
　　

　　

人間ドックで脳のMRI（脳ドック）を受けられる方が増え、まだ症状の
ない脳腫瘍が見つかるケースが増えてきています。髄膜腫は、数ある脳腫瘍の
一つであり、良性の脳腫瘍の代表です。脳ドックなどでたまたま見つかる脳腫
瘍のうち最も頻度が多いといえるでしょう。良性の脳

腫瘍ですので、その成長はゆっくりであり、癌と違って転移を起こすことはまずあり
ませんので、慌てる必要はありません。
　治療は基本的には手術でとってしまうことですが、手術には若干のリスクも伴いま
すので、手術を行うか否かは、①髄膜腫の大きさ、②場所、③成長のスピード、④患
者さんの年齢や健康状態、などを総合的に検討して決めます。手術が難しいと考えら
れるケースには、定位的放射線治療を行う場合もあります。１～２ｃｍの小さいもの
に関しては、とりあえず治療せずに間をあけてMRIを再検査し、大きくなるかどうか
を見てから考える、ということもあります。脳神経外科の主治医とよく相談してくだ
さい。ただし、治療を行わない場合でも、定期的にMRI検査で追跡は行い、放置しな
いことが重要です。

人間ドックで脳のMRI検査を行ったところ、
髄膜腫があると言われました。
手術を受けないといけないのでしょうか？。

アドバイザー  韮崎市立病院

脳神経外科部長　八木下勉

Q.
A.

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。

「消費者市民社会」ってどんな社会？
平成２５年度最後の月として、今後消費者はどのように行動していったら望
ましいか、それを示唆している「消費者市民社会」ついてご紹介します。

消費行動を通して変革を実現する社会
消費者市民社会とは、平成２０年版国民生活白書で取り上げられた考え方で、
消費者・生活者の行動を通して、公正な市場、社会的価値の創出、心の豊か
さを実現する社会のことです。

消費社会における個人というと、個人的な利益を追求する利己主義的なイ
メージを否定できません。でも、近年は、ただ個人的欲求を満たすだけでは
なく、社会のために自らも行動しようと考える人も増えています。このよう
な、社会に対して責任感を持った人が増えれば、日常の消費行動を通して社
会を変えることができるというのが、消費者市民社会の考え方です。

「買い物は投票」という気持ちを持って

行動を起こすのはそれほど難しいことではありません。

購入の際に、価格だけにとらわれず安心・安全な食品を選ぶ、環境や資源に
配慮した商品を選ぶ、フェアトレードやオーガニックの商品を選ぶ、地域に
お金が回るかどうか考える、レジ袋を断るということも、小さな一歩になり
ます。

個人の家計消費がＧＤＰ（国内総生産）の約６割という
ことを考えれば、どのような意識で買い物をするかとい
うことが、大きく社会を変えるということが分かります。

さて、今日、あなたは何を買いますか。

　 informationinformation
韮崎大村美術館特別企画展 
「精神造形への挑戦　荻太郎展」
■開催期間　３月１６日（日）まで
　家族像、女性像、バレリーナなど、印象的な人物
像の中に、自らが「精神造形」と呼び、自由な表現
の可能性を追求し続けた荻太郎。
　本展では、戦争の悲惨さを描いた《死せる風景／
ポンコツ》と、この作品の下から発見された《踊子
小憩》の２点の作品を初公開しています。ぜひご覧
ください。

「心に響く詩・花展」
■開催期間　３月２１日（金）～６月２２日（日）
　春の企画展として、収蔵品の中から花を主題に描
かれた作品を紹介します。鮮やかな色彩で描かれた
バラ、趣ある桜や椿など、画家たちの心象風景を感
じていただける多彩な作品をご覧ください。

■開館時間
　１０時～１７時
　（入館は１６時半まで）
■休館日
　水曜日、１７日～２０
　日まで展示替の為休館
■入館料
　大人　　５００円 
　小中高　２００円
　市内小中学生無料
※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）も受付
中です。

■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

堀内　洋子《白い花》2006年
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 市役所４階大会議室
  9時～16時
第4回親子Ｕ－3サッカー

　フェスティバル
10時～11時30分
グリーンフィールド穂坂
【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）

パパ・ママ学級
Eコース3回目
9時～
沐浴指導や新生児の育児
【要予約】
スイーツデコ作り体験教室
10時～12時30分
【要予約】（Ｐ16参照）
おはなし会
14時～14時30分
対象：幼児～小学校低学年
【申込不要】
休館：

「お金の
　　なぞにせまる」
13時30分～14時10分
対象：小学校低学年までの
　　　親子15組（40名）
【要申込】（2月号P14参照）
「春の彼岸～あの世とこの
　　世に感謝～」展示
～30日（日）まで
（Ｐ13参照）

休館：

 市役所４階大会議室
  9時～16時

●年金相談
9時～16時
市役所１階102会議室
1歳6か月児健診
対象：平成24年8月生
受付：13時～13時15分
小児科医師・歯科医師の診察
「村岡花子の足跡」展示
～９月（予定）
（P13参照）

 市役所４階大会議室
  9時～16時
のびのび教室
対象児：平成24年2月生
受付：13時～13時15分
親子あそびや歯科相談

 市役所４階大会議室
  9時～16時
体位測定【予約不要】
10時30分～11時30分
おそうじ大作戦
14時～15時【予約不要】
消しゴムはんこをつくろう
「ピーターラビット」企画
10時30分～11時30分
場所：竜岡公民館（P13参照）

休館： （午前）

 市役所４階大会議室
  9時～16時
にこにこ子育て相談室
９時30分～16時
成長発達・食事など個別相
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

英語の絵本の
　読み聞かせ教室
10時～12時【要予約】
（Ｐ16参照）
朗読のつどい
14時～15時
対象：一般・学生・目の不
　　　自由な方
【申込不要】（Ｐ13参照）

休館： 休館：    

抜き取ってご利用ください

映画「細雪」
　上映会
14時～　入場無料
（Ｐ13参照）

休館：   

休館：   

 市役所４階大会議室
  9時～16時
こころと体のデトックス
10時30分～11時30分
「てと手と」企画
定員10組【要予約】
すくすく教室
対象児：平成25年8月生
受付：13時～13時15分
離乳食指導や試食

休館：

 市役所４階大会議室
  9時～16時

●老壮大学修了式・大学祭
10時30分～14時
市民交流センター
●武田の里ライフカレッジ
　閉講式・学園祭
13時10分～15時30分
韮崎文化ホール（P8参照）
●冬の星空観察会
19時～21時
穂坂自然公園【要申込】

　

〔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

〔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） 

〔毎週第２・４木曜日〕
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）
市民栄養相談

　問：☎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）

 市役所４階大会議室
  9時～16時

●行政相談
13時～15時
市役所１階102会議室
休館：       

　 中央公園ミニSL運行日

 市役所４階大会議室
  9時～16時
にら★ちび

　ベイビーくらぶ
　6ー12か月
13時30分～14時30分
おやつタイム＆ママの交流会
材料費等100円
定員10組【要予約】

休館：

 市役所４階大会議室
  9時～16時

●無料法律相談予約受付開始
受付：8時30分～
相談日：27日（木）
企画財政課　内線356
●行政相談
13時～15時・市役所１階
●韮崎の四季・富士山
　フォトコンテスト
～22日まで（P15参照）
休館：       

月3 2014
CALENDAR

弥　生

武田の里ウォーク
　参加者募集
～3月7日（金）まで
（2月号Ｐ16参照）

広報２月号P2～P4を
参照してください。

確定申告を
お忘れなく

：申告会場
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3月12日　 にら★ちび　ベイビーくらぶ　0－5か月
　　　　　13時30分～14時30分　　おやつタイム・ママの交流会
　　　　　材料費等100円　　定員10組【要予約】

3月11日　 助産師さんとおしゃべり【要予約】
　　　　　助産師　井上裕子氏　　各定員10組
　　　　＊6－12か月児　10時30分～11時30分

　　　　　　離乳食やママの健康相談
　　　　　＊0－5か月児　　13時30分～14時30分
　　　　　相談とベビーマッサージ　持物：バスタオル

3月8日
●家電リサイクル品回収
9時～11時30分
市役所庁舎裏駐車場



　
●ヒラタケ植菌
　体験教室
9時30分～
穴山町ふれあいホール
（P16参照）

休館：   

　　

　 　 　

 　

よちよち教室
対象児：平成25年
　　　　4月生
受付：13時～13時15分
場所：ニコリ２階市立図書館
　　　（読み聞かせの部屋）
ブックスタート事業やお子
さんの事故防止など

休館：

歯医者さんによる
　フッ素のはなし
10時～11時30分
県歯科医師会によるフッ素
のお話
持物：歯ブラシ
定員20組【要予約】
3歳児健診
対象児：平成23年2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：

避難訓練
11時～
避難訓練で安全を確認
誕生会
13時30分～14時30分
対象：3月生　定員10組
材料費100円【要予約】
うさぎになってサーキット

　あそび
10時30分～11時30分
場所：北東児童センター
（Ｐ13参照）

休館：  （午前）

韮崎高校箏曲部
　演奏会
14時～（P13参照）
「心に響く詩・花展」
～6月22日まで
●フットパスコンシェルジュ
　養成研修
13時～
「窟観音さんお祭り拝見」
フットパス
９時～（P16参照）

休館：

休館：       休館：

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～17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：

10時～14時
市民交流センター「ニコリ」
ウェルカムボード制作

　体験教室
10時～12時30分
【要予約】（P16参照）

●円野保育園休園式
13時～（P18参照）

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【申込不要】

休館： （午前）

4か月児健診
対象児：平成25年
　　　　11月生
受付：13時～13時15分
小児科医師の診察など

休館：

 市役所４階大会議室
  9時～16時

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）

　3月27日（木）
　13時～16時
　市役所４階402会議室
　一人30分以内 定員６名
＊予約受付日　
　3月10日（月）
　8時30分～
   企画推進担当（内線356）

今月の無料法律相談

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
 ※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。
※４月以降の専門外
　来については変更
　となる場合があり
　ます。

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） 3月18日（火）

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

3月25日（火）～4月4日（金）の平日

子育て支援センターの利用時間の変更について
春休み中は、混雑が予想されます。
安全にゆったり過ごせるように平日の次の利用時間に
ご協力ください。

＊未就園児（0～3歳児）　９時～14時
＊就園児　14～17時（土・日・祝日は通常どおり）
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3月19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　材料費等100円　定員10組【要予約】



　 

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、  6日
10日、13日
17日、20日
24日、27日
31日

  5日、19日

ー 26日 4日
●市役所裏駐車場
　1日、8日、15日、
　22日、29日
　13時～16時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　8日、22日
　13時～16時
●龍岡公民館グラウンド
　8日、22日
　13時～16時

3月22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 12日 ー 11日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石   4日、  7日

11日、14日
18日、25日
28日

12日、26日

ー 19日 18日

旭・大草・龍岡 5日 ー 25日

３月のごみ収集日程　３月８日（土）は、家庭で不要になった家電リサイクル品の回収を実施します。（P12参照）

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（水）・２４日（月）

富士見、岩下、上の山 ６日（木）・２５日（火）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 １０日（月）・２６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 １１日（火）・２７日（木）

藤井町全区 １３日（木）・２８日（金）

中田町全区・穴山町全区 １４日（金）・３１日（月）

円野町全区 １７日（月）

清哲町全区・神山町全区 １８日（火）

旭町全区  ３日（月）・１９日（水）

大草町全区・竜岡町全区 ４日（火）・２０日（木）

●老壮大学 ７日（金）
●静心寮 １２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（３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。

◇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９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。【全席自由】５００円

◇こどもオペラ「ヘンゼルとグレーテル」
　ピアノ・ヴァイオリン・オーボエ・ホルンの
　四重奏版♪
３月１５日（土）・大ホール
１１時開演「オペラデビューは０才から！？」
※０才からご入場いただけます。
１４時開演「オペラってなぁに！？」
※３才以上を対
象としていま
す。

　仲良し兄弟の
ヘンゼルとグ
レーテルが森の
中で出会ったの
は、たくさんの

動物たちとおいしいお菓子、そして…おそろし
い魔女！？聴くだけではなく、目で見て、体で
感じて楽しめる、こどもオペラへようこそ！
【全席自由】おとな１,５００円／こども（中
学生以下）５００円／おやこペア１,５００円
（おとな・こども１名ずつ）

◇赤毛のアン
　－ みどりのやねの朝 －
３月１６日（日）
１４時開演・大ホール
　山梨県出身の村岡花
子が翻訳した事でも知
られる、Ｌモンゴメリ
の世界の名作『赤毛の
アン』の舞台公演。ア
ンのどんな境遇にも負
けない勇気ある生き方
をお楽しみください。
出演：小原春香、齋藤
ヤスカ 他（予定）。
【全席指定】大人１,０００円・子ども（中学生
以下）５００円

◇エントランスコンサートVol.9
　木管五重奏で聴く癒しのハーモニー
４月１３日（日）１３時３０分・エントランスホール
　気軽に生のクラシック音楽を聴いてみません
か？入場無料ですのでお気軽にお越しください。
【全席自由】入場無料（先着１５０名様）

◇平成26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、月に１度の公演案内情報の送
付や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２,０００円／家族（２～４名）１,０００円
※団体会員もありますので、入会方法等、詳細
はお問い合わせください。

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


