
　 　　

　　

鼠径ヘルニア、いわゆる脱腸の可能性があります。鼠径ヘルニアは
子供の病気と思われがちですが、むしろ成人に多く、手術以外治療
方法がありません。乳幼児の場合はほとんど

先天的なものですが、成人の場合は加齢により身体の組織が弱くなることが
原因で、特に４０代以上の男性に多く起こる傾向があります。
　普通は指で押さえると引っ込みますが、ヘルニアの程度が進むと、膨らみ
が硬くなったり、手で押さえても元に戻らなくなったり、お腹に強い痛みや
吐き気を感じるようになります。飛び出した腸が押しても戻らない状態、こ
れをカントン（嵌頓）といいますが、嵌頓を起こすと腸が壊死することがあ
り、緊急手術が必要となります。
　嵌頓を起こさないためにはできるだけ早めに受診し、診断・治療を受ける
ことが大切です。

立ったりおなかに力を入れたりすると太ももの付け根が
膨らみ、時々痛みも感じます。受診した方がよいでしょ
うか？ 

informationinformation

アドバイザー  韮崎市立病院

外科医師　萩尾　浩太郎

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。

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）

■開催期間　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。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油彩

画、水彩画、挿絵の原画など約

４０点を紹介いたします。

　２階特別展示室では、版画家

「丹阿弥丹波子の世界展」を開

催いたします。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
※障害者手帳を提示の方は、本人及び介添人１名が無料。

　団体（２０名以上）割引あり

※市内在住・在学の小中学生は無料。

市民交流センター「ニコリ」1階
韮崎大村美術館サテライトスペース企画展
　大村智氏より寄贈されたバーナード・リーチ等の作品

をご覧いただけます。

　また日本を代表する彫刻家、桑原巨守とその教え子た

ちのブロンズ像等の作品をご覧いただけます。

　市民交流センター内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　月曜日（祝日の場合は翌日、ふるさと偉人資
　　　　　料館に準ずる）

■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

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

Q.
A.

巧妙な手口です！あなたは大丈夫？

　今どきの振り込め詐欺は、振り込め、振り込めと言わないで、手渡し
で現金を請求するという手口に変わってきています。
　そこで、警視庁では、「母さん助けて詐欺」に名称変更すると発表し
ました。電話の内容もすぐにお金を請求せず、巧妙になってきています。

  こんな例があります！

息子を名乗る男
「電車の中にかばんを忘れてしまった。連絡先を自宅の電話番号に
したので、鉄道会社から連絡が入る。」
鉄道会社職員を名乗る男
「かばんが見つかりました。息子さんの確認をするので、姓名、住
所、勤め先を言ってください。」

　◆鉄道会社からの電話と思い信用して、個人情報を伝えてしまった。

息子を名乗る男
「大変なことになった。その中に１,０００万円の小切手を入れて
おいたのに、盗まれてしまった。とりあえず２００万円だけでも貸
してくれないか。僕が取りに行くから。」

◆１,０００万円と言われ、気が動転したところに２００万円と言わ
れ、それくらいなら用意できると思ってしまった。

息子を名乗る男
「残りのお金を工面しなければいけないので、代わりの者を取りに
行かせる。近くの公園まで来て。」　

◆真面目そうな、会社員風の男が息子の名前を言ったので、信用して
渡してしまった。

詐欺にあいやすい人は、普段からあまり人に相談しないで一人で
物事を決める人が多いようです。

注意



月 火 水 木 金 土 日

　　 　　子育て用品リサイクル
　にらちびフリーマーケット
　10時～13時
場所：市民交流センター
「ニコリ」３階多目的ホール
たくさんの子育て用品が並
びます。休館： （午前）

武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
場所：韮崎中央公園他
（Ｐ15参照）
パパ・ママ学級

　Aコース３回目
受付：9時～　【要予約】
沐浴指導など妊娠・出産・
育児に必要な知識につい
て、実技を交えてお話しま
す。

休館：

助産師さんとおしゃべり
　6～12か月児
10時30分～11時30分
助産師加茂友香氏による離
乳食やはいはい・卒乳・マ
マの健康相談など
定員10組【要予約】
助産師さんとおしゃべり

　0～5か月児
13時30分～14時30分
助産師井上裕子氏による相
談とベビーマッサージ
定員10組【要予約】

こどもが病気の時
　どうしてる？
　～手当てのSOS～
場所：市民交流センター
　　　「ニコリ」１階和室
ママも家族も元気になろ
う！を提案する子育てグ
ループ「てと手と」の企画
材料費・おやつ代500円
託児有（有料）
定員10組【要予約】

みだい公園でみずあそび♪
10時30分～11時30分
場所：みだい南公園
子育てサークル「ピーター
ラビット」ＯＢ企画。読み
聞かせやおやつタイムあり。
申込：子育て支援センター
（定員20組）
休館： （午前）

メルマガ会員限定
　手型サービス
10時30分～11時30分
メルマガ会員の方に手型足
型プレゼント【予約不要】
おそうじ大作戦
13時30分～14時30分
センターをみんなでおそう
じしましょう。【予約不要】

武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
場所：韮崎中央公園他
（Ｐ15参照）
●アユ釣り大会・アユつかみ
　取り大会（Ｐ14参照）
おはなし会
14時～14時30分
対象：幼児～小学校低学年
※趣向を凝らしたおもしろ
　い“おはなし”他
【申込不要】
休館：

武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
場所：韮崎中央公園他
（Ｐ15参照）

休館：   

抜き取ってご利用ください

武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
場所：韮崎中央公園他
（Ｐ15参照）

休館：   

ヨーヨーをつくろう
10時30分～11時30分
子育てサークル「いたず
ラッコ」ＯＢ企画。
（定員20組）（P17参照）
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
おやつタイム＆ママの交流会他
材料費・おやつ代100円
定員10組【要予約】

休館：

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
認定カウンセラー川辺修作
氏のアドバイスを伺いま
しょう。定員20組【要予約】
癒しのヨガセラピー
ユキ  Sai  Lakshmi氏に
よる癒しの時間。お子さん
を預けてしばし子育てでつ
かれた心と身体を癒しま
しょう。定員10人
【要予約】託児有（有料）

　

〔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

7/7、14、15、21、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）

休館：      

　 中央公園ミニSL運行日

避難訓練
いざという時のために・・・
避難訓練で安全を確かめま
しょう！　　
11時ごろ【予約不要】
にら★ちび  ベイビーくらぶ

　～6～12か月児とママ～
13時30分～14時30分
おやつタイム＆ママの交流
会・手型サービス他　　
材料費・おやつ代100円
定員10組【要予約】
休館：

休館：      

　7月 25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　
　7月10日（水）
　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
７月　１日（月）　＊介護保険料　　　　　　第２期
７月１６日（火）　＊市県民税《普徴》　　　第１期
７月３１日（水）　＊固定資産税　　　　　　第２期
　　　　　　　　　＊国民健康保険税　　　　第１期
　　　　　　　　　＊後期高齢者医療保険料　第１期
収納課徴収・管理担当（内線163～166）

今月の納税

月7 2013
CALENDAR

文　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

6

13

7

14

2

9

3

10

4

11

5

12

1

8

７月３日
パパ・ママ学級
　Bコース１回目
受付：13時30分～
【要予約】
妊娠・出産・育児に必要
な知識（妊婦の栄養・妊
婦体操）等について、実
技を交えてお話します。

７月９日
1歳6か月健診
対象：平成23年12月生
受付：13時～13時15分
小児科医師・歯科医師の
診察を中心に行います。

７月10日
すくすく教室
対象児：平成24年12月生
受付：13時～13時15分
離乳食指導や離乳食の試
食を中心に行い
ます。

７月10日

●無料法律相談　予約受付日
受付8時30分～　※相談日25日（木）
企画財政課企画推進担当（内線356）



　
●第23回参議院議員
　通常選挙
（裏表紙参照）

武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
場所：韮崎中央公園他
（Ｐ15参照）

休館：   

　　

　　　 　 　 　

　　  　

休館：     
　　　  

ぽけっとひろば
10時30分
～11時30分
はてなBOX～とボール
ぽっとんBOXが登場！
【予約不要】
3歳児健診
対象児：平成22年6月生
受付：13時～13時15分
小児科医師及び歯科医師の
診察を中心に行います。

休館：

誕生会
13時30分
～14時30分
７月生のお子様をお祝い。
材料費100円
定員10組【要予約】
●武田の里ライフカレッジ
13時30分～15時30分
「幸せのタネ」
女優：石井めぐみ氏（武田
の里・サッカーのまちにら
さき親善大使）
休館： （午前）

体位測定
10時30分
～11時30分
0歳児の体位測定ができま
す。【予約不要】
●老壮大学
13時～15時15分
市民交流センター
３階多目的ホール
『笑う門には福来る
　～講演＆ショー』
講師：梶浦梶子（タレント）

休館：     
　　　

ケロケロシアター
　スペシャル
11時～11時30分
７月のうた・親子あそび・
シアターにパラシュートあ
そびも登場
【予約不要】

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】

武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
　（Ｐ15参照）
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

９時30分～13時30分
場所：市民交流センター
　　　「ニコリ」
工作遊び
14時～15時（Ｐ17参照）
武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
場所：中央公園他
（Ｐ15参照）　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
※申込み不要（P16参照）
怪談落語
15時～16時【予約不要】
（P16参照）
武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
場所：韮崎中央公園他
（Ｐ15参照）　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】
かき氷を作って食べよう♪
10時30分～11時３０分
子育てサークル「ピーター
ラビット」OB企画。おや
つタイムあり。
申込：子育て支援センター
（定員20組）
休館： （午前）

●若宮八幡宮例祭

日焼け後のケアにも
　使えるアロマ化粧水
　を作ろう
10時30分～11時30分
助産師＆アロマアドバイ
ザー島田文恵氏によるママ
のリフレッシュ企画
材料費600円
定員10組【要予約】
託児有（有料）　

休館：

武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
場所：韮崎中央公園他
（Ｐ15参照）

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）

●若宮八幡宮例祭

休館：  

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） 第1・3 火曜（午後）
第4金曜（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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子育て支援センター
利用時間のお知らせ

７月23日（火）～
８月30日（金）［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。

ゆ～ぷる韮崎より
お知らせ

７月29日（月）～
８月31日（土）

夏休み期間中は
休まず営業します
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７月27日
にらちびまつり

　in NIRAマルシェ
9時30分～12時30分
にらちびもNIRAマル
シェに出店。（Ｐ17参照）

７月17日
総合健診開始
（Ｐ2参照）
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・手型サービス
材料費・おやつ代100円
定員10組【要予約】

７月23日
よちよち教室
対象児：平成24年8月生
場所：市立図書館内
　　　読み聞かせの部屋
受付：13時～13時15分
ブックスタート事業やお
子さんの事故防止につい
てを中心に行います。

７月16日
のびのび教室
対象児：平成23年6月生
受付：13時～13時15分
親子遊びや歯科相談

７月24日
4か月健診
対象児：平成25年3月生
受付：13時～
　　　13時15分
小児科医師の診察
を中心に行います。



　 

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
●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

7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
23日、26日
30日

10日、24日

　ー 17日 16日

旭・大草・龍岡 3日 ー 23日

７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！

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（月）・２５日（木）

富士見、岩下、上の山 ９日（火）・２６日（金）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 １０日（水）・２９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 １１日（木）・３０日（火）

藤井町全区 １２日（金）・３１日（水）

中田町全区・穴山全区 １日（月）・１６日（火）

円野町全区 ２日（火）・１８日（木）

清哲町全区・神山町全区 ３日（水）・２２日（月）

旭町全区  ４日（木）・２３日（火）

大草町全区・竜岡町全区 ５日（金）・２４日（水）

●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。

■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（７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。

◇Hit Song JAPAN
　～これが僕らの同窓会コンサート～

７月２８日（日） １５時開演・大ホール
　昭和のヒット曲の数々を豪華出演者とと
もにお届けします！あのスターが一同に集
結！！この機会をぜひお見逃しなく！
出演：小川知子、あべ静江、西口久美子
（青い三角定規）、あいざき進也、晃
（フィンガー５）、ザ・リリーズ、半田健
人（ナビゲーター）
【全席指定】５,０００円　※未就学児入場不可

◇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

　２００２年フィ
ンランドでのリサ
イタル中に脳溢血
で倒れ、その後右
半身に麻痺が残り
ながらも、左手の
ピアニストとして
復帰を果たした世
界的ピアニストが
ここ韮崎へ！
　２０１２年ＮＨＫ大河ドラマ「平清盛」
テーマ曲のソリストを務めた舘野泉さんが
叙情性豊かな美しい音色とともに皆さんの
心に深く迫る演奏をお届けします。
【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。
　オーケストラをバックに歌える貴重な機
会です。
　初めての方も奮ってご参加ください。練

習は７月より土曜日を中心に行います。練
習会場はニコリ３Ｆ多目的ホールです。詳
しくは当ホールまでお問い合わせ下さい。

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　 文化ホールまつり 2013
９月２３日（月・祝） １０時～
　当ホールでは、市民
の皆さんに文化ホール
をより身近に感じても
らい、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。
　今年もお子様向けの
イベントや落語、演芸、
カラオケ大会、フリー
マーケット、模擬店など様々な企画を予定
しています。皆様のご参加をお待ちしてい
ます！

■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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