
月 火 水 木 金 土 日

　

休館： （韮崎以外）

妊婦さん&
　0歳児ひろば

10時～ 14時
にら★ちび（２階）

【予約不要】
ファミサポ説明会
10時30分～ 11時30分
にら★ちび（3階）
対象：韮崎市在住の0歳児
　　　から小学生の保護者
　　　【要申込】

休館： （韮崎以外）

ぷれすべいびー
　くらぶ
（にら★ちびは休館日）
10時～ 11時30分
にら★ちび（２階）
対象：0 ～ 10か月までの
　　　赤ちゃんとママ
参加費：100円
定員：10組【要予約】

休館：
　　　

ブログキャンペーン
10時～ 11時
にら★ちび（3階）

【予約不要】
子育てワンポイント

　アドバイス
10時30分～ 11時30分
にら★ちび（２階）
定員：20組【要予約】

休館： （午前）

にこにこ子育て相談　
　 ９時30分～ 15時
　 保健福祉センター
【要予約】
避難訓練
11時～ 11時30分
にら★ちび（3階）
にら★ちびの危機管理につ
いてお伝えします

【予約不要】

休館： 休館：

休館：

妊婦さん＆
　0歳児ひろば

10時～ 14時
にら★ちび（２階）

【予約不要】
１歳６か月児健診
保健福祉センター
受付：13時～
対象児：平成2８年11月生
　　　　まれ

休館：

キッズひろば
10時～ 14時
にら★ちび（２階）

【予約不要】
　対象：1～２歳児と保護者

のびのび教室　
保健福祉センター
受付：13時～
対象児：平成2８年5月生まれ
おそうじ大作戦
13時～　【予約不要】
にら★ちび（3階）

休館：

〔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

〔毎月第４木曜日・要予約〕
■無料法律相談
　13時～ 16時
　市役所４階401会議室
　問：政策推進担当（内線356）

〔毎月第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：政策推進担当（内線356）
 

〔毎週火曜日・第1・3水曜日〕
■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）

〔毎週火～土曜日・要予約〕
子育て相談

　９時～ 17時
　問：☎23-7676

〔随時・要予約〕
■家庭児童相談
　問：子育て支援担当（内線179）

市民栄養相談
〔毎月第 2 火曜日〕

もの忘れ相談
　９時30分～16時
　問：☎23-4464

相談等 ※祝日は実施しません

還付金詐欺にご注意！

　

　　 　 　 　

にら★歩歩くらぶ
　まちなか美術館
　さんぽ（雨天中止）

10時～ 11時30分
韮崎市商店街

（P17参照）【要予約】
３歳児健診
保健福祉センター
受付：13時～
対象児：平成27年5月生       
　　　 　まれ

妊婦さん＆
　0歳児ひろば

日替わりカフェは「ブログ
キャンペーン」
10時～ 14時
にら★ちび（２階）

【予約不要】
うじゅっこ

「じゃがいもほり」
うじゅうの森
10時45分～ 13時30分
定員：10組【要予約】　
休館：

助産師さんと
　おしゃべり

にら★ちび（２階）
６～ 12か月児　
10時30分～ 11時30分
0 ～5か月児　13時～ 14時
オイル代：200円
定員各15組【要予約】
助産師：加茂友香さん
トワイライトひろば
17時～ 19時【予約不要】
にら★ちび（２階）

休館： （午前）

バルーンアート
13時～ 15時
にら★ちび（3階）

【予約不要】
朗読のつどい
14時～ 15時
ニコリ２階会議室９

【申込不要】（Ｐ16参照）
●小田川ほたるまつり

1８時～ 21時30分
柳原神社境内前広場

休館： （韮崎以外）

歯科衛生士さんと
　おしゃべり

10時30分～ 11時30分
にら★ちび（２階）
持ち物：歯ブラシ
定員：15組【要予約】

●老壮大学
13時～ 15時
ニコリ3階多目的ホール

にら★ちび
　森の公園くらぶ
　（雨天中止）

10時～ 11時30分
韮崎中央公園

「すなあそびをしよう」
集合：韮崎中央公園SL前
　　　10時
定員：15名【要予約】

休館：
休館：
　　　

三ツ星シネマ
　上映会！第６弾
　「ボブという名の猫～幸せ
　のハイタッチ～」

９時45分～ 12時
13時15分～ 15時30分
ニコリ２階会議室９

【要申込】（Ｐ16参照）

休館：

妊婦さん＆
　0歳児ひろば

10時～ 14時
にら★ちび（２階）
日替わりカフェは「3階の
にら★ちびへ行こう」

【予約不要】
よちよち教室
保健福祉センター
受付：13時～
対象児：平成29年７月生
　　　　 まれ

休館：

凡 

例

：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）
　　　☎23ｰ6886　

：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）

：児童センター　開館時間：10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

：韮崎市子育て支援センター
　　開館時間：9時～17時
　　☎23ｰ7676　 23-7678

：韮崎市立大村記念図書館　
　　開館時間：10時～20時（土日祝は9時～20時）
　　☎22ｰ4946　 22-4950

：青少年育成プラザ「ミアキス」　
　　開館時間：15時～21時30分
　　（土日祝は9時30分～ 21時30分）
　　☎45ｰ9919

：韮崎大村美術館
　　開館時間：10時～18時（入館17時半)
　　☎ 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：9時30分～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：8時30分～22時
　　（日曜日及び月曜日が祝日の場合
　　8時30分～ 17時）
　　☎ 22ｰ0498

：穂坂自然公園　
　　4月～ 11月：9時～ 17時
　　12月～ 3月：冬期休館
　　☎37 ｰ 4362

：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

〇乳幼児の健診
　持物：母子健康手帳、バスタオル、
　　　　保険証、印鑑
〇子育て教室
　持物：母子健康手帳、筆記用具など
〇育児健康相談等
　持物：母子健康手帳
〇健康づくり教室
　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）

韮崎で生まれた
　大実業家 小林一三
　 生誕145周年記念・宝塚  
　 音楽学校100周年記念講
　演会

13時30分～ 15時
ニコリ２階会議室９

【申込不要】（Ｐ16参照）

休館： （韮崎以外）

●武田の里ライフ
　カレッジ

13時30分～ 15時15分
東京エレクトロン韮崎文化
ホール

休館： （午前）

親子で楽しもう！
　リズム体操

10時30分～ 11時30分
多目的ホール（ニコリ3階）
講師：齊藤晴美先生
対象：0～3歳児親子　　
　　　25組【要予約】
４か月児健診
保健福祉センター
受付：13時～
対象児：平成30年２月生
　　　　 まれ

休館：

妊婦さん＆
　0歳児ひろば

10時～ 14時
にら★ちび（２階）
日替わりカフェは「栄養士
相談」【予約不要】

休館：

休館：

休館：

にこにこ子育て相談
９時30分～ 15時
保健福祉センター

【要予約】
ケロケロ隊の日
10時15分～ 11時30分
にら★ちび（3階）

【予約不要】

休館：

パパママ学級
保健福祉センター
受付：８時45分～
Aコースの3回目

【要予約】

休館： （韮崎以外）

よりみちアート
「ぼうしをつくろう！」
13時～ 15時
にら★ちび（3階）
材料費：300円
講師：羽中田桂子さん

【予約不要】

休館：

まあるいカフェ
10時～ 11時30分
にら★ちび（２階）
参加費：100円
対象：0～６歳児の保護者
　　　８組【要予約】
おたまじゃくしフリーマー

　ケット
10時～ 12時
多目的ホール（ニコリ3階）

（P17参照）【予約不要】

休館： （午前）

月６ 2018
June
水無月

広報にらさき

情報カレンダー

●特設人権相談
10時～ 15時
ニコリ1階会議室

■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ｰ1111　 22ｰ8479
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市役所が電話で税金等の還付について、
ATMの操作を指示することはありません

診察科目 診察日 受付時間 休診日

内科・小児科・外科・
整形外科・放射線科・
脳神経外科・眼科・
リハビリテーション科

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
※眼科　　　　　木曜　午前休診　午後（予約制）
※泌尿器科　　　　　　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
※リウマチ外来　木曜　午後1時～午後４時

土曜・日曜・祝日・年末年始
※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。

泌尿器科 第2・4火曜
スポーツ外来 木曜

（午後）リウマチ外来

内科専門外来 診察日 受付時間
胆嚢・肝臓 月曜 午前

８時30分

午前11時

呼吸器 火曜
消化管 水曜
肝　臓 金曜

腎　臓 火曜 午後1時

午後4時循環器 金曜

韮
崎
市
立
病
院
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６月28日（木）
13時～ 16時
市役所４階401会議室
１人30分以内　定員６名
※予約受付日　
６月11日（月）
8時30分～
総合政策課  政策推進担当

（内線355～357）

今月の無料法律相談

納期限(口座振替)
７月２日（月）
※介護保険料 2 期

税務収納課　収納推進担当
（内線 163 ～ 166）

今月の納税

６月13日
すくすく教室　保健福祉センター

　受付：13時～　　対象児：平成29年11月生まれ
パパママ学級　保健福祉センター

　受付：13時15分～　　Aコースの２回目【要予約】
えいごdeおはなし会　韮崎市立大村記念図書館

　13時15分～ 13時30分　対象：乳幼児　【申込不要】

６月26日
県外出身ママの会
13時～ 14時
にら★ちび（２階）
参加費：100円
定員：10組【要予約】

６月28日
だっこの会
11時～ 11時30分
韮崎市立大村記念図書館
わらべ歌、絵本の読み聞
かせ、手遊びなど
対象：乳幼児【申込不要】
トワイライトひろば
17時～ 19時
にら★ちび（２階）

【予約不要】

中央公園ミニSL運行日
6/3、10、17、24

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伴で無料）

「情報リテラシーってな
　んだろう？」展示

韮崎市立大村記念図書館
～ 2８日まで（Ｐ16参照）

６月９日
おはなし会
14時～ 14時30分
韮崎市立大村記念図書館
おはなしが終わった後、
みんなで折り紙作りをし
ます。
対象：幼児～小学校低学   
　　　年【申込不要】

６月27日
ファミサポ説明会
10時30分～ 11時30分
にら★ちび（3階）【要申込】
こぶしっこくらぶ
10時30分～ 12時
老人福祉センター
定員：10組【要予約】
うじゅっこ

「小麦刈り」
10時45分～ 13時30分
うじゅうの森
定員：10組【要予約】

６月19日
１歳バースデイ　
13時～ 14時
にら★ちび（２階）
参加費：100円
定員：10組【要予約】

５月15日
ママのための食育講座

「簡単！手作りおやつ作り」
13時30分～ 15時
対象：1歳６ヵ月以降の子の保護者
参加費：200円

事業主のみなさまへ
労働保険料と一般拠出金の申告・納付はお早めに

～６月１日から７月10日までに～

○問合せ先
　山梨労働局労働保険徴収室　　☎055-225-2８52
　甲府労働基準監督署（労災課）　☎055-224-5619



　

韮崎大村美術館企画展 
いきものたちの世界

■開催期間　６月９日（土）～９月２日（日）まで
　「いきもの」は、時代や国を問わず、多くの画
家たちに描かれてきました。その表現された世
界は実に多彩で、本
物そっくりであった
り、抽象化した色と
形による表現であ
ったりと、「いきも
の」という対象を通
して、画家たちはさ

まざまな表現でメッセージを伝えています。本展
では、収蔵品の中から精選し、描かれたいきもの
たちの世界をご紹介します。いきものたちを見つ
める画家たちの眼差しをお楽しみください。

■開館時間　10時～18時（入館は17時半まで）
■休 館 日　６月４日～８日まで展示替えのため

休館。
　　　　　　その他、13日、20日、27日
■入 館 料　大人500円 / 小・中・高生200円
　　　　　　市内に在住・在学の小中高校生は無料
■問い合わせ（休館日除く、10時～18時）
　韮崎大村美術館　☎・  23ｰ7775

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 (毎週土曜日) 月1回

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 2日、 9日、16日、
23日、30日
13時～16時
●市役所裏駐車場
●竜岡公民館
　グラウンド

※荒天時は中止と
　なります。

第３土曜
16日

９時～ 11時（時間厳守）
●エコパークたつおか
へ直接搬入
運転免許証により、韮崎市民
であることおよび住所の確
認をします。
※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
29日

 13日、27日

6日 ー 19日
第４土曜

23日
旭・大草・龍岡 ー 20日 26日

６月のごみ収集日程

こぶし号 老人福祉センターバス（６月巡回日程）TOKYO ELECTRON NIRASAKI ARTS HALL

　　　

市民のみかた　消費者生活相談窓口
おかしいな？と思ったらまずは相談
消費者相談トラブルにあったら
毎週火曜日・第１第３水曜日は消費生活相談員が市役所の102 会議室で
相談を承ります。

産業観光課商工労政担当
☎ 22-1111( 内線 216)
月～金曜日
8時30分～17時15分

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）・18日（月）・29日（金）

富士見、岩下、上ノ山 　　　　　           5日（火）・19日（火） 

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
                                                                       ６日（水）・20日（水）

穂坂町、日の城、三之蔵、三ッ沢上下、飯米場、
柳平、宮久保、鳥の小池                      7日（木）・21日（木）

藤井町全区                                         ８日（金）・22日（金）

中田町全区・穴山町全区                    11日（月）・25 日（月）

円野町全区・清哲町全区・神山町全区 
                                                        12日（火）・26日（火）

旭町全区                                           13日（水）・27日（水）

大草町全区・龍岡町全区     １日（金）・14 日（木）・28 日（木）

●老壮大学                                                     15 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。
■問い合わせ  老人福祉センター（☎ 22-6944/ 22-6980）

休日・夜間の緊急医療連絡先
●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

●小児救急電話相談窓口
・山梨県小児救急電話相談　
　☎＃8000（短縮ダイヤル）
　☎055-226-3369(ダイヤル回線)
・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
受付時間(※共通)
　平日　午後７時～翌朝午前７時
　土 　 午後３時～翌朝午前７時
　日祝及び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。

平成29年度の後半から、特に架空請求ハガキのご相談
が増えています。
届いても、絶対連絡はしないでください。
（平成29年12月号の広報に詳しく掲載してあります。）

全国的に多いのは、スマホ、携帯電話に送られてくる「迷惑メール」です。
一般財団法人日本データ通信協会が発行している「迷惑メール対策
BOOK（2018年度版）ヒヤリ・ハット体験SONG」のだまされないポ
イントをまとめました。太字のところを特に注意してください。

迷惑メールに　だまされた！　クリックしたら　だまされた！
サイトを見たら　登録料　解約したら　延滞金
見なきゃ良かった　だまされた！　迷惑メールに　だまされた！

迷惑メールで　ぬすまれた！　アプリを入れたら　ぬすまれた！
知らないうちに　とられてた　住所に写真　アドレス帳
入れなきゃ良かった　ぬすまれた！　迷惑メールで　ぬすまれた！

迷惑メールに　だまされた！　返事をしたら　だまされた！
当選通知に　よろこんで　1億円に　とびついちゃった
無視すりゃ良かった　だまされた！　迷惑メールに　だまされた！

迷惑メールに　だまされた！　銀行の名前で　だまされた！
IDパスワード　盗まれた　勝手に振込み　されちゃった
信じちゃいけない　だまされた！　迷惑メールに　だまされた！

迷惑メールに　だまされた！　アイドル信じて　だまされた！
相談相手になってねと　ポイント買わされ　だまされた
買わなきゃ良かった　だまされた！　迷惑メールに　だまされた！

　　　　 架空請求

information
インフォメーション

消 費 生 活 相 談

骨粗鬆症とは、骨の量が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病
気です。骨粗鬆症自体には自覚症状はありませんが、骨粗鬆症に
より背骨などに骨折を生じるとその部位に痛みがでます。日本には

1300万人程度の骨粗鬆症の患者さんがいるとい
われており、高齢化に伴ってその数は増加傾向

にあります。特に女性では50歳以上の３人に１人が骨粗鬆症といわれてお
り、50歳以上の３人に１人が背骨を、５人に１人が太ももの付け根の骨を
生涯のうちに骨折するといわれていて、寝たきりになる原因の一つとなっ
ています。骨粗鬆症の治療として、薬による治療、食事療法、運動療法が
挙げられますが、一旦骨が弱くなりすぎてしまうと再び骨を強くするのは
難しくなりますので、50歳以上の方で今まで検査を受けたことがない方は
整形外科などを受診して骨密度検査を受けてください。

骨粗鬆症とはどのような病気ですか。
症状はありますか。Q.

A.

アドバイザー  韮崎市立病院
整形外科 医長　松木　寛之

文化ホールインフォメーション

◇ロビーコンサートby松田兄弟
 （エントランス）

6月21日（木）12:00開演（約30分）
どなたでも観て聴いてい
ただけます。ピアノ連弾
ユニット松田兄弟による
ポップなブギウギサウン
ドをお楽しみください！
【自由席・入場無料】

◇陸上自衛隊 東部方面音楽隊 
　ふれあいコンサートin韮崎（大ホール）

7月15日（日）13:00開場／14:00開演
ご要望の声が多かった自衛隊コンサート開催
します！
【自由席・入場無料（要入場整理券）】
★6月3日(日)午前9時～入場整理券配布開始

※お一人様
４枚まで

※整理券が
なくなり
次第配布
終了

◇シネマ倶楽部in韮崎（大ホール１階）
7月22日（日）
10:30開演「映画ドラえもん のび太の宝島」
14:00開演「DESTINY 鎌倉ものがたり」
子ども達に大人気のドラえもん最新作と、堺
雅人主演のファンタジー超大作を上映。ご家
族と、お友達と、もちろんお一人でも、是非
ご覧ください！
★6月2日（土）午前10時～チケット発売開始
　【自由席・一般前売800円　高校生以下前
　売500円】
　※シニア割（65歳以上）、障がい者割あり。
　　ご購入の際確認できるものが必要です。
　※各作品１回上映、入れ替え制。各回にチ
　　ケットが必要です。開場は開演30分前。

※６月21日、７月22日は軽食の販売があり
　ます。

お問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール

電話 20-1155　 22-1919
※駐車場の収容台数は限りがあります。ご来場は
　なるべく公共交通機関をご利用ください。

◇第24回武田の里音楽祭 合唱出演者募集!!
　一般財団法人　武田の里文化振興協会およ
び市教育委員会では、12月9日（日）に第24
回武田の里音楽祭を開催します。
　今年は『山から韮崎　水の旅』と題し、
オーケストラをバックにオリジナルメドレー
を混声合唱で歌います。初めての方も大歓迎
です。奮ってご参加ください。
　練習は別表の日程で会場は東京エレクトロ
ン韮崎文化ホールまたはニコリです。
　参加ご希望の方は申込書がありますので、
当財団までご連絡ください。（※練習時の受
付も可能です。）

お問い合わせ
一般財団法人　武田の里文化振興協会

☎30-0510　 30-0511

練習日程表（予定）
7月  7日(土) 14:30～ 10月13日(土) 15:30～
7月14日(土) 15:00～ 10月20日(土) 15:15～
7月21日(土) 15:00～ 10月27日(土) 15:15～
8月  4日(土) 13:30～ 11月  3日(土) 15:15～
8月25日(土) 15:00～ 11月10日(土) 15:15～
9月  8日(土) 15:15～ 11月17日(土) 15:30～
9月15日(土) 15:15～ 12月  1日(土) 15:15～
9月22日(土) 15:30～ 12月  8日(土) リハーサル

10月  6日(土) 15:15～ 12月  9日(日) 本番

覚えのないページや、当選、高額副業というサイト
にはアクセスしないようにしましょう。

岡田節子《乳を飲む子牛》


