
　　

 

　最近は、公共施設でも禁煙となっているところが多くなりました。タバコの害については皆さ

ん良くご存じでしょうが、喫煙者だけでなく周囲の受動喫煙も問題です。

　禁煙は『やめよう』という強い意志が必要です。それでもニコチン依存症

であったり、誘惑にまけてしまうと禁煙は難しいものです。以前はニコチン

ガム、ニコチンパッチといった薬を使っていましたが、現在では薬局で市販

されています。

　最近では医療機関での禁煙外来を行う施設が増えてきています。健康保険

で治療を受けることもできます。ニコチンを含まない内服薬を服用します。

１２週間にわたり計５回の診察で禁煙を支援していきます。いままでの薬と

くらべて成功する人は多いです。すべての医療機関で保険治療ができるわけ

ではありませんが、まずはホームドクターに相談をしてみましょう。

今までに何回も禁煙しようとしましたが、どうして
もやめられません。職場も全面禁煙となりました。
何か良い方法はありませんか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　（46歳男性）

※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 9月 1日 7月 6日（金）～20日（金） 8月3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。

「荻太郎展」

■開催期間　８月５日（日）まで

　新制作協会で活躍した荻太郎。人間愛を根底とした情

感あふれる世界を感じていただける企画展です。

 １階の常設展では、上村松園、片岡球子等、２階第２

展示室では、鈴木信太郎の作品を紹介します。第３展示

室では、島岡達三、原田拾六、バーナード・リーチ等の

作品を展示しています。

■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

※常設展・企画展を何回でも観覧できるお得な年間パス

　ポート会員も、受付中です。

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）

■お問い合わせ先（水曜日除く、１０時～１７時まで）

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
内科　医長　池田　フミ

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）

　高齢者だけでなく“若者”も狙われています！

　こんなメールは要注意です。

『××です。いつも話を聞いてもらっているので、お

礼として○○さんの希望の時間に２, ０００万円を確

実に・・・』

『２, ０００万円の受け取りをお願いできませんか・・・』

詐欺的“サクラサイト”商法
きっかけは

　メルアドに直接届く広告メール、ＳＮＳサイト・ブログの書き込みから入って

いくサイト、懸賞サイト・占いサイト・小遣いサイトに登録した後届くメールな

ど様々なサイトがきっかけです。

メールの相手は

　芸能人、芸能人のマネージャーなどになりすまし、『相談に乗ってくれたら報

酬を払う』とか、『ただ単にお金を受け取ってほしい』と持ち掛けます。

サイト運営業者を名乗って

　やり取りの相手からお金（ポイント）を預かっている、メルアド交換のために

はランクアップが必要、文字化けしたので、文字化け解除料が必要と言われる。

　メールを頻繁に交換するよう巧みに誘導され、サイトに高額な利用料金を払って

しまうことがあります。“サクラ”らしいということは分かっても、その証明は困難

です。そのようなサイトは利用しないようにしましょう。

★サクラって？★

元々さくらとは、客の購買意欲をそそるため客のふりをして、品物をほ

めたり、場を盛り上げる仲間のこと。この場合のサクラとは、サイトの利

用者からお金を使わせることを目的とした、会員のふりをした従業員も
しくはバイトのことです。

■お問い合わせ　商工労政担当（内線２１６）
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すくすく教室
　受付：13時～13時30分
　対象児：Ｈ23年12月生まれ
　離乳食指導や離乳食の試食
　を中心に行います。

休館：

歯科衛生士さんと
　おしゃべり
　10時30分～
　歯についてのなんでも相談
　定員：10組【要予約】
パパ・ママ学級（H23年

　度Ｅ－4回目）育児学級
　13時30分～
　Ｈ23年度Ｅコースの4回
　目です。出産後の子育てに
　ついて情報交換しましょう。

休館： （午前）

パパ・ママ学級
　Ａコースの3回目です
　午前9時～
　沐浴指導や新生児の育児に
　ついて行います。
　武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
　（小学生の部）
　中央公園・市営総合グラウ
　ンド・グリーンフィールド
　穂坂 他

休館：   

休館： 図      

よちよち教室
　受付：13 時～
　　　　13 時 30 分
　対象児：Ｈ23年８月生まれ
　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。
　場所が市民交流センター
　ニコリ内韮崎市立図書館、
　読み聞かせの部屋に変更に
　なっています。

子育て用品
　リサイクルにらちび
　フリーマーケット
　10時30分～
　子育て用品のフリーマー　
　ケット（どなたでも）
パパ・ママ学級
　Bコース1回目【要予約】
　13時30分～
　妊婦の栄養や体操について
　指導します。
休館： （午前）

メルマガ会員限定！
　手型足型プレゼント
　10時30分～
　メルマガ会員さんに手型足
　型をプレゼント【予約なし】
　新規会員も募集中！！

　おはなし会
　10時30分～11時
　対象：幼児～小学校低学年
　武田の里にらさきサッカー
　フェステバル（高校生の部）
　中央公園・グリーンフィー
　ルド穂坂 他
　休館：  

　武田の里
　にらさきサッカー
　フェステバル（高校生の部）

休館：    

抜き取ってご利用ください

7月

●韮崎市ふるさと偉人館
　企画展『伊藤うた』の
　生涯関連講座
　14時～
　入場無料　
　市民交流センターニコリ
　３階多目的ホール
　ミニコンサート・講演 他
　武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
　（小学生の部）

休館：    

６～８か月児
　ママの会
　13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）　　　

休館：  

にらちび☆体位測定
　10時30分～
　0歳児の体位測定ができま
　す。【予約なし】

〔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
　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

休館：    

休館：図      

　 中央公園ミニSL運行日
7/1、8、15、16、22、29
１０時～１２時・１３時～１６時
大人、子ども共に１回
１００円（３歳未満は、
保護者と同乗で無料）

のびのび教室
　受付：13時～
　　　　13時30分
　対象児：Ｈ22年６月生まれ
　親子あそびや歯科相談を中
　心に行います。
おみずあそびごっこ
　10時30分～
　ぴちゃぴちゃ水あそびや水
　お絵かきであそびましょう。
　【予約なし】

休館：

2012
文　

月

広報にらさき　

情報カレンダー
７月５日
県外出身ママ

　はじめて参加の会
　県外出身のママ同士、
　親子遊びやおしゃべり
　を楽しみます。
　定員10組【要予約】
　＊はじめて参加の方優
　先です。（マイカップを
　お持ちください）

７月11日　 １歳6カ月児健診
　対象：Ｈ22年12月生まれ
　受付：13時～13時 30分
　小児科医師・歯科医師の診察を中心に行います。

図

1

2 3 4 5 6 7 8

10 119 12 13 14 15７月３日
からだと心を
　あたためよう会
　10時30分～
　からだによいこと・心に
　よいことおしゃべりしま
　しょう。
　定員：10組【要予約】

納期限７月17日（火）
＊市県民税　第１期
納期限７月31日（火）
＊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
 徴収・管理担当
          （内線163 ～166）

今月の納税

７月４日
９～12か月児ママの会　　
　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）



　　　　　　

　朝市ＮＩＲＡマルシェ
　８時～
　本町ふれあい公園
　（韮崎市商工会横）
　出展募集中！！
　お問い合わせ　商工会　
　℡２２－２２０４
　（田邉・北）
休館：    

　

　　　 　
　　　

　

　

3歳児健診
　対象児：Ｈ21年6月
　　　　　生まれ
　受付：13時～13時30分
　小児科医及び歯科医の診察
　を行います。

休館：図  

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【予約なし】
０～５か月児ママの会
　13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）　　　　　　　休館：

東京エレクトロン
　文化ホール
　アウトリーチ事業
　にらちびコンサート
　10時30分～
　未就園児の親子を対象に出
　前コンサートを開きます。
　定員100組【要予約】
誕生会
　7月生まれのお子様をお祝
　いします　定員10組
　【要予約】材料費100円
　休館： （午前）

にらちび☆
　なつまつり
　10時30分～
　ゆかた・じんべいできてく
　れた子にはぷちプレゼント
　♪【予約なし】

●老壮大学
　13時30分～
　簡単で楽しい健康講座
　～安全は健康管理から～
　フリーアナウンサー・
　健康管理士：小久保晴代

休館：図      交

4カ月児健診
　対象児：Ｈ24年３月生まれ
　受付：13時～13時30分
　小児科医の診察が行われ
　ます。

おそうじ大作戦
　13時30分～
　今月は、ランチコーナーと
　おままごとコーナーのおそ
　うじをお手伝いしてくださ
　いね。

★夜間納税相談・収納窓口
　18時～20時 30分
　市役所1階収納課

　武田の里
　にらさきサッカー
　フェステバル（女子の部）
　中央公園・市営総合運動場

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～18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・
　収納窓口
　10時～16時
　市役所1階収納課

　武田の里にらさきサッカー
　フェステバル（女子の部）
　中央公園・市営総合運動場

休館：

　大人のための朗読会
　朗読のつどい
　14時30分～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～
　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】

　だっこの会
　11時～11時 30分
　対象：乳幼児　

休館： （午前）

休館：図  

　

日本舞踊の石川千夏先生と
　一緒に踊りましょう♪
　10時30分～　
　定員20組【要予約】
　ミニ縁日もあるよ♪
休館：

休館：

　武田の里
　にらさきサッカー
　フェステバル（高校生の部）

休館：図   

休館：図    
　　　  　7月26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　
　7月１０日（火）8時30分～
   企画推進担当（内線356）

今月の無料法律相談

：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）

図

図

　
穂坂自然公園のイベント（月曜日休園）　　問い合わせ☎37ー4362

●ミニトレイルラン＆宝探し　時間：12時30分～15時　エントリー料：100円
　園内のミニコースにある課題をクリアしてゴールを目指します。
●自転車散策路コース開設　参加費：無料
　園内に新設された未舗装のオフロードコースを自転車で散策できます。
●木工教室　時間：10時～12時 30分　材料費：300円
　ネイチャークラフト（鉛筆立て）を作成します。（毎週土・日曜日のみ実施）

16 17

23 24

18 19

25

20 21 22

　　　　７月19日

●武田の里ライフカレッジ　13 時30 分～
　「いのちのふるさとを求めて」～“歌う尼さん”として
　生きる～　シンガーソングライター・浄土真宗本願寺派
　僧侶：やなせなな

26 27 28 29

30 31
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
※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） 水曜・金曜
泌尿器科 木曜
リウマチ外来 金曜（予約制）

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

７月18日
★夜間納税相談・収納窓口
　18時～20時 30分
　市役所1階収納課

７月30日
　韮崎こども会議
　14時～
　韮崎市議会議場



　 
 

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）

   ２日、　５日
　９日、１２日
１６日、１９日
２３日、２６日
３０日　　　　

４日、１８日

ー ２５日 ３日
●市役所裏駐車場
　７日、１４日、２１日、
　２８日
　１３時～１６時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　１４日、２８日
　１３時～１６時
●龍岡公民館グラウンド
　１４日、２８日
　１３時～１６時

７月２８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 １１日 ー １０日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

　３日、　６日
１０日、１３日
１７日、２０日
２４日、２７日
３１日　　　　

１１日、２５日

ー １８日 １７日

旭・大草・龍岡 ４日 ー ２４日

7月のごみ収集日程（Ｐ17の「ごみ出しのルールを守りましょう」をお読みください）　

◇ものまねスーパー☆ライブin韮崎

７月１４日（土）１４時開演・大ホール

　ものまねグランプリ２０１０ー２０１１

ＭＶＰ受賞の原口あきまさ、宇多田ヒカ

ルの“ものまね”でお馴染みミラクルひ

かる、本格派ものまねデュオ、ダブル

ネーム、爆笑のものまねライブが韮崎に

やってきます！

【全席指定】３，０００円　

※３歳以上有料（３歳未満でもお席が必

要な場合は有料）

◇ディズニー・オン・クラシック

　まほうの夜の音楽会 ２０１２

　Dreams Come True

１１月１８日（日）１７時開演・大ホール

　２００２年

に誕生した

ディズニー・

オ ン・ ク ラ

シックは、今

年、記念すべ

き１０周年を

迎えます。

　“Dreams Come True”をテーマに、パー

クの素敵な音楽をはじめ、『アラジン』、『メ

リー・ポピンズ』他、夢や希望、愛に満

ちたディズニーの名曲の数々をオーケス

トラの演奏とＮＹブロードウェイで活躍

するヴォーカリストの歌声でお贈りする

「輝きのコンサート」です。

【全席指定】Ｓ席８，０００円

　　　　　　Ａ席６，５００円

※未就学児入場不可

☆７月１日（日）１０時より発売開始

　（発売日初日は電話予約のみ受付）

◇文化ホールまつり２０１２

９月２３日（日）１０時～（予定）

　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、文化

ホールまつりを開催します。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。

 『カラオケ大会』、『フリーマーケット』

の参加者を募集し

ますので奮ってご

応募ください。応

募詳細は「広報に

らさき８月号」で

お知らせします。

■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

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  ９日（月）・２７日（金）

富士見、岩下、上の山 １０日（火）・３０日（月）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井
原、長久保 １１日（水）・３１日（火）

穂坂町、日の城、三之蔵
三ッ沢上下、飯米場 １２日（木）

穂坂町、柳平、宮久保、鳥の小池 １３日（金）

藤井町全区 １７日（火）

中田町全区・穴山全区 ２日（月）・１９日（木）

円野町全区 ３日（火）・２３日（月）

清哲町全区・神山町全区 ４日（水）・２４日（火）

旭町全区  ５日（木）・２５日（水）

大草町全区・竜岡町全区 ６日（金）・２６日（木）

●老壮大学 ２０日（金）

●静心寮 １８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。

※ステージ写真は昨年の公演です
©Disny


