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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～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

　 妊婦さん&
　0歳児ひろば
10時〜
県外出身ママの会
13時〜　【要予約】

休館：

パパママ学級
［Aコースの2回目］
受付：13時15分〜　【要予約】
すくすく教室　
［H30年11月生］
受付：13時〜
栄養士相談　10時〜　P�
キッズひろば　10時〜
韮崎市子育て

　ボランティア養成講座
10時〜　【要申込】　P�

休館：

韮崎市子育て
　ボランティア養成講座
10時〜　【要申込】　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）

韮崎市子育て
　ボランティア養成講座
10時〜　【要申込】　P�

●老壮大学
13時〜
ニコリ３階多目的ホール
ニコニコ食育講座
13時30分〜　【要予約】
ニコリ1階調理室

韮崎市
　ファミサポ説明会
10時30分〜　【要申込】

休館：
休館：
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　 　 　4か月児健診
［H31年2月生］
受付：13時〜
妊婦さん&0歳児ひろば
10時〜

休館：休館：

パパママ学級
［Aコースの3回目］
受付：8時45分〜　【要予約】

●七夕マルシェ☆
　まちなかプラネタリウム
11時〜　P�
韮崎市民交流センターニコ
リ

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30分〜
にら★ちび音楽部
13時15分〜
だっこの会
11時〜　P�

休館： （午前）

よちよち教室
［H30年7月生］
受付：13時〜
ケロケロ隊の日
10時15分〜
キッズあーとくらぶ
10時30分〜　【要予約】
まあるいカフェ
13時〜　【要予約】

休館：

にこにこ子育て相談
9時30分〜
（15時まで）　【要予約】

休館：

よりみちアート
13時〜　P�

休館：

292827262524 30

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・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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「韮崎で生まれた
　大実業家小林一三
　生誕146周年記念・宝塚音
楽学校設立100周年記念講
演会」
10時〜
ニコリ2階会議室9

休館： （韮崎以外）

西野博之氏講演会
　子どもの育ちと
　外遊びの重要性
13時〜　【要予約】
ニコリ3階多目的ホール

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

おはなし会・
　折り紙遊び
14時〜　P�
ちびっこキャラバン隊と
　あそぼう
10時30分〜

休館： （韮崎以外）

ヴァンフォーレ
　共催イベント
　「巨大サッカーボールをつ
くって選手に応援メッセー
ジを届けよう！」
14時〜　【要申込】　P�
ニコリ3階多目的ホール

休館：

妊婦さん＆
　0歳児ひろば
9時30分〜
ブログキャンペーン
10時〜

休館：

1歳6か月児健診
［H29年11月生］
受付：13時〜
にら歩歩くらぶ
10時20分〜　【要予約】
蛍雪寮
おそうじ大作戦
13時〜

休館：

1歳バースデー
13時〜　【要予約】

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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　 バルーンアート
13時〜　P�
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：

韮崎市子育て
　ボランティア養成講座
10時〜　
【要申込】　P�
助産師さんとベビマの会
（6〜 12か月児）　
10時30分〜　
【要予約】　P�
助産師さんとベビマの会
（0〜 5か月児）
13時〜　
【要予約】　P�
休館： （午前）

にこにこ子育て相談
9時30分〜
（15時まで）　【要予約】
韮崎市子育て

　ボランティア養成講座
10時〜　【要申込】　P�

三ツ星シネマ
　上映会！第８弾
　「すれ違いのダイアリーズ」
9時45分〜　13時15分〜
【要申込】　P�　
ニコリ2階会議室9

休館：

3歳児健診
［H28年5月生］
受付：13時〜

●心身障がい児（者）父母の会
　フリースペース
10時〜　二コリ（会議室11）
韮崎市子育て

　ボランティア養成講座
10時〜　【要申込】　P�
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：

のびのび教室
［H29年5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：

151413121110 16

　 　
〔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1階102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

6月27日（木）
13時～ 16時
市役所1階102会議室
1人30分以内　定員6名
※予約受付日
6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）
7月1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

中央公園ミニSL運行日
6/2、9、16、23、30

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）

「本の中の
　おまわりさん」展示
1日〜 27日　P�

企画展
　「魅せる女性像」スタート
8月25日（日）まで



　

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

検診で膵嚢胞を指摘されました。
どのようなものなのでしょうか？Q.
　今年度から韮崎市立病院に赴任することになりました消化器内科
の深澤佳満です。消化器を専門にしております。よろしくお願いし

ます。
　膵嚢胞とは膵臓の内部や周囲にできる液体の溜
まった袋のようなもののことであり、病名を表すも

のではありません。膵嚢胞にはさまざまな疾患が含まれており、疾患ごとに
対応が異なります。膵嚢胞の大部分は膵管の中に粘液が貯留している膵管内
乳頭粘液性腫瘍（IPMN）というものです。IPMNの中でも、経過観察でよ
いもの、内視鏡を用いた精密検査が必要になるもの、手術が必要となるもの
もあります。またIPMNのある場所とは別の場所に膵癌が出現してくる可能
性があると言われており注意が必要です。ご心配な方は一度検査を受けるこ
とをお勧めします。

アドバイザー 韮崎市立病院
内科 医長 深澤 佳満先生

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」
　６月から新しい企画展が始まります。「女性
を描く」をテーマに、さまざまに表現された女性
像の作品を展示しています。奥深く美しい女性
像の世界をお楽しみください。

■開催期間　６月１日（土）～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　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

◆好評開催中
　「白籏史朗写真展　山と水の情景」
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
　山梨県出身の山岳写真家　白籏史朗の写真
展を開催しています。本展では、北アルプス、八ヶ
岳、尾瀬の写真を展示しています。新緑のこの季
節、日本らしい山と水の情景をお楽しみください。

■問い合わせ（休館日除く、10時～ 18時）
　韮崎大村美術館　☎・ 23-7775

◆航空自衛隊 中部航空音楽隊ふれあい
　コンサートin韮崎
　7月14日（日）13：00開場 14：00開演

大好評の自衛隊コンサート、今年も開
催します！
自由席・入場無料　要入場整理券
＜入場整理券配布日＞
6月22日（土）9：00～　
※お一人様4枚まで
※なくなり次第、配布終了します

◆シネマ倶楽部in韮崎
　7月27日（土）

子どもも大人も楽しめる映画上映会です。
自由席(税込)　一般800円
　　　　　　　高校生以下500円
　　　　　　　シニア・障がい者700円
※3歳以上有料　
※2歳以下ひざ上1名無料、お席が必要
な場合有料
＜チケット発売日＞6月1日（土）～　
※各回にチケットが必要です。入れ替え制

◆キエフ・クラシック・バレエ
　チャイコフスキー夢の3大バレエ
　8月17日（土）13：30開場 14：00開演

実力派ダンサーたちによる華やかな夢
のプログラム！ 「くるみ割り人形」
「白鳥の湖」「眠れる森の美女」から
選りすぐりの名場面をお届けします。
指定席(税込)　一般3,800円
フレンズ会員3,500円
※4歳以上入場可　
※音楽は特別録音音源を使用
※リハーサル見学可（詳細
はお問い合わせください）

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） 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

11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

６
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（6月巡回日程）

祖母石、一ツ谷、水神 1 ～２、若宮、旭、日の出、西町、
富士見ケ丘、中島、高河原 5 日（水）・18 日（火）
富士見、岩下、上ノ山 6 日（木）・19 日（水）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 7 日（金）・20 日（木）
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 10 日（月）・24 日（月）
藤井町全区 11 日（火）・25 日（火）
中田町全区・穴山町全区 12 日（水）・26 日（水）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区 
 13 日（木）・27 日（木）
旭町全区  3 日（月）・14 日（金）・28 日（金）
大草町全区・龍岡町全区 4 日（火）・17 日（月）
●老壮大学 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）

なりすましメール
相変わらず架空請求ハガキ、架空請求メールが横行しています。

時には、こんななりすましメールも！

大手携帯電話会社とそっくり同じ画面で、「新機種￥100,000
を、今なら￥100で購入できます。」

これを目にしたＡさん、早速クリック。住所、氏名、電話番号、
メールアドレス、クレジット番号などの個人情報を入力しまし
た。

「おめでとうございます！」という通知が来たものの、その後ど
のように入手するのかの通知は一向に来ませんでした。

不審に思ったＡさん、クレジット会社に問い合わせたところ、既
に￥100の請求がされていました。請求元は、ゲームのサイトで
あるらしいということが分かりました。

携帯電話会社にもすぐに相談し、そこからのメールを拒否するよ
うにしました。

Ａさんの迅速な判断で大きな被害にはなりませんでしたが、おい
しい話には裏があります。

現存する大手携帯電話会社、大手通販会社、大手宅配業者からの
メール（中には受取日をメールやラインでお知らせする会社も
あります）が届いても、慎重に考えて、アクセスするのは控えま
しょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最近の事例から

中山忠彦《ターコイズブルー》

あなたも『まかせて会員（提
供会員）』になりませんか。
養成講座を修了するとファミ
リーサポートの一時預かり
の活動や親子サポートなど
に参加することができます。
■日時　６月１２日（ 水 ）、１３日（ 木 ）、１４日（ 金 ）、
　　１９日（水）、２０日（木）、２１日（金）１０時～１５時
■場所　にら★ちび（２階）
■対象　韮崎市在住の方・子育て支援に興味が
　　　　ある方・子どもが好きな方
■申込締切　6 月 11 日（火） ※要申込
■募集定員　10 名

第11期韮崎市子育てボランティア養成講座


