
　 　　

　　

風疹は風疹ウイルスによる感染症で、日本では現在流行が確認されています。主
な症状は発疹、発熱、リンパ節の腫れです。妊娠初期の女性が風疹にかかると、胎児が
難聴、心疾患、白内障、精神運動発達遅滞などの症状を呈する先天性風疹症候群になる
可能性があります。昔は「かかって当たり前」の疾患だったため、このような先天性の
障害を持ったお子さんが多数いたと言われています。

　風疹の予防接種を行う第一の目的は、赤ちゃんが先天性風疹症候群にならないようにするこ
とです。（風疹の定期接種対象が1994年まで女子中学生のみだったことから）現在の感染の
多くが主に20～40代男性に起こっていて、風疹の予防接種は男性でも必要と考えられてい
ます。男性が感染すると、妊娠中の配偶者などにうつし、赤ちゃんが先天性風疹症候群になる
可能性が生じます。
　風疹に罹患歴がある人や予防接種をすでに受けている人に対し、さらに予防接種をしても特
別な副反応が起こることはありません。また、現在風疹単独のワクチンは入手が困難で、麻疹
との混合ワクチンが多く用いられていますが、麻疹に罹患歴がある人や麻疹の予防接種をした
方でも接種可能です。妊娠している女性は風疹あるいは麻疹風疹混合ワクチンを受けることは
できませんので、自分の家族を先天性風疹症候群から守るため、予防接種により周りから防い
でいきましょう。

30代男性です。風疹にかかった記憶がなく、予防接種もし
ていないようです。風疹の予防接種について教えて下さい。

informationinformation

アドバイザー  韮崎市立病院

小児科医長　高橋　和也

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―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。

韮崎大村美術館開館５周年記念特別企画展
「鈴木信太郎展 -コロリストの旅-」（１階）
「丹阿弥丹波子の世界展」（２階）

■期間　９月２９日（日）まで
　１階企画展示室において、明

治から昭和にかけて活躍し、色

鮮やかな色彩と、親しみやすく

愛らしい画風で知られる鈴木信

太郎の作品を紹介します。各地

の風景をはじめ、人形や桃やバ

ラなど、色彩豊かで、独特の世

界観の漂う観る人の心が温まる

ような作品を紹介します。油彩

画、水彩画、挿絵の原画など約

４０点を紹介します。

　２階特別展示室では、版画家

「丹阿弥丹波子の世界展」を開催します。メゾチントと

いう根気のいる、緻密な制作工程を経て描かれる作品約

２０点を紹介します。漆黒の闇

に浮かび上がる、花や野菜など

の美しい姿をご覧いただけます。

　開館５周年を記念して韮崎市

名誉市民の大村智博士の胸像も

公開しております。ぜひご高覧

ください。

■開館時間
　１０時～１８時

　（入館は１７時半まで）

■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
※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）も随時受付中です。

■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

鈴木  信太郎《青い人形》
油彩　40.0×31.0㎝

丹阿弥  丹波子《花・再》2008年
銅版画　メゾチント　42.0×36.5㎝

Q.
A.

電気代が安くなるってホント！？ 
太陽光発電システム

　太陽光発電システムとは、屋根に取り付けた太

陽電池で、太陽の光から電気を作るシステムです。

作った電気は家庭で使用して、余った電気は電力会

社に売る（売電）ことができます。

訪問販売で、「国から補助金が出る」
　　　　　　「余った電力は電力会社に売電できるのですぐ元が取れる」
　　　　　　「環境にも優しい」
　　　　　　　　　　　　　　などと、勧誘を受けることがあります。

でも、ちょっと待って！

契約する前に、以下のポイントに気を付けましょう。

☆見積もりは複数社から取り、比較検討する。

　１社だけの説明や見積もりだけで契約せず、複数の業者からも

見積もりを取り、契約内容、補助金制度、アフターサービスな

どを比較検討し、慎重に契約するようにしましょう。

☆補助金制度についてよく調べる。

　補助金の支給額や条件は様々で、上限額や定員が決まっている

場合もあります。契約前に必ず支給元の団体に確認しましょう。

☆平成２１年１１月から、太陽光発電で作られた電気のうち、

余った電気を電力会社が買い取ることになりました。電力会社

が買い取った費用は、電気利用者全員が負担しています。

もし契約をしても、万一納得ができないときは、
訪問販売の場合は、８日間のクーリング・オフが適用できます。
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月 火 水 木 金 土 日

　　 　　●大人の宝さがし
　ジオキャッシング
8月31日まで（月曜休園）
受付：10時～15時　
場所・問合せ：穂坂自然公園
☎37－4362
（P16参照）
夏休みスタンプラリー
9月1日（日）まで
缶バッチをGetしよう！
（P18参照）

休館： （午前）

総合健診（韮崎地区）
受付：8時～10時30分
場所：保健福祉センター
（広報7月号P3参照）
第2回ニコリ
　サマーフェスティバル
13時30分～15時30分
場所：市民交流センター
　　　「ニコリ」
（P18参照）
休館：

戦争と平和を考える
　読書展
8月18日まで
戦争と平和に関する書籍を
展示
（広報7月号裏表紙）
のびのび教室
対象児：平成23年7月生
受付：13時～13時15分
親子あそびや歯科相談など

●子ども議会
東・西中学校2年生の
代表が、市長や関係課長に
質問します。
14時～
市議会議場（市役所4階）
【傍聴自由】
（7月号P9参照）

休館： （午前）

●平和や命の大切さを
　考えるつどい
15時～
市民交流センター「ニコリ」
第５・６会議室
講師：高見澤静佳氏
戦争中の体験談
（7月号裏表紙）
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： 休館：   

抜き取ってご利用ください

総合健診
　（市全体地区）
受付：8時～10時30分
場所：保健福祉センター
（広報7月号P3参照）

休館：   

1歳6か月児健診
対象：平成24年1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：

　

〔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（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） 

〔随時・要予約〕
■家庭児童相談
　予約：子育て支援担当
　　　　（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

8/4、11、18、25
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

●非核平和パネル展
8月18日まで
9時～22時
場所：市民交流センター
　　　「ニコリ」１階ロビー
戦時中の洋服、七里岩地下
壕パネルなどの資料展示
（広報7月号裏表紙）

休館：     

　8月 22日（木）
　13時～16時
　市役所４階401会議室
　一人30分以内 定員６名
＊予約受付日　
　8月12日（月）
　8時30分～
   企画推進担当（内線356）

今月の無料法律相談

納期限（口座振替日）
９月２日（月）
＊市県民税《普徴》第２期
＊国民健康保険税　第２期
＊介護保険料　　　第３期
＊後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　　第２期
収納課徴収・管理担当
（内線163～166）

今月の納税

月8 2013
CALENDAR

葉　月

情報カレンダー情報カレンダー情報カレンダー
広 報 に ら さ き

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
（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） 8月13日（火）午後
27日（火）午後

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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ゆ～ぷる韮崎より
お知らせ

８月31日（土）までの
夏休み期間中は
休まず営業します
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８月８日
よちよち教室
対象児：平成24年9月生
受付：13時～13時15分
ブックスタート事業やお
子さんの事故防止など
場所：市立図書館
　　　読み聞かせの部屋

８月10日
夜のこわ～いおはなし会
集合16時50分
【受付は終了しました】

８月３日
折り紙遊び
14時～15時
【要事前申込】

８月４日
●夏休みシネマ企画
　「海洋天堂」上映
開場：13時15分
　　　（14時上映）
東京エレクトロン韮崎文
化ホール・大ホール
（広報7月号P14参照）



　
●新府桃狩りと
　穴山散策
9時～13時
穴山さくら公園
（P16参照）

休館：   

　　

　　　 　 　 　

　　  　
休館：

●第2回ふるさと歴史
　再発見ウォーク
16時30分～20時
慈眼院（岩下地区）
【要予約】（P16参照）　
問合せ：中央公民館
☎20－1115

休館： （午前）

●夏の武田の里まつり
　「武田陣没将士供養
　  会・花火大会」
18時～21時
会場：釜無川河川公園
（P12参照）

休館：      

3歳児健診
対象児：平成22年
　　　　7月生
受付：13時～13時15分
小児科医師及び歯科医師の
診察など

工作遊び
14時～15時
【要事前申込】
（P18参照）

にこにこ子育て
　相談室
9時30分～16時
お子さんの成長発達・食事
などについて保健師や管理
栄養士が個別に相談に応じ
ます。【要予約】
●老壮大学カラオケ大会・歌
　謡ショー
13時～15時15分
東京エレクトロン韮崎文化
ホール　小ホール
司会：雲井滝乃氏（演歌歌手）

●第28回国民文化祭
　やまなし2013
　サッカーフェスティバル
　スポーツ文化シンポジウム
13時30分～16時
東京エレクトロン韮崎文化
ホール
講演：「スポーツで地域活
　　　　性化へ」
二宮清純氏ほか
【要事前予約】（P10参照）

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～18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～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

18時～21時
場所：市民交流センター
　　　「ニコリ」１階
ナイトNIRAマルシェ開催！

休館：

大人のための朗読会
　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】
（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、手遊びなど
対象：乳幼児【申込不要】
●武田の里ライフカレッジ
13時30分～15時30分
東京エレクトロン韮崎文化
ホール
「不況負けない！家計防衛術」
経済アナリスト　獨協大学
経済学部教授：森永卓郎氏
休館： （午前）

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

すくすく教室
対象児：平成25年
　　　　1月生
受付　13時～13時15分
離乳食指導や離乳食の試食
など
パパ・ママ学級
　Bコース2回目【要予約】
受付：13時30分～
赤ちゃん抱っこ体験や母乳
栄養について

休館：

開館2周年記念祭
　NICORI祭
9時～（P18参照）

第91回韮崎高校同窓会
　記念・招待サッカー
13時キックオフ（雨天決行）
場所：中央公園陸上競技場
（P13参照）

休館：   

休館：

●無料法律相談
　予約受付日
受付：8時30分～　
企画財政課　内線356
※相談日22日

休館：     

休館：     

：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
　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）

誕生会
13時30分
～14時30分
8月生のお子さんをお祝い
材料費100円
定員10組【要予約】

休館：

休館： （午前） 韮崎市12時間
　サッカー
8時30分～20時30分
グリーンフィールド穂坂

休館：

子育て支援センター
利用時間のお知らせ
８月30日（金）までの

［平日］
夏休みの保育園・幼稚
園児のご利用時間は、
14時～17時です。
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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、  5日
  8日、12日
15日、19日
22日、26日
29日

  7日、21日

14日 ー 6日
●市役所裏駐車場
　  3日、10日、17日、
　24日、31日
　13時～16時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　10日、24日
　13時～16時
●龍岡公民館グラウンド
　10日、24日
　13時～16時

8月24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 ー 28日 13日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

  2日、  6日
  9日、13日
16日、20日
23日、27日
30日

14日、28日

7日 ー 20日

旭・大草・龍岡 ー 21日 27日

８月のごみ収集日程　生ごみはしっかり水を切りましょう！ルールを守ってごみを出しましょう！（P9参照）

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 ８日（木）・２６日（月）

富士見、岩下、上の山 ９日（金）・２７日（火）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 １２日（月）・２８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 １３日（火）・２９日（木）

藤井町全区 １４日（水）・３０日（金）

中田町全区・穴山全区 １日（木）・１５日（木）

円野町全区 ２日（金）・１６日（金）

清哲町全区・神山町全区 ５日（月）・１９日（月）

旭町全区  ６日（火）・２０日（火）

大草町全区・竜岡町全区 ７日（水）・２２日（木）

●老壮大学 ２３日（金）
●静心寮 ２１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（８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。

◇親子のためのキャンディコンサート
　フルート・ピアノ　トリオコンサート
９月１日（日）
１４時開演・エントランスホール
　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
食べながら気軽に生の音楽をお楽しみ
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枚）

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　文化ホールまつり2013
　参加者募集!!
９月２３日（月・祝）
に開催。
　詳細は、今月号の
Ｐ１６を参照してく
ださい。

◇左手のピアニスト
　舘野泉　ピアノ・リサイタル
９月１６日（月・祝）
１４時３０分開演・大ホール
　ピアニストの
舘野泉が山梨に
やってきます。
２００２年、脳
出血により右半
身不随となりま
すが、２００４
年「左手のピア
ニスト」として
復帰し、世界中
の聴衆から熱い
支持を得ていま
す。孤高の鍵盤
詩人が紡ぎだす美しく感動的な音色を
お楽しみください。
【全席指定】３,５００円
※未就学児入場不可

◇第19回武田の里音楽祭
　合唱出演者募集!!
　東京エレクトロン韮崎文化ホールお
よび市教育委員会では、１２月１５日
（日）に第１９回武田の里音楽祭を開
催します。現在、一般合唱及びジュニ
ア合唱の出演者を募集中です。オーケ
ストラをバックに歌える貴重な機会で
すので、初
めての方も
ふるってご
参加下さい。
　詳しくは
当ホールま
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
　☎２０ー１１５５
　 ２２ー１９１９
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