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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・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

：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）

：韮崎市立大村記念図書館　
　　開館時間：9時～20時
　　26日以降は10時～20時（土日祝は9時～20時）
　　☎22ｰ4946　 22-4950

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

　 ３歳児健診
［Ｈ28年7月生］
受付：13時～
妊婦さん&0歳児ひろば
10時～　

休館：

よちよち教室
［Ｈ30年9月生］
受付：13時～
妊婦さん&0歳児ひろば
10時～　
1歳バースデー
13時～　【要予約】

休館：

妊婦さん&
　0歳児ひろば
10時～　
だっこの会
11時～　P�

●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） 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】

●老壮大学
13時～
東京エレクトロン韮崎文化
ホール・小ホール

休館：休館：

242322212019 25

　 　 　妊婦さん&
　0歳児ひろば
10時～　
にらちびデビュー DAY
10時20分～

休館：休館：

パパママ学級
［Ｂコースの3回目］
受付：8時45分～
【要予約】

休館： （韮崎以外）

●韮崎市
　就職ガイダンス
13時～　P❽
ニコリ3階多目的ホール

休館： （午前）

４か月児健診
［Ｈ31年4月生］
受付：13時～
お母さんと赤ちゃんの

　丈夫な歯育て教室
10時～　【要予約】

休館： 休館：

313029282726

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

こわいおはなし会
14時～　【要予約】
ニコリ2階イベントスペース

休館： （韮崎以外）

よりみちアート
13時～
０さいからの

　ロビーコンサート
13時30分～
工作遊び　
14時～　【要申込】
ニコリ2階イベントスペース
ホール探検ツアー
14時30分～　【要申込】

休館：

妊婦さん&
　0歳児ひろば
10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

おはなし会と
　折り紙遊び
14時～　P�

●戦争の実相を知り平和の
　大切さを考える講演会
14時～　P�
ニコリ2階会議室9

休館： （韮崎以外）

山の日
●サンライズヒル・穂坂
　ヤマケンカップ2019
開会式8時～
穂坂自然公園

休館：

にこにこ子育て相談
9時30分～
（15時まで）【要予約】
ブログキャンペーン
10時～

休館：

1歳6か月児健診
［Ｈ30年1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～【要予約】
おそうじ大作戦
13時～

休館：

パパママ学級
［Bコースの2回目］
受付：13時15分～
【要予約】
すくすく教室
［Ｈ31年1月生］
受付：13時～
妊婦さん&0歳児ひろば
10時～　

休館：

子育てママ・パパ
　＆キッズスペシャル
　Laugh DAY
12時40分～　【要予約】
P�

休館： （午前）

109 115 6 7 8

3 4

中央公園ミニSL運行日
8/4、11、12、18、25

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）

　 朗読のつどい
14時～　P�
ニコリ2階会議室9

休館： （韮崎以外）

振替休日

休館： 休館： （午前）

●武田陣没将士
　供養会＆
　武田の里にらさき花火大会
18時～　P�
釜無川河川公園
（少雨決行
荒天の場合は翌日に順延）

韮崎市
　ファミサポ説明会
10時30分～　【要予約】

休館：休館：

のびのび教室
［Ｈ29年7月生］
受付：13時～

休館：

171615141312 18
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8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
8月13日（火）
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）
9月2日（月） 
 
市県民税 2期
国民健康保険税 2期
介護保険料 3期
後期高齢者医療保険料 2期

税務収納課　収納推進担当
内線（163 ～ 166）

今月の納税 「相田みつをと、
　書のチカラ～
　としょかんだもの～」展示
8月1日（木）～ 29日（木）
P�

市制施行65周年記念事業
「相田みつを展
～にんげんだもの～」　P�
8月3日（土）～
9月16日（月・祝）
ニコリ地下アートギャラリー

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 第2・4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



　

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

胸部CT検診で精密検査を受けたところ「非結核性抗酸菌
症」といわれました。どのような病気なのでしょうか。Q.

 　「非結核性抗酸菌症」は最近増えている病気です。土や水、ほこ
り等の生活環境の中に存在する菌でおこる病気です。結核菌との違

いは人から人へ感染することがないことです。感染しにくい菌ですが、ど
うして発病するのかまだはっきりわかりません。女
性にやや多く、年間約8000人が発症します。肺結

核は年々減少していますが、近年増加傾向です。進行も５年から10年と遅
く感染の初期には自覚症状もないことがほとんどです。胸部ＣＴ検診の導入
により発見されることも増えています。進行すると微熱、咳、痰、血痰など
の症状が続きます。治療は症状や年齢を考慮して薬物療法が主体となりま
す。若年者では手術をすることもあります。薬物療法はクラリスロマイシ
ン、リファンピシン、エサンブトールの３種類の薬を1年から数年間内服し
ます。呼吸器内科専門医への受診をおすすめします。

アドバイザー 韮崎市立病院
医療局長 池田 フミ先生

文化ホールインフォメーション

「韮崎大村美術館企画展　魅せる女性像」
　描かれた女性像にスポットを当てた企画展を
開催中です。ポスター、チラシに掲載している

《ターコイズブルー》という作品。実物はとても
小さい作品で、見る人を驚かせています。小さな
キャンバスに可憐な女性が描かれています。ぜ
ひ本物を見にご来館ください。
■開催期間　～８月25日（日）
■開館時間　10時～18時（入館は17時30分まで）
■休 館 日　８月７日、21日
　　　　　　※26日～31日は展示替
　　　　　　えのため休館します。
■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

市制施行65周年記念事業 
「相田みつを展～にんげんだもの～」
　日めくりカレンダーなどで親しまれている、
相田みつをの作品展を開催します。この機会に
ぜひご来場ください。

■開催期間　８月３日（土）～ 9月16日（月・祝）
■会 場　韮崎市民交流センターニコリ
　　　　　　地下アートギャラリー１・２

■問い合わせ　韮崎市民交流センターニコリ　
　　　　　　　☎22-1121

◆0さいからのロビーコンサート
8月4日(日)　13:30開演（40分程度）
自由席・入場無料　 
お子さまと一緒に楽しめます♪ 開演に合わせて
お越しください。

◆キエフ・クラシック・バレエ
8月17日(土)　14:00開演

◆おかあさんといっしょ　ガラピコぷ～がやってきた！！
9月16日(月・祝)　①13:00開演　②15:30開演
指定席(税込)　2,700円
ご家族皆さんでお楽しみ
ください！

◆韮崎市制施行65周年記念公演
　韮崎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
指定席(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
　　　　　　　　＜会員先行発売＞8月24日（土）～
　　　　　　　　＜韮崎市民先行発売＞
　　　　　　　　8月27日（火）10時～29日（木）17時
　　　　　　　　＜一般発売＞8月31日（土）～
　　　　　　　　※会員先行、一般とも初日は
　　　　　　　　　10時～電話予約、14時～窓口販売

◇第25回武田の里音楽祭ジュニア合唱出演者募集!!
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22日（日）に第25回武田の里音楽祭を開催し
ます。
今年度は「新しい時代をうたおう」と題し、オーケストラをバッ
クに『ふるさとの四季』より「故郷」「春の小川」「われは海の
子」「雪」他を歌います。児童、生徒の皆さんには、学校を通じ
て募集チラシを配布させていただきましたので、奮ってご参
加をお願いします。練習日程については下記のとおりです。
なお、参加を希望される方は9月1日（日）までに、韮崎市文化
ホール内の武田の里文化振興協会へご提出ください。

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。

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
14日 ー 6 日 3日、10日、17日、

24日、31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 ー 28日 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
23日、27日
30日

14日、28日
7日 ー 20日

第４土曜
24日

旭・大草・龍岡 ー 21日 27日

８
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（8月巡回日程）

韮崎地区（祖母石、一ツ谷、水神、本町、中央町、韮崎駅経由）
 13 日（火）・27 日（火）
韮崎地区（下宿、富士見、岩下、韮崎駅経由）
 14 日（水）・28 日（水）
穂坂町（権現沢、上の原、上今井、原、長久保、韮崎駅経由）
 1 日（木）・15 日（木）・29 日（木）
穂坂町（日の城、三之蔵、三ッ沢、飯米場、柳平、宮久保、
鳥の小池、韮崎駅経由） 2 日（金）・16 日（金）・30 日（金）

藤井町全区・韮崎駅経由 5 日（月）・19 日（月）
中田町全区・穴山町全区・韮崎駅経由 6 日（火）・20 日（火）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区 
 7 日（水）・21 日（水）
旭町全区  8 日（木）・22 日（木）
大草町全区・龍岡町全区 9 日（金）・26 日（月）
●老壮大学 23 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）

ドライブレコーダーの映像は
定期的に点検を！

高齢者ドライバー事故、危険運転等、毎日のように悲惨な交通事故
が報道されています。そんな中、ドライブレコーダーを設置する人も
増えています。でも、設置しただけで安心してはいけません。以下のよ
うな事例が報告されています。

１．ドライブレコーダーを取付けたが、SDカードの不良でデータが録
画されていなかった。

２．自動車を運転中、交差点で対向車と衝突した。ドライブレコーダー
に録画されているはずの映像が記録されていなかった。

事故やトラブルの時に確認した際、初めて映像が記録されていない
ことに気が付いたという例が見られます。

●データを記録するSDカードの異常により、映像が記録されていな
いケースがあります。SDカードは定期的にフォーマット（初期化）す
る必要があります。また、繰り返し使用し、劣化していく消耗品なの
で定期的に交換しましょう。

●取扱説明書をよく読んで、ドライブレコーダーに合ったSDカードを
使用し、本体に異常が生じていないかの確認も含め、映像が正常
に記録されていることを定期的に確認しましょう。
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お問い合わせ
（一財）　武田の里文化振興協会

☎ 30-0510　  30-0511

ジュニア合唱練習日程表
9 月  7 日（土）13:15 ～ 11 月   2 日（土）13:15 ～
9 月 14 日（土）13:15 ～ 11 月 16 日（土）13:15 ～
9 月 21 日（土）13:15 ～ 11 月23 日（土）13:30 ～

10 月   5 日（土）13:30 ～ 11 月30 日（土）13:30 ～
10 月 12 日（土）13:30 ～ 12 月   7 日（土）13:15 ～
10 月 19 日（土）13:30 ～ 12 月 14 日（土）13:15 ～
10 月 26 日（土）13:15 ～ 12 月 21 日（土）リハーサル

12 月 22 日（日）本番

中山忠彦《ターコイズブルー》

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。夏休み期間中はいつもより多く開催！27 日は
10 時から 12 時まで栄養士相談ができます。
■日時　8 月1日（木）、6 日（火）、7日（水）、20 日（火）、
　　　　21日（水）、22日（木）、27日（火） 10 時～14 時
※21 日のみ、12 時までとなります。
■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


