
　　
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！
☎２２―１１１１（内線２１６）

身のまわりにはひそんでいます！
さまざまな『製品事故』の危険が。
たとえば：
◆電子レンジで温めた飲み物がとつぜん
　噴き出した！

液体は加熱しすぎると、液体にスプーンを入れたりちょっと刺激した
だけで突然沸騰し、噴き出すことがあります。取り出すときは、少し
時間をおいたり、顔を容器の真上に持っていかないようにしましょう。

◆ＩＨで火を使っていないのに揚げ物の油がとつぜん発火！
極端に少ない油で揚物をすると、温度センサーが正確に働かず、発火
することがあります。揚物をする際は、指定されたコースを選んで調
理しましょう。

◆乾燥機で洗濯物を乾燥していたら、焼けてしまった！
油が付いた洗濯物を乾燥すると、油が酸化して熱が発生し、自然発火
することがあります。アロマオイル、機械油、ガソリン、食用油など
がよく落ちていない洗濯物は自然乾燥させましょう。

◆カセットコンロのボンベが爆発！
２台並べた上に大きな鉄板を乗せたため、カセットボンベの中の圧力
が上昇して爆発。２台並べて使ったり、コンロを覆うような大きな鉄
板や鍋は使わないようにしましょう。

◆自転車の前輪がロックして転倒！
ハンドルに下げていた傘が前輪に巻き込まれ、前輪が急にロックされ
た状態で転倒。自転車のハンドルに物をかけないようにしましょう。
前輪ガードを取付けるのもよいでしょう。

◆炊飯器の蒸気で大やけど！
炊飯器の蒸気口から出た湯気でやけどを負う場合があります。熱源の
でる家電（電気ジャーポット、スチームアイロン等）は１メートル以
上の高さに設置しましよう。

　いずれも正しい使い方をしなかったり、危険予知に配慮しな
かったために、起きた事故です。「製品を正しく使って事故を防ぎ
ましょう！」　

■お問い合わせ　商工観光課商工労政担当（内線２１６）

　　

A.手術麻酔は意識をとるための『全身麻酔』と術後の痛み緩和のため

の『局所麻酔（硬膜外麻酔などの神経ブロック） 』の併用で行われる施設がほとんどです。

　まず局所麻酔に関しては、麻酔効果はほとんど影響ありません。かつて局所

麻酔の効きが悪かった場合にお酒のせいにされていたことを聞いたことがあり

ます。それが積み重なってそのような誤解が生じていると思われます。

　全身麻酔に関しては確かにお酒を飲まれる方は眠るまでに必要な全身麻酔薬

の量は増えますが極端に増えることはありません。また眠るのに必要な量を調

節するために麻酔科医が担当するので、麻酔が効かないではないかという心配

することはありません。ただ、アルコールによる身体障害が生じている場合（依

存症や肝炎など）は麻酔効果とは関係ない症状がでることがありますので注意

が必要です。

Q.父が大腸の手術を予定しているのですが、お酒をたくさん飲みます。お酒を飲む人は麻酔が効きづらいと聞
いたことがあります。どうなのでしょうか。

　

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　３月１７日（日）まで　

　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

麻酔科　医長　三谷茂樹
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●冬の星空観察会
　19時～
　穂坂自然公園ふれあい
　センター
　【要予約】
●南アルプスリレー
　フォーラム
　受付：13時
　会場：東京エレクトロン
　　　　韮崎文化ホール
　【予約不要】
　（1月号P13を参照）
休館：  

すくすく教室
　対象児：H24年7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。

　 パパ・ママ学級
　　Eコース２回目　
　　受付：13時～
　　　　　13時30分
　　赤ちゃん抱っこ体験や
　　母乳栄養について行い
　　ます。

助産師さんとおしゃべり
　０～５か月児
　10時30分～11時30分
　卒乳・断乳の相談やママの
　健康相談など
　定員１０組【要予約】
4月から職場復帰ママの会
　13時30分～14時30分
　職場復帰の方の情報交換
　定員10組【要予約】
　持物：マイカップ

休館： （午前）

季節のあそび
　（ドキドキ☆バレンタイン）
　10時30分～11時30分
　大切な人に想いを届けちゃ
　おう♪楽しい遊びをご用意
　してお待ちしています。
　【予約不要】

図南極の氷展示
　（P16参照）

図おはなし会
　14時～14時30分
　対象：幼児～小学校低学年

休館：  

南アルプス登山の
　先駆者平賀文男展
　関連講座②
　13時30分～15時30分
　３階多目的ホール
　（P16参照）

図南極の氷展示
　（P16参照）

休館：    

抜き取ってご利用ください

2 月

　
休館：    

助産師さんとおしゃべり
　９～12か月児
　10時30分～11時30分
　助産師加茂友香さんによる
　卒乳・断乳の相談やママの
　健康相談など
　定員１０組【要予約】
のびのび教室
　対象児：H23年１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：  

季節のあそび
　（オニは～そと！）
　10時30分～11時30分
　もうすぐ節分。「おには～
　そと」のあそびをみんなで
　楽しみましょう【予約不要】
●老壮大学
　13時～15時
　カラー＆メイクで素敵な自
　分発見　～元気をつくるメ
　イクと色～
　カラー＆メイクアップスタ
　イリスト：山田優子

〔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）

2013
如
　
月

広報にらさき　

情報カレンダー

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

休館：図     

確定申告相談

■：申告会場
受付時間：９時～16時
P６～８を参照

確 　2月28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　
　2月12日（火）
　8時30分～
   企画推進担当（内線356）

今月の無料法律相談
納期限（口座振替日）
2月28日（木）
＊固定資産税      　第4期
＊国民健康保険税　第8期
＊介護保険料　　　第6期
＊後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　　第8期

収納課徴収・管理担当
（内線163～ 166）

今月の納税

2 3

5 64 7 8 9 10

1

2月6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】
　持物：マイカップ

2月5日
●税務署・県・市による
　無料申告相談
　10時～12時
　13時～16時
　市役所別館201会議室
　（P8参照）



　

休館：    

　　 　　 　　

　　　 　
　　　　　　

　

　　  　

　　　

１歳６カ月児健診
　対象：H23年 7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：図     

避難訓練
　11時頃
　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。【予約不要】
休館：

クラフトマーケット
　10時～13時
　素敵な手作りの品が、
　いっぱい！
休館： （午前）

川辺先生の子育て
　ワンポイント
　アドバイス
　10時30分～11時30分
　認定カウンセラー川辺修作
　先生からアドバイスを伺い
　ましょう。
　定員20組【要予約】

休館：交  図     

確  穴山公民館

確  清哲公民館

確  中田公民館

確  神山公民館

確  藤井公民館

確  旭公民館

確  穂坂公民館 確  円野公民館 確  韮崎市民交流
　 センター ニコリ

よちよち教室
　対象児：H24年3月生
　受付：13時～13時30分
　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。

にら★ちびまつり
　10時30分～11時30分
　みんなで元気にあそびま　
　しょう。【予約不要】
おそうじ大作戦
　13時30分～14時
　センターをおそうじしま　
　しょう。【予約不要】
★夜間納税相談
　18時～20時
　市役所１階収納課

図図書館 de南極を学ぼう！
　（大人の部）（P16参照）

図南極の氷展示
　（P16参照）

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

図図書館 de
　南極を学ぼう！
　（子供の部）（P16参照）

図南極の氷展示
　（P16参照）

★休日納税相談
　９時～12時
　市役所１階収納課

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

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
　14時～【要入場整理券】
　（裏面参照）

休館：

にこにこ子育て相談
　9時30分～16時　
　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】
体位測定（０歳児）
　10時30分～11時30分
　【予約不要】

休館： （午前）

３歳児健診
　対象児：H22年1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。
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：

休館：    

図南極の氷展示
　（P16参照）

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）

メルマガ会員限定
　手型サービス
10時30分～11時30分

　メルマガ会員の方には手型
　足型プレゼント
　【予約不要】
　図だっこの会
　　11時～11時30分
　　わらべ歌、絵本の読み
　　聞かせ、手遊びなど
　休館： 

体をあたためるお茶
　お菓子グッズの体験会
　10時30分～11時30分
　定員10組【要予約】
　託児有り
　　　　　休館：図 （午前）

休館：

2月21日　 誕生会
　13時30分～14時30分
　２月生まれのお子様をお祝
　いします。材料費100円
　定員10組【要予約】
　持物：マイカップ

2月21日
●武田の里ライフカレッジ
　13時30分～15時30分
　「小遊三のイキイキ人生」　
　落語家：三遊亭小遊三

確  大草公民館 確  龍岡公民館

11 12

18 19
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20

15 16 17
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21 22 23 24

25 26 27 28 2 3

2月20日
図代読ボランティア養成講座
　（１回目）
　13時30分～15時30分
　【事前申込】（P16参照）

2月27日　
４か月児健診　対象児：H24年10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。
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

2月27日
図代読ボランティア養成講座
　（２回目）
　13時30分～15時30分
　【事前申込】（P16参照）



　 

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

11日、14日
18日、21日
25日、28日

 6日、20日

13日 ー    5日
●市役所裏駐車場
　2日、9日、16日、　　
　23日
　１３時～１６時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　9日、23日
　１３時～１６時
●龍岡公民館グラウンド
　9日、２3日
　１３時～１６時

2月２3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 ー 27日 １2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

13日、27日

 6日 ー 19日

旭・大草・龍岡 ー 20日 26日

2月のごみ収集日程　生ごみはよく水をきる！可燃・不燃ごみは市指定のごみ袋で！資源リサイクル品は分別！（P9参照）

◇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
　こどもたちのヒーローウルトラマンダ
イナとサイ
エンスイン
ス ト ラ ク
ターの阿部
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防災に関する科学
実験を交えてお話ししていただきます。
ぜひご家族でご来場ください。
【全席自由】入場無料（要入場整理券）
※韮崎市民および韮崎市に通園・通学・
通勤する方、 またはその家族が対象です。

◇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
　よしもと人気芸人がくり広げる爆笑ラ
イブは必見です！
　ぜひこの機会にお楽しみください。
【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１日（金）１０時より発売開始！

■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 ４日（月）・２０日（水）

富士見、岩下、上の山 ５日（火）・２１日（木）

穂坂町、権現沢、上の原
上今井原、長久保　 ６日（水）・２５日（月）

穂坂町、日の城、三之蔵　　　　　
三ッ沢上下、飯米場 ７日（木）・２６日（火）

穂坂町、柳平、宮久保、鳥の小池 ８日（金）・２７日（水）

藤井町全区 １２日（火）・２８日（木）

中田町全区・穴山全区 １３日（水）

円野町全区 １４日（木）
　清哲町全区・神山町全区 １５日（金）

旭町全区  １８日（月）

大草町全区・竜岡町全区 １９日（火）

●老壮大学 １日（金）

●第２８回韮崎市社会福祉大会 ２２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）

こぶし号 老人福祉センターバス（2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。


