご覧下さい。

☎２２－２４１５（保坂）

？最近大学生などに百日咳が流行しているとＴＶなどで聞きま
した。うちの子も、元気なのですが咳が続いていて心配です。
どうしたらいいでしょうか？

◎咳は小児科受診の際に最も多い症状の 1 つです。
ぜんそく

咳が続く疾患は、喘息、気管支炎、肺炎、結核などいろいろありますが、百
日咳も咳が続く疾患の 1 つです。喘息などのほうが確率は高いですが、あまり
に咳が続くときには医療機関で受診しましょう。
百日咳とは、特有のけいれん様の咳発作がある気道感染症です。乳児期早期
から罹る可能性があります。三種混合ワクチン（ジフテリア・百日咳・破傷風）接種により発生数は激減
していますが、ワクチン接種をしていない人の発病は日本でもよく見られます。
成人の百日咳は、咳が長期にわたって持続しますが、典型的なけいれん様の咳嗽
（気道内の異物を排除するための生体防御反応の一つ）を示すことは少ないと言わ
がいそう

れています。

かか

◎注意が必要なのは、小さい子どもが百日咳に罹ることです。

乳児期、特に生まれてまだ数ヶ月のお子さんが罹ると、激しい咳嗽に加えて、無
呼吸発作など、重い症状が認められることがあり、生命にも係わることがあります。

このためにも、三種混合ワクチンをなるべく多くの子どもたちが接種し、百
日咳を広げないことが重要です。ワクチン接種は、自分のお子さんの為だけ
でないということを、この機会に考えていただければと思います。
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アドバイザー 韮崎市立病院
小児科医長 髙橋 和也

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。

韮崎児童センター

北東児童センター

（☎

（☎

２２ー７６８７）

◆なかよし広場

◆なかよし広場

９月１１日（木）、１８日（木）
１１：００～

◆子育て講演会
９月２６日（金） １０：３０～
「マザーグース広場」
～英語の歌とお話の世界～
講師 村上美恵子先生

◆親子で遊ぼう（折り紙）
９月２日（火）～５日（金）１１：００～

◆親子で遊ぼう（お絵描き）
９月３０日（火）～１０月３日（金）
１１：００～

◆「お話し会」（小学生対象）

９月１日（月）、８日（月）、２９日（月）
１１：００〜

◆食育の話
９月４日（木）１０：３０～
講師 県栄養士会

◆手遊び歌遊び
９月１７日（水）
１０：３０～

◆ニュースポーツ（小学生対象）
９月５日（金）
１４：３０～
講師 韮崎市体育指導員

甘利児童センター

９月２２日（月）１４：３０～
講師 ききみみずきん

◆寿ルーム（小学生対象）

（☎

９月２日（火）、１６日（火）、３０日（火）
１１：００～

北西児童センター
◆なかよし広場
９月１２日（金）、１９日（金）
１１：００〜

◆お話し会
９月１１日（木） １０：３０～
講師 ききみみずきん

☆小学生の行事は「パソ
コンを楽しもう」など、
ほかにもあります。
☆詳しくは、各児童セ
ンターにお問い合わせ
ください。

９月２５日（木） １０：３０～
講師 韮崎市交通安全指導員

子育て支援センター・
児童センター合同事業

◆親子で遊ぼう（お絵かき）

｢ リズム遊びを楽しもう」

９月１６日（火）～１８日（木）
１１：００～

◆交通安全教室（小学生対象）
９月２４日（水）１５：００～
講師 韮崎市交通指導員

日時
場所
対象
講師
持物

子育て支援センターにいらっしゃい！
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。

□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）
９月１０日（水）１０：３０～
１０月１日（水）１０：３０～

◆体位測定（お子さんの身長・体重を計ります）
９月１２日（金）１０：３０～

◆誕生会に参加しましょう
９月２６日（金）１０：００～１１：３０

◆毎週水曜ミニタイム
（歌・手遊び・シアターなどお楽しみに）

１０月１７日（金）１０：３０～
韮崎市営体育館
※要予約
２・３歳児
山梨学院短期大学教授 川上琴美先生
室内シューズ

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
☎

☆ 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。

◆親子交通安全の話

２２ー１７７５）

（藤井保育園内

２３ー１５３５）

◆なかよし広場

毎週月曜日

（☎

２３ー５５５０）

□子育て相談
面

談

９：００〜１７：００

電話相談

９：００〜１７：００

□その他のイベント・講座
◆公園で遊ぼう
９月５日（金） １０：００～１２：００
場所 御勅使南公園噴水前集合
持物 おやつ･飲み物･弁当･水着･タオルなど

◆親子手作りおやつ教室
９月２２日（月）１０：００～１１：３０
講師 横森千代子栄養士
場所 保健福祉センター２階（現地集合）
（エプロン・三角巾・スリッパ・スプーン等持参）
※要予約
※材料費自己負担
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新刊情報

図書館流通センター「週刊新刊全点案内」１５７９号より
す い きょう た ん

今月のだっこの会

わらべ歌や、手遊びなどであそ
「酔郷譚」
びましょう！楽しいですよ！
倉橋由美子著 （河出書房新社）
日時 ９月２５日（木）
彗君がかたむける魔酒の向こうに、夢
１０：３０〜
幻と幽玄の世界が官能的に交叉する
場所 市民会館３階 和室
すい

－。今なお多くの読者を陶酔させ続け
る孤高の文学者・倉橋由美子が遺した
最後の連作綺譚。全７編収録。

「フェリックスとお金の秘密」
ニコラウス・ピーパー作
天沼春樹訳
（徳間書店）

今月のおはなし会
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！友だちを誘っておいで
ください。
日時 ９月２７日（土）１０：３０〜
場所 市民会館３階 和室

今月の朗読のつどい

「ぜったい金持ちになってやる！」お
今回は、
“ひびきの会”の皆様をお迎えします。お楽
金を儲けようと奮闘する子どもたち
が、身近なところから「お金」と「経済」 しみに！
日時 ９月６日（土）１４：００～
について学んでいく姿を、楽器ケース
場所 市民会館４階 大会議室
に隠されていた昔の金貨の謎とからめ
て、生き生きと描いたユニークな物語。 「黒猫のタンゴ」
（山日文芸より）

（一般書）

｢ なぜ君は絶望と闘えたのか ｣
りゅうしょう

門田隆将著（新潮社）

「非常識家族」



ニール・ブキャナン原案

ごう ど

神戸万知訳（フレーベル館）

「こぶたのぶうぶそらをとぶ」


あまんきみこ作

岩崎京子作 朗読 清水 薫さん
        谷川俊太郎作 朗読 津山ともみさん

「ぼく」
びっくり！工作」 「見上げてごらん夜の星を」（歌） 

曽野綾子著（徳間書店）
（児童書）
「アートアタック

宮崎忠尚作 朗読 小林久子さん

「おくま嘘歌」深澤七郎作 朗読 鈴木正美さん
「ねずみのよめいり」

武田美穂絵（教育画劇）

◎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、どうかお早めにご返却ください。

早いもので広
編集
報はもう９月号
後 記 です。ナツノア
ツ サ ニ モ、 ト ツ
ゼンノテイデンニモ負ケズ
（宮澤賢治先生とは次元が
違いますが…）何とか発行
することができました。に
らさきも花火大会を境に秋
の気配を少しづつ感じるよ
うになっています。ちょっ
とさびしい気もしますね。
広報の 月号は秋を楽し
む特集です。お住まいの地
域のイベント情報などをぜ
ひお寄せください。 （ Ｈ）
10

 永六輔作詞 いずみたく作曲 朗読 津山ともみさん
「椰子の実」
島崎藤村作詞 （皆で合唱）
※次回は１０月４日（土）を予定しています。
■９月の休館日
毎週月曜日、２３日（火）、３０日（火）です。
お問い合わせは、韮崎市立図書館
（☎２２ー１１２１ ／ ２２－２９１０）

広告募集

韮崎市ホームページ
（
http://www.city.
「広報にらさき」および
nirasaki.lg.jp）
へアクセス
「韮崎市ホームページ」に、

有料で広告掲載を希望す
る広告主を募集します。

※掲載するバナー広告（HP）の
サイズ（イメージ）になります。

申込方法については、企画財政課までお問い合
わせいただくか、ホームページをご覧ください。
■お問い合わせ
企画財政課企画推進担当（内線３５７）

市の人口（８月１日現在）
男 １６，
１８７人
世帯数 １２，
３０８世帯
女 １６，
３９７人
前月比
－８世帯
計 ３２，
５８４人
前月比
－１２人

◆広報にらさき（紙面広告）

健康に気をつけ
医療費の節約にご協力ください

・トップページ１枠（縦 60pixel ×横 150pixel）
月額 ５，０００円

８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139,748,500 円
（前月比

2.59% 減）

※１人当り 16,267 円

・２色刷りページ１枠（縦 50mm ×横 85mm）
月額 １０，０００円
◆韮崎市ホームページ（バナー広告）

※デザイン・色彩等は、紙面・WEB ページと調和
のとれたものとし、市と広告主との間で協議の
うえ決定します。
※掲載する広告（広報）のほぼ原寸大のサイズです。
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