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 秋の“いきいき”ライフナビ
 国勢調査にご協力をお願いします
 指定管理者を募集します
⑭ まちかどトピックス ⑯ くらしの情報

夕空に 実りの光 きらめいて

小野 月世 《果物たち》45.5×53.4（cm）油彩（韮崎大村美術館収蔵）

秋の“いきいき”ライフナビ
秋風が心地よい季節となりました。韮崎市では、“秋”を楽しむ様々な催しが開催されます。住
み慣れたまちで、いつまでもいきいきと暮らすための元気の秘訣がここにあります。スポーツの秋・
芸術の秋・食欲の秋・・・あなたの秋の代名詞は？“あなたの秋”を見つけてみてください。

１０月２日（土）９時～（雨天翌日）
韮崎中央公園

福祉の日記念まつりでは、フ
リーマーケットの出展者を募集
します。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、お申
込みはお早めに！
■時間

１０時～１３時

■申込

９月１７日（金）まで
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公民館名
中田町
清哲町
神山町
穴山町
大草町
韮崎Ａ※
藤井町
竜岡町
旭 町
穂坂町
円野町
韮崎Ｂ※

第１回
9 月28日
9 月30日
10月 1 日
10月 4 日
10月 5 日
10月 7 日
10月 8 日
1月6日
1月7日
1 月11日
1 月13日
1 月14日

第２回
10月12日
10月14日
10月15日
10月18日
10月19日
10月21日
10月22日
1 月20日
1 月21日
1 月25日
1 月27日
1 月28日

※韮崎Ａ：中央公民館（市民会館）
※韮崎Ｂ：保健福祉センター

開催日
第３回
第４回
10月26日 11月 9 日
10月28日 11月11日
10月29日 11月12日
11月 1 日 11月15日
11月 2 日 11月16日
11月 4 日 11月18日
11月 5 日 11月19日
2 月 3 日 2 月17日
2 月 4 日 2 月18日
2 月 8 日 2 月22日
2 月10日 2 月24日
2 月11日 2 月25日

第５回
11月23日
11月25日
11月26日
11月29日
11月30日
12月 2 日
12月 3 日
3月3日
3月4日
3月8日
3 月10日
3 月11日

第６回
12月 7 日
12月 9 日
12月10日
12月13日
12月14日
12月16日
12月17日
3 月17日
3 月18日
3 月22日
3 月24日
3 月25日

祖母石、一ツ谷、水神、富士見ケ丘、若宮、中央町、本町１、本町２
本町３、本町４、岩下、上ノ山、富士見、中島、栄

コミュニケーションゲーム
■担当者
運動指導士、シニア健康サポーター、
市保健師
■持物等
水分補給できるペットボトルや水筒、
体操ができる服装、室内用運動靴
■お問い合わせ・お申し込み
保健課保健指導担当
☎２３ー４３１０

【平成２２年度 地区別開催日一覧表】

スポーツ の秋
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コツコツ貯め
よう！

11

「いきいき貯筋クラブ」

■お問い合わせ・お申し込み
福祉課高齢者福祉担当
（内線１８０・１８１）

いつまでもいきいきと自分らしく生
活したいと思いませんか？そう望む
方々は多くいらっしゃると思います。
市では、平成 年度より、各地域の
公民館にて「いきいき貯筋クラブ」を
実施しています。毎年、多くの方々に
参加していただき、転倒予防に必要な
筋力・バランス能力・柔軟性の維持向
上等の効果が体力測定の結果や参加者
の声から実際にあらわれていることが
わかります。
身近な公民館で健康寿命（ 歳以上
の高齢者が寝たきりや介護が必要に
なったりせずに、心身ともに自立して
活動的な状態で生活できる期間）を延
ばすことができるチャンスです。みん
なで楽しく運動し、コツコツ「貯筋」
し、充実した毎日を送りましょう。

■時間
９時 分～ 時 分
（第１・６回目は９時から）
※都合の良い場所で参加可能です。
※雪の場合は中止とします。
■対象
おおむね 歳以上の方
地域でサポートしてくださる方
■内容
体力測定、健康体操、
30
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大募集

運動会やうどん・そば・おでんの各種模擬店、バザーやフ
リーマーケット、ミニＳＬ無料乗車、ふわふわドーム、消防車
両の展示など、お子様からお年寄りまで皆さんで楽しんでいた
だける催し物をたくさん予定しています。また、商工会やＪＡ
梨北による各種特産品販売等のコーナーも予定しています。

フリーマーケット出展者

スポーツ の秋

「第２４回 福祉の日記念まつり」



学び の秋

韮崎市ふるさと学習散歩
故郷が生んだ偉大な実業家
「小林一三」を学ぶ
旧韮崎町で生まれ育った大事業家小林一三翁の少年
期の足跡をたどり、当時の生活、勉強、遊び、友人、
支援してくれた人たちや、一三翁の生涯を学びます。

■日時

■服装・持物
コースの一部に山道歩行があり、全行程でおよ
そ２キロ歩きますので、軽装かつ運動靴でご参加
ください。
■案内人 山梨大学客員教授 向山建生 氏
■お問い合わせ・お申し込み
逸翁すみれ会事務局（韮崎市商工会内）
☎２２－２２０４

第１回 平成２２年１１月７日（日）
第２回 平成２３年１月１６日（日）
８時４５分～１２時３０分
※８時４５分 韮崎駅前集合
■定員 各回４０名（子どもは小学５年生以上）
■参加費 １人 １，５００円
※弁当・飲み物・和菓子・資料・
保険代込み

月
日（祝）
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栄養のバランスが偏り気味になりやすい高齢者
を対象にバランスの良い食生活について学ぶ教室
を開催します。バランスの良い食事をみんなで一
緒に調理して、楽しく食べ、食事の大切さを再認
識しましょう。

■対象

６５歳以上の方
（食事のバランスが気になる方・一人暮らしの方等）
■日時 ①１０月２６日（火）９時３０分～
②１１月２日（火） ９時～
※両日とも参加できる方に限ります。
■場所 保健福祉センター ２階
■内容 ①食事に関しての講義・レシピの作成
②作成したレシピの調理実習
■持物 ①筆記用具
②エプロン・三角巾・ふきん・米（１合）
■お問い合わせ・お申し込み
保健課保健指導担当 ☎２３－４３１０

癒し の秋

時

10

シルバークッキング教室

食欲 の秋

時～

18

■開催期間 ９月４日（土）～

■開館時間

■休館日 毎週水曜日（祝日の場合は翌日）

☎２３ー７７７５

■入館料 大人
５００円
小中高 ２００円
※心身障害者・団体など割引あり
※市内在住・在学の小中学生は無料
※９月１日（水）から３日（金）までは、
作品入替及び館内整備のため休館

■お問い合わせ
韮崎大村美術館

10

韮崎大村美術館企画展

ミュージアム甲斐・ネットワーク事業

山梨県立美術館作品巡回展

ー女性作家の煌きー

山梨県立美術館の収蔵作品をお借りして、一階第
一展示室において開催いたします。
展示作家は、浅岡慶子、宇野さおり、清原啓子、
小林ドンゲ、佐野智子、鈴木美江、妣田圭子、南桂
子、八代美紀、吉田千鶴子などによって描かれた多
彩な作品をご覧いただけます。
また、松田百合子作の陶器による立体作品も展示
いたします。



芸術の秋

１０月３０日（土）～
１１月３０日（火）の期
間中、山梨県立美術館に
おいて、一三翁のコレク
ションと業績を広く紹介
する「小林一三の世界
展」が開催されます。詳
しくは１０月号でお知ら
せします。

間

9 月は敬老月

老人福祉センター 無料ご招待
日ごろの感謝の意をこめて、市内在住の６５歳以
上の方を老人福祉センターに無料でご招待いたしま
す。この機会に、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。

■期間

９月１日（水）～３０日（木）日・祝を除く
※韮崎駅発の無料バスをご利用ください。
発車時刻 ９：３０ １０：４０ １３：１０
■お問い合わせ 老人福祉センター ☎２２－６９４４

Thank you
～ You are our best friends

ガブリエラ
アシナ

クリスチャン
サーシャ

ジェシカ

リン
ウエンディー
■韮崎工業高校では、
剣道・弓道・茶道・書道・太鼓に挑戦。

姉妹都市のアメリカ・フェアフィールド市から、高
校生６名と引率者１名が、７月１３日～８月２日の３
週間、市内の一般家庭にホームステイしました。
日本の生活様式や伝統・文化を肌で感じながら、た
くさんの人と触れあい、楽しく有意義な時間を過ごせ
たようです。暖かく受け入れてくれたホストファミ
リーの皆様をはじめ、訪問先の中学校・高等学校やそ
の他関わってくれた市民のみなさんに感謝して、無事
帰国しました。

■７月２５日
ＶＦ甲府の韮崎市サンクスデーにフェアプレイ
フラッグとして参加しました。大観衆の中、堂々
とした行進を披露しました。

っ
I’m sorry… めん


ガブリエラ
私はホストファミリーを決して忘れません。
私の人生の中で最高の３週間でした。
アシナ
私のホストファミリーは本当に最高でした。
私の帰国便をキャンセルしてください。
サーシャ
私は日本が大好きです。もっと長く韮崎に滞在
したいです。私のホストファミリーはとても良
かったです。
ウエンディー
私のホストファミリーは優しく、手厚いおもて
なしをしてくれました。まるで自分の家のよう
に感じられました。
ジェシカ
近々ホストファミリーに会いたいです。韮崎市
は私にとって第二の故郷です。
クリスチャン
韮崎市のみんなが私にとても親切に接してくれ
ました。ホストファミリーとの別れはとても寂
しいです。
リン（引率者）
韮崎市の人々はとして優しく、親切でした。私
のホストファミリーは最高で、日本語や日本文
化、日本料理をたくさん教えてくれました。
また、学生と一緒に日本に来たいです。

姉
姉妹
妹都
都市
市派
派遣
遣事
事業
業
姉妹都市フェアフィールド市との交流のため、
市内在住の中学・高校生を対象に、フェアフィー
ルド市へのホームステイ派遣事業を実施します。
■期間《２２日間を予定 変更の場合あり》
平成２２年１２月１８日（土）～
平成２３年１月８日（土）
■募集人員《予定》 中・高校生６名
■募集期間 ９月２日（木）～１７日（金）
■参加者負担金 １５万円程度（昨年実績）
■お申し込み・お問い合わせ
国際交流実行委員会
企画財政課企画推進担当
（内線３５６・３５７）
※市ホームページでも派遣要項がご覧になれます。

http://www.city.nirasaki.lg.jp/



わ
っ
し
ょい！

交換留学生の声

■７月３０日
若宮八幡宮例祭に参加、神輿を担ぎました。
はっぴ姿も様になってます！

韮崎フェアフィールド交流協会との交歓会
では流しそうめんやスイカ割り、花火を楽し
みました。ホストファミリーも参加して手作
り料理が並び、思い出に残る会になりました。

今冬の

参
参加
加者
者募
募集
集

2010.09

国 勢 調 査 にご協力を !!
９月中旬より調査員が全世帯にお伺いします
平成２２年１０月１日を基準日とし、日
本国内にふだん住んでいる全ての人を対象
とします。日本に居住する外国人も対象に
なります。

総務省では、平成 年 月１日に「平成 年
国勢調査」を実施します。
この調査は、我が国の人口や世帯の実態を明
らかにする国の最も基本的な統計調査で、大正
９年（１９２０年）以来５年ごとに実施されて
おり、今回で 回目になります。
調査結果は地方交付税の算定、選挙区の画定、
議員定数の基準、福祉政策や防災対策など、国
や地方公共団体の行政施策での利用をはじめ、
個人の生活設計や企業の事業計画など様々な場
面において利用されます。
９月中旬から調査員が全世帯に訪問しますの
で、調査へのご理解・ご協力をお願いします。

■調査の基準日と対象は？

19

22

■調査の方法は？
９月中旬から、調査員が全世帯に調査票
等を配布しますので、記入をお願いします。
１０月になりましたら調査員が調査票の
回収に伺いますので提出用封筒に封入して
お渡しください。
※郵送による提出方法もありますが、市で
は原則、調査員が回収する方法で調査を
実施します。

10

22

■調査内容
（個人情報）
は守られる？
調査内容は統計の作成、分析以外には利
用されません。
また、統計法により国勢調査の従事者に
は守秘義務が課せられていますので、安心
してご回答ください。

日本に住む全ての人と世帯が調査対象です！
調査へのご協力をお願いします！

■お問い合わせ
◇企画財政課企画推進担当（内線３５５～３５７）
◇総務省ホームページ
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm



③地域情報発信
センター

⑤韮崎市文化
ホール

韮崎市民交流センター内 テナント募集

◇センター一階
■物件内容
延べ床面積１０５㎡程度

◇センター一階・三階共通
■敷金
賃料の三ケ月分

市では来年秋に韮崎駅前にオープン予定の韮崎市民交流セ
ンター内の区画の有効活用と来館者の利便性、駅前周辺地域
のにぎわいづくりのため、施設内のテナントエリアで営業す
る事業者を募集します。
詳しくは市ホームページ掲載の募集要項をご覧ください。

■募集業種
飲食・物販系サービス

■共益費・光熱水費
実費を負担していただきま
す。

■営業日・営業時間
同センターの開館時間内と
します。（一階については、
この限りではありません。）

■募集期間
９月１日（水）～
月 日（金）
※応募説明会
９月 日（金）

10

29

http://www.city.nirasaki.lg.jp/
art1429

■お問い合わせ
企画財政課企画推進担当
（内線３５５）

24

■賃料
一 、九 〇 六 円 ／ ㎡ 以 上
（一ヶ月）

◇センター三階
■物件内容
①延べ床面積４３９㎡程度
②延べ床面積８７８㎡程度
※各区画とも使用面積は提案
（一部分の使用も可）

■募集業種
医療・保健・
福祉・教育系サービス
■賃料
一、五二五円／㎡以上
（一ヶ月）



教育課生涯学習
担当
（内線２６６）
④韮崎市立図書
館

福祉課高齢者福
祉担当
（内線１８０・
１８１）
平成２２年
９月２８日（火）
から
１０月６日（水）
平成２２年
９月１４日（火）
⑦韮崎市在宅老
人デイサービ
スセンター
（大草・穴山）

平成２３年
９月１日
（予定）

平成２２年
９月１日（水）
から
１０月６日（水）
平成２３年
４月１日
⑥韮崎市老人福
祉センター

平成２２年
９月１０日（金）

福祉課子育て支
平成２２年
援担当
９月２９日（水） （内線１７５）
から
１０月８日（金） 商工観光課商工
労政・観光担当
（内線２１１・
２１３～２１６）
平成２２年
９月１日（水）
から
１０月８日（金）
②韮崎市子育て
支援センター

企画財政課企画
推進担当
（内線３５５・
３５６）
①韮崎市民交流
センター及び
市民交流セン
ター駐車場

お問い合わせ先
申請受付期間
応募説明会
（現地説明会）
募集要項の
配布期間
指定管理
開始日

http://www.city.nirasaki.lg.jp/art1237/
※募集要項掲載市ホームページ

住民サービスの向上を目指して

募集施設一覧

指定管理者を募集します
公共施設の管理につい
て、平成 年９月の地方
自治法の改正により、民
間事業者やＮＰＯ法人な
ども公共施設の管理運営
の代行ができるようにな
りました。この指定管理
者制度は、民間事業者な
どの専門性やノウハウを
施設の管理運営に生かす
ことにより、住民サービ
スの向上や経費の節減な
どを図るもので、市では
健康ふれあいセンター及
び道の駅などの施設にお
いて導入しています。
今回は、来年秋に韮崎
駅前にオープン予定の韮
崎市民交流センター内の
諸施設をはじめ下表の施
設での指定管理者の公募
を行います。募集要項及
び仕様書、締切日などは
施設によって異なります
ので、詳しくは各担当ま
でお問い合わせください。
なお、⑤～⑦の施設は
現管理者の指定期間満了
に伴うものです。
15
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５万円

処理区域公示から３年以内
（H20 年 4 月使用開始）

３万円

“下水道まつり” に
行ってみよう！

「 下 水 道 の 日 」 の 行 事 の 一 環 と し て、
毎年、下水道まつりを行っています。ど
なたでも楽しみながら下水道のことが学
べるように、たくさんの催し物を用意し
ましたので、ご近所お誘い合わせのうえ、
ぜひご来場ください。

９月 日（土）
時～ 時（雨天決行）

■主催
山梨県・（財）山梨県下水道公社・
富士北麓流域下水道推進協議会

■催し物
下水道施設見学・水質実験・
魚のつかみどり・木工体験学習会など

■場所 富士北麓浄化センター
富士吉田市下吉田４１６６番地
（駐車場あり）
☎０５５５ー２２ー２２５９

■日時

11

ご利用ください！

処理区域公示から２年以内
（H21 年 4 月使用開始）

14

◇排水設備工事融資あっせん

８万円

10

は
９月１０日
下水道の日

①融資あっせん額
▼排水設備工事資金１００万円以内
②利子補給
▼市が３％以内の利子補給
③償還方法
▼融資を受けた日から３年以内毎月元金均
等償還
④融資あっせん条件
▼処理区域内に居住していること
市税及び受益者負担金を滞納していない
こと

処理区域公示から１年以内
（H22 年 4 月使用開始）

◇ 下水道排水設備設置費補助金
補助金額

宅内排水設備
接続の方法

接続時期

◇下水道への接続は
お済みですか？

下水道に接続する宅内工事
については、市が指定した
「排水設備指定工事店」にお
申し込みください。指定工事
店は市に提出する必要書類の
作成、届出などの手続きを代
行します。指定工事店一覧名
簿は、下水道担当の窓口また
は市ホームページに掲載して
あります。
なお、工事費は個人負担と
なります。

②補助金の額

下水道事業に
ご協力を！

市では、みなさまが健康で
快適な暮らしを送る事ができ
るよう、下水道整備を進めて
います。
下水道が使えるようになっ
た区域（処理区域）にお住ま
いの方は、生活環境の向上、
河川等の水質保全のためにも、
下水道への接続にご理解とご
協力をお願いします。

①下水道処理区域内において平成１３年
４月１日以降に設置届を提出し、合併
処理浄化槽を設置した方で、下水道排
水設備工事を行う場合

韮崎市全体の
環境保全のため！！



②営業用で井戸水を使用す
る場合は、量水器を設置
していただきます。

井戸水のみを
使用している
場合

一般

営業
水道水使用水量

量水器による
計測量

認定人員×８㎥／月

水道水使用水量
水道水と井戸
水道水使用水量
③一般家庭で水道水と井戸
＋
＋
水を併用している場合で、 水を使用して
量水器による
認定人員×４㎥／月
いる場合
計測量
水道使用水量が認定水量
より少ない場合は、認定
※井戸水を使用している場合で、認定人員の変更（転入・出生・転
水量とします。
出・死亡等）があった場合は、必ず届出をしてください。

汚水量

超過料金
金額

汚水量

１㎥につき

20㎥を超え60㎥まで
一般汚水

20㎥まで

公衆浴場汚水

1,470円

60㎥を超え100㎥まで
100㎥を超えるもの

2,100円

一時使用汚水

89.25 円
105 円
120.75 円

20㎥を超えるもの
1㎥につき

105 円

105円

■下水道使用料金表（２ケ月分）

■お問い合わせ
上下水道課下水道担当
（内線６１３・６１４）

基本料金

◇下水道使用料について

水道水のみを
使用している
場合

使用状況

■使用水量の算定について
下水道使用水量は、原則的には水道使
用水量に基づいて決めますが、井戸水を
使用している場合もありますので、次の
表のようになります。

①井戸水の場合で、量水器
を設置した場合は、量水
器による計測量をもって
汚水量とします。

※この下水道使用料金表は、消費税込みの総額を表示したものです。

今月の納税
税目
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

納期限
第３期 ９月３０日
（木）
第３期

◆今月の夜間納税相談・収納窓口
９月１６日（木）・２２日（水）
１８時～２０時３０分
◆今月の休日納税相談・収納窓口
９月２５日（土）１０時～１６時

下水道排水設備工事
責任技術者認定試験
下水道の排水設備工事を施工する指定工事
店には、「下水道排水設備工事責任技術者」
の資格を有する者の専属が必要です。
この試験は、責任技術者としての技能を認
定するものです。

※来庁の際は、市役所西側出入り口をご利用ください。

■お問い合わせ
収納課（内線１６１～１６６）

韮崎市職員（看護師）を募集します
■採 用 日
■申込受付
■試 験 日

１１月１日（月）
９月６日（月）～２４日（金）
１０月１５日（金）

※詳細は、市ホームページに掲載及び政策秘書課、市立病院
事務局で配布しています『韮崎市職員（看護師）中途採用
試験案内』をご覧ください。
■お問い合わせ 政策秘書課人事担当（内線３２５）



■試験日 １１月２８日（日）
■講習会 １１月１７日（水）
■会場 いずれも県立男女共同参画
推進センター（ぴゅあ総合）
■申込 １０月１日（金）～２２日（金）
※申込用紙は、市役所上下水道課下水道担当、
県内４箇所の浄化センター
にあります。
■お問い合わせ・お申し込み
山梨県下水道公社事務局
☎０５５ー２６３ー２７３８

住宅耐震改修
既存住宅の耐震改修を行い、
次の要件を満たす場合には、
改修後一定期間の固定資産税
額が２分の１に減額されます。

■減額の範囲
減額となるのは、住宅用家
屋の居住部分のみで、床面積
が１戸あたり１２０㎡相当分
が減額対象になります。
■申請時期
工事完了後３ヶ月以内
■提出書類
◇申請書
◇地方公共団体や建築士など
が発行した証明書と改修費
用が確認できる書類

ている住宅又は受けたこと
がある住宅は対象外
※１棟につき１回のみの適用
○工事内容
①窓の改修
②床の断熱改修
③天井の断熱改修
④壁の断熱改修
※①～④までの工事のうち
①を含む工事を行うこと
⑤工事費用が 万円以上
■減額内容
住宅の１２０㎡分を限度に
その面積に係る税額の１／３
を減額（１年度分）
■減額時期
工事の完了が１月１日まで
を基準として翌年度分

登録住宅性能評価機関によ
る証明書は必ず）

住宅のバリア
フリー改修

その額を差し引いた自己負
担の額が 万円以上）

（例）
・工事の完了が平成 年１月
１日までの場合平成 年度
分を減額

■減額時期
工事の完了が１月１日まで
を基準として翌年度分

■減額内容
住宅の１００㎡分を限度に
その面積に係る税額の１／３
を減額（１年度分）

■申請時期
工事完了後３ヶ月以内

30

■減額対象となる要件
◇対象家屋
平成 年１月１日以前に建
築された住宅（賃貸住宅を
除く。また、店舗併用住宅
などは住宅部分が全体面積
の１／２以上であるもの）
で次のいずれかの者が居住
するもの
・ 歳以上の方
・要介護認定又は要支援認定
を受けている方
・障害のある方
ただし、耐震改修工事によ
る減額を受けている住宅又
は受けたことがある住宅は
対象外
※１棟につき１回のみの適用
19

■お問い合わせ・お申し込み
税務課固定資産税担当
（内線１５６～１５８）

65

◇工事内容
・廊下の拡幅
・階段の勾配の緩和
・浴室・便所の改良
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化
※工事費用が 万円以上（補
助金等を受けている場合は、

23

■提出書類
◇申請書
◇工事前後の写真、工事明細
や費用がわかるもの（建築
士又は登録住宅性能評価機
関による証明書は必ず）

23

■減額対象となる要件
○対象家屋
昭和 年１月１日以前から
存していた住宅で店舗併用
住宅などは住宅部分が全体
面積の１／２以上であるも
の

住宅の省エネ改修

（例）
・工事の完了が平成 年１月
１日までの場合平成 年度
分を減額
■申請時期
工事完了後３ヶ月以内
■提出書類
◇申請書
◇工事前後の写真、工事明細
や費用がわかるもの（建築
士、指定確認検査機関又は

30

23

23

○耐震改修工事
耐震基準に適合した改修工
事で、工事費が１戸当たり
万円以上のもの

平成27年12月31日

１年度分
平成25年1月1日～

■減額期間
■減額対象となる要件
○対象家屋
平成 年１月１日以前に建
築された住宅（賃貸住宅を
除く）で、店舗併用住宅な
どは住宅部分が全体面積の
１／２以上であるもの（い
ずれも納税義務者が居住し
ている住宅）ただし、耐震
改修工事による減額を受け
20

57

平成22年1月1日～

２年度分
平成24年12月31日

30

減額期間
工事完了期間

30

固定資産税を減免します！

2010.09

10

新型インフルエンザの国内初の感染者が昨年５月１６日に神戸市で確認されてから、
１年と４ヶ月余りが経ちました。国の行動計画が「強毒性」を想定していたため、兵庫
県、神戸市をはじめ、流行地域では学校の臨時休校や施設の閉鎖など、感染防止に向け
た対応に追われました。
厚生労働省は、この１年間（２０１０年５月）日本で約２０６８万人が新型インフル
エンザに感染（韮崎市では約４,０００人）し、１９８人が死亡（韮崎市０人）したと
発表しました。（通常の季節性インフルエンザでは毎年１千万人が感染し、１万人が死
亡するといわれています。なお、今回の死亡者数は６月２８日現在、２００人）
昨年、１０月に入り新型インフルエンザの予防ワクチンの供給がはじまり、感染の中
心であった小中高校生の接種の頃には、ピークも過ぎており、ワクチンの在庫をかかえ
る事態も発生しました。新型インフルエンザは今年３月から小康状態となっています。
このため、今般の新型インフルエンザ（Ａ/Ｈ１Ｎ１）の最初の流行（いわゆる「第一
派」）は、現時点では沈静化していると判断されています。
現時点では沈静化している新型インフルエンザ。しかし、過去のインフルエンザの大
流行の経験や、イギリス・アメリカでは既に流行の「第二派」を経験していることは重
要です。日本で「第二派」としてこれまでに新型インフルエンザにかからなかった方を
中心に再流行が生じ、患者数が増加する可能性があります。

新型インフルエンザ

油断はできない！第二派の可能性も

厚生労働省では、次の２つのことを呼びかけています。
①手洗いやうがいを引き続き行い、
感染拡大防止に努める。
②再流行を見越しこの時期に新型インフルエンザ
予防ワクチンの接種を受ける。
この時期に昨年の経験などを生かしながら、再度インフルエンザについて
見直し、必要な対策をご家族で話し合いましょう。

子宮頸がんは
「予防できる」がんです
子宮頸がんは、ワクチンの接種と定期的な検診で予防することができます。

山梨県では
市町村と協力して子宮頸がん予防ワクチン接種費用の助成を始めました。

韮崎市では、全額助成いたします。
助成対象者及びワクチン接種スケジュールについて８月号にてお知らせい
たしました。(中学３年生と小学６年生の女子に助成）
助成対象者の方には、８月上旬に助成券・予診票を郵送いたしました。助
成券が届かなかった方や、紛失された方は、保健福祉センターまでご連絡く
ださい。
■お問い合わせ 保健福祉センター

11

☎２３－４３１０

アナログ放送終了まで、あとわずか！

を実施します

９月 日（水）
～ 日（金）
時～ 時 分

地上デジタル放送
簡易チューナーを
無償給付します！
■対象
次のいずれかに該当し、日本
放送協会（ＮＨＫ）の放送受信
料が全額免除となっている世帯

韮崎中央公園陸上競技場

日本代表ＯＢと記念撮影

１０月１０日（日）・１１日（祝）

市役所１階ロビー

①生活保護などの公的扶助を受
けている世帯
②障がい者がいる世帯で、かつ
世帯全員が市町村民税非課税
の措置を受けている世帯
③社会福祉事業施設に入所され
ていて、自らテレビを持ち込
んでいる世帯
※すでに、地上デジタル放送を
視聴されている世帯は支援の
対象外です。
■申込期限（平成 年度分）
月 日（火）
【当日消印有効】

日本代表ＯＢがやって来る！

■会場

■内容
地デジに関する基本的な疑問やお住
まいの地域での受信方法など、地上デ
ジタル放送に関する質問に、総務省山
梨県テレビ受信者支援センター（デジ
サポ山梨）の相談員がお答えします。
事前申込は不要です。相談を希望さ
れる方は、会場へ直接おいでください。

■お問い合わせ
◇総務省山梨県テレビ受信者
支援センター（デジサポ山梨）
☎０５５ー２１３ー２２００
平日 ９時～ 時
土日祝日 ９時～ 時

■ 申込についてのお問い合わせ
◇支援制度全体について
総務省地デジチューナー
支援実施センター
☎０５７０ー０３３ー８４０
◇ＮＨＫとの受信契約・
受信料免除について
ＮＨＫ視聴者コールセンター
☎０５７０ー０００ー５８８

希望者は、ハガキに住所・氏名・連絡先・撮影参
加人数（５名以内）を記載し、下記までご応募くだ
さい。応募多数の場合は、抽選とさせていただきま
す。当選者には、こちらよりご連絡します。

ドリームサッカー

入場券（無料）の配付

９月１７日（金）より下記の場所で配付予定です。
市役所教育課・市営体育館・市民会館・
東京エレクトロン韮崎文化ホール

入場券が必要です

※１１日の抽選会は、入場券のナンバーにより行い
ます。

詳細は、１０月号でお知らせします！

４０７－００２４
韮崎市本町４－９－２ 市営体育館内
教育課スポーツ振興担当
☎２２－０４９８

■１０日
○指導者クリニック
■１１日
○サッカー教室（日本代表ＯＢによる指導）
○抽選会（サイン入りグッズが当たる）
○アトラクション（ＰＫ合戦ほか）
○ドリーム・ゲーム（韮崎市選抜ＶＳ日本代表ＯＢ）

大募集！
限定５組

“宝くじスポーツフェア”

詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、お問
い合わせください。 http://www.city.nirasaki.lg.jp/

★当日は、先着１，０００名に
「宝くじグッズ」をプレゼントします。

22

10

◇企画財政課情報推進担当
（内線２８３）

18

28

17

30

15

16

21

12

■日時

平成２３年（２０１１年）７月２４日終了

地デジ相談会
2010.09
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サッカーの“夏”にらさき
小学生の部

第３０回武田の里サッカーフェスティバル
（７月３日～２５日）
地元韮崎のチームと近県の強豪チームによる目を見張
る熱戦が繰り広げられました。灼熱の太陽の下、必死に
ボールを追いかける選手の姿は、サッカへの熱い思いそ
のものでした！

中学生の部
高校の部

韮崎西中サッカー部
全国大会 出場！
この度、韮崎西中サッカー
部（写真右）は、山梨県中学
校夏季総合体育大会において、
８年ぶりの優勝を果たし、関
東大会へ進出、見事全国大会
への切符を勝ち取りました。
今後ますますの活躍が期待
されます。

ＶＦ甲府ホームタウンサンクスデー
（７月２５日）
対「栃木ＳＣ」戦において、
ホームタウンサンクスデーが
開催されました。心配された
天候も、試合開始直前に回復、
虹がかかったスタジアムは、
熱い声援に包まれました。ハーフタイムには、ニー
ラが登場し、後半戦に向けて勝利の魔法を・・・☆
試合は、４－３でＶＦ甲府が見事勝利しました！

女子の部

ＶＦ甲府

第８８回 韮崎高校同窓会記念
招待サッカー
韮 崎 高 校

VS

群馬育英学園
前橋育英高校

韮崎高校同窓会では、韮崎高校サッカー
部の強化を目的として、群馬育英学園前橋
育英高校サッカー部を迎え、招待サッカー
試合を開催いたします。あなたも韮高イレ
ブンの応援に行きませんか？
■日時

栃木ＳＣ

13

９月５日（日） 雨天決行
１１時キックオフ
※９時３０分からアトラクション
（キッズサッカー・ＯＢ戦）
■場所 韮崎中央公園陸上競技場
■お問い合わせ 韮崎高校同窓会事務局
☎２２－２４１５（保坂）

2010.09
広報にらさきでは、市内で行われ
るさまざまな行事や、あなたの身
の回りの話題を募集しています。
広報は市ホームページでもご覧に
なれます。
情報は郵送・メール・☎でお寄せください。
企画財政課企画推進担当
☎２２－１１１１（内線３５６）

よ～いどん！

８月１日

アユのつかみ取り

釜無川河川公園の貯水池で行われた「アユのつか
み取り」は、今年も多くの家族連れで賑わいました。
たも網やビニール袋、帽子を片手に、思い思いの作
戦で挑む子どもたち。すばやいアユに悪戦苦闘の様
子でしたが、つかまえたアユをその場で塩焼きにし
たりと、家族みんなで楽しんでいました。

にらさきに“ピカソ”発見？！
７月３１日

キッズ絵画教室

女子美術大学の指導の下、絵画の基本を楽
しく学ぼうと、キッズ絵画教室が開かれまし
た。小学生約２０名が参加、スパッタリング
などの技法を使った制作に取り組みました。
子どもならではの自由な発想と豊かな感性に
より、個性ある作品に仕上がりました。

好きな色を
自由に使って
・・・☆

見て見て！
～
つかまえたよ

給食の時間におじゃましま～す
７月１６日

ふれあい給食会

今年も始まりました市長との「ふれあい給食会」。
この日お邪魔した韮崎小学校では、縦割り班により
１年生から６年生までが同じ教室で給食の時間を過
ごしました。メインは、地元産のすもも！すももの
生産高が全国１位の山梨ならではのデザートです。
真っ赤な果肉をまるごと美味しくいただきました。

防災ヘリ「あかふじ」を見学
７月８日

韮崎小学校４年生

社会科見学で、山梨県消防防災航空隊を訪
れたのは、韮崎小学校の４年生。「あかふ
じ」の想像以上の大きさと迫力に圧倒されな
がらも、実際に搭乗し救助にあたる隊員から
の説明に、みんな真剣な表情でメモをとって
いました。

今日の給食は
お兄さんお姉さんと
一緒♪
14

「第３回韮崎市こども議会」を開催
７月２９日
市内５つの小学校より６年生２０名が議員として参加し、
市長や教育長に対して質問を行い、答弁を求めました。
環境問題や教育問題のほか、市内でのＪリーグの試合開催
やグラウンド状況の改善についてなど、サッカーのまち韮崎
の子ども議員ならではの質問・提案がなされました。行政へ
の疑問点や市の課題などを鋭く突いた質問・提案から、市政
への関心の高さがうかがえました。

ての
学校代表とし ！
問
堂々とした質

銀メダル
獲得
!!

日曜日に遊びに行こう！！
韮崎小学校「しずくボランティア」会員のみ
なさんのご協力により、韮崎小学校校庭を毎週
日曜日一般開放しております。子ども達の安全
な遊び場として多くの方のご利用をお待ちして
おります。
■開放日時 毎週日曜日
○夏季（７月から９月）１５時から１７時
○夏季以外
１３時から１６時
※夏休み及び冬休みの期間は開放を行って
おりません。
※雨天時やスポーツ少年団等が利用
する時は利用できません。
※自転車の乗り入れや動物を伴って
の入場はできません。
■お問い合わせ
◇韮崎小学校 ☎２２ー２１４５
◇教育課学校教育担当（内線２６２）

15

レスリング日本代表
文田健一郎さん
６月号でご紹介しました韮崎西中３年の文田健
一郎さんが、タイで開催されたレスリングのアジ
ア・ガゼット選手権男子グレコローマンスタイル
４６キロ級にて、見事銀メダルを獲得されまし
た！出発前には市長室を訪れ、初の海外大会への
抱負を語ってくれた文田さん。おめでとうござい
ました。

規則正しい生活リズムを習得
７月３日～６日

穴山町通学合宿モデル事業

穴山地区の小学生１３名が、３泊４日の共同生
活により規則正しい生活を送りながら、食事の用
意や町内オリエンテーリング、竹細工などの体験
学習を通じて、食の大切さや地域生活・文化、自
然とのふれあいについて学びました。

韮崎市男女共同参画推進委員会より

での「モデル家庭」とは、家
庭を性で固定化しない家庭の
ことを言い、夫婦で家事に自
立することで、安心と思いや
りの家庭づくり、夫婦づくり
を図るものです。
具体的には、夫婦が互い

の家事５項目（掃除・洗濯、
食事の支度、食事の後片付
け、ゴミ捨て）への参画度を
チェックし、向こう一年間の
目標値を定めて取り組むモデ
ル家庭になることです。昨年
の「モデル家庭」からは一年
間取り組んだ結果「主人が家
事に協力するようになった。
今後も頑張ってやる。」と
言った感想も寄せられました。
お気軽にご応募ください。
■募集要項
○募集条件 市内に住む夫婦
○募集数
世帯程度
○募集期間
９月３日（金）～ 日（月）
○認定期間
認定日から１年間
■お問い合わせ・応募先
企画財政課企画推進担当
（内線３５７）

13

「モデル家庭」を募集します
15

安心と思いやりの家庭づくり・夫婦づくり
平成 年３月に制定された
韮崎市男女共同参画プラン
「輝いて、ひらめいて、韮崎
プラン」では、私たちの暮ら
しの中や意識の中に形成され
た性差別に気づき、それらを
なくし、男女が互いの人権を
尊重しながら、家庭や地域や
職場で、男女がそれぞれの能
力を最大に発揮し、共に責任
を負う男女共同参画社会づく
りを目指しています。
このたび、韮崎市男女共同
参画推進委員会では、家族が、
支えあいと思いやりの心を
もって互いを尊重し、明るい
家庭づくりを図るため「モデ
ル家庭」を募集します。ここ

10

シリーズ環境

■お問い合わせ
市民課環境政策担当
（内線１３１・１３２）

焼却禁止の例外
◇国又は地方公共団体がその
施設の管理を行うために必
要な焼却
◇災害の予防、応急対策又は
復旧のために必要な焼却
◇風俗習慣上又は宗教上の行
事を行うために必要な焼却
◇農業、林業又は漁業を営む
ためにやむを得ないものと
して行われる焼却
◇たき火その他日常生活を営
む上で通常行われる焼却で
あって軽微なもの

で、ご協力ください。

家庭での「ごみの焼却」は禁止されています

家庭の簡易焼却炉（ドラム
缶・ブロック積等）での、ご
みの焼却が禁止されているこ
とはご存じですか？
まだ、敷地内に簡易焼却炉
がそのままに残されているお
宅がありますが、何に使用さ
れているのでしょうか？
家庭から排出される「ご
み」を簡易焼却炉で燃やすこ
と に よ り 「 悪 臭 が す る 」「 の
ど が 痛 い 」「 洗 濯 物 が 汚 れ
る」等の苦情が寄せられるこ
とがあります。
野外でのごみ焼却（野焼
き）をすることは、一部の例
外を除いて「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」で禁止
されており、この規定に違反
した時には，罰せられること
があります。
また、農林業でのやむを得
ない焼却行為等は例外として
認められていますが、周辺の
方々に迷惑とならないように
注意して行ってください。
一人ひとりの心掛けが、住
みやすい住環境を創りますの

16
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文化ホールインフォメーション
BASARA ～

帝京学園短期大学
人形劇とオペレッタ
保育科の学生が、授業の一
環として人形劇とオペレッタ
に取り組み、その成果を上演
します。台本、製作、音楽等
それぞれが学生たちの創作で
す。入場は無料です。ぜひお
出かけください。

「シベリア抑留者
特別給付金」受付開始

特別記念事業（平成 年４
月１日～平成 年３月 日）
に お い て 、特 別 慰 労 品 を 受 け
取られた方は、平和記念事業
特別基金事業部より、特別給
付金請求書が直接送られます。
月（予定）より、給付金
の受付が開始されます。特別
慰労品を受けてない方はお問
い合わせください。

野生きのこ鑑定会

ひさし

時～

時

図鑑『山梨のきのこ』の著
者 柴田 尚 氏が鑑定を行いま
す。採取したきのこをお持ち
ください。来場者にはきのこ
汁のサービスもあります。事
前の申込は不要です。

■日時
月６日（水）

■お問い合わせ
峡北森林組合
☎０５５１ー２６ー２３００

■場所
峡北森林組合事務所内
「緑の館」（北杜市武川町）

15

（ツケメン）
TSUKEMEN

時開演・大ホール
◇公演内容
この秋、第８回を迎えるディズ
ニー・オン・クラシックは、ディ
ズニー・アニメーションの『美女
と野獣』をフィーチャー、その他
東京ディズニーリゾートに関連
し た 楽 曲 な ど も お 贈 り 致 し ま す。
オーケストラとＮＹブロードウェ
イで活躍するヴォーカリストによ
る 素 敵 な「 ま ほ う の 夜 の 音 楽 会 」
をお楽しみください。
◇チケット情報
Ｓ席 ８、４００円
Ａ席 ７、３５０円
＊未就学児入場不可

東京スカパラダイス
オーケストラ

31 19

■お問い合わせ
（独）平和記念事業特別基金
０３ー５８６０ー２７４５
０３ー５８６０ー２７４８

22

マルシェ 梨北

10

～
LIVE2010

ライヴ
2010

◇公演日時・場所
月 日（日）
時開演・小ホール
◇公演内容
２本のヴァイオリンとピアノに
よ る、 イ ン ス ト ゥ ル メ ン タ ル ユ
ニット。さだまさしさんの息子で
ある TAIRIKU
をはじめ SUGURU
・
が ク ラ シ ッ ク、 ポ ピ ュ
KENTA
ラー、映画音楽など生音で聴衆を
魅了します。
◇チケット情報
一般 ３、８００円
＊３歳未満入場不可

沢田研二

■日時
月 日（火）
○第一部 開演 時
○第二部 開演 時
※開演 分前より開場
■場所 県民文化ホール（小）
■演目
人形劇「花さかじいさん」
オペレッタ
「長ぐつをはいたねこ」
■お問い合わせ
帝京学園短期大学
☎０５５１ー３６ー２２４９

無料 出張ジョブカフェ

10

軽トラックの荷台をお店にして、採れ
たての新鮮な農作物を販売します。
■日時 ９月５日（日）８時～１０時
※雨天中止、売切れ次第終了
■場所 双葉サービスエリア西側
■お問い合わせ
ＪＡ梨北営農部地産地消課
☎２３－４５７０

WORLD SKA SYMPHONY TOUR

◇公演日時・場所
月 日（日）
時開演・大ホール
◇公演内容
『 ト ー キ ョ ー・ ス カ 』 と 銘 打 っ
て超ハイ・テンション＆ゴージャ
ス な パ フ ォ ー マ ン ス を 繰 り 広 げ、
その裏打ちサウンドで老若男女を
興奮のるつぼに誘い込む東京スカ
パラダイスオーケストラ（愛称ス
カパラ）待望の韮崎公演決定！
◇チケット情報
一般 ５、５００円
＊ ６歳以上有料、６歳未満膝上可
☆ ９月４日（土） 時より発売開始！

14 11

秋の大運動会・涙色の空
◇公演日時・場所
９月 日（日）
時開演・大ホール
◇公演内容
「 ジ ュ リ ー」 が 再 び 韮 崎 へ や っ
てきます！新譜とヒット曲を引っ
さげてのパワフルなステージ。こ
の 秋 は ジ ュ リ ー と の「 大 運 動 会 」
を存分にお楽しみください！
◇チケット情報
一般
７、０００円
友の会 ６、５００円
＊未就学児入場不可

ディズニー・オン・クラシック

まほうの夜の音楽会

東京エレクトロン韮崎文化ホール

2010 ■お問い合わせ

30

30

17

☎２０ー１１５５
２２ー１９１９

11

Ⅱ

～愛が輝く時
Miracle
◇公演日時・場所
月 日（日）

17

10

10

９月２９日（水）１０時～１６時
市役所４階会議室
概ね１５歳～３９歳の若年者
（生活・就労相談は年齢制限なし）
■内 容 カウンセラーによる就職相談（要予
約・定員１０名）、ハローワーク職員による職
業相談・職業適性診断、生活・就労相談など
■お問い合わせ・お申し込み
ジョブカフェやまなし
☎０５５－２３３－４５１０

■日 時
■場 所
■対象者

7

12

26

24

18 11

15 9

16

10

中央公民館

☎ ２２ー１１２１
ジュエリー２０％引等地場産品特別感謝
セール、実演販売・体験コーナー、ご当地グ
ルメフェア、抽選会などを行います。
■日時 ９月１０日（金）～１２日（日）
９時～１９時（１２日は１６時まで）
■場所 かいてらす（甲府市東光寺）
■お問い合わせ
☎０５５－２３７－１６４１

◇◆ い き い き 生 涯 学 習 講 座 ◆◇
健康づくりの館を
訪ねる講座

■服装
動きやすいゆったりした服
装・底の平らな体育館履き
■費用 無料
■持物 飲み物・タオル
■申込 ９月 日（月）まで

二胡体験教室
悠久の時を奏でる、人気の
二胡を弾いてみましょう。

フリーマーケット
出店募集

韮崎市生涯学習フェスタ
（第 回生涯学習推進の集
い・第 回文化祭同時開催）
のフリーマーケットの出店を
募集します。
どなたでも参加できますの
で、みなさまの応募をお待ち
しています。

■日時
月 日（土）・ 日（日）
９時～ 時
※１日だけの参加も可能

10

■申込
月８日（金）まで

■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

31

■お問い合わせ・お申し込み
韮崎市生涯学習フェスタ
実行委員会事務局
（教育課生涯学習担当内）
（内線２６７）

９月１２日（日）１１時～１５時
釜無川河川公園 ※雨天中止
フリーライフ運営委員会
☎０９０－９８４７－３３３７
☆★
★☆
出店者も募集中です

■日時
月 日（火）
時～ 時 分
■場所 市営体育館
■内容
①館内施設設備を活用した
体育活動・健康づくり
（トレーニングルーム）
②グループの活動見学
③ミニスポーツ体験など
■持物 筆記用具・飲み物
■服装 運動着・運動靴
■対象 成人 人 先(着順）
■申込
月 日（水）まで

30

15

☆★ ＢＩＧフリーマーケット ★☆

27

10

９月１２日（日）
１３時３０分 ～１５時３０分
◆場 所 老人福祉センター大広間
◆講 演 介護者による体験談をお話いただ
きます。
◆参加費 無料
◆申 込 ９月１０日（金）まで
◆お問い合わせ･お申し込み
社会福祉協議会 ☎２２－６９４４

55

介護について悩みなどをもつ同じ立場の仲間
が集い、快適な介護生活について学びます。

13

32

『介護者のつどい』参加者募集

開館２５周年 秋の地場産業まつり
■日時 ９月２８日・
１０月５日・１２日・１９日（火）
【全４回】 １９時～２１時
■場所 市民会館５階大ホール
■対象 小学３年生以上で太鼓に興味のある方
■定員 ２５名（先着順）
■持物 汗拭きタオル・飲み物・体操服装
■費用 無料
■お問い合わせ・お申し込み
◇中央公民館 ☎２２－１１２１
◇韮鼓一打会 ☎２２－１０２８（深澤）

27

19 10

24

21

三宅島に古く伝わる
伝統の太鼓！！
あなたも是非一度
打ってみませんか？

太極拳体験教室

21 16 30

■日時 【全３回】
９月 日・ 月 日・ 日
各水曜日
時～ 時
■場所 市民会館４階会議室
■講師 前田 登 氏
■定員
人
■費用 無料
■持物 筆記用具
■申込 ９月 日（金）まで

時

◆日

あなたも太極拳をとおして
「健康な体づくり」を始めて
みませんか。
誰でも気軽にできます。興
味や関心のある方、ぜひこの
機会にご参加ください。
■日時 ９月 日（火）
①Ａコース
時～ 時 分
②Ｂコース
時 分～ 時
③Ｃコース
時 分～ 時
■場所 市民会館４階会議室
■講師 相川 洋子 氏
山田 恵美子 氏

体験教室

30

14

30 30

20

19

11

13 30

19 14 13 28

29

三宅太鼓

10 10

10
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未来の裁判員候補者の皆さんへ

裁判を体験してみよう！

■日時

１０月１６日（土）
９時３０分～１１時３０分
■場所 甲府地方・家庭裁判所
（甲府市中央１－１０－７）
■対象 小学校高学年及び中学生
■定員 約３０名（先着順）
■費用 無料
■内容 ビデオ上映・模擬裁判体験・法廷見学等
■申込 ９月１日（水）～１０月８日（金）
平日８時３０分～１７時
■お問い合わせ・お申し込み
◇甲府地方裁判所総務課庶務係
☎０５５－２３５－１１３３
◇甲府地方検察庁企画調査課
☎０５５－２３５－７２３４

弁護士による休日消費生活相談会
多重債務や契約トラブルでお困りの方、お気軽
にご相談ください。※事前予約が必要です。
■会場

県民生活センター（県ＪＡ会館５階）
（甲府市飯田１－１－２０）
■日時 ９月１８日（土）・１０月２３日（土）
１１月２０日（土）１２月１８日（土）
９時～１２時・１３時～１６時
■予約受付 ☎０５５－２３５－８４５５

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 ～２、若宮、旭、日の出、
西町、富士見ヶ丘、中島、高河原
１３日（月）
富士見、岩下、上の山

１４日（火）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、
原、長久保

１６日（木）

穂坂町、日の城、三之蔵、
三ッ沢上下、飯米場

１日（水）
・１７日（金）

穂坂町、柳平、宮久保、鳥の小池

２日（木）
・２１日（火）

藤井町全区

３日（金）
・２２日（水）

中田町全区・穴山全区

６日（月）
・２７日（月）

円野町全区

７日（火）
・２８日（火）

清哲町全区・神山町全区

８日（水）
・２９日（水）

旭町全区

９日（木）
・３０日（木）

大草町全区・竜岡町全区

１０日（金）

老壮大学

２４日（金）

静心寮

１５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）
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無料調停相談会
金銭トラブル、家庭内の
揉め事など身近な法律問題
でお悩みの方のご相談に応
じます。秘密は守られます。
相談内容によっては、調停
の申立て、その他の手続き
をご紹介いたします。
■日時
■場所

１０月２日（土）１０時～１６時
岡島百貨店８階
岡島ローヤル会館ゴールドルーム
（甲府市丸の内）
■担当 山梨調停協会甲府支部
民事・家事調停委員（弁護士含む）
■主催 日本調停協会連合会
■後援 最高裁判所 甲府地方・家庭裁判所
■お問い合わせ
甲府地方裁判所事務局
☎０５５－２３５－１１３１（内線２５２１）

◆市民栄養相談（要予約）
「食」に関する心配ごとや疑問の相談
■予約電話受付 保健福祉センター
☎２３ー４３１０

◆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 ２２日（水）１３：００〜
相談時間は、１人３０分以内
■予約電話受付
９月１０日（金）９：００〜
企画財政課（内線３５７）

◆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

在宅でねたきり高齢者等を介護している家族のみなさん

心身のリフレッシュをしませんか？

市では、元気で活力のあるまちづくりの一環として、在宅でねた
きり高齢者又は認知症高齢者（要介護４若しくは５に相当し６５歳
以上の方）を同居家族で介護しているみなさまの心身のリフレッ
シュを図っていただくため「在宅介護家族リフレッシュ事業」を行っています。

17

16

15

平成 年４月～９月分

甲府盆地７都市計画区域マスタープランの
都市計画変更に関する公聴会開催のための
素案の縦覧と公述意見の提出について

〈都市計画変更の素案の縦覧及び公述意見の提出〉

30

通所施設利用者
食費サービス事業の
申請を受け付けます
■対象者
市内に住所を有する 歳以
上の方で、市外介護施設等
の通所サービスを利用して
いる方
■助成金額
市外通所サービスの食費負
担額を支払った場合、一人
一日１００円を上限に助成

日（金）

■縦覧期間 ９月２日 木
( ～
) 日 木
( )
８時 分～ 時 分 土
( 日は除く )
■縦覧場所 ◇山梨県県土整備部都市計画課
◇山梨県中北建設事務所都市整備課
◇山梨県中北建設事務所峡北支所
◇韮崎市建設課
■聞こうとする案件
甲府盆地７都市計画区域マスタープランの
都市計画変更について
■意見書の提出
右記案件について、公聴会において意見を述べることが
できます。意見の要旨及び理由、住所、電話番号、氏名
を記載した書面をご提出ください。
○提出期限 ９月 日（木） 時 分まで
○提出先 山梨県中北建設事務所都市整備課
■公聴会
月６日（水） 時～
北巨摩合同庁舎１０１会議室
■その他必要事項
意見書が提出されない場合は、公聴会の開催を中止しま
す。傍聴を希望される方は、公聴会の開催について９月
日 金
( 以
) 降に県のホームページでご確認いただくか、
山梨県都市計画課までお問い合わせください。
■お問い合わせ
山梨県都市計画課
☎０５５ー２２３ー１７１６
10

http://www.pref.yamanashi.jp/toshikei/index.html

15

■申請期間
月１日（金）～

23

17

65

23

14

29

■申請に必要なもの
◇申請書・請求書
◇食費負担額の入った領収書
（平成 年４月～９月分）
◇振り込み口座のわかるもの
◇印鑑
10

■お問い合わせ・申請先
福祉課高齢者福祉担当
（内線１８１）

17

22

※平成 年 月～平成 年３
月分までの請求は、平成
年４月中に申請受付となり
ますので、領収書を必ず保
管しておいてください。

22

22

16

10

■お問い合わせ・お申し込み
福祉課高齢者福祉担当
（内線１８１）
在宅のねたきり高齢者等を短期入所
生活介護施設に一時的に入所させるこ
とにより、宿泊旅行、日帰り旅行、買
い物等を通じ、介護家族の皆さんの心
身のリフレッシュの機会を提供するも
のです。

■助成の回数・金額
短期入所生活介護施設使用料
（２分の１）の額を助成します。
※年２回、３泊４日以内の期間、
１泊３千円を限度とします。
（９千円まで）
■助成の申請
①事前に申請書を提出していただ
き、後日決定通知書が送付され
ます。
②利用後、実績報告書と助成請求
書を提出していただきます。
■対象
本市に過去１年間にわたり居住する
家族介護者
■助成内容
○短期入所介護施設一時入所の助成
（短期入所支援事業）
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子育て教室

持ち物／母子健康手帳・筆記用具など

◆パパ・ママ学級
９月

育児健康相談等

持ち物／各種健康手帳

◆にこにこ子育て相談室（要予約）

７日（火） 赤ちゃん抱っこ体験、母乳栄養
９月２４日（金）９：３０〜１６：００
母乳マッサージ、ブレスト診断 ◆母子健康手帳交付・妊婦相談・一般健康相談
Ｃコース２ １３：３０～
毎週月曜・木曜日 ９：３０〜１６：００

◆すくすく教室（７か月）

９月 ７日（火）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対
象 Ｈ２２年２月生まれ

◆よちよち教室（１１か月）
９月１４日（火）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対
象 Ｈ２１年１０月生まれ

◆のびのび教室（２歳児）
９月２２日（水）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対
象 Ｈ２０年８月生まれ

乳幼児の健診

持ち物／母子健康手帳・バスタオル・保険証・印鑑

◆４か月児健診
９月１６日（木） 対象 Ｈ２２年５月生まれ
受付時間 １３：００〜１３：３０

◆１歳６か月児健診
９月 ８日（水） 対象 Ｈ２１年２月生まれ
受付時間 １３：００〜１３：３０

◆３歳児健診

◆物忘れ相談
９月１４日（火）９：３０〜１６：００

健康づくり教室

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
９月８日、２２日（水）１０：００〜１２：００

◆健康アップ教室
９月９日、１６日、３０日（木）９：３０〜

◆陸上ウォーキング教室
９月１２日（日）清哲会館
受付 ９：００～ 教室開始

９：１５～

◆いきいき貯筋クラブ
９月２８日（火）中田公民館
３０日（木）清哲会館
１０月 １日（金）武田の里ふれあいホール
４日（月）穴山町ふれあいホール
５日（火）大草ふれあいホール
９：００～１１：３０

◆シニア健康サポーター養成研修
９月６日（月）１３：３０〜１５：３０

９月１５日（水） 対象 Ｈ１９年８月生まれ
受付時間 １３：００〜１３：３０
※発熱など体調不良または、当日都合がつかない場合
は、翌月に受診することができます。

？

■お問い合わせ
保健福祉センター （本町３−６−３）
☎２３ー４３１０／ ２３ー４３１６

新しい糖尿病の治療薬が使用可能となったと
聞きましたが、どのような薬ですか。

？ ◎今までの治療薬は、注射薬のインスリンと
経口糖尿病薬があります。

経口糖尿病薬には膵臓からのインスリンの分泌を増加させる薬、体の
隅々でインスリンの作用を増強する薬、腸からのブドウ糖の吸収を遅ら
せる薬などがあります。食事をすると、胃や腸からホルモン（消化管ホルモン）が分泌され、さらに膵
臓に作用してインスリンを分泌させます。この消化管ホルモンはインクレチンと呼ばれ、インスリンの
分泌促進作用以外にも、食欲抑制作用や、膵臓の細胞を保護する効果があります。糖尿病治療としては
大変都合の良いホルモンです。

◎新しい薬は、インクレチン関連薬と呼ばれています。
インクレチンの分解酵素を阻害し、インクレチンの血液濃度を上昇させる方
法と、インクレチンの作用を持った物質を投与する２種類の方法があります。
インクレチン関連薬は低血糖を起こしにくい、体重・食欲の抑制作用、膵臓
の保護作用など今までの薬にない特徴があります。これまでの治療で糖尿病の
コントロールが不十分な場合は主治医と相談してください。
糖尿病治療の目的は、心血管合併症、腎障害、神経障害や眼障害などを防止
することです。食事、運動、禁煙など生活習慣の改善が最も大切な基本的な糖
尿病治療です。
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アドバイザー 韮崎市立病院
院長 小森貞嘉 先生

2010.09

児童センター
11

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）

（☎ ２３ー５５５０）

◆小麦粉粘土であそぼう

◆親子で体を動かそう ～リトミック～
９月１６日（木）１０：３０～
講師：花輪弘子先生・中込和美先生
持ち物：室内シューズ
※要申込 締切：９月１０日（金）

９月３日（金）１０：３０～

◆おはなし会
９月６日（月）１０：３０～
講師：ききみみずきん

◆なかよし広場

◆なかよし広場
９月３日（金）・１０日（金）
１１：００～

９月１３日（月）１１：００～

◆なかよしトーク
９月２７日（月）１０：３０～

◆なかよしトーク
９月１７日（金）１０：３０～

◆おはなし会（小学生対象）
９月６日（月）１５：００～
講師：ききみみずきん

（☎ ２３ー１５３５）

◆子育て講習会「ベビーサイン」
（対象：１歳から２歳６カ月）

北西児童センター

９月

９日（木）１０：３０～
３０日（木）１０：３０～
講師：ファーストサイン認定講師
松井 裕美氏
※要申込 限定１０組

（☎ ２２ー１７７５）

◆親子で体を動かそう ～親子ヨガ～
９月２日（木）１０：３０～
講 師：細田 桂子先生
持ち物：室内シューズ
※要申込 ９月１日（水）締切

◆誕生記念手形づくり（９月生まれ）
９月１４日（火）～１６日（木）
１１：００～
※要予約 ９月７日（火）締切
材料費自己負担

◆なかよしトーク
９月９日（木）１０：３０～

◆なかよし広場
９月３０日（木）１１：００～

◆なかよし広場
９月７日（火）１１：００～

◆なかよしトーク
９月１４日（火）１０：３０～

地域子育て支援センター
・児童センター合同事業

『親子で楽しむ
身体表現』

韮崎市地域子育て支援センター
（藤井保育園内

☆詳しくは、各児童セ
ンターに問い合わせ
てください。

甘利児童センター

◆寿ルーム（小学生対象）
毎週月曜日

☆行事のない日でも、
各センターは開館し
ています。お子さん
と一緒に遊びに来て
ください。

講師：山梨学院短期大学教授
川上琴美先生
日時：９月２８日（火）１０：３０～
場所：韮崎市営体育館
対象：０歳～１歳児
持ち物：室内シューズ ＊要申込

ファミリー・サポート・センター

☎ 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。（利用料金の半額
助成あり）お気軽にお問い合わせください。
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。

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８日（水）１０：３０～
１０月６日（水）１０：３０～

■体位測定（お子さんの身長・体重を計ります）
９月１０日（金）１０：３０～

■誕生会に参加しましょう
９月２４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）
９：００～１２：００
面
談
電話相談

■子育て相談

９：００～１７：００
９：００～１７：００

その他のイベント・講座
■公園で遊ぼう
９月１日（水）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・お弁当・水着・タオルなど

■親子手作りおやつ教室（要予約 ２０組）
９月６日（月）１０：００～１２：００
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）
持物 エプロン・三角巾・スリッパ・スプーン等持参）
※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 ｣ １６７７号より） 今月のだっこの会
『路地裏ビルヂング』
わらべ歌や、手遊びなどで
みつば

三羽省吾著 （文藝春秋）

毎日すれ違うけど、名前も知らない
ふしぎな距離感。同じおんぼろビル
で働く人々の、そんな関係から生ま
れる日常のドラマを描く全６篇の現
代版長屋物語。『別冊文藝春秋』の
掲載作品を単行本化。

『赤い髪のミウ』
末吉暁子著

（一般書）

平澤朋子画 （講談社）

いじめを受けて不登校だった航は、
小学６年の春から「神が宿る」とい
う沖縄の離島にある施設で新たな生
活を始めた。そこで、ミウという赤
い髪の少女に出会い…。神秘の島を
舞台に、悩みを抱える子どもたちの
成長と再生を描く。

あそびましょう！楽しいで
すよ。
日時
場所

９月１６日（木）
１０：３０〜
市民会館３階 和室

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
場所

９月２５日（土）１０：３０～
市民会館３階 和室

今月の朗読のつどい
９月は、韮崎市の３グループの皆様のご出演です。

「管理職・職場リーダーのための人事・労務 Q ＆ A」 日時 ９月１８日（土）１４：００～
よしのぶ

「野川」

こうじ

近藤圭伸・岸孔司著（中央経済社）

場所

市民会館４階

大会議室

長野まゆみ著（河出書房新社） 〈ひびきの会〉

「生きた切符」 水木京太 作
「時雨みち」
藤沢周平 作

朗読 保阪えみ子さん
朗読 小山喜美子さん

大西成明写真（アリス館） 〈こぶしの会〉
「じゃがいもポテトくん」 長谷川義史作・絵（小学館） 「十三夜」
藤沢周平 作
ほか多数

朗読 小沢かなめさん

（児童書）

「ホネホネすいぞくかん」
西澤真樹子監修・解説

なるあき

◎図書は、リクエストや予約もお受けいたします。
◎ご案内のリサイクル文庫もご協力ください。
◎ご返却が遅れている方、どうかお早めにご返却ください。

■９月の休館日
毎週月曜日、２３日（木）・３０日（木）です。
市立図書館（☎２２ー１１２１ / ２２－２９１０）

「人形」

〈朗読・表現
「転生」

朗読 植松喜久江さん

韮崎さざなみの会〉
志賀直哉 作 朗読 新村 和人さん
新村 美佳さん

※次回は、１０月２日（土）を予定しております。

健康に気をつけ医療費の節約にご協力ください
８月に市が支払った医療費をお知らせします。
国民健康保険 135,256,318 円
※１人当り 15,834 円 （前年同月比 1.90％減）

朝晩の涼しさに少しずつ秋の気
編 集 配を感じるようになりましたね。
後 記 嬉し楽し“食欲の秋”の到来です。
甘～い完熟桃に続いて、ぶどうや
りんごなど、にらさきは、自慢の果物が豊富で
す。今月の表紙のような果物かごが食卓にお目
見えするのももうすぐでしょうか。この季節、
県外の友人に送るぶどうがふるさと自慢のひと
つだったりしますが、生活の中で、当たり前に
目にするものの素晴らしさや尊さに気づくこ
とは、なかなか難しいも
のです。皆さんにとって
のにらさき自慢は何です
か？観て、聴いて、触れ
て、感じて、さわやかな
涼しさの中に深みのある
この季節を、思い思いに
たっぷりと味わいたいで
すね。（Ｒ＆Ｓ）
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小林秀雄 作

市の人口（８月１日現在）
男
女
計

１５，
９６６人
１６，
１０２人
３２，
０６８人

世帯数
前月比
前月比

１２，
３６３世帯
１４世帯
－２人

蛍光灯・乾電池の
収集を行います
９月は、各地区及び拠点でのリサイクル
会場で、蛍光灯・乾電池の収集を行います。
蛍光灯・乾電池は有害ごみであるため、
排出できる日が限られています。
次回は２月となりますので、この機会に
お忘れないようにお出しください。
※日程については、各戸配付してあります
「平成２２年度ごみ・資源物収集日程表」
をご覧ください。
■お問い合わせ

市民課環境政策担当
（内線１３１・１３２）

５％のプレミアム付

地域通貨「アクア」

９月１日発行！

環境に関する有償ボランティア等に参加された北杜・韮
崎市民へ活動団体より支給されるお得な地域通貨です。
スーパーなど地元加盟店での買い物に利用できます。
詳しくは、下記にお問い合わせください。
■地域通貨「アクア」実行委員会
（社）韮崎青年会議所
☎２２−４２６４

暑〜い夏！ ！
祭りの夏
若宮八幡宮例祭
みこし祭り in
に

（７月３０日）

らさき

夏の武田の里まつり

（８月１６日）
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