
月 火 水 木 金 土 日

2 3

休館：   

4 5 子育てトーク
　10時30分～

休館：

6

休館：  （午前）

7 8

休館：  

9 10

休館：   

11 物忘れ相談
　9時30分～16時

親子エアロビクス教室
　10時30分～11時30分
　藤井保育園遊戯室
　講師：斎藤晴美先生
　持物：室内シューズ、飲物

1歳6ヵ月児健診
　（H21.9生まれ）
　保健福祉センター
※受付：13時～13時30分

12 13 なかよし広場（北西）
　11時～

休館：  （午前）

14 なかよしトーク
　（北東）
　10時30分～
　保健師が参加します

15 ※第 1 1 回 武 田 の 里
　ウォークは、中止と
　します。

休館：  

16 ●春の武田の里まつり
　お新府さん
　新府藤武神社（新府城跡）

※第11回武田の里ウォーク
　は、中止とします。
※第17回新府の桃の花見会
　は、中止とします。

休館：    

17

抜き取ってご利用ください
■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

〔毎週月曜日〕
ことぶきルーム

　（韮崎）
　小学生対象

〔毎週水曜日〕
水曜ミニタイム

　（歌・手遊び・シアター）

※祝日は実施しません

4月

〔毎週月・火・水曜日〕
■学校教育相談
　9時30分～16時
　市民会館

〔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
　持物：各種健康手帳

〔第１・２・３月曜日〕
■行政相談
　13時～15時
　市役所　１０２会議室

〔毎週火曜日〕
■消費生活相談
　９時～16時
　市役所　102会議室
　お問い合わせ
　商工観光課（内線２１５）

〔毎週木曜日〕
■家庭児童相談
　10時～16時
　市民会館

〔随時・要予約〕
■市民栄養相談
　予約：保健福祉センター
　　　　☎23－4310

※祝日は実施しません

●山梨県議会議員
　一般選挙
　７時～２０時（各投票所）
　（詳細はＰ８）

休館：    

心のデイケア
　10時～12時

なかよしトーク（韮崎）
　10時30分～
　栄養士が参加します
●ポリオ予防接種
　受付：13時30分～
　　　　14時30分
　市営体育館

休館：

公園で遊ぼう
　10時～12時
　韮崎中央公園（ちびっこ広場）
　現地集合
　持物：おやつ、飲物、
　　　　弁当等

1

※わに塚のサクラのライト　
　アップは、本年は中止と
　します。
※平和観音のライトアップは
　当面の間、延期とします。

●平成23年度韮崎市
　消防団辞令交付式
　9時～11時30分
　韮崎西中学校グラウンド

休館：    

イベント・行事 相談等

　

休館：  

やさしさをわけてください
献血にご協力をお願いします
４月１２日（火）
９時30分～11時30分
12時30分～15時30分
市役所庁舎裏駐車場
受付：市役所１階防災会議室
問　市献血推進協議会
　　（保健福祉センター内）
　　☎ 23 ｰ 4310

●韮崎市プレミアム
　ふれ愛商品券発売
　４月１日（金）～
　（詳細は P14）



体位測定
　10時30分～

パパ・ママ学級
　Ａコース１回目
　13時30分～
　妊産婦の食事・妊婦体操

休館：   

18 なかよし広場（甘利）　
　11時～

4ヵ月児健診
　（H22.12 生まれ）
　受付：13時～13時30分

19 なかよし広場（韮崎）
　11 時～

3歳児健診
　（H20.3 生まれ）
　受付：13時～13時30分

休館：

20 すくすく教室
　（Ｈ22.9生　7ヵ月)
　受付：13時～13時30分
●武田の里ライフカレッジ
　開講式
　13時30分～15時30分
　東京エレクトロン韮崎文化
　ホール
★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：  （午前）

21 にこにこ子育て相談室
　9時30分～16時
　【要予約】

誕生会に参加しましょう
　10時～11時30分

なかよしトーク（北西）
　10時30分～
　栄養士が参加します

なかよし広場（北東）
　11時～
●老壮大学開講式
　13時～　市民会館

22 23 ●第30回深田祭
　8時～
　深田記念公園
　ふれあい木工教室、
　記念登山

休館：    

24

休館：   

25 なかよしトーク
　（甘利）
　10時30分～
　保健師が参加します

よちよち教室
　（Ｈ22.5生　11ヵ月）
　受付：13時～13時30分

26 作って遊ぼう
　「こいのぼり」 
　10時30分～
　定員：15組
　申込：22日（金）まで

のびのび教室
　（Ｈ21.3生　2歳児）
　受付：13時～13時30分

防犯教室（北東）
　児童クラブ員対象
　15時～ 
　講師：山梨県県民生活課職員
休館：

27 28 29

休館：   

30 1

ゆ～ぷるは、
5月2日（月）・6日（金）
営業します。
休館：  

2 3

休館：   

4

凡
例

：児童センター
　　開館時間：9時～19時
　　0～6歳（未就学）児は保護者同伴
　　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

：韮崎市地域子育て支援センター
　　ファミリー・サポート・センター
　　開館時間：9時～12時
　　（火・木は14時～16時も開館）
　　☎ 23ｰ7676（藤井保育園内）

：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

：韮崎市民会館
　　開館時間：8時30分～22時
　　（図書館は４月～８月休館）
　　☎22ｰ1121

：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

：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
　　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：各種健康手帳

：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

休館：    

●深田久弥没後40年
　特別イベント
　「慰霊のキャンドルナイト」
　（碑前祭）18時～19時
　深田記念公園
★休日納税相談・収納窓口
　10時～16時
　市役所１階収納課
★住民基本台帳カード
   普及キャンペーン　
   9時～16時
　市役所１階玄関ロビー
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

 
※眼科 
　金曜
　午前8時30分～

午前11時

※平成23年4月より、
　泌尿器科は、木曜午前
　のみの診察となります。

土曜・日曜・祝日・年末
年始（12/29～1/3) 
※急患はその限りではあ
　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 木曜午前

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

納期限  5月2日（月）

＊介護保険料　第1期

収納課
（内線161・163 ～166）

今月の納税

休館：    

休館：   

４月28日（木）
13時～16時
市役所　401会議室
一人30分以内
定員6名
＊予約受付
　４月11日（月）
　8時30分～
　企画財政課（内線357）

今月の無料法律相談

４月28日
親子で体を動かそう

　～親子リトミック～
　　　　　　　（北東）
　　10時30分～  
　講師：おとのポケット
　　　　中込和美先生
　　　　花輪弘子先生
　持物：室内シューズ
　定員：15名

誕生記念手形づくり
　（北西）（4月生まれ）
　10時30分～
　材料費：330円
　申込：21日（木）まで
●ポリオ予防接種
　受付：13時30分～
　　　　14時30分
　市営体育館
★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：  （午前）



　加齢黄斑変性は高齢化とともに患者数が増えていて、日本では５０歳以

上の１００人に１人がこの病気だといわれています。黄斑部は、カメラの

フィルムに当たる網膜の中心部分で、視細胞が集中しています。そこが障

害されるため中心が見づらくなります。原因はま

だよく分かっていません。日本人に多い滲
しんしゅつ

出型は、黄斑部に新生血管という異常

な血管が生え、そこからの出血などで視力が低下します。新生血管ではなく、血

管に瘤（ポリープ）ができるタイプもあります。治療は、新生血管を抑える薬を

眼内に注射する方法が有効と考えられています。また、ポリープのタイプでは特

殊なレーザーの照射を追加すると効果があります。しかし、治療をしても必ずし

も視力が回復するわけではありません。中心が見づらい場合、早めに眼科にかか

ることをお勧めします。
アドバイザー  韮崎市立病院
眼科　今澤光宏先生

中心が暗くて見づらく、眼科で「加齢黄斑変性」といわれま
した。どんな病気ですか。（70代男性）

　近年、全国的にも問題になっている勤
務医・看護師不足に加え、当院の夜間救
急外来をご利用いただく患者様の増加に
より、医療スタッフへの負担が大きく
なっています。　
　中には、残念なことに「昼間は待ち時
間が長いから」とか、「昼間は仕事が忙
しいから」などという理由で時間外に救
急受診される患者様もおります。
　今後数回に渡り、当院の救急患者受け
入れにおける現状をお知らせしていきま
す。

市立病院の夜間・休日救急に
対する立場は？

　救急医療は、入院を必要としない軽症
患者を受け入れる「一次救急」、入院を
必要とする重症患者を受け入れる「二次
救急」等に分けられます。当院は第二次
救急医療機関として、入院を前提とした
救急受入れ体制をとっています。限られ
た医療スタッフのため、必要最小限の人
員体制となっていますが、可能な限り軽
症（入院の必要がない）患者も受け入れ
ております。
　しかし、これが医療スタッフの大きな
負担となっています。
　なお、峡北地域の夜間救急は、次のと

おり４つの病院の当番制となっておりま
す。

●北杜市立甲陽病院（長坂町大八田）　
　週４日（月・水・金・土・日（土・日
　は隔週））
●北杜市立塩川病院（須玉町藤田）
　週３日（火・木・土・日（土・日は隔週））
●韮崎相互病院
　週１日（木）
●韮崎市立病院　　
　週６日（月・火・水・金・土・日）

　当院の受け入れ日は、週６日と突出し
ており、当番制とはいっても実態は大変
厳しい状況にあります。他病院も医療ス

タッフ等の問題から、これ以上の受け入
れは困難な状況にあり、当院スタッフに
かかる負担が年々大きくなっていること
をご理解願います。

市立病院からのお願い

　なるべく診療体制の整った通常の受付
時間内に受診してください。
　救急車は真に救急を要する場合に利用
してください。（救命に影響が出る恐れ
があります。） 
　夜間・休日は少人数のスタッフで対応
していることをご理解願います。

■お問い合わせ
　韮崎市立病院　☎２２－１２２１

◎発熱、下痢、嘔吐、ひきつけなど、子どもの夜間の急な
　体調不良の際は、下記を利用ください。
　●山梨県小児救急電話相談　☎＃8000（短縮ダイヤル）
　　利用時間：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
　　診察時間：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　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。

■採 用 日　６月１日（水）
■申込受付　４月4日（月）～18日（月）
■試 験 日　５月６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）

韮崎市職員（看護師）を募集します

市立病院の夜間・休日の救急患者
受け入れについて（第１回）



対象地区
可燃 不燃 可燃粗大 不燃粗大

週2回 月2回 年6回
（2月に1回）

年6回
（2月に1回）

韮崎
（祖母石・岩根を除く） 　４日・　７日・

１１日・１４日・
１８日・２１日・ 
２５日・２８日

　６日・２０日

１３日 ー

穂坂・藤井・中田・
岩根 ー ２７日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

　１日・　５日・
　８日・１２日・
１５日・１９日・ 
２２日・２６日・
２８日

１３日・２７日

　６日 ー

旭・大草・龍岡 ー ２０日

４月のごみ収集日程

　 ●自己搬入の日（毎月第 4 土曜日）
　　　　4月23日（土）　9時～11時
　　　  エコパークたつおか
　　   （☎22－3437）ヘ直接搬入
★運転免許証等により、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。
★可燃、不燃、可燃粗大、不燃粗大に分別して搬入し
　てください。
★普通乗用車、軽自動車以外での搬入はできません。

　 

◇公演日時・場所

　５月２１日（土）

　１４時開演・エントランスホール

◇公演内容

　０歳から入場できるクラシックコ

ンサート。お子様はキャンディすく

いもあるよ！

◇チケット情報

　入場無料（要入場整理券）

◇公演日時・場所

　６月４日（土）

　１８時開演・大ホール

◇公演内容

　T.M.Revolution 約２年ぶりとなる

全国ツアー開催決定！

全 ３ ８ 都 市 ４ ４ 公 演 と な る 、

T.M.R.デビュー１５周年メモリア

ル・ロングツアー。

◇チケット情報

　一般　６，５００円

※３歳以上有料

◇公演日時・場所

　６月１８日（土）

　１８時開演・大ホール

◇公演内容

　ニューアルバム「カルペ・ディエ

ム」を引っさげての全国ツアー開

催！

◇チケット情報

　一般　５，０００円

※未就学児入場不可

☆４月９日（土）１０時より発売開

　始！（発売日初日は電話予約のみ

　の受付）

■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

T.M.Revolution  T.M.R.
LIVE REVOLUTION '11

　「-CLOUD NINE-」

文化ホールインフォメーション

■お問い合わせ　市民課環境政策担当（内線１３１・１３２）お手元にありますか？
「平成２３年度ごみ・資源物収集日程表」

　ごみと資源リサイクル品は、日程表に基づき収集を
行っています。日程表がお手元に届いていない場合は、
市民課窓口で配布していますので、お声掛けください。

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  １４日（木）

富士見、岩下、上の山 １５日（金）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、
原、長久保 １日（金）・１８日（月）

穂坂町、日の城、三之蔵、
三ッ沢上下、飯米場 ４日（月）・１９日（火）

穂坂町、柳平、宮久保、鳥の小池 ５日（火）・２１日（木）

藤井町全区 ６日（水）・２５日（月）

中田町全区・穴山全区 ７日（木）・２６日（火）

円野町全区 ８日（金）・２７日（水）

清哲町全区・神山町全区 １１日（月）・２８日（木）

旭町全区  １２日（火）

大草町全区・竜岡町全区 １３日（水）

老壮大学 ２２日（金）

静心寮 ２０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（４月巡回日程）

Aqua Timez 
  Carpe diem tour 2011

●資源リサイクル品の収集

　４月より拠点リサイクル会場
「市役所裏駐車場」のみ、毎週土曜日
に行います。

・市役所裏駐車場（毎週土曜日）
　４月２日・９日・１６日・
　２３日・３０日

・やまとフジミモール店南側駐車場

・竜岡公民館グラウンド
　（第２・４土曜日）
　４月 9 日・２３日

※その他、月１回、各地区で定めら
　れた日時・場所で収集しています。

親子のための
  キャンディコンサート
ピアノ・ヴァイオリン・フルートトリオコンサート


