
March

2016CALENDAR 広

情報カレンダー
報 に ら さ き

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

●韮崎市役所

抜き取ってご利用ください

弥 生3月
月 火 水 木 金 土 日

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

凡
　
　
例

交：韮崎市民交流センター「ニコリ」
　　開館時間：9時～22時
　　☎22-1121（代表）　FAX22-1122
　　・地域情報発信センター（9時～19時）
　　・ふるさと偉人資料館 ☎21-3636
　　　／韮崎大村美術館サテライトスペース
　　　(9時～17時・休館：月曜日・休日の翌日）
図：韮崎市立図書館　
　　開館時間：10時～20時（土日祝は9時～20時）
　　☎22-4946　FAX22-4950
支：韮崎市子育て支援センター
　　開館時間：9時～17時
　　☎23-7676　FAX23-7678

児：児童センター　開館時間：10時～19時
　　韮崎児童センター　☎FAX22-7687
　　北東児童センター　☎FAX23-5550
　　北西児童センター　☎FAX22-1775
　　甘利児童センター　☎FAX23-1535
美：韮崎大村美術館
　　開館時間：10時～17時（入館16時半）
　　☎FAX23-7775
文：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
　　☎20-1155　FAX22-1919
老：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　FAX22-6980
ゆ：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
　　☎20-2222
民：韮崎市民俗資料館
　　開館時間：9時～16時30分
　　☎22-1696
体：韮崎市営体育館
　　開館時間：8時30分～22時
　　 （日曜日及び月曜日が祝日の場合
　　8時30分～17時）
　　☎FAX22-0498

穂：穂坂自然公園
　　4月～11月：9時～17時　
　　12月～3月：冬期休館
　　農林課　農林振興担当
　　内線（223～225）

保：韮崎市保健福祉センター　
　　開館時間：8時30分～17時15分
　　☎23-4310 FAX23-4316
○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）

支エビカニママズ
　プレゼンツ
　ママのための癒しの
　コンサート
　10時30分～11時30分
　ニコリ3階多目的ホール
　出演：＆AKI＆氏
　定員親子80組【要予約】
保のびのび教室
　対象児：平成26年2月生
　受付：13時～13時15分

支言語聴覚士さんと
　おしゃべり
　10時30分～11時30分
　講師：小澤和恵氏
　定員10組【要予約】
支子育てcafe
　県外ママ集まれ♪
　13時30分～14時30分
　定員10組【要予約】

●武田の里ライフカレッジ
　13時10分～15時15分
　 東京エレクトロン韮崎文

化ホール　閉講式・学園
祭　一般開放日

支にら★歩歩くらぶ
　民俗資料館へ行こう！
　13時30分～14時30分
　 韮崎市民俗資料館
　定員15組【要予約】
　持ち物：水分・抱っこひも
　（P19参照）

●老壮大学
　10時30分～14時
　修了式・大学祭・文化祭
支ママのヨガタイム
　13時30分～14時30分
　ニコリ1階和室
　講師：雨宮育美氏
　 定員8人【要電話予約】
　（託児付き)
　託児料：一人300円

保パパ・ママ学級
　Eコースの3回目
　【予約制】
　受付：8時45分～
図えいごdeおはなし会
　11時～11時20分
　対象：幼児～小学校低学年
　【申込不要】
図ひまつぶシネマ
　13時～18時45分
　『愛と哀しみの果て』

●年金相談
　9時～16時
　102会議室
保1歳6か月児健診
　対象：平成26年8月生
　受付：13時～13時15分
支 おそうじ大作戦　13時～

13時30分【要予約】

支 親子おたのしみ人形劇
　中央公民館共催　
　10時30分～11時30分
　ニコリ3階多目的ホール
　 人形劇団「こんぺいとう」

の楽しい人形劇
　 「にじいろのさかな」「はら

ぺこあおむし」など
　定員50組【要予約】
保すくすく教室
　対象児：平成27年8月生
　受付：13時～13時15分

保にこにこ子育て
　相談室
　9時30分～16時【予約制】】
支助産師さんとおしゃべり
　※6〜12か月児
　10時30分～11時30分
　※0〜5か月児
　13時30分～14時30分
　助産師：井上裕子氏
　定員10組【要予約】
　持ち物：バスタオル

●にらさきいきいき
　ウォーキング
　9時30分～12時
　藤井公民館
　持ち物：飲み物、汗拭き　
　 タオル　＊歩きやすい靴、

運動できる服装でご参加く
ださい　受付：AM9時～
図おはなし会
　14時～14時30分
　 おはなし後、折り紙作り対

象：幼児～小学校低学年
　【申込不要】

支①�0歳児体位測定＆
　メルマガキャンペーン
　10時30分～11時30分
　 メルマガ会員さんには手

型取りがあり
　②0歳児体位測定
　13時30分～14時30分
　①②とも【予約不要】
保 よちよち教室 ニコリ図書館
　「読み聞かせの部屋」
　対象児：平成27年4月生
　受付：13時～13時15分

保 3歳児健診
　対象児：平成25年
　2月生
　受付：13時～13時15分
支にら★ちびベイビーくらぶ
　～6～12か月～
　10時30分～11時30分
　～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】

支誕生会(3月生)
　13時30分～
　14時30分
　材料費100円
　定員10組【要予約】

図�手回し計算機展示
　（4月10日まで）
支ma-ma�made
　�スクラップブッキングで
　ガーランドを作ろう
　13時30分～14時30分
　ニコリ1階和室
　講師：齊木美和氏
　参加費：1000円
　 持ち物：8x8cm以下に
　カットできる写真数枚
　定員8名(託児付き)
　【要電話予約】

図�ひまつぶシネマ
　10時～17時30分
　 『トムとジェリーの
　大冒険』
支人形劇「桃太郎」
　14時～14時30分
　 市 立 図 書 館 専 属 ボ ラ ン

ティア「ももたろう7」によ
る、韮崎を舞台とした「桃
太郎」のお話【予約不要】

支三井木のおじさん
　かんたん木工作
　13時～15時
　講師：三井茂氏
　 材料費：重ねるボックス
　500円ほか  ※数に限りあり
　【予約不要】

春分の日 保4か月児健診
　対象児：
　平成27年11月生
　受付：13時～13時15分

支ファミサポ説明会
　13時30分～
　14時30分
　【要申込】（P19参照）
図だっこの会
　11時～11時30分
　 わらべ歌、絵本の読み聞

かせ、手遊びなど
　対象：乳幼児【申込不要】

●動物駆逐用煙火
　保安手帳講習会
　（詳細P10参照）

図�ひまつぶシネマ
　10時～17時40分
　『怪盗グル—の月泥棒』
図�手回し計算機操作体験会
　13時30分～14時30分
　（P19参照）【要申込】
●ニーラと一緒に
　のれん�de�BINGO
　13時30分～14時30分
　【要申込】

支よりみちアート
　切り株粘土で動物を
　つくろう！
　13時～15時
　講師：羽中田桂子氏
　参加費300円
　※数に限りあり
　【予約不要】

〔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〕
保母子健康手帳交付・
　妊婦・一般健康相談
　9時30分～16時

〔毎月第４木曜日・要予約〕
■無料法律相談
　13時～16時
　市役所4階401会議室
　問：企画推進担当（内線356）
〔毎月第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）

〔毎月第2・4�火曜日〕
■消費生活相談
　９時～16時
　問：商工労政担当（内線216）
〔毎月第２・４木曜日〕
支子育て相談
　10時30分～11時30分
　問：☎23-7676

〔随時・要予約〕
■家庭児童相談
　問：子育て支援担当（内線179）
保市民栄養相談
〔毎月第２火曜日〕
保もの忘れ相談日
　9時30分～16時
　問：☎23-4464

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談等　　　　　　　　　　　　　　　　※祝日は実施しません

還付金詐欺にご注意！
市役所が電話で税金等の還付について、
ATMの操作を指示することはありません

診療科目 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
※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

※ 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
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

内科専門
外来 診察日 受付時間

胆嚢
膵臓 月曜日

午前8時
30分～

午前11時
消化管 水曜日

肝臓 金曜日

腎臓 火曜日 午後1時～
午後4時

3月18日
支川辺先生の子育て
　ワンポイントアドバイス
　10時30分～11時30分
　ニコリ1階和室
　定員20組【要予約】

韮崎大村美術館
3月28日（月）～4月1日（金）　展示替えのため休館

今月の【ノーベル財団公式レプリカ　ノーベル賞
メダル特別展示日】
19日（土）・20日（日）・21日（月）
詳しい内容については、ふるさと偉人資料館までお問
い合わせください。

3月19日 図�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】（P19参照）

3月5日
支ファミサポ説明会
　10時30分～11時30分
　 【要申込】（P19参照）

3月3日
●まちなか市民会議
　19時～21時
　ニコリ1階会議室

3月12日
図宇宙学校
　13時30分～16時10分
　 対象：小学校4年生～

中学校3年生
　 ※詳細は広報2月号また

は図書館まで【要申込】
図�ひまつぶシネマ
　 10時～18時 
　『ワイルド・スピード』

今月の無料法律相談

3月24日（木）
13時～16時
市役所4階401会議室
1人30分以内　定員6名
※予約受付日
3月10日（木）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

美企画展
　「描かれた女性像」
　開催期間：
　3月27（日）
図 「昔、みんなのそばに
　学校があった
　�〜閉校になった思い出
の小学校〜」展示

　～30日（水）（P19参照）

支赤ちゃんタイム
　設定期間
　3月23日（水）～
　4月8日（金）平日
　 幼稚園児・保育園児の

ご利用は14時からとな
ります

休館：図支文ゆ民体

休館：図支文ゆ民体美

休館：児 老 保
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市民のみかた　消費者生活相談窓口
おかしいな？と思ったらまずは相談

商工観光課商工労政担当
☎22-1111（内線216）
月～金曜日
8時30分～17時15分

毎月第2第4火曜日は消費生活相談員が市役所の102会議室で相談を承ります。

ra Art Museum

韮崎大村美術館 Information
インフォメーション

相談消費生活

消費者トラブルにあったら

TOKYO ELECTRON
NIRASAKI ARTS HALL文化ホールインフォメーション こぶし号 老人福祉センターバス（3月巡回日程）

◇スターダスト☆レビュー
　35th�Anniversary�Tour
　「スタ☆レビ」

　3月6日（日）
　17時30分開演・大ホール
　 　記録に残るよりも"記憶"に残る

音楽やパフォーマンスで多くの
ファンを魅了し、ライブを通じ
て「音楽の楽しさ」を伝えてきたス
ターダスト☆レビューがデビュー
35周年の記念ツアーを敢行!!山梨
公演をお見逃しなく!!

　【全席指定】6,700円
　※ ジュニア割引、シニア割引、障害者

介助者割引あり（詳細は要問合せ）
　※未就学児入場不可
◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　落語ワークショップ発表会
　3月13日（日）
　14時開演・小ホール

　 　5月から1年間、春風亭柳之助師
匠（真打）から落語を学んできたワー
クショップ受講生による発表会を行
います。プロ顔負けの迷演!?にご期
待ください！師匠による渾身の一席
もどうぞお楽しみください。

　 （予定演目）火焔太鼓、化け物使い、

骨つり ほか
　【全席自由】500円
◇�平成28年度ブリーズ友の会会員募集
　 　お得な会員になりませんか？当

ホール主催の公演チケットの先行
予約や割引価格での購入。また、
月に１度の公演案内情報の送付、
ポイントカードなど様々な特典を
ご用意しております。（※一部対象
外の公演もございます。）
○会員期間
　４月１日～来年３月末まで
○年会費〈お１人あたり〉
　個人会員　2,000円
　家族会員（２～４名）　1,000円
※ 団体会員、無料会員（新設）区分も

ありますので、入会方法等、詳細
はホールまでお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール

電話 20-1155　FAX22-1919

休日・夜間の緊急医療連絡先
●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

●小児救急電話相談窓口
・山梨県小児救急電話相談
　☎＃8000（短縮ダイヤル）
　☎055-226-3369（ダイヤル回線）
・山梨県小児初期救急医療センター
　甲府市幸町14-6
　☎055-226-3399
受付時間（※共通）
　平日　午後7時～翌朝午前7時
　土　　午後3時～翌朝午前7時
　日祝及び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。

3月のごみ収集日程

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 第４土曜日

韮崎
（祖母石・岩根を除く）

3日、 7日、
10日、14日、
17日、21日、
24日、28日、
31日

2日、16日

ー 23日 1日
5日、12日、19日、26日
13時～16時
●市役所裏駐車場
●龍岡公民館グラウンド

※ 荒天時は中止となりま
す。

3月26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 9日 ー 8日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

1日、 4日、
8日、11日、

15日、18日、
22日、25日、
29日

9日、23日

ー 16日 15日

旭・大草・龍岡 2日 ー 22日

「描かれた女性像」
■開催期間　3月27日（日）まで
　「女性像」をテーマとした企画展を開催してい
ます。
　油絵や日本画など、いろいろな技法による作
品を観ることができます。その中には、今回掲
載したスケッチ風の作品も含まれています。こ
の作品を描いた森田元子は、女性の姿を描いた
作品を多く残しました。その多くはとても大き
なサイズの作品で、現在、常設展示室で観るこ
とができます。企画展では、それとは対照的に
森田の小さな作品を紹介しています。1階の企画
展示室内ではなく、美術館内のとある小さなス
ペースにひっそりと飾られているので、ぜひご
来館いただき、探してみてください。
■開館時間
10時～17時（入館は16時半まで）

■�休館日　水曜日。3月28日（月）～4月1日（金）
まで展示替えのため休館
■入館料　大人　510円　小・中・高生　210円
 市内小中学生無料
＊ 1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3,080円）も受付中です。
■問い合わせ（水曜日除く、10時～17時）
　韮崎大村美術館
　電話・ファックス 23-7775
　ホームページ：
　www.nirasakiomura.
　artmuseum.com

　C型肝炎の治療は、今までインターフェロンという注射を中心に行われて
きました。初期にはインターフェロン単独、その後リバビリン内服併用療法、
近年ではこれにさらに第3の内服薬（プロテアーゼ阻害剤）との3剤併用療法

が主流となっており、年々治癒率が向上してきましたが、副作用も強く、インター
フェロンが効きにくいⅠ型の患者さんではウイルスが消失しないケースも多く見
られました。そんな中、2014年9月に新たにダグラスタビル、アスナプレビルと
いう抗ウイルス薬が発売され、インターフェロンを使わない2剤内服併用療法が行
われるようになり、Ⅰ型のC型肝炎の治癒率が劇的に改善してきました。さらに
2015年にはレジスパスビル、ホスプレビルという2剤内服併用療法も可能となり、
さらに治癒率が向上してきました。インターフェロン治療が無効だった患者さん
や、初期の肝硬変（代償性肝硬変）の患者さんにも治療治癒出来る可能性が期待出
来ます。詳しくは当院肝臓内科（金曜日）もしくはかかりつけ医にご相談下さい。

慢性C型肝炎の治療で、最近新しい内服の薬が出た
と聞いたのですが、教えてください。Dr.

おしえて
ドクター

アドバイザー
韮崎市立病院
内科　副院長
三澤　明彦

森田元子《婦人坐像》 森田元子《婦人像》

電力の小売全面自由化が始まります!
便乗商法にも気をつけましょう!!

　2016年4月1日より、電力の小売全面自由化が始まります。
　これまで、電力の契約は地域ごとの事業者との契約でした
が、自由化により複数の様々な業種や業態の事業者の中から
消費者が契約先を選択することが可能となります。電力につ
いて、よく理解して契約するきっかけに、また便乗したトラ
ブルに遭わないように、よく調べてから契約しましょう。

チェックポイント
　☆ 登録されている事業者か
　　（※小売電気事業者は登録制になっています）
　☆ 自分の居住地域が当該事業者の供給地域になっているか
　☆ どのような条件で安くなるのか
　☆ 電力以外の商品やサービス契約とのセット料金で値引き

になっていないか
　☆ 契約期間が長期なものになっていないか
　☆ 解約時に違約金が発生しないか
　☆ どういう視点で電力会社を選ぶのか
　　・ 値段・地産地消・環境（再生可能エネルギー）・ライフ

スタイル　等々

資源エネルギー庁ホームページの「電力の小売り全面自由化」
を参照して、情報収集するのもよいでしょう。

怪しい電話があった、契約に際してトラブルになった、不安
になった際には、消費生活相談窓口に相談しましょう。

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 3日(木)・18日(金)
富士見、岩下、上の山 7日(月)・22日(火)
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 8日(火)・23日(水)
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 9日(水)・24日(木)
藤井町全区 10日(木)・25日(金)
中田町全区・穴山町全区 11日(金)・28日(月)
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 14日(月)・29日(火)
旭町全区 1日(火)・15日(火)・30日(水)
大草町全区・竜岡町全区 2日(水)・17日(木)・31日(木)
●老壮大学 4日(金)
●静心寮 16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。
■問い合わせ　老人福祉センター
� （☎22－6944／FAX22－6980）


