
　　　

　　

年齢とともにいつかは誰でも白内障になります。７０歳代であ

れば、程度の差はあれほとんどの方が白内障になっています。

　白内障は眼の中のレンズの部分が濁ってくる病

気で、進行につれて視力が低下します。進行を遅らせるとされる点眼薬はあ

りますが、根本的な治療は手術しかありません。眼鏡を合わせても良好な視

力が出ない場合は手術を勧められることになりますが、いつ手術をするかは

患者さんごとに異なります。自動車の運転をするのか、身の回りだけ見えれ

ば満足なのか、など本人がどの程度の見え方を必要としているのかが重要で

す。また、手術には万が一ということがどうしてもありますので、本人があ

まり手術をしたくない時は、したくなるまで待ってからの方がよいと思いま

す。中には早めに手術をすべき眼の状態という場合もありますので、主治医

の先生とよく相談されるとよいでしょう。

眼がかすんできて眼科を受診したら、白内障と言わ
れました。手術の話も出たのですがどうしたらよい
でしょうか？（７０歳代）

informationinformation

アドバイザー  韮崎市立病院

眼科医長　今澤　光宏

市民のみかた
消費生活相談窓口
おかしいな！？と思ったらまずは相談！

消費者トラブルにあったら
商工観光課商工労政担当
☎２２ー１１１１（内線２１６）

月～金曜日　８時30分～17時15分

毎週火曜日は消費生活相談員が市役所
１０２会議室で相談を承ります。

韮崎大村美術館特別企画展 
「山々に魅せられた画家たち」
■開催期間　平成２６年１月１３日（月・祝）まで
　世界文化遺産に登録された富士山を描いた片岡球子の

《富士》や、富士の麓にアトリエを構えた櫻井孝美の《富

嶽・燦
さん

》、韮崎市出身の山岳画家が描いた鈴木農夫男の

雄大な山の姿、初公開となる一二三勝英の甲斐駒ケ岳な

ど、山々に魅せられた画家たちの作品を一堂に公開しま

す。

　美術館２階からの山々の眺めと併せて、お楽しみくだ

さい。

　開館５周年を記念して韮崎市名誉市民の大村智博士の

胸像も公開しております。

■来館者の声
　『どの作品も素晴らしくて心にしみ入りました。』

（韮崎市 ４０代 女性）

　『故郷に帰る時に、一度は寄りたいと思っていました。

武田の里に美術館があることを誇りにしております。』

（中央市 ７０代 女性）

■開館時間　１０時～１７時（入館は１６時半まで）
■休館日　水曜日、１２月２８日～３１日・１月１日
■入館料　大人 ５００円 ／ 小・中・高 ２００円
※一年間何度でも入館できる大変お得な年間パスポート

　（大人１名３，０００円）も随時受付中です。

※市内小中学生入館無料です。

市民交流センター「ニコリ」1階 
韮崎大村美術館サテライトスペース
　バーナード・リーチの作品や日本を代表する彫刻家、

桑原巨守とその教え子たちのブロンズ像等の作品をご覧

いただけます。市民交流センター１階の無料でご覧いた

だけるスペースですので、お気軽にお立ち寄りください。

■開館時間　９時～１７時
■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日、ふるさと偉人資
　　　　　料館に準ずる）

■お問い合わせ（水曜日除く、１０時～１７時）
　韮崎大村美術館　☎ ２３ー７７７５

　ホームページ：www.nirasakiomura.artmuseum.com

Q.
A.

　最近、こんな話を持ちかけて複数の携帯電話会社に何台も携帯電話
（携帯電話だけでなくスマホ、フォトビジョン、タブレット等も）を契
約させ、それらは持ちかけた人が持って行ってしまうという、悪質な勧
誘が聞かれます。
　確かに謝礼は払われるようですが、数ヵ月後、通話料、携帯電話等器
具代金、時にはキャンセル料が契約者に請求されます。契約書は、持ち
かけた人が言葉巧みに捨てるよう指示し、契約した本人も内容が分から
ないようにします。
　あわてて契約者がその人に電話をすると、もう電話はつながらなくな
ります。

　持って行かれた携帯電話は、犯罪に使われる可能性もあり
ます。
　そそのかされて契約したとしても、支払いは契約者がしな
ければなりません。たとえ、友人、知人から持ちかけられた
としても、きっぱり断りましょう。



月 火 水 木 金 土 日

　　 　　避難訓練
11時～11時30分
いざという時のために！
【予約不要】
にら★ちびベイビーくらぶ
　～0－5か月～
13時30分～14時30分
材料費・おやつ代100円
定員10組【要予約】
●まちなか市民会議
19時～21時
市民交流センター１階会議室

休館： （午前）

妊婦さんの会
10時15分
～11時45分
市民交流センター１階和室
「てと手と」企画
定員10組【要予約】
（P15参照）
クリスマスリース作り
　体験教室
10時～12時30分
定員15名・200円
（P16参照）
休館：

助産師さんとおしゃ
　べり6－12か月児
10時30分～11時30分
助産師井上裕子氏による離
乳食・卒乳・健康相談など
定員10組【要予約】
助産師さんとおしゃべり

　0－5か月児
13時30分～14時30分
助産師井上裕子氏による相談
定員10組【要予約】

クリスマスコンサート
10時30分～11時30分
受付：10時～
定員100組【要予約】
（P15参照）
のびのび教室
対象児：平成23年11月生
受付：13時～13時15分
親子あそびや歯科相談など

●譲渡のお尋ね
9時～12時
13時～16時
防災会議室（月号P12）
クリスマスを楽しもう
10時30分～11時30分
龍岡公民館
「ピーターラビット」OB企画
クリスマスリース作り
おやつ代100円
定員15組【要予約】
休館： （午前）

●譲渡のお尋ね
9時～12時
13時～16時
防災会議室
（11月号P12）

公開講座　元気で長生き
　－たべる、うごく、やすむ－
10時30分～12時
【申込不要】（P15参照）
おはなし会【申込不要】
14時～14時30分
対象：幼児～小学校低学年
●鉄道遺産を訪ねるウォーク
9時集合・市民交流センター
【要申込】（P16参照）

休館：

映画
　「喜びも悲しみも
　幾歳月」上映会
14時より（開場30分前）
市民交流センター
入場無料（P15参照）
武田の里音楽祭
14時30分～
一般800円・中学生以下
無料（裏面参照）

休館：    

抜き取ってご利用ください

中学生コラボ企画
　カラフルねんどで縄文
　アクセをデコっちゃおう
10時集合
定員12名【要申込】
（P16参照）
休館：    

●映画「うまれる」
　鑑賞会
①10時～②13時30分～
韮崎文化ホール
チケット１枚：500円
（11月号P15参照）
バームクーヘン作り体験
10時～12時30分
定員15名・500円
【要予約】
（P16参照）

休館：    

体位測定【予約不要】
10時30分～11時30分
0歳児の体位測定
すくすく教室
対象児：平成25年5月生
受付：13時～13時15分
離乳食の指導や試食など
パパ・ママ学級

　Dコース2回目【要予約】
受付：13時30分～
赤ちゃん抱っこ体験や母乳
栄養など
休館：

　

〔毎週月曜日〕
ことぶきルーム（韮崎）
　小学生対象
※祝日は実施しません

イベント・行事

●韮崎市役所 
　業務時間：8時30分～17時15分（月～金）
　〒407-8501 韮崎市水神1丁目3番１号
　☎22－1111  　 22－8479

〔毎週月・火・水曜日〕
■学校教育相談（第３月曜除く）
　9時30分～16時
　市民交流センター相談室２
　問：☎23－5653
〔毎週月・木曜日〕
■母子健康手帳交付・
　妊婦・一般健康相談
　9時30分～16時
　保健福祉センター

〔第１・２月曜日〕
■行政相談（祝日の場合は翌週）
　13時～15時
　市役所１階１０２会議室
　問：企画推進担当（内線356）
〔毎週火曜日〕
■消費生活相談
　９時～16時
　市役所１階１０２会議室
　問：商工労政担当（内線216） 

〔随時・要予約〕
■家庭児童相談
　予約：子育て支援担当
　　　　（内線１７９）
■市民栄養相談
　予約：☎23－4310

相談等 ※祝日は実施しません

今月の運行はありません。
（H26年4月より運行予定）

●平成26年度
　保育園児募集
～20日（金）・福祉課窓口
（広報11月号P5参照）
●行政相談
13時～15時
市役所102会議室

休館：       

　 中央公園ミニSL運行日

●特設人権相談
10時～15時
市民交流センター会議室1
【予約不要】
（11月号P19参照）
手型スタンプの年賀状
「いたずラッコ」ＯＢ企画
北東児童センター
10時30分～11時30分
定員15組【要予約】
乳がん検診
受付：13時30分～15時
休館：

●行政相談
13時～15時
市役所102会議室
休館：       

月122013
CALENDAR

師　走

納期限（口座振替日）
１２月２５日（水）
＊固定資産税　第３期
＊国民健康保険税　第６期
＊介護保険料　第５期
＊後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　　第６期
収納課徴収・管理担当
（内線163～166）

今月の納税

　12月26日（木）
　13時～16時
　市役所４階401会議室
　一人30分以内 定員６名
＊予約受付日　
　12月10日（火）
　8時30分～
   企画推進担当（内線356）

今月の無料法律相談

7

14

8

1

15

3

10

4

11

5

12

6

13

2

9

12月7日
クリスマス会
14時～15時
【申込不要】
（P15参照）
クリスマスコンサート
15時15分～15時45分
【申込不要】（P15参照）

12月14日
燻製ローストチキン作り体験教室
10時～12時30分
定員15名・500円
【要予約】（P16参照）

12月10日
●無料法律相談予約受付日
受付：8時30分～
相談日26日（木）
企画財政課（内線356）
3歳児健診
対象児：平成22年11月生
受付：13時～13時15分
小児科医師及び歯科医師
の診察など

12月11日
にら★ちびベイビーくらぶ

　～県外出身0歳児とママ～
13時30分～14時30分
おやつタイム＆ママの交流会
材料・おやつ代100円
定員10組【要予約】

12月12日
誕生会
13時30分～14時30分
12月生のお子さんをお祝い
材料費100円
定員10組【要予約】

12月4日　 にら★ちびベイビーくらぶ ～6－12か月～
　　　　 13時30分～14時30分　ママの交流会
　　　　 材料・おやつ代100円　定員10組【要予約】



　

休館：    

　　

　 　 　

 　

よちよち教室
対象児：平成25年
　　　　1月生
受付：13時～13時15分
ブックスタート事業やお子
さんの事故防止など
場所：市立図書館読み聞か
　　　せの部屋
クリスマス撮影会
10時30分～11時30分
参加費：300円
【予約不要】

1歳6か月児健診
対象：平成24年
　　　5月生
受付：13時～13時15分
小児科医師・歯科医師の診
察など

休館：

●武田の里
　ライフカレッジ
13時30分～15時30分
韮崎文化ホール
「高齢期を生きぬく智恵と
ヒント」
ふじ内科クリニック院長
（在宅ホスピス医）
内藤いづみ氏

休館： （午前）

にこにこ子育て
　相談室
9時30分～16時
成長発達・食事などの個別
相談【要予約】
育児学級
13時30分～14時30分
出産後の様子や育児のこと
など
●老壮大学クリスマス会
13時～15時15分
市民交流センター
園児の遊戯や抽選会

ニコリクリスマス
　コンサート
14時～
1階共用スペース
（P15参照）

休館：    

4か月児健診
対象児：平成25年
　　　　8月生
受付：13時～13時15分
小児科医師の診察など

休館：     

休館：       
　　　     

凡
　
例

：韮崎市民交流センター「ニコリ」
　　開館時間：9時～22時
　　☎22ｰ1121（代表）　 22-1122
　　・地域情報発信センター（9時～19時）
　　・ふるさと偉人資料館 ☎21ｰ3636
　　　　/韮崎大村美術館サテライトスペース
         (9時～18時・休館：月曜日・休日の翌日）
：韮崎市立図書館　

　　開館時間：10時～19時（土日祝は9時～17時）
　　☎22-4946　 22-4950
：韮崎市子育て支援センター

　　開館時間：9時～17時
　　☎23ｰ7676　 23-7678

：児童センター　開館時間：13時～19時
　　韮崎児童センター　☎ 22ｰ7687
　　北東児童センター　☎ 23ｰ5550
　　北西児童センター　☎ 22ｰ1775
　　甘利児童センター　☎ 23ｰ1535
：韮崎大村美術館

　　開館時間：10時～17時（入館16時半）
　　☎ 23ｰ7775
：東京エレクトロン韮崎文化ホール

　　開館時間：8時30分～17時15分
　　☎20ｰ1155　 22-1919
：韮崎市老人福祉センター

　　開館時間：9時30分～16時30分

　　☎22-6944　 22-6980
：韮崎市健康ふれあいセンター

　　ゆ～ぷるにらさき
　　開館時間：９時30分～21時
　　☎20ｰ2222
：韮崎市民俗資料館

　　開館時間：9時～16時30分
　　☎22ｰ1696
：韮崎市営体育館

　　開館時間：9時～22時
　　（日曜日及び月曜日が祝日の場合
　　9時～17時）
　　☎ 22ｰ0498

休館：     

ミニ門松作り
　体験教室
10時～12時30分
定員15名・200円
（P16参照）
韮崎高校吹奏楽部

　クリスマスコンサート
14時～
場所：１階共用スペース
（P15参照）

休館：

だっこの会
11時～11時30分
わらべ歌、絵本の読み聞か
せなど
対象：乳幼児【予約不要】
図書館ツアー
14時～15時
【予約不要】（P15参照）
おそうじ大作戦
9時～11時30分
１年分のよごれををみんな
で大掃除！【申込不要】

休館： （午前）休館：  

乳がん検診
受付：13時30分
　　　～15時

休館：       
　　　

休館：       
　　　     

休館：       
　　　      

※市民バス運休

休館：       
　　　      

休館：       
　　　    

：穂坂自然公園
　　利用時間：4月～11月　9時～17時
　　　　　　　12月～3月　9時～16時
　　穂坂町三ツ沢3507ｰ1
　　☎37ｰ4362

：韮崎市保健福祉センター　
　　開館時間：
　　8時30分～17時15分
　　☎23ｰ431０ 23-4316
○乳幼児の健診
　持物：母子健康手帳、バスタオル、
　　　　保険証、印鑑

○子育て教室
※よちよち教室は、市民交流センター
　２階図書館内読み聞かせの部屋
　持物：母子健康手帳、筆記用具など
○育児健康相談等
　持物：母子健康手帳
○健康づくり教室
　持物：各種健康手帳、筆記用具、
　　　　各教室にあった服装
　　　　（体操のできる服装等）

診察科目 診察日 受付時間 休診日
内科

月曜～金曜

　午前 8時30分～
　　　午前11時30分

※小児科（午後）
　午後３時30分～午後４時30分
※眼科 
　金曜は午前8時30分～午前11時
※麻酔科
　左記診察日の午後２時～午後４時
※スポーツ外来
　木曜  午後１時30分～午後５時15分
※リウマチ外来
　木曜  午後１時～午後４時

土曜・日曜・祝日・
年末年始
（12/28～1/5)
 
※急患はこの限りで 
　はありません。 
※当院は院外処方を
　行っています。
※医師の日程変更に
　よる休診・代診に
　ついては、お問い
　合わせください。

小児科
外科
整形外科
眼科
脳神経外科
放射線科
リハビリテーション科

麻酔科（ペイン：痛み） 12月の診察日は、お問
い合わせください。

泌尿器科 木曜
スポーツ外来 木曜（午後）
リウマチ外来 木曜（予約制）

☎
２
２
ー
１
２
２
１

韮
崎
市
立
病
院  
本
町
３
丁
目
５
番
３
号

日付 指定業者 電話 日付 指定業者 電話
12月28日（土） ヤザキ工業 090-8892-4291 1月  2日（木） 日設管工 090-3319-052012月29日（日） 菊島設備 0551-22-0382 3日（金）

30日（月） 4日（土） 八代設備 0551-25-551131日（火） 細田設備 0551-27-2214 5日（日）
1月  1日（水）

●年末年始の水道工事指定店

子育て支援センター
市立図書館
年末年始休館日

12月28日（土）
　～1月3日（金）

ゆ～ぷる韮崎
年末年始の休館日
12月31日（火）

～1月１日（水）
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12月21日
朗読のつどい
14時～15時
対象：成人一般、学生、
目の不自由な方など
【申込不要】
（P15参照）



　 

対象地区
可燃 不燃 可燃粗大 不燃粗大 資源リサイクル 自己搬入の日

原則週2回 原則月2回 年6回
（2月に1回）

年6回
（2月に1回） 地区 拠点 ー

韮崎
（祖母石・岩根を除く）

  2日、  5日
  9日、12日
16日、19日
23日、26日
30日

  4日、18日

11日 ー 3日
●市役所裏駐車場
　7日、14日、21日、
　28日
　13時～16時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　14日、28日
　13時～16時
●龍岡公民館グラウンド
　14日、28日
　13時～16時

12月28日（土）
9時～11時
エコパークたつおか
（☎22-3437）へ直接搬入。
運転免許証により、韮崎市民
であることを確認します。

※お店や事業所から出たも
　のは搬入できません。
※普通乗用車、軽自動車以
　外での搬入はできません。

穂坂・藤井・中田・
岩根 ー 25日 10日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石   3日、  6日

10日、13日
17日、20日
24日、27日

11日、25日

4日 ー 17日

旭・大草・龍岡 ー 18日 24日

12月のごみ収集日程　ごみの量が増える年末、ルールを守ってごみを出しましょう。（P7参照）

文化ホールインフォメーション

祖母石、一ツ谷、水神１～２、若宮、旭、日の出、西町、
富士見ヶ丘、中島、高河原 ５日（木）・２４日（火）

富士見、岩下、上の山 ６日（金）・２５日（水）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 ９日（月）・２６日（木）

穂坂町、日の城、三之蔵、三ツ沢上下、飯米場、柳平、
宮久保、鳥の小池 １０日（火）・２７日（金）

藤井町全区 １１日（水）

中田町全区・穴山町全区 １２日（木）

円野町全区 １３日（金）

清哲町全区・神山町全区 ２日（月）・１６日（月）

旭町全区  ３日（火）・１７日（火）

大草町全区・竜岡町全区 ４日（水）・１９日（木）

●老壮大学 ２０日（金）
●静心寮 １８日（水）

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）

こぶし号 老人福祉センターバス（12月巡回日程）

休日・夜間の救急医療連絡先
●峡北消防本部テレホンガイド　
　☎0551-22-8181
　平日　午後5時15分～翌朝8時30分
　土日祝　24時間対応

●山梨県小児救急電話相談　
　☎＃8000（短縮ダイヤル）
　毎日午後7時～午後11時

●山梨県小児初期救急医療センター
　甲府市幸町14－6　
　☎055ｰ226ｰ3399
　平日　午後7時～翌朝午前7時
　土 　 午後3時～翌朝午前7時
　日祝・１２/２９～１/３
　　　　午前9時～翌朝午前7時
※対応は、中学生までです。
　外科的疾患の対応はできません。

◇第19回武田の里音楽祭
　『シネマの音楽パートⅢ』
１２月１５日（日）１４時３０分開演・大ホール
　『子どもと大人がオーケストラの演奏をバッ
クに歌う音楽会』、『気軽にクラシック音楽を楽
しんでもらえる音楽会』、『オーケストラの演奏
の素晴らしさを味わえる音楽会』を通して、地
域の子ども達、市民とホールが共に育つ音楽会
を目指し、会館のオープン以来、毎年開催して
いる市民参加型の音楽祭です。
　半年かけて練習を重ねてきた子ども達の元気
でかつ透き通った歌声、そして一般合唱の情緒
豊かな歌声、Ｎ響団友オーケストラの圧巻の演
奏、 さらには高校生のプロオーケストラとの夢
の共演や毎年趣向を凝らした演出など盛りだく
さんの内容でお届けいたします。
【全席自由】一般８００円・中学生以下無料
（要入場整理券）

◇エントランスコンサートVol.8
１月１９日（日）
１３時３０分・エントランスホール

◇親子のためのキャンディコンサート（予定）
２月２日（日）１４時開演・エントランスホール

◇仮面ライダースーパーライブ２０１４
２月２２日（土）
１回目１１時開演／２回目１４時３０分開演・
大ホール
　仮面ライダー鎧
武や歴代仮面ラ
イダーが大集合!!
従来のキャラク
ターショーを超え
る大迫力のライブ
ステージ！
【全席指定】
おとな２,８００円
こども１,８００円
（当日各２００円増）
※３歳以上有料、
２歳以下のお子様は保護者の膝上鑑賞可、中
学生以上はおとな料金です。

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　ネーミングライツ記念公演
　SPACE FANTASY LIVE
　きみの宇宙にでかけよう！
２月２３日（日）１４時開演・大ホール
　迫力の宇宙映像と音楽と語りが融合されたコ

ラボレーションライブ!ぜひご家族でご覧くだ
さい！
【全席自由】入場無料（要整理券）
※韮崎市民および韮崎市に通園・通学・通勤す
る方、またはその家族が対象です。
☆１月中旬より整理券を配布します。

◇BLUE MOON presents
　MONKEY MAJIK JAPAN TOUR 
　2013-2014 ～ＤＮＡ～
３月８日（土）１７時開演・大ホール
　５年ぶりにMONKEY MAJIKが韮崎に登場！
【全席指定】６,３００円／親子席（ペア指
定）１０,０００円
※３歳以上有料、２歳以下のお子様は保護者の
膝上鑑賞可、親子席の対象者は保護者１名と
子ども１名（３歳～１２歳対象）、公演当日
に座席指定券と交換、要身分証（お子様のも
の）

■お問い合わせ
　東京エレクトロン韮崎文化ホール
　☎２０ー１１５５　 ２２ー１９１９


