
月 火 水 木 金 土 日

　　 　　●県下一斉無料法律相談
13時～16時
401会議室
定員6名【要申込】
●まちなか市民会議
19時～21時
ニコリ会議室

休館： （午前）

パパ・ママ学級
　9時～
　Bコース3回目　新生児の

育児について、沐浴実習
「ひまつぶシネマ」上映会

　9時～17時
　あらいぐまラスカル・随時

上映

休館：

●ねんきん無料相談
　9時～16時
　市役所１０２会議室
　【予約不要】

避難訓練
　11時～11時30分
　いざという時のために…安

全確認を！【予約不要】
１歳６か月児健診

　対象：平成25年2月生まれ
　13時～
　小児科医師・歯科医師の診

察、個別相談

0歳児体位測定
　10時30分～
　11時30分
　【予約不要】
おそうじ大作戦
　14時～14時30分
　【予約不要】

大村美術館へ行こう
　10時30分～
　11時30分
　大村美術館
　定員20組参加費410円
　(入館料)【要申込】
　アラフォーママの会
　13時30分～14時30分
　おやつタイム＆交流会
　定員10組【要予約】

休館： （午前）

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
　講師：川辺修作氏
　ちびっこ☆
　親子ママビューティー
　13時30分～14時30分
　講師：斎藤晴美氏
　定員各20組【要予約】

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時～17時
　日本の昔ばなし・随時上映
●映画「じんじん」上映会
　①9時30分～②13時30分～
　東京エレクトロン韮崎文化ホール

おはなし会
　14時～14時30分
　対象：幼児～小学校低学年
　おはなし会の後、折り紙作

りをします　【申込不要】
休館：

抜き取ってご利用ください

にら★ちび～3周年
　ありがとうまつり～
　10時～15時
　3つのイベント開催！ご家

族でご参加ください
　【予約不要】

休館：   

企画展
　「黎明期の人々」
　～9月28日(日)

「災害派遣」展
　～9月28日（日）
　（P16参照）

●無料法律相談予約日
　定員６名

ma-ma made
　＊革のキーリング
　10時30分～11時30分
　講師：生原明子氏
　＊スクラップブッキングカード
　13時～14時30分
　講師：齋木美和氏
　定員各8名（託児付）
　参加費300円【要電話予約】
　場所：ニコリ1階和室
休館：  

ケロケロ隊定例会
　11時～12時
　にら★ちびボランティアの

集まりです

　

●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

〔毎週第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〕
子育て相談

　10時30分～11時30分
　問：☎23－7676

相談等 ※祝日は実施しません

●行政相談
　13時～15時
　102会議室

休館：       

にら★ちび
　ベイビーくらぶ
　＊6か月～12か月
　10時30分～11時30分
　交流会・手形サービスなど
　材料費・おやつ代100円
　定員10組【要予約】

パパ・ママ学級
　13時30分～
　Cコース1回目　妊婦の栄

養や体操など

休館：  

●行政相談
　13時～15時
　102会議室

休館：       

月9 2014
CALENDAR

長　月

納期限（口座振替日）
9月30日(火)
＊国民健康保険税 第3期

＊後期高齢者医療保険料
 　第3期

収納課徴収・管理担当
（内線163～166）

今月の納税
9/7、14、15、21、
23、28
10時～12時、13時～16時
大人、子ども共に１回100円

（３歳以下は保護者と同伴で無料）

　 中央公園ミニSL運行日

〔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
〔毎月第２火曜日〕

もの忘れ相談日
　9時30分～16時
　問：☎23－4464

休館：   
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9月13日

三井・木のおじさん
　木工作
　13時～15時
　材料費500円
　講師：三井茂氏
　【予約不要】
　※数に限りがあります

9月3日
県外出身ママの会

　13時30分～14時30分
　おやつタイム＆交流会
　定員10組【要予約】

9月12日
にこにこ子育て相談室

　9時30分～16時
　お子さんの気になる成長

発達・食事など【要予約】



　 文化ホールまつり
　2014
　10時～　裏面参照

休館：   

　　

　　 　

 

のびのび教室
　対象：平成24年
　　　　8月生まれ
　13時～
　親子遊びや歯科相談など
休館：       

歯科衛生士さんと
　おしゃべり
　10時30分～11時30分
　講師：加賀美正江氏
　定員10組【要予約】

3歳児健診
　対象：平成23年8月生まれ
　13時～
　小児科医師・歯科医師の診

察、個別相談など

休館：   

●武田の里ライフカレッジ
　13時30分～15時15分
　東京エレクトロン韮崎文化ホール
　講師：萩原三雄氏

すくすく教室
　対象：平成26年2月生まれ
　13時～
　離乳食指導や試食など

誕生会（9月生まれ）
　13時30分～14時30分
　材料費100円　定員10組
　【要予約】
休館： （午前）

助産師さんと
　おしゃべり
　講師：井上裕子氏
　各定員10組【要予約】
　＊6～12か月児
　10時30分～11時30分
　離乳食やはいはい・卒乳・

ママの健康相談など
　＊0～5か月児
　13時30分～14時30分
　相談とベビーマッサージな

ど
　持ち物：バスタオル

休館：       

よりみちアート
　「どうぶつブロック」
　をつくろう！
　13時～15時
　四角い木のブロックで動物

を創造しましょう
　講師：羽中田桂子氏
　材料費：200円【予約不要】
　※数に限りがあります

休館：   

ma-ma made
　自家製シロップ作り
　10時30分～11時30分
　ニコリ1階調理室
　講師：小沢理絵氏
　定員：8名(託児付)【要電

話予約】　参加費300円
　持ち物：エプロン・ふきん

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：10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～18時（入館17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

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時～17時
　うっかりペネロペ（家族っ

ていいな）随時上映
休館：

秋刀魚祭り
「ひまつぶシネマ」

　上映会
　9時～17時　トム・ソー

ヤの冒険・随時上映
サリー＆タケ

　バルーンアート
　13時～15時
　講師：相吉くに子氏・丈雄氏
　【予約不要】

休館：

だっこの会
　11時～11時30分
　対象：乳幼児【申込不要】
　わらべ歌・絵本の読み聞か
せ・手遊びなど
よちよち教室
　対象：平成25年
　　　　10月生まれ
　13時～
　ニコリ2F市立図書館
　ブックスタート事業やお子
さんの事故防止など

休館： （午前）

にら★ちびキッズ
　くらぶ＊1歳以上児
　10時30分～11時30分
　絵の具遊び※汚れてもいい

服装で来てください。
　定員15組【要予約】

４か月児健診
　対象：平成26年
　　　　5月生まれ
　13時～
　小児科医師の診察、個別相談
休館：   

休館：   

休館：       
　　　  

●消費生活相談
　（臨時）
　9時～16時
　問：商工労政担当
　（内線216）

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
※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）
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9月20日
朗読のつどい

14時～15時
【申込不要】(P16参照)

9月19日
●老壮大学
　13時～15時
　東京エレクトロン韮崎文

化ホール
　映画鑑賞「ビルマの竪琴」

9月24日
にら★ちび　ベイビーくらぶ

　＊0～5か月
　13時30分～14時30分
　交流会・手形サービスなど
　材料費・おやつ代100円
　定員10組【要予約】

9月17日
言語聴覚士さんと

　おしゃべり
　13時30分～14時30分
　小澤和恵氏による相談
　定員10組【要予約】



　

「女流画家協会創立・黎明期の人々」
■開催期間　９月 28 日（日）まで
　本展では、収蔵品の中から、日本の美術界を牽
引してきた女流画家たちの作品を紹介します。昭
和 22 年に創立された
女流画家協会の創立会
員の作品を中心に、自
らを表現することに情
熱を注いで作品を描き
続けた女流作家たちの
作品を紹介します。
三岸節子、森田元子、
佐伯米子、岡田節子、
入江一子をはじめ、22

名の女流画家たちが描く、花や抽象画、異国の情
景、身近な人々を描いた作品など、美しく繊細で
ありながら奥に秘めた情熱の力強さが感じられ
る、多彩な作品をご覧いただけます。
■開館時間　10 時～ 18 時（入館は 17 時半まで）
■休館日　水曜日
■入館料　大人　　510 円
　　　　　小中高　210 円
　　　　　市内在住・在学の小中学生無料
＊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～ 18 時）
　韮崎大村美術館　電話・FAX　２３―７７７５
　ホームページ：www.nirasakiomura.artmuseum.com

桜井悦《猫とココちゃん》1947年　油彩

お支払いはどれになさいますか？　その２

上記の表のように、現在は様々な決済方法があります。自分が管理
できる方法で使いこなせば、とても便利です。でも、いずれの方法
でも、常にレシートを保管してこまめにチェックするという癖をつ
けておくのが肝心です。
☆公益社団法人　全国消費生活相談員協会　
　お支払いはどれになさいますか？〜新しいおかねの世界より〜

A.B型肝炎ウイルスは、体に入ると急性肝炎をおこし、一部で劇症化し、ま
た慢性化/キャリア化した場合は肝硬変や肝臓がんをもたらすことがあり

ます。従来から日本では、母親がB型肝炎キャリアの場合、B型肝炎グロブリン
とワクチンによる「B型肝炎母子感染防止」が行われ、
母子感染（垂直感染）は1/10以下に減少しました。し

かし、最近、父親や家族や友人、輸血、性行為からの感染（これらは水平感染と呼
ばれます）、さらに原因不明の感染が多数あることがわかってきました。また、慢
性化する遺伝子型のB型肝炎が急増していて、WHO（世界保健機構）は全ての小
児にB型肝炎ワクチンをおすすめしています。数年後に乳児などは定期接種化（無
料化）される可能性がありますが、接種年齢が限定される可能性があり、また無料
化を待っていてもその間に感染してしまうリスクが考えられます。生後2か月を越
えれば接種可能で、（母親がキャリアでない場合）ヒブ、小児用肺炎球菌、ロタワ
クチンとの同時接種がおすすめです。また、成人でも医療職、B型肝炎の患者さん
が身近にいる方、免疫不全や透析患者さんなどのハイリスクの方、一部の海外渡航
者などでは接種をおすすめします。ご希望がある方は医療機関に問い合わせ下さい。

B型肝炎ワクチンは母子感染の心配がない
子供にも必要ですか？

アドバイザー　小児科医長
髙橋和也

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
消費者トラブルにあったら
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。

物
・
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権
　
そ
の
他
に
よ
る
支
払
い

リアル

前払い（プリペイド） 即時払い 後払い（ポストペイ）

インターネット

決　済

電子マネー
（サーバー型）

BitCash iTunes
ちょコム taspo

WebMoney
NET CASH など

携帯送金
エスクローサービス

プリペイドカード
商品券

図書カード
テレフォンカード

郵便
為替

切手

現金払い
代金引換配達
コンビニ払い

カタログギフト

クレジットカード
ETC カード

デビット（カードブランド）

携帯キャリア課金

IC 型クレジットカード
電子マネー

iD
QUICPay
PiTaPa

オンライン専用
デビット

銀行振込
銀行口座振替

デビット（金融機関）
オンラインバンキング

じぶん銀行など

電子マネー（IC 型）
Edy nanaco WAON

Suica ICOCA SUGOCA
nimoca manaca

など



　 

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）

　1日、 4日
　8日、11日
 15日、18日
 22日、25日
 29日

  3日、17日

ー 24日 2日
●市役所裏駐車場
　6日、13日、20日、
　27日
　13時～ 16時
●旧やまとフジミモール店
　南側駐車場
　13日、27日
　13時～16時
●龍岡公民館グラウンド
　13日、27日
　13時～16時

9月27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 10日 ー 9日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 　2日、 5日

   9日、12日
 16日、19日
 26日、30日

 10日、24日

ー 17日 16日

旭・大草・龍岡 3日 ー 23日

9月のごみ収集日程　

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 ２日（火）・１６日（火）
富士見、岩下、上の山 ３日（水）・１８日（木）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 ４日（木）・２２日（月）
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 ５日（金）・２４日（水）
藤井町全区 ８日（月）・２５日（木）
中田町全区・穴山町全区 ９日（火）・２６日（金）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 １０日（水）・２９日（月）
旭町全区  １１日（木）・３０日（火）
大草町全区・竜岡町全区 １日（月）・１２日（金）
●老壮大学 １９日（金）
●静心寮 １７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／ ２２－６９８０）

こぶし号 老人福祉センターバス（９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
　文化ホールまつり 2014
9月21日（日） 10時～
　東京エレクトロン韮崎文
化ホールでは、市民の皆様
に文化ホールをより身近に
感じてもらい、また気軽に
芸術文化に触れていただく
ため、毎年文化ホールまつ
りを開催しています。今年
も様々なイベントをご用意しておりますの
で、ぜひご家族でご来場ください！
★カラオケ大会（大ホール）13時～
★吉本お笑いLIVE（小ホール）11時～、14時～
★わくわくワンダーランド（会議室）10時～
★クラウン・サクのコミカルパフォーマン
スショー（西玄関）
★模擬店（駐車場）10時～
★フリーマーケット（駐車場）10時～
※内容・会場は都合により変更となる場合
があります。ご了承ください。

【韮崎市制施行60周年・韮崎市文化ホール
開館20年記念公演】

☆三井住友海上文化財団派遣コンサート
　ＮＨＫ交響楽団メンバーと日本のトップ
アーティストによる名曲の旅コンサート
9月15日（月・祝）14時開演・大ホール
ヴァイオリン：永峰高志、フルート：菅原潤、
テノール：五郎部俊朗、ピアノ：三木香代
　初めて音楽会へいらした方もお楽しみい
ただける解説付きのコンサートです。

【全席指定】　一般1,500円／高校生以下
1,000円
※未就学児入場不可
※本コンサートは（公財）三井住友海上文
化財団の助成により低料金に設定しており
ます。

☆東京フィルハーモニー交響楽団 演奏会
10月13日（月・祝） 14時開演・大ホール
指揮：渡邊一正、ピアノ：小山実稚恵
ラフマニノフ作曲 ピアノ協奏曲第二番　
ハ短調 ほか
　1911年創立の日本で最も古い歴史と伝
統を誇るオーケストラが韮崎にやってきま
す。今回、ソリストにチャイコフスキー国
際コンクール、ショパン国際ピアノコン

クールの二大コンクールともに入賞した日
本人で唯一のピアニストである小山実稚恵
さん、指揮に東京フィルハーモニー交響楽
団指揮者の渡邊一正さんをお迎えして韮崎
の地に芳醇な響きをお届けします。ぜひご
来場下さい！

【全席指定】Ｓ席4,000円／Ａ席3,000円
※未就学児入場不可

☆南こうせつコンサートツアー2014
－うちのお父さん－
11月16日（日）17時開演・大ホール
　「神田川」「妹」などミリオンセラーを数
多く発表し、解散後も「夢一夜」などヒッ
ト曲をうみだすなど癒しの歌声とそのユ
ニークなキャラクター、そして巧みな語り
口で多くのファンを魅了し続ける「南こう
せつ」が韮崎に登場です！

【全席指定】　一般6,000円
※未就学児入場不可

問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール

　☎２０－１１５５　 ２２－１９１９


