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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

　 ４か月児健診
［H31年3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8月生］
受付：13時～
ケロケロ隊の日
10時15分～
1歳バースデー
13時～　【要予約】

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
にらちびデビュー DAY
10時20分～
だっこの会
11時～　P�

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】

にらちび
　フェスティバル
10時～　P�
ニコリ全館

休館：休館：
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休館：休館： 休館：

313029

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

1歳6か月児健診
［H29年12月生］
受付：13時～
キッズひろば
10時～

休館：

3歳児健診
［H28年6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】　
P�
避難訓練
11時～

休館：休館：

●北杜市・韮崎市
　合同就職ガイダンス
13時～
ニコリ3階多目的ホール
放送大学公開講座

　「身近にあふれるフシギな
科学」
13時30分～　P�
ニコリ2階会議室9
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）

調べる学習
　コンクール応援講座　
13時30分～　【要申込】
ニコリ2階会議室9

●戦国ヒルクライム
　in韮崎・甘利山
7時30分パレードスタート

休館：

パパママ学級
［Bコースの1回目］
受付：13時15分～
【要予約】
ゆかたであそぼう
10時～　P�
にらまるくらぶ
10時～　【要予約】

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�

休館： （韮崎以外）

よりみちアート
13時～

休館：

にこにこ子育て相談
9時30分～
（15時まで）　【要予約】
0歳からの歯育て講座
10時30分～　【要予約】
P�

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：

休館：

のびのび教室
［H29年6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：

すくすく教室
［H30年12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2階会議室11
にら★歩歩くらぶ
（雨天中止）
10時20分～　【要予約】
うじゅうの森　P�

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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　 朗読のつどい
14時～　P�
ニコリ1階オープンスペー
ス

休館： （韮崎以外）

海の日
調べる学習

　コンクール応援講座
13時30分～　【要申込】
ニコリ２階会議室９

休館：

まあるいカフェ
13時～　【要予約】

●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
にら★ちび音楽部
13時15分～

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　P�

●老壮大学
13時～
ニコリ３階多目的ホール

韮崎市
　ファミサポ説明会
10時30分～　【要申込】　
P�
工作遊び
14時～　【要申込】　P�
ニコリ２階イベントスペー
ス

休館：

栄養士相談
10時～
女性のがん予防講演会
10時30分～
受付：10時～　【要予約】
ニコリ2階にら★ちびイベ
ントスペース　P�

休館：
休館：
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7月25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
7月10日（水）
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31日（水）

市県民税 1期
固定資産税 2期
国民健康保険税 1期
後期高齢者医療保険料 1期

税務収納課　収納推進担当
内線（163 ～ 166）

今月の納税

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・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

「読書が苦手でも
　大丈夫!?
　読書感想文攻略」展示
30日（火）まで　P�

中央公園ミニSL運行日
7/7、14、15、21、28

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）

ゆ～ぷるにらさき臨時休館のお知らせ
老朽化設備更新のため
7月5日（金）まで休館します。
7月6日（土）より営業再開します。
ご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。



　

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

近所のクリニックを受診して癌と診断されました。
びっくりして不安でどうしたらいいのか分かりません。Q.
　当院外科では、私を含め大学病院などで修練を積んだ外科医3名
が勤務しています。

　食道癌、胃癌、大腸癌、肝臓癌、胆道癌、膵臓癌、乳癌等の癌に対して手術
療法を中心に抗癌剤治療を行ったり、不幸にも癌が再発してしまった場合の
緩和医療を行ったり幅広い治療を行っています。

　手術に関しては、患者さんの負担を軽くするような腹腔鏡下手術などの最新
の術式を導入することはもちろん、手術日程に関しても極力患者さんの都合を
最優先して決めるようにして、患者さんの利益の尊重に努力しています。
　また癌治療では、手術は治療のスタートです。術後の再発予防の抗癌剤治療
や、術後の体調不良等に対応するため、当院外科では手術・退院後も曜日や時
間に関わらずきめ細やかな診療を心掛けています。地域の患者さんが、ご自宅
近くの病院で癌の治療が完結できるようにお手伝いしますので、癌（特に消化
器癌）でお困りの方はまず当院外科の受診をご検討ください。

アドバイザー 韮崎市立病院
外科 医長 平井 優先生

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。女性の姿を表現することは、芸術の
ジャンルや古今東西を問わず、多くの芸術家た
ちが取り組んできました。各作品からは、芸術家
たちが女性像にそれぞれの想いを託し、その想
いを表そうと独自の表現を追求してきたことが
うかがえます。多彩な魅力に溢れる女性像の世
界をぜひご覧ください。

■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　7月３日、10日、17日、24日、31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

◆シネマ倶楽部in韮崎
7月27日（土）　

自由席(税込)
一般800円、高校
生以下500円、シ
ニア・障がい者
割および各券種
当日料金あり

◆0才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
＜オンライン先行発売日＞
7月11日（木）～
＜一般発売日＞
7月21日（日）10:00～

◇第25回武田の里音楽祭 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混声合唱で歌います。初め
ての方も大歓迎です。奮ってご参加ください。
練習は別表の日程で会場は東京エレクトロン韮
崎文化ホールまたは韮崎市民交流センターニコ
リです。
参加ご希望の方は申込書がありますので、当財
団までご連絡ください。（※練習時の受付も可
能です。）

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）

1 日、 4 日
8 日、11日

15日、18日
22日、25日
29日

3 日、17日
ー 24日 2 日 6日、13日、20日、

27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
20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 10日 ー 9 日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

2 日、 5 日
9 日、12日

16日、19日
23日、26日
30日

10日、24日
ー 17日 16日

第４土曜
27日

旭・大草・龍岡 3日 ー 23日

７
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（7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）
 2 日（火）・16 日（火）・30 日（火）
韮崎地区（下宿、富士見、岩下、韮崎駅経由）
 3 日（水）・17 日（水）・31 日（水）
穂坂町（権現沢、上の原、上今井、原、長久保、韮崎駅経由）
 4 日（木）・18 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） 5 日（金）・22 日（月）

藤井町全区・韮崎駅経由 8 日（月）・23 日（火）
中田町全区・穴山町全区・韮崎駅経由 9 日（火）・24 日（水）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区 
 10 日（水）・25 日（木）
旭町全区  11 日（木）・26 日（金）
大草町全区・龍岡町全区 1日（月）・12 日（金）・29 日（月）
●老壮大学 19 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）

実在する機関や企業、家族をかたり、家族構成や
資産状況等を聞き出そうとする

「アポ電」と思われる電話にご注意ください！

　公共放送の職員を騙る男性から、「資産状況を調査しています」と
か「健康について意識調査をしています」などの不審な電話があった
という情報が相談窓口に寄せられています。
　また、全国的にも、下記のような情報が報告されています。
　テレビの制作会社を名乗る人から電話があり、実際その地方で放
送されている番組名をあげ、その調査のためと言い、「所得は500万
円より上ですか」などと聞かれた。
　警察の協力団体を名乗る人から、「テレビ番組に関して電話がな
かったか。捜査で押収した名簿にあなたの名前が登録されている」と
いう電話があった。
　消防署の職員を名乗る人の電話で、「一人暮らしか」と聞かれ、「は
い」と答えてしまった。「災害時にすぐに救助できるように確認してい
る」と言われた。

●着信番号通知や録音機能を活用し、誰からの電話か分かった上
で電話に出るなどしてトラブルを避けましょう。

●心当たりのない着信に出てしまった場合も、自分の名前を名乗ら
ないことが大切です。家族構成や資産状況を聞かれたら、会話を
続けず、すぐに電話を切ってください。

●特に高齢者等に対しては、家族はもちろん地域でも、身近な人を
見守り、様子の変化などに気をつけましょう。

●不審な電話があったら、すぐに警察や相談窓口等にご一報ください。
　　　　　　　　　　　　　―　見守り新鮮情報　333号より　－

中山忠彦《ターコイズブルー》

練習日程表
7 月 6 日（土）15:00 ～ 10 月 12 日（土）15:30 ～

7 月 13 日（土）15:00 ～ 10 月 19 日（土）15:30 ～
7 月 20 日（土）15:00 ～ 10 月 26 日（土）15:15 ～
8 月 3 日（土）15:00 ～ 11 月 2 日（土）15:15 ～

8 月 24 日（土）15:00 ～ 11 月 16 日（土）15:15 ～
9 月 7 日（土）15:15 ～ 11 月 30 日（土）15:30 ～

9 月 14 日（土）15:15 ～ 12 月 7 日（土）15:15 ～
9 月 21 日（土）15:15 ～ 12 月 14 日（土）15:15 ～
10 月 5 日（土）15:30 ～ 12 月 21 日（土）リハーサル

12 月 22 日（日）本番

お問い合わせ
（一財）　武田の里文化振興協会

☎ 30-0510　  30-0511

土・日のにら★ちびを、もり
あげ隊と楽しもう！
にら★ちびに、ちびっこキャ
ラバン隊 がやってきます。
新聞紙をちぎって、やぶいて
思いっきりあそんじゃおう！どなたでもご参加いただ
けます。

■日時　7 月 6 日 ( 土 ) 10 時 30 分～ 11 時
■場所　にら★ちび (3 階 )
※予約不要・参加費無料

ちびっこキャラバン隊がやってくる


