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広報にらさき

情報カレンダー

：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・祝日の翌日）

：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30分）
　　☎ 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
　　（日曜日およ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）

凡 

例

　即位礼正殿の儀
にらみんで秋まつり
（雨天中止）
10時〜　P�

休館： 休館：

にら★ちびまつり
10時〜　P�
だっこの会
11時〜　P�

休館： （午前）

図書館祭り　P�
　古本市
9時〜
　サイエンスショー
10時30分〜
ニコリ2階イベントスペース

　落語
13時30分〜
ニコリ3階多目的ホール
企画展記念講演会
13時30分〜　【要申込】
（受付：13時〜）
休館： （韮崎以外）

にこにこ子育て相談
9時30分〜
（15時まで）【要予約】
にらちびデビューDAY
10時20分〜

●老壮大学
13時〜
ニコリ3階多目的ホール

よりみちアート
13時〜

休館：
休館：
　　　

262524232221 27

　 　 　４か月児健診
［Ｒ1年6月生］
受付：13時〜
妊婦さん&0歳児ひろば
10時〜
あかちゃん抱っこ体験
13時30分〜　【要予約】
韮崎北東小学校　P�

休館：休館：

韮崎市老人福祉
　センターまつり
10時30分〜

休館： （午前）

よちよち教室
［Ｈ30年11月生］
受付：13時〜
キッズあーとくらぶ
10時30分〜　【要予約】
1歳バースデー
13時〜　【要予約】

休館：

31302928

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

にら歩歩くらぶ
10時15分〜　
【要予約】
マルス穂坂ワイナリー

休館：

妊婦さん&
　0歳児ひろば
10時〜
韮崎市ファミサポ説明会
10時30分〜　【要申込】

休館： 休館： （韮崎以外） 休館：

にらまるくらぶ
10時〜　【要予約】
避難訓練
11時〜

休館： （午前）
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■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

ちびっこ
　キャラバン隊と
　遊ぼう
10時30分〜
おはなし会と折り紙遊び
14時〜　P�

休館： （韮崎以外）

●韮崎市制施行
　65周年記念式典
9時〜　P�
●韮崎市制施行
　65周年記念講演
10時30分〜　P�
東京エレクトロン韮崎文化
ホール・大ホール
●武田の里フェスタ・韮崎
10時30分〜　P�
駅前中央通り〜本町通り

休館：

にこにこ子育て相談
9時30分〜
（15時まで）【要予約】
韮高へ行こう
9時50分〜　【要予約】
韮崎高校　P�
まあるいカフェ
13時〜　【要予約】

ブログキャンペーン
10時〜
子育て

　ワンポイントアドバイス
10時30分〜　【要予約】

休館：

３歳児健診
［H28年9月生］
受付：13時〜
妊婦さん&0歳児ひろば
10時〜
おそうじ大作戦
13時〜

休館：

パパママ学級
［Cコースの２回目］
受付：13時15分〜　【要予約】
すくすく教室
［Ｈ31年3月生］
受付：13時〜

休館：

助産師さんと
　ベビマの会
6 〜 12か月児
10時30分〜　【要予約】
助産師さんとベビマの会
0 〜 5か月児
13時〜　【要予約】

休館： （午前）
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中央公園ミニSL運行日
10/6、13、14、20、27

10時～16時
大人・子ども共に100円

（3歳未満は保護者と同伴で無料）

　 韮崎市
　ファミサポ説明会
10時30分〜　【要申込】
バルーンアート
13時〜
朗読のつどい
14時〜　P�
●第33回韮崎市「福祉の日」
　記念まつり
（雨天中止）
開会式：9時〜　P❼
韮崎中央公園陸上競技場
休館： （韮崎以外）

体育の日

休館：

にら★ちび
　森の公園くらぶ
（雨天中止）
10時〜　【要予約】
韮崎中央公園
にら★ちび音楽部
13時15分〜

●武田の里ライフカレッジ
13時30分〜
東京エレクトロン韮崎文化
ホール・大ホール

休館： （午前）

ニコニコ食育講座
10時〜　【要予約】
ニコリ1階調理室

「貿易のパイオニア
　水上達三」展
　関連講座
13時30分〜
ニコリ1階会議室5　P�

休館：

１歳６か月児健診
［Ｈ30年3月生］
受付：13時〜
キッズひろば
10時〜

休館：

のびのび教室
［Ｈ29年9月生］
受付：13時〜

休館：

191817161514 20
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10月24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
10月10日（木）
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（口座振替日）	
10月31日（木）

市県民税� 3期
国民健康保険税� 4期
介護保険料� 4期
後期高齢者医療保険料�4期

税務収納課　収納推進担当
内線（163～ 166）

今月の納税

「鉄道1014」展示
〜 30日(水)　P�

企画展
　「いのち
　～絵画と原始造形の美～」
〜 12月1日（日）

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・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）

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。

脳神経外科 火曜 午後１時〜午後４時
泌尿器科 火曜 午前８時30分〜午前11時30分
スポーツ外来

木曜
午後１時30分〜午後５時

リウマチ外来 午後１時〜午後４時

内科専門外来 診察日 受付時間
胆嚢・膵臓 月曜 午前

8時30分

午前11時

循環器
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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〔毎週月・水・金曜日〕
■学校教育相談
　9時～ 16時
　かがやき教室
　（韮崎市適応指導教室）
　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357）

〔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357）
 

〔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

韮崎市立病院よりお知らせ
10月より泌尿器科外来の診察日が
毎週火曜日午前中となります。

10月13日
●にらさきワインフェス
11時〜　駅前広場



　

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
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

information
インフォメーション

消 費 生 活 相 談

RSウイルスが流行していると聞きました。どんなウイルス
ですか？Q.

 　秋から冬に流行し、主に乳幼児が感染し、時には呼吸困難に
陥ることもある呼吸器感染症です。近年は流行期が早まり、夏

から流行することも多くなっています。潜伏期間は５日前後で、接触
や飛沫（咳やくしゃみ）で感染します。症状は発
熱、鼻汁、咳、喘鳴（ぜいぜいする呼吸）です。

大きいお子さんや成人では軽いかぜ症状程度ですむことが多いのです
が、乳幼児（特に１歳未満の乳児）では、急性細気管支炎や肺炎などで
呼吸困難をきたすこともあります。症状は１週間程度続きますが、乳幼
児では１か月近く持続することもあります。抗原の迅速検査で診断する
ことができますが、対象は1歳未満と入院児です。有効な治療法はない
ため、症状に応じた治療を行います。流行期には、乳児の重症化に注意
が必要です。

アドバイザー 韮崎市立病院
小児科 溝呂木 園子先生

文化ホールインフォメーション

企画展記念講演会のお知らせ
　岡本太郎研究で知られる講師をお招きし、記
念トークをしていただきます。
■開催日時　10月26日(土)13時30分～（受付：13時～）
■会　　場　韮崎大村美術館　展望室
■定　　員　50名【要申込】
■参 加 費　無料（要入館料）
■講　　師　春原　史寛（武蔵野美術大学准教授）
　　　　　　お申込みは電話にて。
　　　　　　定員になり次第締め切ります。

「いのち～絵画と原始造形の美～」
　韮崎市で育まれた縄文文化を伝える土器や
土偶と、韮崎大村美術館のコレクションを組み
合わせて展示する珍しい展覧会を開催中です。

「命」に対して想いを込めた表現の数々をぜひご
覧ください。
■開催期間　～ 12月１日（日）
■開館時間　10時～ 18時（入館は17時30分）
■休 館 日　２日、９日、16日、23日、30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　☎・ 23-7775

◆韮崎市制施行65周年記念公演・
　ゆかりのアーティストシリーズ
　齊藤一也ピアノ・リサイタル
　11月30日（土）　13:30開場　14:00開演

大ホール 自由席(税込)
一般2,000円
フレンズ会員1,800円
高校生以下500円
※未就学児入場不可
親しみやすいトークとともに
お楽しみください！

◆小野リサ コンサート2019
　～Music Journey～
　12月15日(日)　16:30開場　17:00開演

大ホール 指定席(税込)　
一般4,000円・ペア（1名分）3,600円
フレンズ会員3,500円
※未就学児入場不可

◆みんなでフェスタ2019
　10月20日（日）　10:00～15:00

全館 入場無料
警察・消防の車両展示
やこどもダンスフェス
タなど企画中。皆さん
のご来場をお待ちして
います！！

◇みんなで創るにらさきの文化プロジェクト
　創作歴史劇　『王仁塚物語』
（韮崎市生涯学習フェスタ ’19芸術鑑賞部門）
　11月10日（日）　14:00開演
　大ホール 自由席・入場無料

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による神代の時代か
ら現代まで、わに塚のサクラを舞台に繰り広げ
る創作歴史劇です。
市民を中心とした総勢30
名 以 上 が メ ン バ ー に な
り、劇・ダンスの練習を重
ねてきました。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出
演されます。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。

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）

3 日、 7 日
10日、14日
17日、21日
24日、28日
31日

2 日、16日
9日 ー 1 日

5日、12日、19日、
26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。
家電リサイクル
12日 9時～11時30分
●市役所裏駐車場

第３土曜
19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 23日 8 日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 1 日、 4 日

8 日、11日
15日、18日
25日、29日

9 日、23日
2日 ー 15日

第４土曜
26日

旭・大草・龍岡 ー 16日 22日

10
月
の
ご
み
収
集
日
程

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
　日祝および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。

A.

こぶし号 老人福祉センターバス（10月巡回日程）

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 8 日（火）・23 日（水）

富士見、岩下、上ノ山 9 日（水）・24 日（木）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 10 日（木）・28 日（月）
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 11日（金）・29 日（火）

藤井町全区 1 日（火）・15 日（火）・30 日（水）
中田町全区・穴山町全区 2 日（水）・16 日（水）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区 
 3 日（木）・17 日（木）
旭町全区  4 日（金）・18 日（金）
大草町全区・龍岡町全区 7 日（月）・21日（月）
●老壮大学 25 日（金）
●老人福祉センターまつり 31 日（木）
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）

光回線の契約は慎重に
事例１
光回線にすると、ネット接続費用が安くなると勧誘されたが、本当か。

事例２
6年前、光回線の契約をした。工事をする時、「インターネットを使う時はプ
ロバイダーに連絡をしてください」と言われたが、パソコンは使わないので、
特に連絡はしなかった。その請求もなかった。ところが、最近、今まで払って
いなかったプロバイダー料金の一括請求書が届いた。

事例３
訪問販売で「近所では皆光回線になっている、工事費は無料」と言われ、承
諾した。契約書らしきものは書いたことも貰ったこともない。後日、ビデオ
会社を名乗るところからチューナーが送られてきた。1か月3,800円でカラ
オケも楽しめると言われたが、チューナーを返し、断った。口座振替書を見
たら、工事費を含め諸費用が1万円以上も引き落とされていた。

アドバイス
多くの事業者が光回線だけでなく、独自サービス等をセットにして販売す
るなど、契約内容が多様化、複雑化しています。勧誘を受けた際は、必ず契
約先の事業者名、サービス名等の契約内容を確認しましょう。NTT東西か
ら他の事業者に乗り換える場合は、転用承諾番号の取得が必要で、NTT
東西との契約はなくなります。
「安くなる」などと言われても、他のサービスとのセット契約でかえって高
額になったり、現在契約しているサービスの解約料金が発生したりする場
合があります。インターネットを利用しない人は、メリットがそれほどないこ
とも考えられますので、慎重に検討しましょう。
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★期間限定！里帰りします★
「顔面把手」（韮崎市出土、東京国立博物館蔵）

お問い合わせ
（一財）　武田の里文化振興協会

☎ 30-0510　  30-0511

ボサノヴァで
心ほぐれる
音楽旅行を－

妊婦さん・0 歳の赤ちゃん
とママのためのひろば で
す。時間内ならいつ来ても
いつ帰っても OK です。時
間内はいつでも体位測定ができます。初めて
の方も大丈夫！みんなでゆったりおしゃべりし
ましょう♪

■日　時　10 月 1 日 ( 火 )、8 日 ( 火 )、29 日 ( 火 ) 
　　　　　10 時～ 14 時
■場　所　にら★ちび (2 階 )
■参加費　無料※予約不要

妊婦さん＆0 歳児ひろば


