新春座談会

2013 年のシーズンが幕開け。今年も熱きスタジアムで

―

･･･

市長：初戦で勝って、今年は
雰囲気が違うなとは思ったけ
れど、降格一年でＪ１に上が
ることはなかなか難しいかな
とも思っていました。石原選
手、柏選手、まずは悲願のＪ
２優勝と目標のＪ１昇格、誠
におめでとうございます。
シーズンを振り返って見る
と、６月 日の水戸ホーリー
ホック戦から数えて、 戦連
続無敗のＪ２記録を樹立する
なか、７月 日の東京ヴェル
ディ戦の後からは、一度も首
位の座を明け渡すことなく優
勝を決めたわけですが、ヴァ
ンフォーレ甲府の強さの秘訣
というか、優勝に至った最大
の要因はどこにあると思いま
すか？
石原：監督が勝負に対してす
ごく執着していたことで、そ
の熱い思いが選手にも伝わっ

ＶＦ優勝の要因は

「ｍ
ｏｖｅ ＝原点からの挑戦 」をスローガンに、Ｊ１復帰をかけて挑んだ
ヴァンフォーレ甲府。 戦連続無敗のＪ２記録とともに、クラブ史上初の
Ｊ２優勝とＪ１昇格の栄冠を見事に勝ち取りました。
２０１３シーズンは、いよいよＪ１のステージでの熱き戦いが始まりま
す。市民の皆さんやヴァンフォーレ甲府にとって、輝かしい１年を迎える
にあたり、韮崎高校出身の石原克哉・柏好文選手にお越しいただき、今年
にかける意気込みやサポーターの皆さんへのメッセージを伺いました。
(c)VFK2012
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石原克哉選手＝ＤＦ・背番号７
ＶＦ甲府在籍 年目

２人が選ぶ印象に残るシーン

て、例年になく団結力が生ま
れたことだと思います。
市長：城福監督のインタビュ
ーを聞くと、本当に熱い人柄
が伝わってくるよね。
柏：サッカーに関しては本当
に熱い監督なので、それが選
手に浸透していました。
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市長：シーズンの全試合を通
して、二人にとって特に印象
に残ったシーンがあったと思
うけれど、どうかな？
石原：僕はプロになってか
ら、これまで優勝の経験とか
があまりなかったので、アウ
ェーのアビスパ福岡戦で、優
勝が決まった瞬間が特に印象
に残っています。
柏：僕は首位に立ったホーム
での東京ヴェルディ戦です
ね。自分自身、ゴールも決め
られたし、克さん（石原選手）
も点を入れたし、そういう意

味 で は 山 梨 県 出 身 の 選 手 が、
勝利に貢献できたり、会場を
盛り上げられたことが一番印
象に残っています。
市長：私も韮崎高校出身の選
手が活躍したことは、後輩に
とっても、いい励ましになっ
たと思っています。石原選手
は ヴ ァ ン フ ォ ー レ 在 籍 年、
今日まで長かったね。
石原：たってみればあっとい
う間でした。最初のころはあ
まり強くなかったので長い気
もしましたが。
市長： 月 日には、沿道を
多くのサポーターが埋め尽く
すなか、祝賀パレードが行わ
れました。パレードの雰囲気
はいかがでしたか。初めて味
わう歓喜の瞬間だったと思う
けど。
石原：少し寒かったですが、
大勢の方々にきていただい
て、色んなところに立って盛
り上げていただきました。本
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柏好文選手＝ＭＦ・背番号
ＶＦ甲府在籍３年目
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いざ ！ Ｊ１の舞台へ

歓喜を、ともに。
24
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当に良かったです。
市長：パレード終了後
の優勝報告会には私も
出席させていただい
て、壇上からのあいさ
つのなかで、ヴァンフ
ォーレ甲府の主要練習
会場としての誘致を表
明したわけですが、中央公園
芝生広場は、石原選手も柏選
手も、高校時代に「武田の里
にらさき・サッカーフェステ
ィバル」などで活躍した、い
わばホームグラウンドみたい
なところだと思うけれど、こ
こに練習拠点ができることに
ついて、何か感想があります
か？
石原：僕はインターハイでも
立たせていただいたし、小さ
いころから芝生の上でサッカ
ーができる喜びを味わわせて
いただいたところでもあるの

さんあります。見習うところ
が多すぎて、とてもまねがで
き ま せ ん が（ 笑 ）。 少 し で も
追いつけるようにがんばって
いきたいですね。
市長：石原選手から見て、後
輩の柏選手のプレーぶりはい
かがですか？
石原：なにも言うことはない
です。それくらい十分過ぎま
す（笑）。

Ｊ１の舞台での抱負は…

市長：いよいよ新シーズン
は、Ｊ１での舞台となるわけ
ですが、Ｊ１ともなると、ま
すます厳しい戦いが予想され
ます。そんな中でのそれぞれ
の目標と抱負をお聞かせくだ
さい。
石原：そうですね。過去２回

Ｊ１にいたときは長くいられ
なかったので、まずは定着で
きるようにしたいですね。
定着して、上位に上がって
いくのには、とても重要な年
になると思っていますので、
監督を信じて、チーム一丸と
なって戦っていきたいと思い
ます。そのためにも向上心を
忘れずにやっていくことが鍵
になってくると思います。
柏：今年もそうでしたが、個
人的には、一日一日の練習を
大事にすることを常に心がけ
て、チームとしてもまとまっ
て、前回みたいに一年で降格
しないで、Ｊ１に定着してい
けるようにがんばっていきた
いと思っています。

天性のドリブラー・柏好文選手

(c)VFK2012

主要練習場会場としての誘致を
表明する横内市長
優勝報告会場（舞鶴公園）にて

石原：木がたくさんあって、
夏は涼しく、とてもやりやす
いです。
市長：芝生広場のグラウンド
で思う存分練習して、Ｊ１の
舞台でもがんばってもらいた
いと思っています。
ところで、先ほども申し上
げたとおり、石原選手はヴァ
ンフォーレ甲府在籍 年目と
なるわけですが、長い間第一
線で活躍しつづけることはと
ても大変なことだと感心して
います。普段からの努力や心
がけていることは、何かある
んでしょうか？
石原：そうですね。やるとき
はやる、休むときは休む、遊
ぶときは遊ぶというように、
生活にメリハリをつけること
ですかね。ストレスを溜め込
んでしまうことが一番よくな
いことだと思います。
市長：柏選手にとって、石原
選手は高校のサッカー部を通
じても先輩ということになる
わけですが、選手として、ま
た先輩として、石原選手をど
のように見ていますか？
柏：とても尊敬のできる先輩
です。プレーの面でもそうで
すし、サッカーに対する姿勢
だったり、常にチームの先頭
に立ってやってくれる選手で
すので、見習うところがたく



で、とても感慨深いものがあ
ります。
柏：高校時代、試合でも練習
でもよく使っていたグラウン
ドでもあるので、プロになっ
てまた、主要な練習会場とし
て使えることは、とてもうれ
しいことです。
市長：周りが木立に囲まれて
いて、練習会場としての雰囲
気もいいよね。
１１月１７日に行われた祝賀パレード
で、Ｊ２優勝の証、シャーレをかざす
山本英臣主将。中央は城福浩監督、左
は津田琢磨選手（甲府駅前で）
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ＶＦ甲府のユーティリティー
プレイヤー石原克哉選手

輩や子どもたちに、何かアド
バイス等がありますか？
石原：そうですね。プロチー
ムが身近なところにあるの
で、プレーなどを参考にして
もらえたらいいなと思いま
す。
また、私たちのように韮崎
高校出身でプロになっている
選手もいるわけですから、そ
れほど遠くない存在だという
ことを感じていただいて、目
標にしてもらえれば、きっと
プロになれると思います。
いつも向上心ということを
頭に入れながら、練習に取り
組んでほしいと思います。
市長：柏選手はどう？

柏：まったくそのとおりだと
思います。
市長：特に韮崎高校出身の二
人には、これからもがんばっ
て い た だ い て、 子 ど も た ち
の目標でいてほしいと思いま
す。

プロビンチアの象徴
市長：城福監督がインタビュ
ーのなかで『ヴァンフォーレ
甲府が全国のプロビンチアク
ラ ブ の 象 徴 に な り た い 』（ ※
プロビンチア＝住民に支えら
れた地域の中小クラブ）と良
く言われますが、これを読み
聞いて、その昔、ヴァンフォ
ーレ甲府が存続の危機に陥っ
たときに、当時の川淵チェア
マ ン が 山 梨 に き て、「 ヴ ァ ン
フォーレ甲府こそが、私の一
番理想とするクラブである」

という発言をされたことを思
い出しました。
地域住民が支えるクラブが
理想であるという意味での発
言だったわけですが、いまま
さにこのプロビンチアに通じ
るものと、城福監督の言葉を
聞いて、本当にうれしいこと
だなと、あらためて感じたと
ころです。
二人は、サポーターの応援
を感じながらプレーをしてい
るのかな？
石原：僕が加入した年がまさ
に存続の危機の年でしたの
で、サポーターの皆さんに支
えられていることをいつも実
感しています。いまはたくさ
んのサポーターが見にきてく
れますが、少ない時期も経験
していますので、いまは本当
に幸せに感じています。

サッカーのまちづくりプロジェクト事業の
一環で、ボールと遊ぶ子どもたち
（Ｕー３親子サッカーフェスティバル＝
グリーンフィールド穂坂）

市長：何回も言うようだけ
ど、いずれにしても厳しい戦
いが続くことになると思いま
すので、ぜひ二人にはがんば
っていただいて、地元に喜び
や感動を与えてもらいたいと
願っています。
石原・柏：がんばります。

Ｊリーガーを目指す
子どもたちへ ･･･
市長：韮崎市では、サッカー
を通して活力あるまちづくり
を 推 進 す る た め、「 サ ッ カ ー
のまちづくりプロジェクト」
を立ち上げ、佐久間ゼネラル
マネジャーやヴァンフォーレ
甲府の選手の皆さんにもご協
力いただくなか、様々な取り
組みを進めていますが、特に、
将来のＪリーガーを目指す後

(c)VFK2012

こ れ に 満 足 す る こ と な く、
もっと大勢の人にスタジアム
に足を運んでいただけるよう
努力していきたいと思いま
す。
柏：中銀スタジアムのピッチ
は他の会場と違って、いつも
熱いというか、独特の雰囲気
で、とてもプレーしやすいで
すし、アウェーでも多くのサ
ポーターが応援に駆けつけて
くれて、ホームのような雰囲
気を作り出してもらっていま
すので、サポーターの皆さん
には本当に感謝しています。
市長：いつもそんなに遠くま
できてくれるの？
柏：本当に遠くまで応援にき

将来のＪリーガーを目指す子どもたち（韮崎中央公園）
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ていただいています。すごく
うれしいことです。

8,000 円

･･･

も厳しい試合が続くと思いま
すが、ガンバ大阪のようなビ
ッククラブがＪ２に降格する
ように、ここのところのＪリ
ーグは実力が伯仲していると
思いますので、ぜひがんばっ
てもらいたいと思います。
お二人には本当に期待して
います。今日はありがとうご
ざいました。
石原：期待に応えられるよう
に、 一 生 懸 命 が ん ば り ま す。
今日はありがとうございまし
た。
柏：ありがとうございまし
た。僕もがんばります。

15,000 円

サポーターに向けて
市長：韮崎市のホームタウン
サンクスデーは松本山雅戦だ
ったけど、松本も甲府のよう
な 雰 囲 気 は 持 っ て い た よ ね。
甲信ダービーでしたか、青と
緑がスタジアムを埋め尽くし
て、とてもいい雰囲気だった
と思います。ああいうチーム
が近くにいて、お互いに切磋
琢磨していければ、Ｊリーグ
はもっと盛り上がっていける
よね。韮崎市もホームタウン

﹁ニーラは神さまのお使いで、夢
を か な え る 不 思 議 な カ エ ル。
今 年 も ＶＦ 甲 府 に と っ て 輝 か し
い一年となりますように ･･･
。

の一員として、今後も
積極的に支援していき
ますが、市民やサポー
ターに向けて、ひとこ
とお願いします。
石原：練習拠点にして
もらえるということで
感謝しています。これ
まで以上にヴァンフォ
ーレ甲府を身近に感じ
てもらえると思います
ので、時間があるとき
には、ぜひ練習を見に
きてください。
市長：子どもたちにも
大勢練習を見にきても
らって、技術を学んで
もらいたいよね。
柏：そうですね。そう
すればもっとサッカーが楽し
くなると思います。
市長：練習試合はどのくらい
やるの？
石原：シーズン中は、週に一
回くらいのペースでやってい
ます。
市長：二人ともオフシーズン
はどうやって過ごしているの
かな。忙しいんでしょうね。
石原：柏選手は忙しいです
が、僕は案外暇です（笑）。
柏 ： そ ん な こ と は な い で す。
僕もいつも暇してます。
市長：最後に、新シーズンの
ヴァンフォーレ甲府は、とて
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5,000 円 方にはオリジナルグッズプレゼント

※観戦はチケット購入

２月８日（金）までにお申し込みいただいた方に限り、開幕戦から「会員証」をご利用いただけます。

㈱ヴァンフォーレ山梨
スポーツクラブ
０５５- ２５４- ６８６７

10,000 円

※継続入会者で会員証を持っている

お問い合わせ・お申し込み

協力会員（複数口可）

23,000 円
ホーム側
サイドスタンド
6,000 円

大 人
ホーム自由
（サポーターズエリア） 小中高

30,000 円

バック自由

小中高

バック
スタンド

大

人

45,000 円

小中高

バック
スタンド

バック指定
（2013.1.23 締切）

大

人

40,000 円

人

大

２０１３年度より会員証
をゲート端末にかざして
いただき来場を記録する
ことにより、ポイントが
付与されます。貯まった
ポイント数に応じて、特
典をご用意いたします。

メイン自由

小中高

メイン
スタンド

①会員証１枚（新規のみ）
[カードケース・ストラップ付]
②ホームゲーム全試合観戦可
[ 協力会員除く ]
③ホームゲームチケット先行購入
④ホームゲーム当日券を前売価格
で購入（１人１枚）
⑤オフィシャルハンドブック進呈
⑥サポーターズショップにて優遇
⑦サポーター感謝デーへの参加

20,000 円

小中高

特典

座席

年会費
55,000 円

メイン
スタンド

人

個人サポーター種別
大

メイン指定
（2013.1.23 締切）

対談を終えて、新シーズンの活躍を誓う石原選手・柏選手
（市長応接室）

2013 クラブサポーター

会員募集

対象試合:2013Ｊリーグ・ディビジョン１リーグ戦／リーグカップ戦（予選リーグ）ホームゲーム全試合（天皇杯は対象外）

2013.1

新年

あけましておめでとうございます

ご家族おそろいで、希望に満ちた新春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
旧年中は、皆様方のご支援とご

高校時代の３年間を韮崎工業高

協力により、円滑なる議会運営が

校で過ごし、レスリングの基礎を

できましたことに対し、心から感

築き上げた米満達弘選手のロンド

謝とお礼を申し上げます。

ンオリンピックでの金メダル獲

市議会では、平成２３年１２月

得、「ムーヴ＝原点からの挑戦」を

より「議会改革推進特別委員会」

スローガンに、Ｊ１復帰をかけて

を設置し、
「開かれた議会」を目指

挑んだヴァンフォーレ甲府のクラ

して、議会基本条例の制定に向け力を注いでいるところで

ブ史上初のＪ２優勝とＪ１復帰の栄冠、そして、北里大学名

ありますが、昨年の議会報告会に寄せられた多くの貴重な

誉教授、韮崎大村美術館館長であり、本市の名誉市民でもあ

ご意見も、今後の議会改革等にも活かしていきたいと考え

る大村智博士が、天然物有機化学・薬学の研究を通じて、人

ております。サッカーでは、ヴァンフォーレ甲府がＪリー

類の健康に貢献されたことの評価により、文化功労者の栄

グ２部の優勝を果たされたことは大変喜ばしいことであ

誉に輝くなど、昨年は、本市にとっても、大変喜ばしいニュ

り、本年のＪ１での活躍がいまから期待されます。本市も、

ースがありました。いずれの快挙も、市民に大きな夢と感動

中央公園芝生広場をヴァンフォーレ甲府の主要練習場と

と希望を与えていただいたことに対し、あらためまして心

して受け入れることを表明しており、引き続きホームタウ

から敬意と感謝を申し上げる次第であります。

ンとしての支援を行うとともに、サッカーのまち・にらさ

本年は、全国初の通年開催となる「第２８回国民文化祭・

きを標榜する本市にとっても、サッカーを通じたまちづく

やまなし２０１３」や郷土の偉人「小林一三翁生誕１４０周

りの推進に繋がるものと期待するところであります。

年」など、記念すべき事業に取り組むとともに、人や地域と

また、本市では、多様な保育ニーズに応えられるよう充

の絆を大切にしながら、市民すべての皆様が夢を持ち続け、

実した保育サービスの提供を目指し、「韮崎市立保育園再

ふるさとに誇りと愛着を持って暮らすことができる『夢と

編整備計画」に基づく第１園の整備に着手したところであ

感動』のまちづくりに、職員ともども積極果敢に取り組んで

り、議会としても今後さらに教育・福祉・子育て環境等の充

まいりますので、温かいご支援とご協力を賜りますようお

実に努めてまいります。

願い申し上げます。

平成２５年が平和で明るい年であってほしいと願うと

結びに、市民の皆様のご活躍と、本年も皆様とともに喜び

ともに、皆様のますますのご健勝とご多幸を心からお祈り

を分かち合える幸多き年となりますよう、心からご祈念申

申し上げ、新年のごあいさつとさせていただきます。

し上げまして、新年のごあいさつとさせていただきます。

長年の研究を通じて。人類の健康に貢献
12

12

物質的な豊かさより︑
心の幸せが何より大切

北里大学名誉教授︑韮崎大
村美術館館長であり︑本市の
名誉市民でもある大村智博士
が︑長年︑抗生物質など微生
物が生産する天然有機化合物
の研究に取り組まれ︑失明に
も至らせるオンコセルカ症や
リンパ系フィラリア症などに
効 果 の あ る 特 効 薬 を 開 発 し︑
人類の健康に貢献されたこと
が評価され︑文化功労者の栄
誉 に 輝 か れ ま し た︒︵ ※ 広 報
月号で既報︶
およそ半世紀にも及ぶ長年
のご努力と︑多大なるご功績
に︑心からの賛辞を贈ります
とともに︑このたびの快挙に
対し︑ 月３日︑市役所にお
いて︑大村智博士に市民栄誉
賞を授与いたしました︒

大村智博士に市民栄誉賞を授与

「今後ますますのご活躍をご祈念申し上げます」
韮崎市民栄誉賞を授与する横内市長
平成２４年１２月３日

市役所市長応接室

受賞にあたり︑大村博士か
ら は︑﹁ 今 回 の 文 化 功 労 者 の
評価ともなった研究は︑韮崎
市のためにというよりも︑む
しろ韮崎市に生まれ育った私
にとっては︑市民として当た
り前のことをしたわけでし
て︑それに対してこのように
立派な賞をいただけること
は︑驚きと同時に︑誠に光栄
な こ と と 感 謝 し て い ま す︒﹂
との感想をいただきました︒
また︑市民の皆さんに対し
て は︑﹁ こ れ か ら の 日 本 の こ
とを考えると︑経済だけでは
なくて︑心豊かな生活を送る
ことが大切だと思います︒物
質的には恵まれても︑心が貧
しければ何もならないわけ
で︑豊かな心を持てるような
環境を育てていくことがとて
も重要なことだと思います︒
そういう意味で私は︑美術
館で活動をしたり︑温泉など
をつくって︑市民の皆さんに
楽しんでいただいているわけ
ですが︑日本の経済的な発展
も必要だけれども︑やはり心
の 幸 せ が 何 よ り 一 番 で あ り︑
心を養うような心がけをみん
なが持ちながら︑心の豊かな
人々が集うまちになったらい
い な と 思 い ま す︒﹂ と メ ッ セ
ージをいただきました︒
6

２つの計画にご意見を ！

パブリックコメント募集

■閲覧・意見書提出期間
１月 日︵月︶
〜２月 日︵金︶
８時 分〜 時 分
︵閉庁日を除く︶
■お問い合わせ・送信先
商工観光課商工労政担当
︵内線２１５︶
２３ー１２１５
syoukou@city.nirasaki.lg.jp

15

◆韮崎市景観計画︵素案︶

市立病院運営協議
会委員を募集

さき︒
病院運営にあなたの声
この美しい景観を保全・活
をお聞かせください！
用していくため︑景観計画策
定に向けて作業を進めてお
り︑このたび景観計画︵素案︶
がまとまりました︒
つきましては︑本素案につ
公立病院を巡る環境が厳し
いて︑広く市民の方からご意
さを増すなか︑市では平成
見をお聞きするため︑次のと
年 ３ 月 に 国 の﹁ 公 立 病 院 改
おりご意見を募集します︒
革 ガ イ ド ラ イ ン ﹂ を 踏 ま え︑
﹁韮崎市立病院経営健全化計
■閲覧・意見書提出期間
画 ﹂ を 策 定・ 公 表 し ま し た︒
１月 日︵木︶
平成 年度からの３年間にわ
〜１月 日︵木︶
たり︑病院経営改革︵経営の
８時 分〜 時 分
効率化︶について︑病院一丸
︵閉庁日を除く︶
となって取り組みを進めた結
■お問い合わせ・送信先
果︑４年連続して黒字決算と
建設課都市計画担当
なったことから︑計画期間中
︵内線２５０・２５１︶
の目標をほぼ達成することが
kensetsu@city.nirasaki.lg.jp できました︒
今後は︑二次医療圏内の公
立病院の再編・ネットワーク
化の方向性や経営形態の見直
し等について︑市民の皆さま
と協働して検討を進めていく
にあたり︑次のとおり協議会
の委員を募集します︒
21

21

■応募資格
①市内に住所を有する 歳以
上の方
②応募の日に本市の附属機関
などの委員でない方
③国や地方公共団体の議員ま
たは常勤職員でない方

■募集定員
３名程度︵書類選考ののち︑
結果を通知いたします︒︶
■内容
運営協議会の委員としてご
参加いただき︑再編・ネット
ワーク化及び経営形態の見直
しに伴う協議等を行っていた
だきます︒
※任期は委嘱日から２年間
で︑委員長の招集により協議
会に出席していただきます︒
︵ 本 年 度 １ 回・ 次 年 度 ２ 回 程
度の開催を予定︒薄謝をお支
払いします︒︶
■応募方法
次の書類をＦＡＸ︑郵送︵当
日 消 印 有 効 ︶︑ 電 子 メ ー ル の
いずれかにて︑１月 日︵金︶
までに送付してください︒
◇申込書︵次の事項を記入︶
住 所︑ 氏 名︑ 年 齢︑ 性 別︑
電話番号︑職業︑勤務先名︑
﹃ 応 募 動 機︵ ４ ０ ０ 字 程 度 ︶﹄
※申込書の様式はありません
が︑記入漏れのないようにお
願いします︒
※応募書類は返却しません︒
■お問い合わせ・応募先
〒４０７ー００２４
韮崎市本町三丁目５番３号
市立病院事務局総務担当
☎２２ー１２２１
２２ー９７３１

hospital@city.nirasaki.lg.jp
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10

30

17 31

15

■両計画共通事項
□計画︵案︶公表場所
市ホームページ︑各担当課
窓口︑１階情報公開コーナー
□郵送先︵課・担当名を記載︶
〒４０７ー８５０１
韮崎市水神一丁目３番１号
□提出方法
書 式 は 任 意 で す が︑ 住 所︑
氏名︑連絡先をご記入のうえ︑
郵送︑ＦＡＸ︑電子メールま
たは各課窓口にご持参くださ
い︒

7

17 15

緑豊かな山々に囲まれ︑七
里岩台地など独特の地形によ
り個性ある景観を有するにら

20

21

30

◆韮崎市まちなか
活性化計画︵案︶

25

市では平成 年に﹁韮崎市
まちなか活性化計画﹂を策定
し︑まちなかの活性化に向け
た各種事業を実施してきまし
た︒この計画は︑本年度をも
って終了となるため︑平成
年度から５年間を期間とした
新たな﹁韮崎市まちなか活性
化計画︵案︶﹂を作成しました︒
市民の皆さまから計画に対
する考え方などをお聞きし
て︑計画づくりの参考にさせ
ていただくため︑次のとおり
ご意見を募集します︒
20

2013.1

◆今月の夜間納税相談・収納窓口
１月２５日（金） １８時〜２０時
◆今月の休日納税相談・収納窓口
１月２６日（土） ９時〜１２時
※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 収納課徴収・管理担当（内線１６３〜１６６）

＊市から﹁譲渡に関する確定
申告予定者﹂向けに通知をい
たしますが︑通知の有無に関
わらず土地等の譲渡があった
方は必ずお越しください︒
＊金銭のやり取りがなく︑土
地・建物などを交換した場合
も︑同様に確定申告をしなけ
れば︑税法上の特例が受けら
れません︒
■持物︵次のものすべて︶
売買契約書・売買に係る費
用の領収書等・印鑑
■お問い合わせ
税務課市民税担当
︵内線１５３〜１５５︶

納期限（口座振替日）

土 地・建 物︵ 資 産 ︶を
譲られた方は申告が
必要です！

土地・建物などの資産を売
っ て 得 た 所 得 は﹁ 譲 渡 所 得 ﹂
として︑確定申告が必要です︒
譲渡所得には多くの特別措
置があるため︑市では︑資産
を譲渡または交換した方を対
象に︑あらかじめ確定申告の
前に︑その準備調査として﹁譲
渡所得の内訳書﹂の作成等に
関する相談を行っています︒
■﹁譲渡のお尋ね﹂を
お受けください！
市の確定申告会場が混雑す
るため２月の﹁確定申告相談・
受付﹂では対応できません︒
＊直接税務署に申告される
方︑税理士等に依頼される方
は来庁は不要です︒
＊内容により税務署にご案内
する場合がございます︒
■日時 １月 日︵木︶
日︵金︶
午前の部 ９時〜 時
午後の部
時〜 時
■場所
市役所１階防災会議室
■対象者 土地・建物等を譲
渡された方︑あるいは︑交換
された方で韮崎市に住所を有
する方︒

今月の納税

４月から市税等の納付が便利に︒

◎こんな場合はコンビニ
で納付できません
・金額を訂正したり書きたし
たりした場合
・一期当たりの合計金額が︑
万円を超える場合
・コンビニでの取扱期限を過
ぎている場合
・破損や汚れでバーコードが
読めない場合
このような場合は︑最寄の
金融機関または市役所窓口で
納めてください︒
■お問い合わせ
収納課徴収・管理担当
︵内線１６３〜１６６︶

16 12

コンビニ収納が始まります！

分︶
・介護保険料︵普通徴収分︶
・後期高齢者医療保険料︵普
通徴収分︶
◎納付書の様式が
変わります
・コンビニ納付用のバーコー
ドが印字されます︒
・今まで納期が複数ある場合
は︑各納期分をまとめて閉
じていましたが︑コンビニ
収納の開始で︑一枚ごとの
︵閉じられていない状態︶
単票になります︒納めてい
ただく納期を間違えます
と︑本来の納期分について
督促状が発送されますので
ご注意ください︒

30

１月３１日（木）

第4期
第7期
第7期

税目
市県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

平成 年４月から︑市税等
について︑コンビニでも納付
できるようになります︒
休日や夜間でも手数料なし
で納めることができますの
で︑忙しくて平日の昼間は納
められない方は︑コンビニ納
付をご利用ください︒
なお︑これまでどおり金融
機関及び市役所の窓口でも納
めることができます︒

◎コンビニで
納められる市税等
・市県民税︵普通徴収分︶
・固定資産税︵都市計画税含
む︶
・軽自動車税
・国民健康保険税︵普通徴収

18 17

13

25

8

20

23

成相談会を行います︒
■日時 ２月５日︵火︶
時〜 時／ 時〜 時
■場所 韮崎市役所
別館２階会議室

16

※審査の結果︑後納制度をご
利用いただけない場合があり
ます︒
※既に老齢基礎年金を受給し
ている方・ 歳以上で老齢基
礎年金の受給資格をお持ちの
方は利用いただけません︒
また︑平成 年 月より︑
年金受給資格期間がこれまで
の 年︵３００月︶から 年
︵１２０月︶に短縮されるこ
とが予定されています︒これ
まで受給資格を満たさなかっ
た方が年金を受給できる場合
や︑後納制度を利用すること
で受給できるようになる場合
があります︒
■お問い合わせ・お申し込み

10

10

☎０５５ー２７８ー１１００
ねんきんネット
︵ http://www.nenkin.go.jp
︶

＊日本年金機構竜王年金事務所

☎０５７０ー０１１ー０５０

＊国民年金保険料専用ダイヤル

27

■場所 甲府市総合市民会館
■持ち物 印鑑︑源泉徴収票
等申告に必要な書類
※両相談とも土地・建物及び
株式などの譲渡所得及び贈与
税の相談はご遠慮ください︒

13

■お問い合わせ
︵甲府合同庁舎内︶
甲府税務署
☎０５５ー２５４ー６１０５

12

65

申告書の書き方をアドバイス
所得税・事業税・住民税の
共同説明会及び確定申告書作

10

25

税理士による無料申告相談会
小規模納税者の所得税及び
消費税︑年金受給者及び給与
所得者の所得税の申告を対象
に行います︒
■日時
１月 日︵木︶・ 日︵金︶・
日︵月︶・ 日︵木︶
２月４日︵月︶
時〜 時／ 時〜 時

30

いよいよ３月末まで！

30

28 24

31 25

16

しかし︑この間に保険
国民年金からのお知らせ
料を納められなかった場
合や︑被保険者としての
届出忘れにより資格期間がな
年金記録は大丈夫？
い場合は︑将来の年金受給額
１月末より﹁気になる年金
が少なくなったり︑年金その
記録再確認キャンペーン﹂
ものが受給できなくなること
年金記録問題の解決に向け
があります︒この事態を避け
て︑ ね
｢ んきん特別便 な
｣ど
るために︑国民年金保険料を
により︑ご確認をお願いして
納めることができる期間を過
まいりましたが︑いまだに約
去２年から 年に延長する後
２︐２００万件の持ち主が確
納制度が始まりました︒
認できない記録が残っていま
■この制度を利用すると
す︒ご自身の年金記録に﹁も
年前までの保険料を納め
れ や
｣ ﹁誤り﹂があるのでは
ることができます︒
とご心配のある方は︑お近く
■後納保険料の納付
の年金事務所等にご相談くだ
事前に年金事務所へ申し込
さい︒
みが必要です︒
後納制度の納期限の延長・
●後納期間
受給資格期間の短縮
平成 年９月 日まで
●対象となる保険期間
申込月の 年前
︵例： 年 月の申込の場合
年 月分未納保険料︶
60

会書を持参のうえ︑後日交付
されます︒

29

10

国民年金は︑ 歳から 歳
までの 年間︑年金保険料を
納めることで︑満額の老齢基
礎年金を受給することができ
る制度です︒

10

１ 10

30

13

20

■コンビニ交付も
好評です︒
住基カードをお持ちの方で
多目的利用サービスの登録が
お済の方は︑全国のセブンイ
レブンにおいて住民票︑印鑑
登録証明書︑戸籍証明書が取
得できます︒
また︑市役所窓口より１０
０ 円 安 く 証 明 書 が 取 得 で き︑
便利でおとくです︒
●利用時間
６時 分〜 時
︵ 月 日〜１月３日は休止︶
※戸籍証明書
８時 分〜 時
●必要なもの
①住基カード
︵多目的利用サービス登録
済のもの︶
②暗証番号数字４桁
︵ 住 民 票 の 写 し︑ 印 鑑 登 録
証明書︑戸籍証明書それぞれ
に暗証番号の入力が必要︶
■お問い合わせ
市民課市民担当
︵内線１２３〜１２５︶
12

12

40

住民基本台帳カード︻住基カード︼
の無料取得はお早めに！

住基カードの無料交付期間
は３月 日までです︒これ以
降の申請はカードの取得に
５００円の手数料がかかりま
す︒期間終了間際は混雑が予
想されますので︑お早めの取
得をお勧めします︒
●申請方法
市民課窓口にお越しくださ
い︒申請から交付までの所要
時間は 分程度です︒
︵申請は原則本人に限ります︶
●申請に必要なもの
・身分証明書︵運転免許証等
官公庁が発行した顔写真入り
の証明書︶
※提示できない場合は︑仮登
録となり︑市から発送した照

9

27

25

１

10

15

31
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いただくか︑身近な物では毛
布や布で代用できます︒
管が凍ってもいきなり
熱湯をかけないで！
水道管が凍ったら管にタオ
ルや布をかぶせ︑その上から
﹃ぬるま湯﹄をまんべんなく
かけながら︑ゆっくり溶かし
てください︒急に熱湯をかけ
ると水道管や蛇口が破裂しま
すのでご注意ください︒それ
でも水が出ない場合は︑蛇口
を閉めて自然に溶けるのを待
ってください︒
管が破裂し水が噴出した！
宅地内の止水栓を閉め︑市
指定工事業者または上水道工
事協同組合に修理を依頼して
ください︒
※栓の場所が分からない場合
は︑破裂した部分にタオルや
ビニールテープなどで応急処
置をして修理を依頼してくだ
さい︒
なお︑敷地内の給水管から
蛇口までの水道施設の修理に
かかる費用は︑所有者の負担
となりますので︑くれぐれも
水道管の凍結にはご注意くだ
さい︒
■お問い合わせ
＊上下水道課水道管理担当
︵内線６１６・６１７︶
＊韮崎市上水道工事協同組合
☎２２ー３１３６

平成

年度 農業委員会選挙人名簿

31

12

登載申請書の提出をお忘れなく！

25

■申請は９日までに
農政協力員へ
申請書は︑ 月中に農政協
力員を通じて届けていただい
ています︒
次の登載要件を満たしてい
る 人 は︑ １ 月 ９ 日 水
( ま
)で
に農政協力員へ提出してくだ
さい︒
また︑要件を満たしている
方で︑申請書が届かない場合
は︑必ず農業委員会事務局に
お問い合わせください︒
■名簿は市選挙管理委員会が
３月 日までに作成
選挙人名簿登載要件を満た
している方でも申請書が農業
委員会に提出されないと︑選
挙 人 名 簿 に 登 録 さ れ ま せ ん︒
登録されないと︑農業委員の
選挙に投票することやリコー
ルを請求することができなく
なります︒

■選挙人名簿の登載要件
︵①と②は必須︒③は︵ア︶
から︵ウ︶のどれかひとつ︶
①当該農業委員会の区域内に
平成 年１月１日現在︑住
所を有する方
②年齢が満 歳以上の方
︵平成５年３月 日までに
生まれた方︶
③つぎのどれかひとつ
︵ア︶ アール以上の農地に
つき耕作の業務を営む方
︹ アール＝１︑０００㎡︺
︵イ︶耕作の業務を営む方の
同居の親族またはその配
偶者
・住所を同一とし︑生計を
ともにしていること
・年間 日以上の耕作をし
ていること
︵ウ︶一定面積以上の農地に
ついて耕作の事業を営む
農 業 生 産 法 人 の 組 合 員︑
社員または株主︵その耕
作に従事する日数が︑農
林水産省令で定める日数
に達しないと︑農業委員
会が認めた方を除く︶
■お問い合わせ
農業委員会事務局
︵内線２２６︶

１月16（水）

25

10

10

20

60

水道管の
冬支度を忘れて
いませんか？

気温が上がらない日が続い
たり︑朝の冷え込みが厳しい
とき︵マイナス４℃以下︶は
水 道 管 が 凍 結 し や す く な り︑
水が出なくなったり破裂した
りすることがあります︒
お宅の水道管は大丈夫です
か？寒波が到来する前に︑保
温材などで防寒措置されるよ
うお勧めします︒
凍結しやすい場所・状態は？
①北向きで日陰の場所
②戸外で風当たりの強い場所
③むき出しになっている
これらの場所にある水道管
は︑特に注意が必要です︒
防寒の方法は？
水道管がむき出しになって
いる部分は蛇口部分が破裂し
やすいので︑上部まで完全に
保温材を巻きつけ︑さらに保
温材の上からビニールなどを
巻いて︑保温材が濡れないよ
うにしてください︒
保温材は市販の物をご利用

１月４（金）

【住所要件】平成２４年４月１日以降引き続き山梨県内に住所（住
【筆記試験・
民登録）を有する者。ただし、就学、就労等のため一
グループ討議】
時的に県外に居住している者を含む。
１月26日（土）
【資格要件】詳細は職員採用試験案内で確認してください。
【面接試験】
【職員採用試験案内】
２月１日（金）
市ホームページに掲載。市役所１階受付にて配布。

行政
１名
（土木）

政策秘書課政策人事担当（内線３２５） http://www.city.nirasaki.lg.jp

■お問い合わせ

資格要件等

試験種目・試験日

募集受付

採用
者数

採用
職種

〜

2013.1

31

韮崎市職員を募集します 平成 25 年４月採用

10

information
企画展「コレクト展」女子美術大学短期大学部

韮崎市民交流センター「ニコリ」1 階

― 障がい理解とアートフィールド参画支援の取組 ―より

韮崎大村美術館サテライトスペース企画展

■開催期間 １月２０日（日）～３月１７日（日）

大村智氏より寄贈された
バーナード・リーチ等の作

女子美術大学収蔵の
障がい者の芸術作品を
中心としたコレクショ
ンを紹介します。工房
しょうぶや、ラ・まの
などの国内の作品のみ
ならず、スイスのアー
ル・ブリュット・コレクションなど世界各国の作品を紹
介いたします。
■開館時間 １０時～１７時（入館は１６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２１６）

中途解約について

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

以前（２３年度１２月号、１月号）の広報
でクーリングオフについて説明しましたが、
中途解約という、
『契約を中途で解消する方法』
もあります。
特定継続的役務提供という一定期間５万円を超えるサービスを受ける契約
については、以下の表のような中途解約ができます。

月曜日（祝日の場合は翌日、ふるさと偉人資
料館に準ずる）

サービスの種類

■お問い合わせ先（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

Q.

胆嚢炎になりました。手術をすすめられて
いますが胆嚢は取ってしまっても大丈夫な
のでしょうか？

A. 胆嚢を切除しても実生活には大きな影響はないと考えられます。食
事を摂取すると人の体は何種類かの消化液を分泌します。胆嚢内に

サービス利用前

サービス利用後

エステティックサービス

20,000 円

未使用サービス料金の 1 割
か 2 万円のいずれか低い額

外国語会話教室

15,000 円

パソコン教室

15,000 円

学習塾

11,000 円

家庭教師

20,000 円

結婚相手紹介サービス

30,000 円

未使用サービス料金の２割
か５万円のいずれか低い額
未使用サービス料金の２割
か５万円のいずれか低い額
2 万円か月謝相当額のいず
れか低い額
５万円か月謝相当額のいず
れか低い額
未使用サービス料金の２割
か 2 万円のいずれか低い額

※ただし、商品を使用・消費したときには、一定の損害を負担することが求
められます。
マルチ商法については、加入後１年以内に退会をした場合は、退会を申し出
る前９０日以内に受け取った商品でかつ未使用のものは解約・返品できます。
■お問い合わせ 商工観光課商工労政担当（内線２１６）

ある胆汁もその一つですが、胆汁は胆嚢で作っているのではなく肝臓内で作られ
たものを一時的に蓄えているだけです。そのため、胆汁が分泌されなくなること
はなく消化には大きな影響はありません。胆嚢を切除した後、数日下痢をおこし

韮崎市職員（看護師）を募集します。

たりすることはありますが、多くは一時的なものです。昔は胆嚢を切開して胆嚢
の石のみを取り出す手術が行われることもあったようですが、この手術では再度

採用職種 試験区分 採用者数

石ができるので、現在は行われていません。胆嚢炎は腹膜炎を併発したり、稀で

看護師

はありますが、菌が体全体に回る敗血症になり重症になることもあります。健康
診断などで胆嚢内の石を指摘されており、繰り返す痛みがある方は、詳しい検査
を受けることをおすすめします。

アドバイザー 韮崎市立病院
外科医師 赤澤 祥弘

短大卒業程度

若干名

採用日
3月1日

申込受付

試験日

資格要件等

看護師免許を
１月 4 日（金）～ 18 日（金） 2 月 8 日（金）
有する人

※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）

広報にらさき

2013

月

睦 月

1
月

情報カレンダー
火

イベント・行事
〔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
中央公園ミニSL運行日
今月の運行はありません。
（H ２５年４月より運行予定）

水

1 月 24 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
1 月 10 日（月）
８時 30 分～
企画推進担当（内線 356）

休館： 図

※祝日は実施しません

2

市営バスについて
１日は全線運休
12 月 29 日～ 31 日
１月２日・３日は休日運行

●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

金

土

納期限（口座振替日）
1 月 31 日（木）
＊市民税
第4期
＊国民健康保険税 第7期
＊後期高齢者医療保険料
第7期
収納課徴収・管理担当
（内線 163 ～ 166）

3

図「日本伝統文化」
展示

１月30日まで
（Ｐ16参照）

日

■年末年始の水道工事指定店

今月の納税

〔毎週月・火・水曜日〕
〔第１・２月曜日〕
〔随時・要予約〕
■学校教育相談（第３月曜除く） ■行政相談（祝日の場合は翌週）
■家庭児童相談
９時30分～16時
13時～15時
予約：子育て支援担当
市民交流センター相談室２
市役所１階102会議室
（内線 179）
問：☎23－5653
問：企画推進担当（内線 356） ■市民栄養相談
〔毎週月・木曜日〕
〔毎週火曜日〕
予約：☎23－4310
■母子健康手帳交付・
■消費生活相談
妊婦・一般健康相談
９時～16時
９時30分～16時
市役所１階102会議室
保健福祉センター
問：商工労政担当（内線 216）

日 付
12 月 29 日 ( 土 )
12 月 30 日 ( 日 )
12 月 31 日 ( 月 )
1月 1日(火)
1月 2日(水)
1月 3日(木)

指定業者名
八代設備
㈱甲栄興業
清水水道

電

話

25 ー 5511
055-283-2074
22 ー 0956

●人間ドック・乳がん・子宮がん検診クーポン券
有効期限１月31日まで （P15参照）

4

交 餅つき大会 in ニコリ

5

6

14 時～
１階エスカレーター横共用
スペース （P16参照）

冬休み中の保育園・幼稚園児の利用時間について
１月４日～１月 11 日
平
日 14 時～ 17 時
土日祝日 9 時～ 17 時（通常通り）
休館： 交 図

7

木

相談等

1

今月の無料法律相談

抜き取ってご利用ください

休館： 交 図

8

のびのび教室
対象児：H22年12月生
受付：13時～13時30分
親子あそびや歯科相談を中
心に行います。

休館： 交 図

9

９～12か月児ママの会
13時30分～14時30分
同じ月齢のお子様を持つマ
マ同士、親子遊びやおしゃ
べりを楽しみます。
定員10組【要予約】
持物：マイカップ
すくすく教室
対象児：H24年６月生
受付：13時～13時30分
離乳食指導や離乳食の試食
を中心に行います。
休館：

休館：

10

４月から保育園
ママの会
13時30分～14時30分
情報交換しましょう。
定員10組【要予約】
持物：マイカップ
避難訓練
いざという時のために…
11時頃～
避難訓練で安全を確かめ
ましょう。【予約不要】
休館： （午前）

11

メルマガ会員限定
新年福引大会
10時30分～11時30分
福引大会開催
【予約不要】

１月10日
●無料法律相談
予約受付日
受付：８時30分～
企画財政課企画推進担当
内線356
※相談日は24日（木）

休館：

12

パパ・ママ学級
Ｄコース３回目
受付：９時～
沐浴指導や新生児の育児に
ついて行います。
図 おはなし会

14時～14時30分
対象：幼児～小学校低学年

休館：

●韮崎市消防団出初式
９時～
場所：韮崎東中学校
グラウンド

13

●成人式
受付：12時30分～
場所：東京エレクトロン
韮崎文化ホール
（Ｐ14参照）
休館：

14

●筝曲新春コンサート
15時30分開場
場所：穴山町ふれあい
ホール
（Ｐ13参照）

休館：
休館： 交 図

21

休館： 図

15

１月16日
６～８か月児ママの会
13時30分～14時30分
同じ月齢のお子様を持つ
ママ同士、親子遊びやお
しゃべりを楽しみます。
定員10組【要予約】
＊マイカップをお持ちくだ
さい。

22

３歳児健診
対象児：H21年
12月生
受付：13時～13時30分
小児科医及び歯科医の診
察を中心に行います。

29

休館： 図

凡
例

交：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～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

にこにこ子育て相談
９時30分～16時
【要予約】

24

おそうじ大作戦
13時30分
【予約不要】

歯科衛生士さんとおしゃべり

10時30分～11時30分
定員10組【要予約】
誕生会（１月生）
13時30分 ～ 14時30分
材料費100円 定員10組
【要予約】持物：マイカップ
図 だっこの会（乳幼児）
11時～ 11時30分
休館： （午前）

30

★夜間納税相談
18時～20時
市役所１階収納課

31

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】

休館：
：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～17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

休館： 図

25

にら★ちびまつり
「おには～そと」
10時30分～11時30分
【予約不要】

本町３丁目５番３号

４カ月児健診
対象児：H24年
９月生
受付：13時～13時30分
小児科医の診察を中心に行
います。

休館：

19

18

（午前）

☎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

☎２２ー１２２１

28

23

よちよち教室
対象児：H24年
２月生
受付：13時～13時30分
場所：市民交流センター内
市立図書館、読み聞かせの
部屋に変更になっています。
０～５か月児ママの会
13時30分～14時30分
定員10組【要予約】
持物：マイカップ

17

図 大人のための朗読会
パパ・ママ学級
企画展
メルマガ会員限定
朗読のつどい
Ｅコース１回目
「コレクト展」
手型サービス
14時～15時
受付：13時30分～
３月17日まで
10時30分～11時30分
対象：成人一般、学生、
【予約制】
（裏面参照）
【予約不要】
目の不自由な方など
県外出身０歳児ママの会
●老壮大学
13時30分～14時30分
13時～15時
1 月 17 日・18 日
定員10組【要予約】
場所：市民交流センター
●譲渡のお尋ね
持物：マイカップ
３階 多目的ホール
９時～12時/13時～16時
●武田の里ライフカレッジ
ギター・フルート奏者・落
（Ｐ８参照）
13時30分～15時30分
語家：立川志隆
場所：東京エレクトロン
１月17日
助産婦さんとおしゃべり６～８ヵ月
韮崎文化ホール
10時30分～11時30分
定員10組【要予約】
休館： （午前）
休館：
休館：

韮崎市立病院

１月23日
にら★ちびおでかけくらぶ
10時30分～11時30分
今月はまち探検！「のれんＤＥビンゴ」に参加しましょう。
ニコリから「まちなか」にお散歩、スタンプ集めて、ニーラ
グッズをもらいましょう。 定員20組【要予約】

16

にら★ちび
おでかけ実行委員会
10時30分～11時30分
「おでかけ」「お散歩」「遠
足」を企画してくれる方を
募集します。
定員 10 組【要予約】
１歳６カ月児健診
対象：H23年６月生
受付：13時～13時30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：

診察科目

内科
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）
泌尿器科
スポーツ外来
リウマチ外来

26

20

27

★休日納税相談
９時～12時
市役所１階収納課
●「大地の詩」
－留岡幸助物語ー
映画上映会
10時 / 13時30分
場所：東京エレクトロン
韮崎文化ホール
（P14参照）

●男女共同参画・
減災合同フォーラム
13時30分～
場所：東京エレクトロン
韮崎文化ホール
（P13参照）

休館：

休館：

診察日

月曜～金曜

受付時間

休診日

午前 8時30分～
午前11時30分

土曜・日曜・祝日・
年末年始
（12/29～1/3)

※小児科（午後）
午後３時30分～午後４時30分
※急患はこの限りで
※眼科
はありません。
金曜 午前8時30分～午前11時 ※当院は院外処方を

※スポーツ外来
木曜 午後１時30分～午後５時15分
金曜（午前）
※リウマチ外来
木曜
金曜 午前８時30分～午前11時30分
木曜（午後）
午後１時～午後４時
金曜
（予約制）

：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

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。

※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）

１月のごみ収集日程 生ごみはよく水をきって！可燃・不燃ごみは市指定のごみ袋で！
可燃
対象地区

韮崎
（祖母石・岩根を除く）

穂坂・藤井・中田・
岩根
穴山・円野・清哲・
神山・祖母石
旭・大草・龍岡

不燃

原則週2回

原則月2回

4日、 7日
10日、14日
17日、21日
24日、28日
31日

8日、11日
15日、18日
22日、25日
29日

可燃粗大

不燃粗大

年6回

年6回

（2月に1回） （2月に1回）

資源リサイクル
地区

―

30日

８日

16日

ー

１5日

23日

22日

ー

29日

9日、23日

ー
16日、30日
９日

自己搬入の日

拠点
●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

第４土曜日
１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。

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。

文化ホールインフォメーション
◇エントランスコンサート Vol.5
～三味線＆箏の邦楽 Duo ～
１月１９日（土） １３時３０分開演・
エントランスホール
気軽に生の音楽を聴いてみませんか？
第５回目は新年にふさわしい三味線と箏
の音色でお楽しみいただきます。お気軽
にお越しください。
【全席自由】 入場無料（先着１５０名様）

◇宝くじおしゃべり音楽館
～想い出のスクリーンミュージック～
１月２０日（日）１５時開演・大ホール
清水ミチ
コの楽しいお
しゃべり、そ
して小原孝の
ピアノと島田
歌穂の美しい歌声、さらには東京ニュー
シティ管弦楽団の演奏と盛りだくさんで
お届けします！

【全席指定】 一
般２,５００円
高校生以下１,５００円
※宝くじの助成による特別料金です。
※４歳のお子様からご入場できます。

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
ネーミングライツ記念公演
ウルトラマンダイナ・阿部清人先生
のおもしろサイエンス＆なるほど防
災エンスショー
２月１６日（土）１４時開演・大ホール
Ｐ１４イベントを参照ください。

◇週末よしもと 爆笑まつり in 韮崎
２月２４日（日）１７時開演・大ホール
【予定出演者】博多華丸・大吉、トータル
テンボス、くまだまさし、２７００、ジャ
ングルポケット、パンサー、プラスマイ
ナス、ぴっかり高木といしいそうたろう
※都合により変更になる場合がございま
す。

【全席指定】 前売り３,５００円
（当日５００円増し）
※５歳以上有料、４歳以下膝上無料、お
席が必要な場合は有料

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
落語ワークショップ発表会
３月１０日（日）１４時開演・小ホール
５月から１年間、春風
亭柳之助師匠（真打）か
ら落語を学んできたワー
クショップ受講生による
発表会を行います。プロ
顔負けの迷演!?にご期待
ください！師匠による渾身の一席もどう
ぞお楽しみください。
【全席自由】 ５００円
☆２月上旬発売開始！
■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

こぶし号 老人福祉センターバス（１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
１５日（火）
富士見、岩下、上の山

１６日（水）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井原、長久保

１７日（木）

穂坂町、日の城、三之蔵
三ッ沢上下、飯米場

２１日（月）

穂坂町、柳平、宮久保、鳥の小池

２２日（火）

藤井町全区

４日（金）・２３日（水）

中田町全区・穴山全区

７日（月）・２５日（金）

円野町全区

８日（火）・２８日（月）

清哲町全区・神山町全区

９日（水）・２９日（火）

旭町全区

１０日（木）・３０日（水）

大草町全区・竜岡町全区

１１日（金）・３１日（木）

●老壮大学

１８日（金）

●こぶしボランティア大会

２４日（木）

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）

呼吸器機能障害

４級以上

ぼうこう又は
直腸の機能障害

４級以上

小腸機能障害

４級以上

ヒト免疫不全
ウイルスによる
免疫機能障害

４級以上

肝臓機能障害

４級以上

代理申請も可能ですが︑身
分証明書︵運転免許証︑健康
保険証︶を提示ください︒
■お問い合わせ・お申し込み
＊市福祉課障がい福祉担当
︵内線１８２・１８３︶
＊県障害福祉課
〒４００ー８５０１
甲府市丸の内１ー６１１

５年の範囲内で必要
と認められる期間

１年の範囲内で必要
と認められる期間

橙

shogai-fks@pref.yamanashi.lg.jp
☎０５５ー２２３ー１４６０
０５５ー２２３ー１４６４

難病患者

高 齢 者

妊 産 婦

発達障害

け が 人

思いやりパーキング制度が始まりました！

４級以上

交付要件に該当する
期間

福祉事務所
※郵送・ＦＡＸ・メールで申
請の場合は︑県障害福祉課
■対象者 障害のある方等
︵別表参照︶
■必要書類 申請書︵窓口︶︑
各種手帳等︵別表参照︶
■その他 申請手数料は無料
ですが︑確認書類取得に係る
経費は自己負担となります︒

精神障害

精神障害者保健
１級
福祉手帳
特定疾患医療受
特定疾患医療受給者、
給者証、小児慢
小児慢性特定疾患医
性特定疾患医療
療受給者
受給者証
介護保険被保険
要介護１以上
者証
母子健康手帳交付日
から出産後１年６か
月までの人。ただし、
母子健康手帳
出産後は１歳６か月
以下の乳幼児と同伴
の場合に限る。
移動に介助者の特別
な注意が必要と認め
医師の意見書
られる人
けがにより歩行が困
難で車いす、杖等を
医師の意見書
使用している人

障 害 の あ る 方 や 高 齢 の 方︑
妊産婦の方などで︑車の乗り
降りや移動に配慮の必要な方
が︑障害者用パーキングを安
心して利用できるよう支援す
る制度です︒次のとおり申請
する必要がありますので︑必
要事項をご確認ください︒
■申請窓口 市福祉課および
市保健福祉センター︑県保健

４級以上

じん臓機能障害

身体障害者手帳
６級以上

３月 日︵金︶まで申請を受け
付けます︒
◆申請時必要書類
申 請 書︵ 窓 口 に 用 意 ︶・ ひ
とり親家庭医療費受給者証
︵写︶・印鑑・申請者︵保護
者︶の通帳
※ひとり親家庭医療費受給
者 証︵ 写 ︶ が 無 い 場 合 は︑
住民票謄本・戸籍謄本・扶
養義務者全員の平成 年所
得課税証明書が必要

５級以上

●韮崎市母子・父子世帯等
小中学校入進学祝金

６級以上

体幹

本年４月に︑県内の小中学
校︵ 特 別 支 援 学 校 の 小 学 部・
中学部を含む︶へ入進学する
児童を養育しているひとり親
家庭の父または母︵父母のい
ない児童の養育者を含む︶で︑
次の要件に当てはまる場合
は︑県と市から入進学の支度
金・祝金が支給されます︒

下肢

療育手帳

Ａ

知的障害

２級以上

乳幼児期以前 上肢機能
の非進行性の
脳病変による 移動機能
運動機能障害

対象としない
音声機能、言語機能又は
そしゃく機能の障害

24

◆支給額
児童１人につき１万円
◆支給要件 平成 年４月１
日現在︑韮崎市に住所を有
すること
◆支給方法 ４月末日までに
保護者の指定口座へ振込
◆申請期限 ３月 日︵金︶
◆申請時必要書類等
ひとり親家庭医療費受給者
証・印鑑・申請者︵保護者︶
の通帳・申請書︵窓口に用
意︶
※平成 年１月２日以降に転
入された方は︑前住所地の課
税証明書が必要になる場合が
あります︒
■お問い合わせ・お申し込み
福祉課子育て支援担当
︵内線１７４︶

11

２級以上

緑
５級以上

５年
心臓機能障害

心臓、じん臓若し
くは呼吸器又はぼ
うこう若しくは直
腸若しくは小腸若
しくはヒト免疫不
全ウイルスによる
免疫若しくは肝臓
の機能の障害

上肢

肢体不自由

３級以上

平衡機能障害
聴覚障害又は平衡
機能の障害

聴覚障害

利用証
４級以上
視覚障害

申請に必要な書類
交付要件
分
区

●山梨県ひとり親家庭
小中学校入進学支度金
◆支給額
児童１人につき１万円
◆支給要件︵①〜③全て︶
①平成 年１月１日現在︑山
梨県内に住所を有すること
②平成 年度︵ 年分︶の所得
税が非課税世帯であること
③生活保護の受給世帯でない
こと
◆申請期限 １月 日︵木︶
※やむを得ず申請できなかっ
た場合や平成 年１月１日以
降にひとり親家庭となり︑支
給 要 件 に 該 当 し た 場 合 に は︑
31

有効期間

身
体
障
害

【 利用証の交付基準 】
表
別

23

25

25

29

小中学校入進学
支度金制度を
ご利用ください
25

24

29

24

ひとり親家庭の皆さま

2013.1
「文化の風とあそぶ〜みつめる・こえる・つなげる」

第 28 回国民文化祭やまなし 2013

１月 12 日より
『富士の国やまなし国文祭』を通年開催

いよいよ冬のステージのオープニングイベントを皮切りに国民文化祭が開催されます。昭和６１年に東京
で開催されてから今回で２８回目の開催。今回は全国初の通年開催とし、１１か月の開催期間中、山梨のき
らめきを五感いっぱいに味わえるような祭典をめざします。

期間中は４つの﹁季節のステージ﹂

月

各ステージにオープニングウイーク︵秋のみグランドステー
ジ︶を設けています︒
﹁ ﹂内はキャッチフレーズ＊はオープニングウィーク
◆冬﹁ふるさとの祈り︑息づく︒
﹂︵１月〜３月開催事業︶
＊１月 日〜 日
◆春﹁いのち︑萌えたつ︒﹂︵４月〜６月開催事業︶
＊４月６日〜 日
◆夏﹁山河︑きらめく︒﹂︵７月〜９月開催事業︶
＊６月 日〜７月７日
◆秋﹁実りの感謝︑次代へ︒﹂︵ 月〜 月開催事業︶
日〜 月 日
グランドステージ

市役所︑東京エレクトロン
韮崎文化ホール︑市民交流セ
ンター︑市立図書館︑ゆ〜
ぷるにらさき︑道の駅にらさ
き︑市営体育館の各﹁国民文
化祭﹂専用スタンドへ備えて
あります︒

サッカーフェスティバル・
スポーツ文化シンポジウム

文芸祭﹁漢詩﹂

︵全日本漢詩大会︶
■日時 ９月 日︵日︶
時〜 時 分
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール

邦楽の祭典

■日時
月 日︵日︶
時〜 時
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール

日本舞踊の祭典

■日時
月３日︵日︶
時〜 時
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール

●参加作品募集

②応募料
１人につき２︑０００円
︵ た だ し︑ 海 外 投 稿 者︑ 身 体
障害者手帳の写しを添付され
た方︑小・中・高校生は無料︶
■応募方法
① 所定の応募用紙及び応募
票 に 必 要 事 項 を 記 入 し︑
郵便振替振込受領証また
はその写しを貼付して応
募 く だ さ い︒︵ 海 外 投 稿 者
の 表 記 に つ い て も︑ す べ
て日本語表記に限る︶
② 封 筒 の 表 に は﹁ 漢 詩 作 品 ﹂
と朱書きしてください︒

●出演者募集

◆邦楽の祭典ワークショップ
■日時
月 日︵日︶
時〜 時
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール
■内容 午前 ワークショップ
午後 舞台発表
■募集期間 １月 日︵火︶
〜３月 日︵金︶
■募集定員
名
■募集要件 平成 年度にお
いて小学３年生〜中学３年生
の方︒︵親子での参加も可︶

15

﹁邦楽の祭典﹂﹁日本舞踊の
祭典﹂において全国からの出
演者や観覧者を﹁おもてなし

● ボランティアスタッフ募集

25

15

20

30

30

12

30

10

◆文芸祭﹁漢詩﹂
︵全日本漢詩大会︶
■応募期間 ２月１日︵金︶
〜４月 日︵火︶
当日消印有効
■応募規定
①作品 題は自由・形式﹁七
言絶句﹂未発表作品︑１人
１首とする︒

10 10

29

14

20

11

■開催日 ８月 日︵日︶
時 分〜 時
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール

16

17

17

10

■期間 ９月１日︵日︶
〜 月 日︵日︶
９時〜 時︵休館：月曜︑
祝日の場合はその翌日︶
■場所 市民交流センター
10

10 10

26

小林一三・保阪嘉内の世界展

30 25

11

●韮崎市は５つの主催
事業を開催

10

20

14

各ステージと並行して県内
では︑市町村主催事業として
様々なジャンルの文化・芸術
イベントを開催します︒全国
の様々なジャンルのグループ
や作品が山梨に集い︑芸術文
化的なイベントはもちろん︑
地域の自然や伝統行事を活か
した特色あるイベントが行わ
れます︒韮崎市が主催するす
べての事業は観覧無料となっ
ておりますので市民の皆さま
は︑ぜひこの機会に芸術文化
に触れてみてませんか︒
各地のイベントは︑ガイド
ブック・チラシ等でご覧くだ
さい︒
□ガイドブック等設置場所

13

17

10 11

11

10

12

30

12

の心﹂で温かく迎え︑喜びや
感動を分かち合いませんか？
広く市民から募集します︒
■応募資格
①平成９年４月１日以前に生
まれた方
②事前研修に参加できる方
③ボランティア活動に興味と
関心と熱意のある方
※高校生が応募する場合は保
護者の同意が必要です︒
※スタッフとしてふさわしく
ないと判断した場合は︑お断
りさせていただくこともあり
ますのでご了承ください︒
■活動日
＊邦楽の祭典
月 日︵土︶・ 日︵日︶
＊日本舞踊の祭典
月２日︵土︶・３日︵日︶
各日とも８時〜 時
■活動条件
①報酬はありません︒
②活動場所及び事前研修場所
までの交通費は自己負担︒
③活動内容及び活動場所は申
込内容をもとに実行委員会
で調整のうえ決定します︒
︵ご希望に添えない場合も
ありますのでご了承くださ
い︶
30

冬の星空観察会

21

新年もイベントからはじめよう ！

13 27

■お問い合わせ
企画財政課企画推進担当
︵内線３５５〜３５７︶

オリオン座と
冬の天の川を見よう

毎回︑大好評の星空観測会︒
冬ならではのオリオン座や天
の川の輝きを眺めてみません
か？︵雨天・曇天中止︶
■日時 ２月２日︵土︶
時〜 時
■場所 穂坂自然公園
ふれあいセンター
︵穂坂町三ッ沢３５０７ー１︶
■ナビゲーター
牛山 俊男 氏
︵自然写真家・
環境カウンセラー︶
■定員・申込期間
組︵先着順︶
１月７日︵月︶〜 日︵金︶
■参加料 無料
※温かい飲み物︵フリードリ
ンク︶をご用意しています︒
■お問い合わせ・お申し込み
韮崎市観光協会
︵商工観光課内︶
☎２２ー１９９１

19

﹁南アルプス
リレーフォーラム﹂

〜南アルプスユネスコ
エコパーク登録に向けて〜
南アルプス世界自然遺産登
録山梨県連絡協議会︵韮崎市︑
北杜市︑南アルプス市︑早川
町︶では︑ユネスコエコパー
クの登録に向けて制度やその
魅力についてフォーラムを開
催します︒
■日時 ２月２日︵土︶
開演 時 分〜
︵開場は 分前︶
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・
小ホール
︻第１部︼
講演﹁ユネスコエコパークの
制度とその魅力について﹂
︻第２部︼
パネルディスカッション
■入場料 無料
■お問い合わせ・お申し込み
＊南アルプス世界自然遺産
登録山梨県連絡協議会
︵南アルプス市役所みどり
自然課内︶
☎０５５ー２８２ー７２５９
＊商工観光課観光担当
︵内線２１４︶

10

演奏会

20

男女共同参画・
減災合同フォーラム

ラム﹂を開催いたします︒
入場は無料ですので︑お気
軽にご参加ください︒
■日時 １月 日︵日︶
時 分〜
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・
小ホール
■託児 ３歳から就学前まで
︵要予約︶
■内容
︻第１部︼ 男女共同参画
フォーラム
＊男女共同参画推進委員会活
動報告
＊男女共同参画に関する調査
結果報告
＊寸劇﹃減災力のある地域
づくりへの出発﹄
︵男女共同参画推進委員会︶
︻第 ２部︼減災フォーラム
＊減災リーダーの育成につい
て︵ＮＰＯ減災ネットやま
なし︶
＊講演会﹃男女でともに創る
これからの減災社会﹄
講師 大原 美保 氏
東京大学情
報学環総合
防災情報研
究センター
准教授

13
30 30

筝曲新春コンサート
東京芸術大学学生及びＯＢ
による筝曲と三味線による邦
楽演奏会が開催されます︒新
春を寿ぐ邦楽の調べをお楽し
みください︒
■日時 １月 日︵月・祝︶
時〜 時 分
︵開場 分前︶
■入場無料
■場所・お問い合わせ
穴山町ふれあいホール
☎２５ー５９５６
30 17 14

フォーラム

16

〜男女協働で
減災力のあるまちづくり〜
市が進める﹁減災力の強い
まちづくり﹂の実現には︑男
性も女性も共に協働して︑家
庭・地域の減災力を高めるこ
とが大切です︒
市では︑男女協働による減
災力の向上を目的として︑﹁男
女共同参画・減災合同フォー

13

19

■お問い合わせ・お申し込み
教育課国民文化祭担当
︵内線２６５︶

25

20

18

10

11

2013.1

映画鑑賞会

式典のご案内

年韮崎市成人式

平成

50

20

山田火砂子監督作品

金婚夫婦を祝う会

25

結婚生活 年を迎えられた
ご夫婦をお祝いするため︑﹃金
婚夫婦を祝う会﹄を開催しま
す︒
■対象者
昭和 年に結婚された夫婦
■日時 ２月 日︵水︶
時〜
■場所 市役所４階大会議室
■申込 婚姻日︵入籍日︶を
ご確認のうえ︑福祉課までお
申し込みください︒
※市より対象者へ事前にお知
らせはしておりません︒
■申込期限 １月 日︵金︶
■お問い合わせ・お申し込み
福祉課高齢者福祉担当
︵内線１８１︶

37

14

ー 留岡幸助物語 ー﹂

30

25

平成 年成人式を次のとお
り実施いたします︒
ご家族の席も用意しており
ますので一生に一度の思い出
に残る成人式へのご来場をお
待ちしています︒
■日時 １月 日︵日︶
■受付
時 分〜 時 分
■式典
時 分〜
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール・
大ホール
※式典終了後︑記念撮影︑成
人式実行委員会企画によるイ
ベントを予定
■お問い合わせ
教育課生涯学習担当
︵内線２６７︶
13 12

30 30 13

13

15

﹁大地の詩

家庭学校を創設し︑社会福
祉教育に尽力した留岡幸助の
生涯を描いた作品です︒
■日時・場所 １月 日︵土︶
東京エレクトロン韮崎
文化ホール・小ホール
第一部
時
第二部
時 分
︵それぞれ開場は 分前︶
■チケット金額
一枚１︑０００円
■チケット購入場所
東京エレクトロン韮崎文化
ホール︑市企画財政課
■主催
韮崎市女性団体連絡協議会
■お問い合わせ
企画財政課企画推進担当
︵内線３５６︶
13 10

25

成人される皆さまの
輝かしい門出を
心からお祝い申し上げます。

30

10

東京エレクトロン
韮崎文化ホール
ネーミングライツ
記念公演

ンスインストラクター〝阿部
清人先生〟が韮崎にやってき
ます！
家庭にある身近なものを使
ったおもしろ科学実験が楽し
めるほか︑防災士として︑東
日本大震災で被災した経験を
もとに︑防災に関する科学実
験を交えてお話しいただきま
す！ぜひご家族でご来場くだ
さい︒
■日時 ２月 日︵土︶
時開演︵開場 分前︶
■場所
東京エレクトロン韮崎
文化ホール・大ホール
■入場料 無料
︵要入場整理券︶・全席自由
■入場整理券の配布
１月 日︵火︶９時より
東京エレクトロン韮崎文化
ホール︑イイノ楽器︵ 時よ
り︶︑市教育委員会
※チケットがなくなり次第終
了
■対象者
市内に住所がある方及び市
内に通勤・通園・通学してい
る方︑またはその家族
■お問い合わせ
＊教育課生涯学習担当
︵内線２６７︶
＊東京エレクトロン韮崎文化
ホール事務室
☎２０ー１１５５
26

30

﹃ ウ ル ト ラ マ ン ダ イ ナ・
阿部清人先生のおもしろ
サイエンス＆なるほど
防災エンスショー﹄
芸術・文化活動の中心的施
設として地域文化の創造と発
展に寄与してきた文化ホール
では︑平成 年４月より東京
エレクトロン山梨㈱とパート
ナーシップ協定︵ネーミング
ライツ︶を締結しています︒
その記念事業として︑今年
はこどもたちのヒーロー〝ウ
ルトラマンダイナ〟とサイエ
18

14

22

16

14

納しますので︑２月 日︵金︶
までに受診票︑領収書︑口座
番号等がわかる通帳等︑印鑑
をお持ちのうえ︑保健福祉セ
ンターへお越しください︒
■お問い合わせ
︵保健福祉センター内︶
保健課健康増進担当
☎２３ー４３１０
平成

年度介護者のつどい

22

体操や︑ゆ
〜ぷるの温泉
でリフレッシ
ュ！介護する
仲間と語り合
い︑楽しいひとときを過ごし
ませんか？
■日時 ２月８日︵金︶
時〜 時
■場所 ゆ〜ぷるにらさき
■共催 韮崎市
■参加費 無料
※昼食の用意があります︒
■定員
名
■対象 市内在住の在宅で
介護されている方
■申込期限 １月 日︵火︶
■お問い合わせ・お申し込み
韮崎市社会福祉協議会
☎２２ー６９４４

﹃温泉で心もからだ
もリフレッシュ！﹄

24

健康管理セン
﹃検診の受診券・クーポン券﹄を
ター︵受診場
所 保健福祉
お持ちの方はお急ぎください！
センター︶も
しくは韮崎市立病院で受診を
希望される方は︑保健福祉セ
ンターで事前予約が必要とな
ります︒
■有効期限 １月 日︵木︶
■期限内に受診できない方
納入いただいた自己負担金
を︑指定金融機関の口座に返

１︑使い捨てのエプロン︑手
袋︑マスクを着用する︒
２︑雑巾︑ペーパータオル等
でおう吐物を静かに拭き取
る︒
３︑家庭用漂白剤︵２００倍
に希釈したもの︶で再度拭
き取り︑その後水拭きする︒
４︑拭き取った雑巾等︑処理
に使用したエプロン︑手袋︑
マスクはビニール袋に入れ
て密閉して捨てる︒
５︑処理後は石鹸と流水で十
分に手洗いをする︒
■お問い合わせ
︵保健福祉センター内︶
保健課健康増進担当
☎２３ー４３１０

による食 中 毒 に注意

﹃ 人 間 ド ッ ク・ 脳 ド ッ ク の
受診券﹄︑﹃乳がん・子宮がん
検 診 の 受 診 券・ ク ー ポ ン 券 ﹄
の有効期限が近づいていま
す︒指定医療機関にて事前予
約のうえ︑お早目の受診をお
願いします︒
なお︑乳がん検診のクーポ
ン券をお持ちの方で︑厚生連

ノロウイルス
手指や食品などを介して感
染し︑おう吐︑下痢︑腹痛な
どを引き起こすノロウイル
ス︒
乳幼児や高齢者は嘔吐物を
誤 っ て 気 道 に 詰 ま ら せ た り︑
重症化する場合もありますの
で特に注意が必要です︒
ノロウイルスに感染しない
ためにも︑予防対策を徹底し
ましょう︒
■予防はどうするの？
・十分な手洗い
︵ 食 事 前︑ト イ レ の 後︑オ ム
ツの交換後はとくに必要︶
・調理器具の洗浄の徹底
・感染者との接触を避ける
■ おう吐物はどう処理するの？

それいけ！
オレンジガール 第５回

と︑より脳と体の健康につな
がります︒
●趣味や会話を楽しもう！
人と会話することは︑脳へ
刺激を与えることにつながり
ます︒日々を当たり前に過ご
し︑面倒くさがって何もしな
いような感動のない生活を送
ると︑脳は退化してしまいま
す︒健康な脳を保つには︑趣
味を続けることや︑同じ趣味
を持つ仲間と会話を楽しむこ
とが大切です︒また︑昨日の
出来事を日記に書いたり︑俳
句を詠んだりすることで︑脳
を活性化していきましょう︒
私たちの脳は︑無限の可能
性を秘めており︑使えば使う
ほど磨かれ活性化していきま
す︒これをすれば絶対に発症
しないというわけではありま
せんが︑いきいきした生活を
送るために︑できるところか
ら始めて認知症を予防してい
きましょう︒
■お問い合わせ
︵保健福祉センター内︶
もの忘れ相談センター
☎２３ー４４６４

■ はじめよう！ 認知症予防

認知症は生活習慣と大きく
関係している病気です︒日々
の生活で認知症を予防するた
めのポイントを紹介します！

●毎日軽い運動を！
全体の半数以上を占めるア
ルツハイマー型認知症と運動
量には強い相互関係があると
いわれています︒一度に長時
間激しい運動をするのではな
く︑毎日︑短時間でも軽い運
動をする習慣を身につけまし
ょう︒ウォーキングなどの有
酸素運動が有効といわれるの
で︑﹁ 近 場 へ の 移 動 は 車 を 使
わずに歩く﹂などからスター
トし︑無理せず続けることが
大切です︒
●食生活も見直そう！
食事が大きく関係する生活
習慣病である高血圧・糖尿病・
脂質異常の方は︑血管の動脈
硬化が進み︑結果として脳血
管性認知症等の発症率が高く
なります︒栄養バランスの良
い食事を心がけ生活習慣病を
予防していきましょう︒
またタバコやお酒も控える

15

14

22

11

30

!

31

2013.1

20

葉をかけましょう！難しい料
理ではありません。料理経験
のない方もお気軽にどうぞ。
■対象 男性
■日時 １月 日（土）
時 分～
■参加費 実費（材料費）
■持物 エプロン
■定員
名
■締切 定員になり次第締切
■場所 １階調理室
■お問い合わせ・お申し込み
１階総合受付・９時～ 時
☎２２ー１１２１

市立図書館

30 26

「日本の伝統文化」展

30

ふるさと偉人資料館

■日時 １月 日（水）
時 分～ 時 分
■集合場所 出発 分前まで
に、１階受付前へ集合してく
ださい。
■定員 就園前の親子 組
■お問い合わせ・お申し込み
３階子育て支援センター
☎２３ー７６７６

子育て支援センターの
冬休み中の保育園・幼稚
園児の利用時間について

１月４日～１月 日
平
日
時～ 時
土日祝日 ９時～ 時
（通常通り）

中央公民館主催

子育てサロン“銀河鉄道”

■日時
月 日（水）
時 分～ 時 分
■場所
３階子育て支援センター
■参加費 無料
■持物 タオル・水
■定員 子育て中の方 名
（定員になり次第締め切り）
■指導 茂木 珠江 氏

『ワード中級講座』

デジカメ画像やワードアー
トを取り入れた文章の作成方
法を学んでみませんか？
■日時 １月 日・ 日
２月７日・ 日
各木曜日
いずれも 時～ 時
■場所 １階パソコン室
■対象 マウス操作・文章入
力のできる方
■講師 パソコンスクール
主宰 向山 幹夫 氏
■定員
名
※定員になり次第締め切り
■受付 １月７日より開始
■参加費 １、２００円
■持物 筆記用具、ＵＳＢメ
モリ（無い方は９００円で購
入可）
■お問い合わせ・お申し込み
１階中央公民館
☎２０ー１１１５

（４回講座）

30

12

30 23

『ヨガでリラックス』

11

20

14 31

10

10

子育てなどの疲れをヨガで
癒しませんか？
※託児があります。（要申込）

30 16

24

南アルプス登山の先駆者

にら★ちびおでかけくらぶ

「のれん ビンゴ」
まち探検
今月はちびっこが大好きな
「お散歩♪」「遠足♪」
いま「韮崎のまちなか」で
はスタンプラリー「のれん
ＢＩＮＧＯ」を開催中！
スタンプを集めて、北風に
負けずに「まち探検」にでか
けましょう♪

10 1

17

30

20

17 17

11

平賀文男展関連講座②
■日時 ２月 日（日）
時 分～ 時 分
■場所 ３階多目的ホール
■講演
南アルプスの自然を紹介
大正 年の貴重映像
『雪の赤石岳』を公開！
解説 山岳ガイド
三上 浩文 氏
■入場料 無料
■主催 韮崎市教育委員会
■お問い合わせ・お申し込み
１階ふるさと偉人資料館
☎２１ー３６３６
15

子育て支援センター

30 10

韮崎市民交流センター
『ニコリ』からのお知らせ

15

11

10

14

ニコリ主催

妻のために作る
男の料理教室

30
de

13

13

de

13

日本には昔から受け継がれ
ている伝統や行事がたくさん
あり、私たちの生活と深く関
わっています。日本の奥ゆか
しき伝統に触れ、日本の素晴
らしさを再発見しませんか？
■展示期間 １月４日（金）
～１月 日（水）
■お問い合わせ
２階市立図書館
☎２２ー４９４６
30

in

45

１月 日は「愛妻の日」。
たまには、奥さまのために
愛情たっぷりの美味しい食事
を作り、感謝とねぎらいの言
31

20

餅つき大会 ニコリ
（無料）

14 14

臼と杵を
使った餅つ
き大会を開
催します。
つきたての
おいしいお
餅をお召し上がりください。
お子様用の杵も用意します
ので、ご家族おそろいで餅つ
きを体験してください！
※お餅 の 数 に 限 り が あ り ま す 。
■日時 １月５日（土）
時スタート！
※ 時、 時 分、 時 分、
計３回の予定
■場所
１階エスカレーター横
共用スペース
14

16

ロビーを彩った菊の大輪
穂坂小学校で行われている「菊まつり」の一
環として、１１月２日、地元愛好家の指導のも
と大切に育てられた菊の鉢を生徒が市役所ロ
ビーに展示してくれました。色とりどりの菊の
花は来庁者の目を楽しませてくれました。

菊を育ててみての感想は･･･（写真向かって右側から）
小野颯蒔くん：水やりを続けるのが大変でした。
向山 歩さん：輪台とか細かな作業がとても難しかったです。
平賀彩来さん：鉢を運ぶときに、花びらや枝が折れそうで緊
張しました。
石川右京くん：知らない間に、花に虫がついたりして、虫を
捕るのが大変でした。

第４土曜日はＮＩＲＡマルシェ
１０月２８日、本町ふれあい公園でＮＩＲ
Ａマルシェが行われました。当日はあいにく
の小雨にもかかわらず、朝早くからお気に入
りの品物を買い求める方で賑わいました。
穴山町

渡辺さん

地元のいろいろな
お店も見られた
り、価格も手頃で
楽しめました。
ツボ汁も意外とお
いしかったです。

山や海を超え、届いた園児の思い！

甲斐市

窪田さん

チラシを見てきました。
雰囲気がすごく良くて、
また来年も来てみたいと
思いました。

秋の火災予防週間の初日となった１１月９日、韮崎東
保育園児が「ひあそびしません」などのメッセージが書
かれた、短冊のついた風船を大空へ飛ばしました。
後日、千葉県の男性よりメールが届き「遠く離れた山梨
の保育園児たちも同じ気持ちを届けようとしてくれてる
ことに凄く感動しました！」とメールをいただきました。
この男性は、地元
■お問い合わせ
消防団員で、防火
企画財政課企画推進担当
活動に努めている
☎ 2 2 － 1 1 1 1（内線 3 5 6）
そうです。
koho@city.nirasaki.lg.jp
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お知らせ
菜の花プロジェクト！
﹃菜の花プロジェクト﹄は︑
中山間地域の活性化︑農地の
有効活用︑良好な景観の創出・
保全などを目的に︑耕作放棄
地を解消した農地に菜の花を
栽培する︑県が実施する事業
です︒
今回対象地区となった清哲

町中谷地区では︑徳島堰西側
の山際に耕作放棄地が広がっ
ていたことから︑その解消を
行ったうえで︑ 月３日に菜
の花の種まきが実施されまし
た︒当日は︑地区の皆さん約
名 が 参 加 し︑ 約 １・１ ヘ ク
タールの農地一面に菜の花の
種をまきました︒
春には︑中谷地区の山際一
面に黄色い菜の花が咲き誇
り︑皆さんの目を楽しませて
くれることでしょう︒
■お問い合わせ
農林課農林振興担当
︵内線２２４︶

金融・経済などの講師派遣

■お問い合わせ
関東財務局甲府財務事務所
総務課
☎０５５ー２５３ー２２６１

ご存知ですか？
﹃かんたん証明請求書﹄
自宅や会社のインターネッ
ト に 接 続 さ れ た パ ソ コ ン で︑
登記事項証明書の送付を請求
することができます︒
■請求時間 平日８時 分
〜 時
■手数料 １通５７０円
郵送料を含む
︵通常窓口請求は７００円︶
■支払い インターネットバ
ンキングやペイジー対応のＡ
ＴＭにて納付
※詳しくは登記・供託オンラ
イン申請システムのホームペ
ージをご覧ください︒
■お問い合わせ
甲府地方法務局登記部門
☎０５５ー２５２ー７１８６

奇跡の一本松保存募金

そこで︑今後も震災の象徴
として後世に受け継ぐため︑
松に人工的な処理を加えたモ
ニュメントとして整備をする
こととなりました︒
整備にあたり多額な資金を
要するため︑この募金に皆さ
まのご協力をお願いします︒
■募金方法
＊口座 岩手銀行高田支店
普２０５１８３６
＊名義 奇跡の一本松保存募
金代表陸前高田市長
＊書留 〒０２９ー２２９２
岩手県陸前高田市高
田町字鳴石４２ー５
■お問い合わせ
陸前高田市都市計画課
☎０１９２ー５４ー２１１１

募 集

出展作品を募集！
峡北地区高齢者作品展

３月 日︵金︶〜 日︵木︶︑
市 民 交 流 セ ン タ ー﹁ ニ コ リ ﹂
において︑第 回峡北地区高
齢者作品展が開催されます︒
■出展品目 ﹁日本画﹂﹁洋画﹂
﹁彫刻﹂
﹁工芸﹂
﹁書﹂
﹁写真﹂
﹁文芸﹂

21

21

30

東日本大震災の大津波に耐
えた一本松は︑震災直後から
復興のシンボルとして︑市民
のみならず︑全世界の人々か
ら親しまれてきましたが︑地
震による地盤沈下や海水の塩
分過多により枯死にいたりま
した︒

40

11

甲府財務事務所では︑学校
や企業︑その他の団体で開催
される研修会や学習会など
に︑講師を派遣しています︒
金融・経済などのテーマに
ついてご説明します︒
※講演料や交通費等は不要

15

60

皆さんの腕前を披露する良
い機会ですので︑ふるってご
応募ください︒
なお︑上位入賞作品は︑５
月頃開催予定の﹁山梨県シル
バー作品展﹂へ出展されます︒
︵※文芸作品は除く︶
■出展資格
歳以上の方
■申込期限 １月 日︵月︶
※出品規定の詳細については
お問い合わせください︒
■お問い合わせ・応募先
福祉課高齢者福祉担当
︵内線１８１︶

28

﹁ フ ッ ト パ ス ﹂ と は︑ 昔 か
ら あ る あ り の ま ま の 風 景 を︑
楽しみながら歩くことができ
る 小 径 の こ と で︑﹁ コ ン シ ェ
ルジュ﹂とは道先案内人のこ
とです︒
韮崎にもフットパスコース
があり︑そのコースの散策の
企画を立てたり︑ガイドとと
もに司会進行を行ったりする
方を募集しています︒
コンシェルジュを希望され
る方は︑やまなしフットパス
コースの楽校︵がっこう︶生
となり︑同じコンシェルジュ
の仲間と︑フットパスについ
て学んでみませんか︒
※詳細については事務局まで

韮崎フットパスコース
コンシェルジュを募集

60

18

■お問い合わせ・申し込み
やまなしフットパスリンク
事務局
☎０５５ー２２８ー８６３３
■お問い合わせ
＊関東財務局甲府財務事務所
多重債務相談窓口
☎０５５ー２５３ー２２６１
＊山梨県県民生活センター
☎０５５ー２２３ー１３６６

平成 2 ３年３月１４日からの

②通信は通年
■お問い合わせ
ＮＨＫ学園
☎０４２ー５７２ー３１５１
☎０１２０ー０６ー８８８１

30

０８０ー１２２３ー８３０２

義援金総額１２，
９３５，３６０円（１２月５日現在）

そのままの方へ

遺言小冊子＆
無料相談券進呈

お祖父さま︑お祖母さまのご
相続がお済みでないときは︑ご
相続に 関係される相続人は十人
を超えている場合も少なくあり
ません︒相続人の人数が多くな
ると︑必要書類は人数に比例し
て増えます︒
さ ら に︑ 大 人 数 で 話 し 合 い が
まとまらないと︑家庭裁判所の
お 世 話 に な る 可 能 性 も ･･･
相続
に時効は無いと言われます︒
そのままでは済みません︒

■お問い合わせ

山岸行政書士事務所

☎ ０５５ー２８７ー６５８３
〒４００ ０
―２１４

韮崎市国民健康保険より

南アルプス市百々１８１９ ４
―

１２月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者
負担額）は、161,244,724 円で、一人あたりの保険者
負担額は、19,329 円 (前年同月比 10.66％増）でした。
引き続き健康に気をつけ、医療費の節約にご協力くだ
さい。

金を受け取っていない方︒以
前︑林業の仕事をしていたが︑
ご自身が林体共へ加入してい
たかわからない方︒このよう
な方を探しています︒
罹災された共済契約者およ
び 被 共 済 者 の 皆 さ ま に 対 し︑
各種手続き︵共済手帳の紛失・
退職金の請求等︶が生じた場
合は︑できるかぎりの範囲で
速やかな対応を考えています
のでご相談ください︒
■お問い合わせ
独立行政法人
勤労者退職金共済機構
林業退職金共済事業本部
☎０３ー６７３１ー２８８７

平成２５年３月３１日 ※延長しました。
市役所 1 階福祉課窓口
（平日 8 時 30 分〜 17 時 15 分）
希望者には義援金採納証明書を発行いたします。
※既にご協力いただいた分を含む
（受付簿へ記入された方のみ）

第 回山梨の 士業による
無料なんでも合同相談会

15

能力開発セミナー
パスポート資格試験
対策講座
資格試験直前の対策︵要点
整理︶を学びませんか？
■日時 ２月 日︵火︶から
８日間 連日 時〜
■場所
山梨県立就業支援センター
■受講料 ２︑１００円
︵別途テキスト代︶
■お問い合わせ・お申し込み
山梨県立就業支援センター
︵甲府市塩部４ー５ー ︶
☎０５５ー２５１ー３２１０

県内 の専門職団体に所属
するスペシャリストが︑暮ら
しの小さな問題から事業の大
きな悩みまで︑幅広く相談に
応じます︒
複雑な問題には複数の専門
士が合同で対応します︒
■日時 ２月 日︵日︶
時〜 時／ 時〜 時 分
※午前は大変込み合います︒
■場所 甲府市総合市民会館
甲府市青沼３丁目５ー４４
■ 士業 弁護士・税理士・
司法書士・社会保険労務士・
土地家屋調査士・不動産鑑定
士・行政書士・弁理士・中小
企業診断士・公認会計士
■お問い合わせ
日本公認会計士協会
山梨県会事務局
☎０５５ー２５１ー９４００

■受付期間
■受付場所

10

13 10

林業の仕事をしていた
ことがありませんか？

市の人口（１２月１日現在）

10

12

林業退職金共済制度︵林体
共︶に加入していたが︑退職

東日本大震災 義援金受付

10

10

10

18

28

多重債務に陥ってしまった
ら︑一人で悩まずに″まずは
相談〟電話や面談により相談
を受け︑内容に応じた法律の
専門家に引継ぎさせていただ
きます︒

多重債務でお悩みの方

相 談

19

IT

放送大学４月生募集
平成 年度第１学期︵４月
入学︶の学生を募集します︒
放送大学はテレビ等の放送
やインターネットを通して学
ぶ通信制の大学で︑心理学・
福祉・経済・歴史・文学・自
然科学など︑幅広い分野を学
べます︒
■出願期限 ２月 日︵木︶
※資料を無料で差し上げてい
ます︒
■お問い合わせ・資料請求先
放送大学山梨学習センター
☎０５５ー２５１ー２２３８

ＮＨＫ学園生徒募集中
通 信 制 の 高 等 学 校 普 通 科︑
および生涯学習通信講座の生
徒・受講者を募集しています︒
■募集内容
①平成 年度高等学校
普通科︵３年制︶生徒
②生涯学習通信講座受講者
■出願期間
①推薦 １月 日︵金︶
〜 日︵木︶
①一般 １月 日︵金︶
〜４月 日︵火︶
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１２，
３６８世帯
４人
９世帯

世帯数
前月比
前月比

１５，
６４９人
１５，
８４４人
３１，
４９３人

男
女
計

28

24

30

18

25

高齢者福祉担当（内線180・181）

■お問い合わせ

25

25

20
28

