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　 3歳児健診　
［H29年1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：

よちよち教室
［H31年3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：

●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）

韮崎市
　ファミサポ説明会
10時30分～　【要申込】
第3回南アルプス

　ユネスコエコパーク
　関連講演会　
14時～　P�
ニコリ2階会議室9　

休館： （韮崎以外）

0歳からの
　歯育て講座
10時30分～　【要予約】
ニコニコ食育講座
13時30分～　【要予約】
ニコリ1階調理室

休館：

天皇誕生日
三ツ星シネマ

　上映会！
　第9弾「グリーンブック」
開場：13時15分～　
上映：13時30分～
【要申込】　P�
ニコリ3階多目的ホール

休館：
休館：
　　　

222120191817 23

　 　 　のびのび教室
［H30年1月生］
受付：13時～

休館：

振替休日

休館：

パパママ学級
［Eコースの３回目］
受付：8時45分～　
【要予約】

休館： （韮崎以外）

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
にらちびデビュー DAY
10時20分～
だっこの会　
11時～　P�
にら★ちび音楽部
13時15分～

休館： （午前）

4か月児健診　
［R1年10月生］
受付：13時～
ケロケロ隊の日
10時15分～

休館：

にこにこ子育て相談
9時30分～（15時まで）
【要予約】
ミュージアムコンサート

　2020
　「尺八と箏の調べ」
18時～

休館：

292827262524

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

節分シアター
10時30分～　P�

休館： （韮崎以外） 休館：

■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

かんたん木工作
13時～　P�

「追悼　堀文子展」
　学芸員によるギャラリー

トーク
13時30分～
おはなし会と折り紙遊び
14時～　P�

休館： （韮崎以外）

山梨県立図書館・
　金田一秀穂館長
　出張トーク　
14時～　【要申込】　P�
ニコリ1階会議室5・6・7

休館：

ブログキャンペーン
10時～
骨盤ケア教室
13時～　【要予約】

●老壮大学
13時～
ニコリ3階多目的ホール
トワイライトひろば
17時～

休館：

1歳6か月児健診　
［H30年7月生］
受付：13時～
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：

すくすく教室　
［R1年7月生］
受付：13時～
パパママ学級　
［Eコースの２回目］
受付：13時15分～
【要予約】
キッズひろば
10時～

休館：

にらまるくらぶ
10時～　【要予約】
避難訓練
11時～
県外出身ママの会
13時～　【要予約】　P�

休館： （午前）
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　 ネーミングライツ
　記念公演
　「シンデレラ」
14時～　【要整理券】
東京エレクトロン韮崎文化
ホール・大ホール
朗読のつどい
14時～　P�
ニコリ2階会議室9

休館： （韮崎以外）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）

にこにこ子育て相談
9時30分～（15時まで）
【要予約】
まあるいカフェ
10時30分～　【要予約】

よりみちアート
13時～　P�

休館：

●心身障がい児（者）
　父母の会
10時～
二コリ2階会議室11
赤ちゃんひろば
10時～
栄養士相談
10時～
えいごdeおはなし会　
13時15分～　P�
ニコリ3階子育て支援セン
ター内

休館：

建国記念の日

休館：

151413121110 16

　 　

2月27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
2月10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（口座振替日）	
3月2日（月）

固定資産税 都市計画税 4期
国民健康保険税 8期
介護保険料	 6期
後期高齢者医療保険料	8期

税務収納課　収納推進担当
（内線163 ～ 166）

今月の納税

穂坂自然公園
ふれあいセンター

冬季閉鎖
12月～ 3月

※ただしトイレは使用可

「フォーエバー !!マンガ」
　展示　P�
2月1日（土）～ 27日（木）

企画展
　「追悼　堀文子展」
　「音丸瑠美子漆芸展
　心の遠音」
～3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30分～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
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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～17時（入館16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
　　☎ 37-4362

：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）

凡 

例



　

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

子どもがノロウイルスの胃腸炎と診断されました。家族にう
つらないようにするにはどうすれば良いでしょうか？Q.
　ノロウイルスは乳幼児から高齢者まで幅広い年齢の方に胃腸炎
を引き起こすウイルスで、主に冬に流行します。腹痛、下痢、嘔

吐の症状が主で潜伏期間は24−48時間です。有効な抗ウイルス剤はな
く、脱水に対して経口補水液を利用するなどの対症
療法が主です。

　ノロウイルスはほとんどが経口感染で、カキなどの二枚貝を摂取するこ
とで感染しますが、感染者の便や吐物に触れた手を介しても感染します。
手洗いが最も有効な予防法です。オムツや吐物の拭き取りに使用したペー
パータオルはビニール袋に密閉して捨て、ふき取った後の床は次亜塩素酸
で消毒しましょう。家庭用の塩素系漂白剤でも代用できます。トイレの便
座の消毒にも次亜塩素酸は有効です。また、ウイルスが飛び散らないよう
にフタをしてから流すことも忘れずに行いましょう。

アドバイザー 韮崎市立病院
小児科 医長 齋藤 衣子先生

文化ホールインフォメーション

「追悼　堀文子展」
学芸員によるギャラリートーク
　担当学芸員によるギャラリートークを開催し
ます。
■日　　時　2月8日（土）
　　　　　　13時30分～（※20分程度）
■会　　場　1階企画展示室
■参 加 費　無料（要入館料）※予約不要

ミュージアムコンサート2020 
「尺八と箏の調べ」
　企画展「音丸瑠美子漆芸展 心の遠音」に関連
し、漆とつながりのある楽器・尺八と箏による
ミュージアムコンサートを開催します。漆工芸
と日本伝統楽器の調べをお楽しみください。

■ 日 　 時　2月28日（金）
　　　　　　18時～ 19時（開場 17時30分）
■ 場 　 所　1階企画展示室
■ 定 　 員　50名
■ 出 演 者　尺八：奥田 徹 氏
　　　　　　箏　：奥田 伊予子 氏
■ 参 加 費　無料（要入館料）※要予約

■開催期間　～３月１日（日）
■開館時間　10時～ 17時（入館は16時30分まで）
■休 館 日　5日、12日、19日、26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　韮崎大村美術館　☎・ 23-7775

◆天童よしみコンサート2020
～Go Home 大切なあなたの街へ　
　　　　　　　　あなたに届けたい～
2月8日(土)　14:30開場　15:00開演
大ホール指定席(税込)　
一般6,800円・フレンズ会員6,500円
※未就学児入場不可

◆ネーミングライツ記念公演
ミュージカル「シンデレラ」
2月15日(土)　13:30開場　14:00開演
大ホール入場無料（要入場整理券）
整理券配布中。なくなり次第終了。
配布対象：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

◆ともしび春のうたごえ喫茶in韮崎
3月14日(土)　13:30開場　14:00開演
小ホール自由席(税込)　
一般1,200円・フレンズ会員700円
※未就学児入場不可
大好評だったうたごえ喫茶が帰ってきます♪

◆ロビーコンサート
3月1日(日)　14:00開演入場無料
ピミエンタによる異国情緒あふれるア
ンデス音楽をお楽しみください。

◆開館25周年記念　Life is Songs！
6月20日(土)　16:30開場　17:00開演
大ホール指定席(税込)
一般6,800円・フレンズ会員6,500円
※未就学児入場不可
一路真輝、真琴つばさ出演！ 市出身の実

業家・小林一三が創った“タカラヅカ”
の元トップスター達による豪華な共演。
＜フレンズ会員先行発売＞
2月11日(火・祝)～
＜一般発売＞2月22日(土)～
※いずれも初日は10時～電話予約、
14時～窓口販売

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
開館時間：8時30分～17時15分
休 館 日：3日、10日、12日、17日、25日
※ 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（有害ごみ） 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、 6 日

10日、13日
17日、20日
24日、27日

5 日、19日
12日 ー 4 日 1日、8日、15日、

22日、29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
15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 26日 11日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 4 日、 7 日

14日、18日
21日、25日
28日

12日、26日
5日 ー 18日

第4土曜
22日

旭・大草・龍岡 ー 19日 25日

2
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（２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 12 日（水）・27 日（木）

富士見、岩下、上ノ山 13 日（木）・28 日（金）

穂坂町（権現沢、上の原、上今井、原、長久保）
 14 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） 17 日（月）

藤井町全区 3 日（月）・18 日（火）
中田町全区・穴山町全区 4 日（火）・19 日（水）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区 5 日（水）・20 日（木）

旭町全区  6 日（木）・25 日（火）
大草町全区・龍岡町全区 10 日（月）・26 日（水）
●老壮大学 7 日（金）
●韮崎市社会福祉大会 21 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）

光回線の契約　その後
　10月号の「光回線の契約は慎重に」というコラムで3つの事例を掲
載しました。
　事例２のプロバイダー料金の一括請求についての結果を報告しま
す。

　この方の場合は、７年間一度も料金の請求がなく、たまたま電話の
名義変更を申し出たところ、プロバイダー業者から請求が届いたとい
うものです。確かに、光回線の契約は、インターネットを使おうが使
うまいが、セット料金なので支払う必要はあるのですが、一括請求と
いうのに納得がいかないと相談に見えました。
　まず、契約の経緯とご自分の正直な気持ちを契約者自身で手紙に書
いてもらって、プロバイダー業者に送りました。業者は手違いで請求
していなかったので、払うべきであると主張しました。何回か相談窓
口を通して、また契約者が電話で話しましたが、平行線をたどるばか
りでした。市の無料法律相談も活用し、通信料は２年の時効があると
いうアドバイスを受け、粘り強く交渉した結果、７年間分のうち直近
２年の料金を支払うということで、終了しました。
　相談員は契約者にアドバイスをしたり、契約者と業者の間に入り言
い分を聞くあっせんという仕事をしますが、契約者の方が、手紙を書
いたり法律相談を利用したりする煩わしさを乗り越えて頑張った結果
でした。
　事例３の工事費は無料と言われ光回線の契約をしたという事例につ
いては、虚偽の勧誘で契約をしているので、契約時の業者とのやり取
りをきちんと話し、解約を求めたところ、クーリング・オフの期間は
過ぎていましたが、業者は解約に応じました。

　ご相談いただいたこと全てが解決するという訳ではありませんが、
ちょっと変だなと思ったときは、お気軽に相談窓口をご利用くださ
い。

にら★ちびのひろば
では、日替わりのあ
そびが 登 場します。
工作や粘土、ダイナ
ミックな新聞紙あそ
びなど、何が出てくるかはその日のお楽し
み！ 親子であそびを楽しみましょう。
■日　時　平日のひろば　10 時～ 11 時
　　　　　※ひろばの予定を見ながら不定期
　　　　　　で開催します。
■場　所　3 階にら★ちび

ぽけっとひろば（予約不要）


