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：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～20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～17時（入館16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
　　産業観光課　農林振興担当
　　内線（223 ～ 225）

：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）
SLは冬季の為運行しません。 
※４月～ 10月間の運行

凡 

例

　 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２9年４月生まれ
韮高生とおしゃべり
１３時１0分～ １4時１0分
にら★ちび（２階）
対象：０～３歳児の親子　
　　　１0組 【要予約】

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「ブログ
キャンペーン」【予約不要】
すくすく教室
保健福祉センター
受付：１３時～
対象児：平成３0年４月生まれ

休館：

自然案内人
　のりのりと遊ぼう♪

１0時～ １１時３0分
韮崎中央公園 
集合：韮崎中央公園ＳＬ前
対象：就園前の親子１5組
　　　【要予約】
講師：キープ協会 田村の
　　　り子さん

●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）

パパママ学級
保健福祉センター
Ｃコースの３回目

【要予約】
受付：８時45分～
にらさきいきいき

　ウォーキング
９時２0分～ １２時
集合場所：穴山ふれあいホ
　　　　　ール（穴山公民 
　　　　　館）
受付：午前９時～
休館： （韮崎以外）

ママのための
　食育講座

１３時３0分～ １5時
ニコリ１階調理室

「簡単！手作りおやつ作り」
対象：１歳６か月以降の子
　　　と保護者
定員：１0名 【要予約】　
　　　（託児付）
参加費：２00円

●老壮大学
１３時～ １5時
ニコリ３階多目的ホール

うじゅうの森　
　東屋づくり
　プロジェクト

１0時～ １4時
うじゅうの森

【要申込】（P１7参照）
ワイヤーアート講座
１4時～ １6時
ニコリ２階会議室９

【要申込】（P１6参照）

休館：休館：
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　　 　 　 　１歳バースデー
１３時～ １4時
にら★ちび（２階）
参加費：１00円
定員：１0組 【要予約】
県民の日無料開放

休館：

●イルミネーション 
　in にらさき点灯式

１8時～　
韮崎駅前広場

休館：   
　　　

うじゅうの森
　秋の森あそびと
　ほうとうを楽しもう！

１0時～ １4時
うじゅうの森
講師：キープ協会 西尾有
　　　香音さん

●生涯学習フェスタ'18
9時～ １7時40分
東京エレクトロン韮崎文化
ホール

【入場無料】
休館： （韮崎以外）

にらちびまつり
１0時～ １３時
にら★ちび（３階）

（P１7参照）
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】

休館： （午前）

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】
こぶしっこくらぶ
１0時３0分～ １２時
老人福祉センタ―
定員：１0組 【要予約】

休館：

勤労感謝の日
図書館ｄｅ

　ブックカフェ恋活
１３時～ １9時
韮崎市立大村記念図書館

【要申込】
（P１6参照）

休館：

●生涯学習フェスタ'18
9時～ １5時
東京エレクトロン韮崎文化
ホール

【入場無料】
プロジェクト[Ｎ]

　おやこでクッキングパン①
１4時～ １5時３0分
ニコリ２階会議室９・ニコ
リ１階調理室

【要申込】（P１6参照）

休館：
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還付金詐欺にご注意！
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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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、皆
で折り紙作りをします
対象：幼児～小学校低学年 
　　　【申込不要】

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：

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１２組 【要予約】
助産師：加茂友香さん

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】
U-25ママの会
１３時～ １4時
にら★ちび（２階）
対象：２5歳以下のママ
参加費：１00円
定員：１0組 【要予約】

休館： 休館：

うじゅっこ
１0時45分～
１３時３0分
うじゅうの森

「秋の森散策」
定員：非会員・未就園の親
　　　子３組 【要予約】 
参加費：会員３00円/１家族

　非会員500円/１家族

休館：

キッズひろば
１0時～ １4時
にら★ちび（２階）
対象：１歳～ ２歳くらいま　　　
　　　でのお子さんと保護　　　　　　
　　　者の方 【予約不要】
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１0月生まれ

休館：
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〔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４階401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４階401会議室
　（９日（火）のみ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

11月22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　
11月12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)
11月30日 （金）

※国民健康保険税  5期
※後期高齢者医療保険料

             5期

税務収納課　収納推進担当
（内線 163 ～ 166）

今月の納税

11月17日
●NIRAマルシェ×本町リトルマルシェ　まちなかミニシアター

１１時～ １6時　ニコリ１階
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）
かんたん木工作　１３時～ １5時　にら★ちび（３階）
講師：三井茂さん　参加費：500円　【予約不要】※数に限りあり

　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】
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7月生まれ

休館：

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

「木の実・はっぱであそぼう」
集合：韮崎中央公園ＳＬ前
　　　１0時
定員：１5組 【要予約】
にら★ちび音楽部 
１３時１5分～（P１7参照）
にら★ちび（３階）

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】

休館：

まあるいカフェ
１0時～ １１時３0分
にら★ちび（２階）
対象：０～６歳児の保護者
　　　８組 【要予約】
参加費：１00円

休館： （午前）

■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

30	2928272611月27日
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１２月生まれ
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】

文化の日
●珠玉の近代陶芸
　～ TKK岩下幹コレクション～

１２月２4日（月）まで
ニコリ地下１階
アートギャラリー１・２
観覧料：一般・大学生
　　　　500円

休館： 休館：

避難訓練
１１時～ １１時３0分
にら★ちび（３階）

【予約不要】

ケロケロ隊の日
　「穂坂自然公園に
　行こう！！」

１0時３0分～ １１時３0分
穂坂自然公園 (雨天中止)
対象：未就学児とその保護
　　　者１5組 【要予約】
ママのためのマネー講座
１３時～ １4時
にら★ちび（２階）
定員：１0組 【要予約】

休館： （午前）
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11月１日
トワイライトひろば　
１7時～ １9時
にら★ちび（２階）
お気軽にお立ち寄りくだ
さい

【予約不要】

11月６日
おそうじ大作戦
１３時～　
にら★ちび（３階）

【予約不要】

1
11月７日
●新年度保育所等入所
　説明会

１0時～　
ニコリ３階多目的ホール
３歳児健診
保健福祉センター
受付：１３時～
対象児：平成２7年１0月
　　　　 生まれ

「パン呑み～作って呑ん
　で楽しむ秋～」展示

～ ２9日まで（Ｐ１6参照）

11月８日
ブログキャンペーン

　１0時～ １１時　【予約不要】
　にら★ちび（３階）

パパママ学級　
　保健福祉センター
　受付：１３時１5分～　
　Dコースの１回目 【要予約】

11月15日
トワイライト

　ひろば　
　１7時～ １9時　
　にら★ちび（２
　階）【予約不要】

「百寿記念－堀文子展」
　開催中

１２月２日（日）まで
韮崎大村美術館

11月25日
よりみちアート
１３時～ １5時　にら★ちび（３階）

「クリスマスオーナメントを作ろう」
講師：羽中田桂子さん
材料費：３00円※数に限りあり 【予約不要】

11月９日
にっこりベジ団 お野菜アートワーク
１0時３0分～　にら★ちび（３階）【予約不要】



こぶし号 老人福祉センターバス（11月巡回日程）

　

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）

  １日、５日
  ８日、12日
15日、19日
22日、26日
29日

7日、21日

ー 28日         6     日 3日、10日、17日、
24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
17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 14日 ー 13日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 2 日、 6 日

9 日、13日
16日、20日
27日、30日

14日、28日

ー 21日 20日
第４土曜
24日

旭・大草・龍岡 7   日 ー 27日

11月のごみ収集日程

TOKYO ELECTRON NIRASAKI ARTS HALL

　　　

市民の味方　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
または401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

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。

information
インフォメーション

消 費 生 活 相 談

難しい問題ですね。まず電子たばこは液体を加熱してエアロゾル
を発生させるものです。
日本ではニコチンを含む液体は市販されていませんが、海外では

ニコチンを含む液体も販売されており危険です。
一方加熱式たばことは葉たばこを直接加熱してニコチンを含むエアロゾル
を吸引する仕組みです。従来のたばこに比べてタールは削減されています
が、依存性のあるニコチンやその他の有害物質も含まれており、受動喫煙の
危険は変わりません。むしろ煙が見えないだけに心配です。 
たばこがやめられないのはニコチン依存症によるものです。従来のたばこか
ら電子たばこや加熱式たばこに替えようと思っているということは、禁煙を
しようという気持ちがあるのでしょう。
禁煙外来を受診することをお勧めします。

なかなか禁煙できず、電子たばこや加熱式たばこに替
えてみようかと考えていますがいかがでしょうか。Q.

A.

アドバイザー 韮崎市立病院
内科 科部長　池田　フミ

文化ホールインフォメーション

百寿記念―堀文子展

■開催期間　９月８日（土）～12月２日（日）まで

　細かく美しい刺繍をあしらった民族的な衣装を着
て指先を軽く口元に添え、まっすぐな目線でこちら
をじっと見つめる女性。この作品をテレビ番組「徹
子の部屋」で見かけたことがある人もいるのではな
いでしょうか。番組のスタジオにかけられているの
はレプリカで、展覧会ではこの原画が展示されてい
ます。刺繍の部分には銀箔が使われていて、王女の
上品な雰囲気を引き立てています。
　展覧会では、《アフガンの王女》を含む約40点の
作品を一堂に展示し、堀文子の世界をご紹介してい
ます。

　外は秋めいて、お出かけしやすくなりました。芸
術の秋を味わいにぜひ美術館へお越しください。
■開館時間
10時～17時まで
（入館は16時半まで）
■休 館 日
７日、14日、21日、28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
【県民の日（20日）は無料】

■問い合わせ 
  （休館日除く、10時～ 17時）
　韮崎大村美術館　☎・  23 ｰ 7775

堀文子《アフガンの王女》

化粧品、健康食品の
定期購入

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  12 日（月）・27 日（火）
富士見、岩下、上ノ山  13 日（火）・29 日（木）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 14 日（水）・30 日（金）
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 15 日（木）
藤井町全区  2 日（金）・19 日（月）
中田町全区・穴山町全区  5 日（月）・20 日（火）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区 
  6 日（火）・21 日（水）
旭町全区   7 日（水）・22 日（木）
大草町全区・龍岡町全区  8 日（木）・26 日（月）
●ひとり暮らし老人ふれあい交流交歓会  1 日（木）
●中田町福祉まつり  ９日（金）
●老壮大学  16 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）

化粧品、健康食品、ダイエット食品、はちみつ等に多い相談です。「キャ
ンペーン」や、「お試し」等で誘い、1回だけの購入と思っていたら実は定
期購入だったというものです。電話勧誘では、業者は説明したと言います
が、言った言わないの話になってしまいます。ネット注文の場合は、画面
の下の方に書いてあったり、注文書式になった時に初めて定期購入という
ことが分かるというものもあります。上記のものを注文する場合は、定期
購入かどうか必ずご確認ください。

 事例1　契約者：83歳女性　相談者：契約者の娘                       

母宛てにグルコサミン入りのサプリメントの送付状と請求書が送られてき
た。1口￥５００で、1０口送るとある。商品はまだ送られてきていない。母
に尋ねると、頼んだ覚えはないと言う。

    ≪アドバイス≫                                                                       
ハガキに、「申し込んだ覚えはないので、商品を送らないよう、また、
今後一切勧誘の電話はしないように」という内容を書き、簡易書留で
業者に送るようアドバイスした。

 事例2　契約者：72歳女性　相談者：契約者の娘                                

母が、電話で美容液お試しキャンペーンを勧められ申し込んだ。コンビニ
払いで￥1,０００払った。説明を受けた覚えはなかったが、定期購入になっ
ていて、翌月2本送られてきた。仕方がないので￥8,５００を支払った。こ
れからは、送ってほしくないので電話（ナビダイヤル）をするが、いつも混
み合っているので連絡が取れない。

    ≪アドバイス≫                                                                                       
ナビダイヤル以外にも、固定の電話番号があれば、そちらに電話する
こと。最初の勧誘では、定期購入の説明はなかったので、契約の解除
と返金、今後商品の送付はしないよう求めてみるようアドバイスし
た。娘さんから契約解除と返金に応じて貰えたとの連絡があった。

発売中・音楽の絵本～Ｗクインテット～
11月11日（日）13:00開場/13:30開演
ズーラシアンブラス、ズーラシアンウッドウ
インズが韮崎に登場！ 0才のお子様からご
入場いただけます。
　　　　　　大人2,000円　高校生以下
1,000円　親子券2,800円　フレンズ会員親
子券2,500円
※3才以上チケット必要。２歳未満は膝上１名
　無料、お席が必要な場合は有料。

発売中・島津亜矢コンサート2018
11月17日（土）
［１回目］11:00開場/11:30開演
［２回目］15:00開場/15:30開演
演歌の申し子・島津亜矢の韮崎公演。洋楽・
歌謡曲も披露！
　　　　　　 一般6,500円　フレンズ会員
6,000円
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

発売中・渡辺香津美＆奥村愛 with Strings
「TOKYO WANDERER」
2019年１月19日（土）15:30開場/16:00開演
トップジャズギタリストと、ヴァイオリニス
ト達との美しい音の共演。お得なペア券で

指定席（税込）

指定席（税込）

どうぞ。
　　　　　　 一般4,000円　ペア券7,200
円フレンズ会員3,500円
※未就学児のご入場はご遠慮ください。

お問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール

☎ 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。

◇みんなで創るにらさきの文化プロジェクト
 韮崎の民話　大型紙芝居劇　『縁切り橋』

～市民による上演のお知らせ～
11月25日（日）14:00開演

【全席自由】入場無料
東京エレクトロン韮崎文化ホール  大ホール

指定席（税込）
(韮崎市生涯学習フェス
タ‘18芸術鑑賞部門)
このプロジェクトは、韮
崎の文化を育み、地域が
元気になることを目的に
した市民プロジェクトで
す。総勢60名の市民が
プロジェクトのメンバー
として参加し、中田町に
伝わる民話『縁切り橋』をもとに紙芝居を制
作し、劇・合唱をつけた「大型紙芝居劇」と
して上演します。プロジェクトリーダーの山

梨住みます芸
人ぴっかり高
木といしいそ
うたろうさん
も劇に出演し
ます。ぜひ、
みなさんでご
覧ください。

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
韮崎市中央公民館　☎ 20-1115

ⓒYosuke Komatsu（ODD JOB） ⓒWataru Nishida


