
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
　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。
　
　　

※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）

　　

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

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

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

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

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。

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？

※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 3月 1日 １月4日（金）～18日（金） 2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。

　

企画展「コレクト展」女子美術大学短期大学部

― 障がい理解とアートフィールド参画支援の取組 ―より

■開催期間　１月２０日（日）～３月１７日（日）　

　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。

韮崎市民交流センター「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

informationinformation

アドバイザー  韮崎市立病院

外科医師　赤澤 祥弘

サービスの種類 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 未使用サービス料金の２割
か５万円のいずれか低い額

パソコン教室 15,000 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

学習塾 11,000 円 2万円か月謝相当額のいず
れか低い額

家庭教師 20,000 円 ５万円か月謝相当額のいず
れか低い額

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2万円のいずれか低い額



月 火 水 木 金 土 日

　　　 　　 　　

　　 　　　　 　　　　　　　　

　　　　　　　

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

休館：交  図     
　　　    

休館：交  図     
　　　  

交 餅つき大会 in ニコリ
　14時～
　１階エスカレーター横共用
　スペース （P16参照）

　休館：   

休館：図     

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。

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）

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】

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

●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：    

抜き取ってご利用ください

1月

　
休館：    

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：  

〔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

　中央公園ミニSL運行日

今月の運行はありません。
（H２５年４月より運行予定）

休館：交  図     
　　　    

2013
睦　

月

広報にらさき　

情報カレンダー
■年末年始の水道工事指定店

　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）

今月の無料法律相談
図「日本伝統文化」展示
　１月30日まで
　（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）

日　付 指定業者名 電　話
12月29日 ( 土 ) 八代設備 25ー551112月 30日 ( 日 )
12月 31日 ( 月 ) ㈱甲栄興業 055-283-20741月　1日 ( 火 )
1月　2日 ( 水 ) 清水水道 22ー09561月　3日 ( 木 )

5 6

8 97 10 11 12 13

1 2 3 4

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）

今月の納税

　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）

●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）



 

　
企画展
　「コレクト展」
　３月17日まで
　（裏面参照）

休館：    

　　 　　 　

　 　　　 　
　　　　　　

　

　　  　

　　　

休館：図   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：

パパ・ママ学級
　Ｅコース１回目
　受付：13時30分～
　【予約制】
県外出身０歳児ママの会
　13時30分～14時30分
　定員10組【要予約】
　持物：マイカップ
●武田の里ライフカレッジ
　13時30分～15時30分
　場所：東京エレクトロン
　　　　韮崎文化ホール
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
　【予約不要】
●老壮大学
　13時～15時
　場所：市民交流センター
　　　　３階 多目的ホール
　ギター・フルート奏者・落
　語家：立川志隆

休館：交  図   
　　　   

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。

おそうじ大作戦
　13時30分
　【予約不要】

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

★夜間納税相談
　18時～20時
　市役所１階収納課

●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：   

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

：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

　　☎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

★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）

休館：

図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

　　　　　　　　　休館：

にこにこ子育て相談
　９時30分～16時
　【要予約】
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）

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。

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

　　　休館：

●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：図     

：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）

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： 休館：図 （午前）

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
※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
　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） 金曜（午前）
泌尿器科 木曜
スポーツ外来 木曜（午後）
リウマチ外来 金曜（予約制）

☎
２
２
ー
１
２
２
１

韮
崎
市
立
病
院　
本
町
３
丁
目
５
番
３
号

1月 17日・18日
●譲渡のお尋ね
　９時～12時/13時～16時
　（Ｐ８参照）

14 15

21 22

16 17

23

18 19 20

31

24 25 26 27

28 29 30

　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。

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】

１月17日　 助産婦さんとおしゃべり６～８ヵ月　　
10時30分～11時30分　　定員10組【要予約】



　 

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）

  4日、   7日
10日、14日
17日、21日
24日、28日
31日  

 9日、23日

― 30日   ８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

　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。

穂坂・藤井・中田・
岩根 16日 ー １5日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石    8日、11日

15日、18日
22日、25日
29日

16日、30日

  ー 23日 22日

旭・大草・龍岡 ９日 ー 29日

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！

◇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

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 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）

こぶし号 老人福祉センターバス（１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。


