
月 火 水 木 金 土 日

●甘利山グリーンロッジ
オープン
( ～ 10月 31）

休館：  

憲法記念日

休館：    

こどもの日

休館：    

休館：図     

すくすく教室
対象：H23.10月
　　　生まれ（7カ月）
受付：13時～13時 30分
離乳食指導や離乳食の試食
を行います

休館：

「からだにいいこと」
　知りたい人集まれ～♪
　10時30分～　【要予約】
　定員：10組
　材料費：250円
　からだにいいティータイムあり
支援センターデビューの会

　13時30分～【要予約】
　定員：10組（支援センター
　を初めて利用する親子限定）
　親子あそびやおしゃべりを
　楽しみます
休館：

にらちび☆
　メールキャンペーン
　10時30分～
　メルマガ会員・新規会員の
　方は、手型・足型＆体位測
　定　会員以外の方は、体位
　測定

　おはなし会
　10時30分～
　対象：幼児～小学校低学年

休館：  

休館：    

抜き取ってご利用ください

5月

休館：    

9～12カ月ママの会

【要予約】　
定員：10組
持ち物：マイカップ

ポリオ集団予防接種
受付：13時30分～14時30分
対象：生後3カ月～7歳6カ月

までの2回未接種児
秋にも予定しています

休館：  

みどりの日

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
13時～15時
市役所１階１０２会議室
問：企画財政課（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：商工観光課（内線２１５）

〔随時・要予約〕
■家庭児童相談
予約：福祉課（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

●韮崎市ふるさと偉人資料館
企画展『伊藤うた』の生涯
市民交流センター1階
入館料無料
9月30日（日）まで開催中
（詳細はＰ17）

今月の無料法律相談

　中央公園ミニSL運行日
5/3、4、5、6、13、20、27
１０時～１２時・１３時～１６時
大人、子ども共に１回
１００円（３歳未満は、
保護者と同乗で無料）

休館：

図

2012
皐
月　

広報にらさき　

情報カレンダー

韮崎中央公園ミニＳＬ
■運行期間時間：４月～ 10月の日曜・祝日
　　　　　　　　10時～ 12時、13時～ 16時
■運賃：大人・子ども共　１回 100 円
　　　　（３歳以下は親と同伴で無料）
■お問い合わせ：建設課都市計画担当 ( 内線 250・251）

こどもの日は全員無料！

１ ２ ３ ４ ５ ６

8 9７ 10 11 12 13

納期限 ５月31日（木）

＊固定資産税　　第１期
＊軽自動車税　　全　期

収納課
（内線161・163 ～166）

今月の納税

５月９日
助産師さんとおしゃべり
「６～８ヵ月児の相談」
13時 30分～【要予約】
定員：10組

５月10日
パパママ学級・育児学級

　(Ｈ23年度Ｄ－４回目）
　13時30分～
　出産後の様子や情報交換など行います



　　
　

　

　

よちよち教室
　市民交流センター
　2階図書館
　「おはなしコーナー」
　対象：H23.6月生まれ(11カ月）
　受付：13 時～13 時 30 分
　ブックスタート事業や、お子さ
　んの事故防止について行います

1歳6カ月健診
　対象：H22.10月生まれ
　受付：13時30分～14時 30分
　小児科医師・歯科医師の診察
　を行います

0～5カ月児ママの会
　13時30分～【要予約】
　定員：10組
　持ち物：マイカップ

休館：

パパママ学級
　（Ａコース１回目）
　13時30分～
　妊産婦さんの食事や妊婦体
　操を中心に行います

県外出身ママの会
　13時30分～
　【要予約】
　定員：10組
　持ち物：マイカップ

　休館： （午前）

●老壮大学　
　13時～
　市民交流センター3階
　多目的ホール
　「ボケちゃいけない！進まな
　い！」「独居高齢者を狙え！」
　シニアふる里劇団

休館：    

休館：図      交

3 歳児健診
　対象：H21.4月生
　　　　まれ
　受付：13時～13時 30分
　小児科医及び歯科医の診
　察を行います にらちび☆まつり

　10時30分　スタート！
　月に一度のセンターのお楽
　しみ会です！

休館：    

よちよち親子☆
　ママビューティー
　13時30分～【要予約】
　定員：1・2 歳児親子20 組
　講師：斉藤晴美先生
　めざせ体操名人キッズ！

休館：

凡
例

交：韮崎市民交流センター
　　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）
図：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～18時
　　☎ 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：10時～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

：乳幼児の健診
　　場所　保健福祉センター
　　持物　母子健康手帳、バスタオル、
　　　　　保険証、印鑑

：子育て教室
　　場所　保健福祉センター
　※よちよち教室は、市民交流センター２階図書館内
　　持物　母子健康手帳、筆記用具など
　　
：育児健康相談等

　　場所　保健福祉センター

　　持物　母子健康手帳

：健康づくり教室
　　場所　保健福祉センター
　　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）

　 ：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

●第1回ふるさと歴史
　再発見ウォーク
　９時～
　午頭島公園駐車場に集合
　円野の水や山の伝統を
　探ろう（詳細はP　）
★休日納税相談・収納窓口
　10時～16時
　市役所1階収納課
休館：

　大人のための朗読
　会・朗読のつどい
　14時～　
　対象：成人一般
　他者の選ぶ本の良さを体感
　し、読書の幅を広げてみま
　せんか？目の不自由な方も
　ご参加いただけます

休館：

「わくわく親子整体」
　10時30分～
　【要予約】　定員：10組
　講師：西倫子先生
図だっこの会
　11時～
　対象：乳幼児
誕生会（5月生まれ）

　13時30分～【要予約】
　定員：10組
　材料費：100円
　
休館： （午前）

４カ月児健診
　対象：H24.1月生
　　　　まれ
　受付：13時～13時 30分
　小児科医の診察を行います

おでかけ児童センター
　10 時 30 分～
　【要予約】　定員：10 名
　市民交流センター１階総合
　受付に集合　
　韮崎児童センターまでお
　さんぽします
のびのび教室
　対象：H22.4月生まれ(2歳児）
　受付：13時～ 13時30分
　親子あそびや歯科相談を行
　います
休館：

Uー3親子サッカー
　フェスティバルin韮崎
　10時～
　詳しくは子育て支援センター
　（☎23－7676）へお問い
　合わせください

支援センターは休みです
休館：  図 （午前）

休館：図     

★夜間納税相談・
　収納窓口
　18時～20時 30分
　市役所1階収納課

休館：図      

５月16日
★夜間納税相談・収納窓口
　18時～20時 30分
　市役所1階収納課

図14 15

21 22
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５月24日
にこにこ子育て相談

　9時00分～【要予約】　お子さんの成長発達・
　食事などについて！個別に相談を行います

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　午前8時30分～午前11時
※リウマチ外来
　金曜　午前８時３０分～午前１１時３０分
　　　　　午後１時～午後４時

土曜・日曜・祝日・年末
年始（12/29～1/3) 
※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） 水曜・金曜
泌尿器科 木曜
リウマチ外来 金曜（予約制）

韮崎市立病院　〒407ｰ0024 韮崎市本町3丁目5番3号　☎22－1221

24 25 26 27

28 29 30 31

５月17日
●武田の里ライフ
　カレッジ　13時30分～
　東京エレクトロン韮崎文化ホール
　「戦場からのメッセージを 
　あなたに」～ファイ
　ンダー越しに見た命
　の現場～　戦場カメ
　ラマン・ジャーナリ
　スト：渡部陽一



市民のみかた
消費生活相談窓口
おかしいな！？と思ったら
今すぐ電話を
☎２２―１１１１（内線２１５）

　商工観光課に消費生活相談窓口が設置されています。
資格を持った専門員の相談日時は、毎週火曜日９時～
16時です。火曜日以外は、商工観光課窓口での相談も
受け付けています。お気軽にご相談ください。

今回はマルチ商法（連鎖販売取引）についてお話します。
　友人や知人を勧誘し、ピラミッド型に会員を増や
し、商品を販売するのが「マルチ商法」です。
　商品は、健康食品、化粧品、医療用品、衣料品、
洗剤など多種にわたります。「会員を増やせば紹介
料が入る」「商品を買えばマージンが入る」などと
簡単に利益が得られるような説明をします。

問題点：
　法律のルールを守っていれば、マルチ商法＝悪質商法という訳ではありません。
しかし、入会金・保証金・商品の購入代金がかかる上、成績を上げるために、大量
の在庫を抱えることがあります。また、しつこく勧誘するため、人間関係が悪くな
ることがあります。

　たとえ友人から勧められても、本当に必要なものか慎重に考え、少しでも疑問を
感じたら、契約をしないようにしましょう。一度契約をしても止めたい場合は、マ
ルチ商法は、２０日間のクーリング・オフが適用されます。

　ネズミ講とは、メンバーに金品を出させてグループを作り、新しいメンバーが加
入する度に、そのメンバーから得た金品をグループ内で分配するシステムで、無限
連鎖講と呼ばれ、法律では禁止されています。ですから、マルチ商法＝ネズミ講で
はありません。

■お問い合わせ　商工観光課商工労政担当（内線２１５）

　化膿性脊椎炎の可能性があります。扁桃炎や膀胱炎などの細菌が血

液に乗って運ばれて、脊椎を化膿させる病気です。４０～５０代の中年に多いとされていますが、

糖尿病、悪性腫瘍、肝機能障害などの免疫機能が低下し、感染しやすい状態の高齢者の発症も増

加しています。

　急性の場合には、腰背部の激痛、高熱を伴いますが、慢性の場合には疼痛

は比較的軽く、発熱はあっても微熱です。病気のある部位の脊椎を叩いたり、

押したりすると疼痛を生じ、激痛で寝返りも打てなくなることさえあります。

　症状が進行すると脊椎が破壊され、脊髄神経を圧迫し、筋力低下や知覚障

害が起こることもあります。また、放置しておくと細菌が全身にまわり、最

悪の場合、命にかかわることもありますので、早めに病院を受診することが

大切です。 アドバイザー  韮崎市立病院

整形外科　医師　佐藤弘直

突然の背中の痛みで起き上がれない。
ギックリ腰かと思って安静にしていても全然痛みが良く
ならない・・・そんな症状は。

※詳細は、市役所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　政策秘書課政策人事担当（内線 325）

採用職種 試験区分 採用者数 採用日 申込受付 試験日 資格要件等

看護師 短大卒業程度 若干名 ７月 1日 5月2日（木）～18日（金） 6月 8日（金） 看護師免許を有する人

韮崎市職員（看護師）を募集します。

春の企画展
「描かれた花展」
　桜や椿などをはじめ、様々な花

の姿を描いた作品をご覧いただけます。

　１階の常設展では、上村松園、片岡球子等、２階第２

展示室では、鈴木信太郎の作品を紹介します。第３展示

室では、島岡達三、原田拾六、バーナード・リーチ等の

作品を展示しています。

■開催期間　６月３日（日）まで

■開館時間　１０時～１８時（入館は１７時３０分まで）

■休館日　水曜日（祝日の場合は翌日）

■入館料　大人　５００円　小中高　２００円

※障害者手帳を提示の方は、本人及び介添人１名無料

※団体（２０名以上）割引あり

※市内在住・在学の小中学生は無料

※常設展・企画展を何回でも観覧できるお得な年間パス

　ポート会員も受付中です。

　　韮崎市民交流センター　ニコリ内
韮崎大村美術館　サテライトスペース企画展
「桑原巨守と教え子たち展」
　清々しい少女の像が特徴的な桑原巨守とその教え子た

ちのブロンズ像など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・休日の翌日

■お問い合わせ

　韮崎大村美術館　☎ ２３―７７７５

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

informationinformation



　 

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） 　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
●市役所裏駐車場
　５日・１２日・
　１９日・２６日
　１３時～１６時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　１２日・２６日
　１３時～１６時
●龍岡公民館グラウンド
　１２日・２６日
　１３時～１６時

５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・　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

５月のごみ収集日程　

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール

　ワークショップ開催

　毎年好評をいただいておりますワーク

ショップを今年度も５月から開催します。ぜ

ひこの機会に芸術・文化を体験してみません

か？

＊『落語ワークショップ』

　[ １回目]　５月１０日（木）

　[ ２回目]　６月１９日（火）

　以降毎月第２水曜日

　１８時３０分～２０時３０分・会議室

　参加料１回　大人２,５００円・

　高校生以下１,５００円（全１０回）

　講師に春風亭柳之助師匠を迎え、落語を通

じて「話す楽しさ」を体験できます。皆さん

も落語を一席話せるようになりますよ！

＊『陶芸ワークショップ』

　毎月第２土曜日

　９時３０分～１１時３０分・能穴焼工房

　参加料１回２,０００円（全１０回）

　能穴焼窯元主人の林茂松先生と自然に囲ま

れた穴山の地でゆったり味わう創作のひとと

きを是非お楽しみください。

※各種申し込みを受け付け中です。

◇エントランスコンサート Vol.３

　～弦楽四重奏とフルートの調べ～

　５月１９日（土）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？今回は、梨響シニアオーケストラ弦楽

四重奏団とフルートの爽やかな音色をお楽し

みいただきます。

　【全席自由】入場無料（先着１５０名様）

◇親子のためのキャンディコンサート

　６月３日（日）１４時開演・

　　　　　　　　エントランスホール

　“なかなか、子供を連れてのコンサートは気

が引ける…”そんな思いをしたことはありま

せんか？キャンディコンサートはお子様がメ

インのコンサートです！キャンディを食べな

がら気軽にクラシック音楽をお楽しみいただ

けます。ぜひ、ご家族でご来場ください。

　【全席自由】入場無料（要入場整理券・

　　　　　　 先着１５０名様）

◇ものまねスーパー★ライブ in 韮崎

　７月１４日（土）１４時開演・大ホール

　出演：原口あきまさ、ミラクルひかる、

　　　　ダブルネーム

　【全席指定】３, ０００円

　※３歳以上有料（３歳未満でもお席が必要

　　な場合は有料）

☆ ５月１２日（土）１０時より発売開始！

　（当ホールの発売日初日は電話予約のみ）

■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

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  ２１日（月）

富士見、岩下、上の山 １日（火）・２２日（火）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、
原、長久保 ２日（水）・２３日（水）

穂坂町、日の城、三之蔵、
三ッ沢上下、飯米場 ７日（月）・２４日（木）

穂坂町、柳平、宮久保、鳥の小池 ８日（火）・２５日（金）

藤井町全区 ９日（水）・２８日（月）

中田町全区・穴山全区 １０日（木）・２９日（火）

円野町全区 １１日（金）・３０日（水）

清哲町全区・神山町全区 １４日（月）・３１日（木）

旭町全区  １５日（火）

大草町全区・竜岡町全区 １７日（木）

●老壮大学 １８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。

■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（５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。


