20

30

14

30

一人

市営体育館プレイルーム
（予定）
５００円

■参加費
名程度（先着順）

■日時・場所
６月４日（木）
時～ 時 分
山梨県立文学館
16

30

講堂
■内容
①パフォーマンス
（ 劇 団 さ く ら っ 子、 中 央 市
男女共同参画委員会）
②山梨県男女共同参画推進事
業者等表彰
③講演
「 仕 事 も し た い！ 生 活 も 楽
しみたい！」
～ともに輝くためのワーク
・ライフ・バランス～
（小室淑恵さん：㈱ワーク・
ライフ・バランス代表取締
役社長）

０５５ー２２３ー１３３５

※男女共同参画推進センター
でも、推進月間中、講演会
や映画会など様々な催しを
行います。

子どもレスリング教室

サポート地区大募集！

介護予防は地域から

韮崎青年会議所では「子ど
も未来塾」としてレスリング
教室を開催します。

介護予防に興味があり、地
域で何か取り組みたいと思っ
ている地区はありませんか？
市では、地域の高齢者が気軽
に介護予防活動を実践できる
場を確保するために、地域と
協働して介護予防を取り組む
事業として、介護予防サポー
ト地区を募集しています。
保健師や管理栄養士などと
協力して、市が提示する年間
５回の介護予防プログラムを、
いきいきほっとサロンなどの
現在各地区で実施している行
事に併せて実施することが条
件です。活動内容によって一
部助成金が補助されます詳し
くはお問合せください。

世界レベルと触れ合おう

■講師
笹本睦選手（北京オリンピ
ック代表）など

■お問い合わせ
保健課保健指導担当
（保健福祉センター内）
☎２３ー４３１０
２３ー４３１６

■日時・場所
６月 日（日）
時受付開始
時 分～ 時 分
韮崎工業高校体育館

■主催・お問い合わせ
韮崎青年会議所
子ども力育成委員会委員長
（田中）
０９０ー６４９４ー６７６４

■対象者
韮崎・北杜市内小学３年生
～中学３年生
名
（保護者同伴）

14 14

14

■申込み・問い合わせ
県民生活・男女共同参画課
☎０５５ー２２３ー１３５８

16

28

30

■定員
６月 日（木）

佐久間氏

■申込期限
■講師

やまなし男 ひ
(と と
)
女 ひ
(と と
)の
フォーラム開催！

■お問い合わせ
ＮＰＯ韮崎スポーツクラブ
☎ ２１ー２２５５

18

６月は男女共同参画推進月
間、それにちなんで「やまな
し男 ひ
(と と
)女 ひ
(と と
)
のフォーラム」が開催されま
す。ぜひご参加ください。

45

50

「コアエクササイズ」
を体験しよう！

分

今テレビなどで話題のコア
リズムの動きを取り入れたエ
クササイズを体験してみませ
んか？コアリズムとは腰を徹
底的に動かしてスピーディー
に脂肪燃焼させ、腰のくびれ
を目指すもの。ストレス解消
にもなるエクササイズです。
■日時・場所
６月 日（土）
時受付開始
時 分～ 時
13 13

50

16
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新城市との友好交流を

設楽原決戦場まつり

■内容
◇第１回 ７月４日（土）
学
｢ びを伝える企画力 ｣
講師：深澤新次郎氏
◇第２回 ７月 日（土）
心
｢ をとらえるＰＲ技術～
機関紙・ちらしづくり～ ｣
講師：望月和文氏
◇第３回 ７月 日（土）
気
｢ 持 ち の 伝 わ る 話 し 方・
報告や司会の仕方 ｣
講師：末 利光氏

６月２０日（土） １８：００～
中田町小田川ホタル祭り会場

■場所
市民会館４階大会議室
７
( 月４日は大ホール )

■定員
人
（定員になり次第締切）
40

“ホタルまつり”に出かけましょう♪
日時
場所

20

武田勝頼公新府入城まつり
に参加いただいている、長篠・
設楽原鉄砲隊の出身地、新城
市へ友好訪問を行います。
両市のさらなる交流進展の
ため、ご参加ください。

５０００円

22

■日程
◇７月５日（日）《日帰り》
５時市役所出発
信玄塚での慰霊祭・決戦場
まつり～歴史資料館ほか
市役所到着（ 時頃）

■費用

■お問い合わせ
収納課
（内線１６５・１６６）

６月 日（月）

６月３０日
（火）

■申込期限

介護保険料
第２期

30

名

納期限

■定員

税 目

■お問い合わせ・お申し込み
韮崎中央公民館
☎２２ー１１２１
２２ー２９１０

今月の納税

■お問い合わせ・お申し込み
武田の里旧温の会事務局
☎２７ー２０８７ 細田

いきいき生涯学習
「学びを拓き、広める講座」

学んだことを活かして、地
域でいきいきと活動し、学習
の輪を広げるための人材育成
講座（３回シリーズ）です。

中央公民館からのお知らせ

i

18

11

いよいよシーズン“アユ釣り解禁！”
解禁日 ６月１４日（日）
河川
釜無（富士）川・塩川など

ＣＨＩＧＡＮ

ホームタウンサンクスデーに行こう！
市では市民一丸となってヴァンフォーレ甲府を
応援するため、対「セレッソ大阪」戦においてホー
ムタウンサンクスデーを開催します。
当日はヴァンフォーレ甲府のご好意により市民
のみなさん（１，０００人）をアウェイサイドス
タンド・ホーム自由席にご招待します。また当日
の「エスコートキッズ」も募集します。

■エスコートキッズ募集！
◇募集人数 ２２人（年長児～小学校２年生）
◇申込受付
６月１８日（木）１０時より、市役所４階４０３
会議室にて受付をし、応募多数の場合は１０時３０
分から即日抽選を行います。

■サンクスデー試合日時

７月18 日（土）18 時 30 分 キックオフ
■場

所

小瀬スポーツ公園陸上競技場

■サンクスデーご招待チケット配布について
市内に住所のある方を対象に、６月３日（水）か
ら次により先着順にて配布します。
◇市役所３階企画財政課（月～金、８：３０～１７：３０）
◇市営総合運動場体育館（火～日、９：００～１７：３０）
※受付は、チケットがなくなり次第終了とします。
※席を確保して観戦する場合には、子供でもチケッ
トが必要となります。

17

◇その他注意事項
※試合当日は保護者同伴で、現地集合・現地解散と
なります。
※保護者がスタンドで観戦するには、チケットが必
要です。
※チームおよび選手の選択は
できません。

■お問い合わせ
◇企画財政課企画推進担当
（内線３５５～３５７）

福祉課よりいろいろな
手当てのお知らせです

☆児童手当

４，
６００，
０００
４，
９８０，
０００
５，
３６０，
０００
５，
７４０，
０００
６，
１２０，
０００

５，
３２０，
０００
５，
７００，
０００
６，
０８０，
０００
６，
４６０，
０００
６，
８４０，
０００

■支給額
◇３歳未満

※所得制限額は、昨年と同じ
です。
※ 給 与 所 得 者 の 方 は、「 給 与
所得の源泉徴収票」の給与
所得控除後の金額を確認し
てください。

■現況届の提出
現在手当を受給中の方には、
「現況届」を送付しますの
で、期限内（６月１～ 日）
に提出してください。
※現況届の提出がない場合は、
支給が中止になりますので、
必ず提出してください。

◇３歳以上
第１・２子 （ 月額５千円）
第３子以降 （ 月額１万円）

 （月額１万円）

※不明な点はお問い合わせください。

■その他
※手当は年３回（６月・ 月・
２ 月 の 各 日 ）、 前 月 分 ま

小学校修了前の児童（平成
９年４月２日以降の誕生）を
養育している方で、前年所得
が限度額未満の場合に、請求
月の翌月分から支給されます。
所得制限により、昨年度は
認定にならなかった方も、該
当になる場合があります。
所得を確認して新たに申請
してください。

厚生年金等加入者
10

30

10

での合計額が支給されます。
※公務員の方の児童手当につ
いては、勤務先でご確認く
ださい。

☆児童扶養手当
父と生計を別にしている
歳未満の児童（身体・精神に
障害のある児童は 歳未満）
を監護している母など、次に
該当する児童を養育している
方に支給されます。ただし公
的年金の受給者は対象となり
ません。また、所得制限など
受給要件があります。

18

■対象児童
・父母が離婚した児童
・父が死亡した児童
（遺族年金受給者は除く）
・父が政令で定める一定の
障害状態にある児童
・父の生死が不明な児童
・父から引き続き１年以上
遺棄されている児童
・父が引き続き１年以上拘
禁されている児童
・未婚の母の子
※児童が公的年金を受給でき
る場合、児童福祉施設・里
親 に 委 託 さ れ て い る 場 合、
母の配偶者（内縁関係も含
む）に養育されている場合

20

等は対象になりません。

■その他
※手当は年３回（４月・８月・
月 の 各 日 ）、 前 月 分 ま
での合計額が支給されます。
11

◇１級 身体障害者手帳１～
２級／療育手帳Ａ
（月額５万７５０円）

在宅の心身障害児（ 歳未
満）で、次の障害程度の児童
を扶養している保護者に支給
されます。

♡特別児童扶養手当

■お問い合わせ
福祉課子育て支援担当
（内線１７４）

12

◇２級 身体障害者手帳３～
４級の一部／療育手
帳Ｂー１
同程度の精神障害
（月額３万３８００円）

♡特別障害者手当

身体または精神に著しく重
度で永続する障害があるため、
日常生活において常時介護を
要する在宅の 歳以上の心身
障害者で、重度の障害が重複
されると認められる方に支給
されます。
（月額２万６４４０円）

重度の障害があるため、日
常生活において常時介護を
要する在宅の 歳未満の心身
障害児に支給されます。
（月額１万４３８０円）

♡障害児福祉手当

20

■その他
特 別 児 童 扶 養 手 当、 障 害
児福祉手当については、障

■所得状況届の提出
特別児童扶養手当・特別障
害者手当・障害児福祉手当
を受給している方には、８
月上旬に「所得状況届」を
送付します。
※期限内に「所得状況届」の
提出がない場合については、
８月以降の手当が差し止め
られることもありますので
ご注意ください。

20

国民年金加入者
扶養親族
等の数
0人
1人
2人
3人
4人

■支給期間
歳になって
最初の３月まで
12

20

★所得制限額表（単位：円）

18
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山梨労働局からの
お知らせ
26 13

害を支給事由として年金を
受けることができる場合は、
受給の対象になりません。

♡ 重度心身障害児
福祉手当

ひとり親家庭をサポート

「ハローワークプラザ甲府」
（甲府市丸の内２ー ー ダ
イタビル３Ｆ）が、６月 日
金
( で
) 廃止となります。
◎マザーズサロンは、ハロー
ワーク甲府（甲府市住吉１
ー ー５）へ移転します。
◎外国人サービスコーナーは、
山梨県ＪＡ会館５Ｆへ移転
します。
◎在職中で職業相談等を希望
される方は、ハローワーク
甲府（平日開庁は 時まで、
土曜日は 時から 時）を
ご利用下さい。
◎職業相談・紹介などにつき
ましては、やまなし・しご
と・プラザもご利用下さ
い。
14

17 19

事業所が増えます！

■お問い合わせ先
山梨労働局
職業安定部職業安定課
☎０５５ー２２５ー２８５７

10

レジ袋無料配布の中止

｢ 親と子のヘアーアレンジ」

日時：６月１０日（水）
10 時 30 分～ 11 時 30 分
場所：市民会館４階大会議室
費用：無料
講師：マーブルキッズ主宰 早川能弘氏・早川もとみ氏
持物：ヘアーアレンジに必要な小物、カットはさみ、
新聞紙、風呂敷など

■お問い合わせ
経済センサス基礎調査
コールセンター
☎０５７０ー００２１７１
企画財政課企画推進担当
（内線３５７）

調査の結果は、国、都道府
県、市区町村がこれからの地
域開発や都市計画など私たち
の生活をより良くするために
必 要 な 資 料 と な り ま す の で、
事業者のみなさまのご協力を
お願いします。

子育てサロン 銀河鉄道

な生活を送りましょう。

◇５月１日から
㈱オスカー
◇６月１日から
㈲鈴屋リネンサプライ
㈱クリーニング志村

ファッションクリーニング矢崎

富士ドライ伊藤クリーニング

仲二見クリーニング店
保坂クリーニング店
中央クリーニング店
◇８月１日から
梨北農業協同組合
高尾商店

■お問い合わせ
市民課環境政策担当
（内線１３１・１３２）

対象は事業所です

経済センサス基礎調査

７月１日、平成 年経済セ
ンサス基礎調査が行われます。
全国全ての事業所及び企業が
調査の対象となります。調査
票が届きましたら一緒にお配
りする「調査票の記入のしか
た」をご覧のうえ、もれなく
ご記入ください。

銀河鉄道事務局（☎２２ー１１２１）

◆お問い合わせ

次 に 該 当 す る 障 害 程 度 で、
在宅の心身障害児（ 歳未満）
を養育されている保護者に支
給されます。
◇身体障害者手帳１～３級
◇療育手帳 ～ １
（月額４、０００円）

■お問い合わせ
福祉課社会福祉担当
（内線１７６）

母子相談員を紹介します
土屋

ユキ子

２２－１７８６

清水

日呂子

２２－００６３

韮崎地区（二丁目・一丁目・水神町・旭町・若宮町・
天神町・西町・富士見ヶ丘・一ツ谷・上祖母石・下
祖母石・祖母石市営団地・祖母石雇用促進住宅）
横森

岑

子

２２－３０７１

穂坂・藤井町全域
小林

恵理子

２５－４１０３

中田・穴山町全域
矢巻

ゆき江

２７－２１３７

円野・清哲・神山町全域
春日

みゆき

２３－５２０７

旭・大草・龍岡町全域

■お問い合わせ
福祉課子育て支援担当
（内線１７４）

17

新たに次の事業所でレジ袋
の無料配布が中止（一部は実
施済）されます。
マイバッグを持参し、エコ

19

担当地域
韮崎地区（五丁目・下宿・中宿・日の出町・富士見
一～三丁目・中島町・岩下・上ノ山・高河原）
話
電

18

ひとり親
家庭の方の
生活一般の
悩みについ
て、 市 か ら
任命された
相談員がお
話をお聞きします。
くらしのことや子どものこ
となど、ご心配ごとがありま
したら、お気軽にご相談くだ
さい。

21

B

名

A

氏

i

2009.06

８日（月）
・２４日（水）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、
原、長久保


９日（火）
・２５日（木）

穂坂町、日の城、三之蔵、
三ッ沢上下、飯米場

１０日（水）
・２９日（月）

穂坂町、柳平、宮久保、鳥の小池

１１日（木）
・３０日（火）

藤井町全区

１２日（金）

清哲町全区・神山町全区

２日（火）
・１８日（木）

旭町全区

３日（水）
・１９日（金）

大草町全区・竜岡町全区



４日（木）
・２２日（月）
１７日（水）

老壮大学

２６日（金）

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）

◆市民栄養相談（要予約）
「食」に関する心配ごとや疑問の相談
※予約は保健福祉センター（☎２３ー４３１０）
にて電話受付

◆心配ごと相談
生活・身の上等の日常生活の悩みに関する相談
第１・２・３月曜日 １３：００〜１５：００
市役所にて

◆行政相談
国や県、市の行政などについての相談
第１・２・３月曜日 １３：００〜１５：００
市役所にて

◆無料法律相談（要予約）
弁護士が相談に応じます。
６月の相談は、２５日（木）１３：００〜
相談時間は、１人３０分以内
※予約受付は、６月１０日（水）９：００〜
企画財政課（内線３５７）で電話受付

■内容
◇歯科医師による健診・相談
◇乳幼児の無料フッ素塗布
◇歯ブラシなどの無料配布

５月中に市が支払った医療費をお知らせします。
国民健康保険139,146,449 円 ※１人当り 16,370 円
（前年同月比 19.76％減）

ほか

健康に気をつけ医療費
の節約にご協力ください

■共催
山梨県歯科医師会
韮崎市歯科医師会

世帯数 １２，３０６世帯
前月比
１３世帯
前月比
－２０人

30

■お問い合わせ
保健課健康増進担当
（保健福祉センター内）
☎２３ー４３１０
２３ー４３１６

市の人口（５月１日現在）

12

分

静心寮

30

役割があります。
元気の源であり、健康のバ
ロメーターでもある歯の健康
に注意し、虫歯や歯周病の予
防に努めましょう。
市 で は「 歯 の 健 康 無 料 相 談 」
を実施します。あなたもこの
機会に歯のチェックをしてみ
ましょう。

１日（月）
・１６日（火）

■日時
６月７日（日）
９時 分～ 時

１５日（月）

円野町全区

■場所
東京エレクトロン
韮崎文化ホール

中田町全区・穴山全区

男 １６，０８４人
女 １６，２５５人
計 ３２，３３９人

年に１度は歯のチェック！

富士見、岩下、上の山 

10

「歯の健康無料相談」

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 
５日（金）
・２３日（火）

６月４日は「虫歯予防デー」
ま た、 日 ま で の 一 週 間 は、
「歯の衛生週間」になります。
毎日の暮らしの中で食べ
る、話す、笑うなど歯の動き
には、心と体の健康に大切な

こぶし号 老人福祉センターバス（６月巡回日程）

◆物忘れ相談
認知症予防・介護についての相談
毎月第２火曜日 ９：３０〜１６：００
保健福祉センターにて

◆家庭児童相談
子どもや家庭に関する悩みの相談
毎週木曜日 １０：００〜１６：００
市民会館にて

◆学校教育相談
学習・いじめ・不登校など学校教育に関する
悩みや不安の相談
毎週月・火・水曜日 ９：３０〜１６：００
市民会館にて

◆結婚相談（要予約）
結婚相手の紹介や相談に応じ、幸せな家庭が築け
るよう協力します。
毎週火・金曜日 １３：００〜１６：００
福祉課（内線１８０）で電話受付

20

i

i
子育て教室

持ち物／母子健康手帳・筆記用具など

◆パパ・ママ学級
６月 ６日（土）
Ａコース３
６月１５日（月）
Ｂコース１

新生児の育児、沐浴実習など
午前９：００～
妊産婦の食事、妊婦体操
午後１３：３０～

◆すくすく教室（７か月）
６月 ９日（火）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対
象 Ｈ２０年１１月生まれ

◆よちよち教室（１１か月）
６月１６日（火）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対
象 Ｈ２０年７月生まれ

◆のびのび教室（２歳児）
６月１７日（水）
受付時間 １３：００〜１３：３０
対
象 Ｈ１９年５月生まれ

乳幼児の健診

持ち物／母子健康手帳・バスタオル・保険証・印鑑

◆４か月児健診
６月１９日（金） 対象 Ｈ２１年２月生まれ
受付時間 １３：００〜１３：３０

◆１歳６か月児健診

６月１２日（金） 対象 Ｈ１９年１１月生まれ
受付時間 １３：００〜１３：３０

◆３歳児健診

６月１０日（水） 対象 Ｈ１８年５月生まれ
受付時間 １３：００〜１３：３０

新型

育児健康相談等

持ち物／各種健康手帳

◆にこにこ子育て
相談室（要予約）
６月１８日（木）
９：３０〜１６：００

◆母子健康手帳交付・
妊婦相談・一般健康相談
毎週月曜・木曜日
９：３０〜１６：００

◆物忘れ相談
６月

９日（火） ９：３０〜１６：００

健康づくり教室

持ち物／各種健康手帳・筆記用具・
教室に応じて体操のできる服装

◆心のデイケア
６月１０日、２４日（水） １０：００〜

◆シニア健康サポーター養成研修
６月

１日
（月） １３：３０～１６：００（２回目）
８日
（月） １３：３０～１６：００（３回目）
２９日
（月） １３：３０～１６：００（４回目）

◆健康アップ教室
６月４日、１１日、１８日、２５日、７月２日（木）
９：３０〜
■お問い合わせ
市保健福祉センター （本町３−６−３）
☎２３ー４３１０／ ２３ー４３１６

に関するＱ＆Ａ

Ｑ：家庭での感染予防策は？（家族みんなで話し合って準備しておきましょう。
）
Ａ：予防策も通常のインフルエンザと変わりません。適切な行動を取ることで感染の危険性を大幅に下げ
ることができます。外から帰ったら▼よく手を洗う▼うがいをする▼人ごみや繁華街への不要不急な外出
は控える▼外出時にはマスクをつけて「せきエチケット」を心がけるなど基本的な感染防御策について理
解し、正確な情報を得、落ち着いた行動を取ることが必要です。

Ｑ：インフルエンザのような症状が出た時の対応は？
Ａ：病院には直接行かずに 先ず①電話で保健所に病状を説明して、判断と指示を受けてください。
次に②インフルエンザ感染の疑いがある場合には、病院に事前に電話をして、お医者さんの指示に従っ
て行動してください。

※マスクは家庭でも用意（１人あたり２０～２５枚）しておきましょう。

★新型インフルエンザに関して心配や疑問があった時の連絡先は？
▼最近外国から来た人や帰ってきた人などで、発熱・せきなどの症状がある人や、
それらの人と接触した覚えのある人は
●中北保健所峡北支所相談センター ☎２３－３０７４
開設時間 平日
８：３０～２１：００
◆夜間など緊急の場合
土日祝祭日 ８：３０～１７：３０
で困ったときなどは
▼上記以外の場合
☎ ２２－１１１１
●韮崎市新型インフルエンザ対策本部 市保健課
（韮崎市役所）
☎２３－４３１０
開設時間 平日
８：３０～１７：３０
土日祝祭日 ８：３０～１７：３０ ☎２２－１１１１(韮崎市役所)
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児童 センターであそぼう

開館時間 月〜土曜日   ９：００〜１９：００
０〜６歳（未就学）児は 保護者の同伴を お願いします。

韮崎児童センター

北東児童センター

（☎

（☎

２２ー７６８７）

◆なかよし広場
６月４日（木）１１：００～

◆子育て講習会「ダンベル教室」
６月１８日（木）１０：３０～
講師 野尻美穂子・小池すみ子先生

◆作って遊ぼう ～七夕飾り作り～

６月１日、８日、２２日、２９日（月）
１１：００〜

◆手遊び歌遊び
６月１５日（月）１０：３０～

甘利児童センター

６月２５日（木）１０：３０～
※要予約 ６月２２日（月）締切

◆防犯教室（小学生対象）

（☎

６月２日、９日、１６日（火）１１：００～

◆お話会

◆環境教室（小学生対象）

６月１１日（木）１０：３０～
講師 ききみみずきん

６月２２日（月）１４：３０～
講師 クロネコヤマト職員

◆誕生記念手形づくり（６月生まれ）

北西児童センター
２２ー１７７５）

◆なかよし広場
６月１２日（金） １１：００～

◆作って遊ぼう ～七夕飾り作り～
６月１７日（水）１０：３０～
※要予約

６月２３日（火）
～６月２６日（金）
１１：００～
※要予約 ６月１６日（火）締切
材料費自己負担

◆子育て講習会「ベビーマッサージ」
～１２ヶ月から２歳６ヶ月対象～

６月２６日（金）１０：３０～
講師 佐川急便社員

６月２４日（水）１５：００～
講師 山梨県警職員

☆詳しくは、各児童セ
ンターにお問い合わ
せください。

６月１８日（木） １５：２０～
講師 石川千夏先生

◆県警さちかぜ号による交通安全教室（小学生対象）
６月２５日（木） １５：２０～
講師 山梨県警職員

子育て支援センターにいらっしゃい！

開設時間    月〜金曜日 ９：００〜１２：００
※火、木曜日は１４：００〜１６：００も開館しています。

地域子育て支援センター
ファミリー・サポート・センター
２３ー７６７６）

ファミリー・サポート・センターでは、
子育てのお手伝いが必要な方の手助けをしています。
お気軽にお問い合わせください。

□子育て相談
談

９：００〜１７：００

電話相談

９：００〜１７：００

□例月のイベント（会場：支援センター）
◆子育てトーク（子育てについて気軽に話しましょう）
６月３日（水）
、７月８日（水）１０：３０～

◆体位測定（お子さんの身長・体重を計ります）
６月１５日（月）１０：３０～

◆誕生会に参加しましょう
６月２６日（金）１０：００～１１：３０

◆毎週水曜ミニミニタイム
（歌・手遊び・シアターなどお楽しみに）
９：００～１２：００

☆小学生の行事は「パ
ソコンを楽しもう」
など、ほかにもあり
ます。

◆盆踊りを楽しもう（小学生対象）

◆県警さちかぜ号による
交通安全教室（小学生対象）

面

☆行事のない日でも、
各センターは開館し
てます。お子さんと
一緒に遊びに来てく
ださい。

６月３０日（火）１０：３０～
講師 松井裕美先生（ベビーマッサージ認定講師）
※要予約 １０組限定
材料費自己負担

◆親子交通安全教室

（藤井保育園内 ☎

２３ー１５３５）

◆なかよし広場

６月３日（水）１５：００～
講師 韮崎警察署員

（☎

２３ー５５５０）

◆なかよし広場

□その他のイベント・講座
◆親子エアロビクス教室
６月９日（火）１０：３０～１１：３０
講師 斎藤晴美先生
場所 藤井保育園遊戯室
持ち物 室内シューズ ・飲み物

◆公園で遊ぼう
６月１２日（金）１０：００～
韮崎中央公園ちびっこ広場 現地集合
持ち物 おやつ・飲み物・弁当など

◆親子で楽しむ音楽会（要予約）
６月１９日（金）１０：００～１１：００
場所 藤井保育園遊戯室

◆親子手作りおやつ教室（要予約１５組）
６月２２日（月）１０：００～１２：００
講師 横森 千代子栄養士
場所 保健福祉センター２階
※材料費自己負担
持物 飲み物・エプロン・三角巾・スリッパ・スプーン

◆親子交通安全教室
７月１日（水）１０：００～１１：３０
講師 山梨県警職員「さちかぜ号」
場所 藤井保育園遊戯室
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新刊情報

今月のだっこの会

図書館流通センター ｢ 週刊新刊全点案内 ｣ １６１６号より

『闇の華たち』

わらべ歌や、手遊びな
ど日頃の親子のふれあい
にぴったり。遊びや絵本
に思わぬ反応が！楽しい
ですよ！

乙川優三郎著 （文藝春秋）
不埒を働き悪名を馳せる武士と、茶屋
の女中として働く武家の娘。客と女中
として茶屋で再会した幼馴染ふたりの
人生が交差する…。「悪名」ほか、封建
の世を生き抜く侍たちの凛とした気構
えを描く全６篇の短編を収録。

日時 ６月２５日（木）
１０：３０〜
場所 市民会館３階
和室

『ポロポロゆうびん』
ふみこ

竹下文子作

雨の降る日にお勧めの一冊

こばようこ絵
（あかね書房）

梅雨になり雨が降る日が
続くと、外出するのもおっ
くうになりますよね。そん
な日には、のんびり本を読
んではいかがでしょう。大
人のあなたにおススメの本。

とむくんがポロポロ島に手紙を出そう
とすると、郵便局長さんはとむくんに
切手をペタリ。すると、とむくんは手
紙になってしまった！飛行機や船に乗
り、サルの郵便配達に運ばれて、ハラ
ハラドキドキの旅に出発！
ほか多数

「極上掌編小説」
いしいしんじ他著
角川書店 2006.10 刊

今月の朗読のつどい
今月は“朗読の会 すずらん”のみなさまです。

ひときわ異才を放つ真っ赤な装丁。
石田衣良、伊集院静、歌野晶午、大岡玲など気
鋭の 30 人の現代作家による、心にしみる珠玉の
短編集。扉の向うに、いろいろな人生や世界を
垣間見る楽しみがある。あたかも各駅停車の旅
にあるような一冊である…。

日時 ６月６日（土） １４：００～
場所 市民会館４階 大会議室
「ともしび」
杉 みき子
「塩辛いおしぼり」
原田 宗典
「おいのり」
木下
卓
「ぎんめっきごみぐもの伝言板」
林原 玉枝

作
作
作

としょかんまつり

作

◆次回は、７月４日（土）を予定しています。

ぽらんさんの大型パネルシアターや、劇団ちちんぷいぷ
いさんの人形劇、みんなで楽しむハンドゲームなど、今
年ももりだくさん！お友だちを誘っておいでください！！

◎図書は、リクエストや予約もお受けいたします。
◎エレベーター前のリサイクル文庫にもご協力ください。
◎ご返却が遅れている方は、お早めに返却してください。

日時 ６月２０日（土） １４：００〜１５：３０
場所 市民会館５階 大ホール

韮崎市民合唱団
第 12 回 定期演奏会
■日

時

６月１４日（日）
開場１３時３０分 開演１４時
■場 所 東京エレクトロン韮崎文化ホール
■入場料 ５００円（当日券有り）
■プログラム ◇なつかしいあの頃のうた
◇合唱の世界
◇オリジナルオペレッタ
■ゲスト 韮崎シティジュニアコーラス
イヴニングダンディーズ
■後 援 韮崎市教育委員会・韮崎市文化協会
※送迎バス（無料）韮崎駅前（ライフガーデン側道路）
１３：１５発をご利用ください。
■お問い合わせ 韮崎市民会館
韮崎市民合唱団団長（林）
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☎２２ー１１２１
☎２２ー０１８８

編集
後記

～ひびけ歌声～ ３５周年記念

※今月のおはなし会はお休みします。
■６月の休館日 毎週月曜日、３０日 ( 火 )
◇韮崎市立図書館
（☎２２ー１１２１ ／ ２２－２９１０）

梅雨・紫陽花・衣替え・ホ
タル・アユ釣り・・・それから
「そらまめの塩茹で」・・６月と
聞いてすぐ頭に浮かぶもの。春から初夏
にかけては、たけのこ・玉ねぎ・レタス・
えんどうなどの野菜が次々と採れ、凝っ
た料理をしなくても（な～んて、実は作
れないけど・・）美味しくビールが飲めち
ゃいますよね。地元産の旬の野菜は生命
力が強く栄養分も多いから、食育だけじ
ゃなく新型インフルエンザ対策にも良い
かも！！そして韮崎市民ならもう一つ、甘
利山のレンゲツツジを忘れてはいけませ
ん。今年は出かけてみませんか？ （H）

