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キッズひろば
　10時～ P17

休館：

赤ちゃんひろば
　10時～ P17

休館：

にら★ちび
　デビューDAY
　10時20分～ P17

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】

休館：休館：

272625242322 28

休館：休館：

3029

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

休館：休館：休館：

新聞紙あそび
　10時30分～ P17

休館： （韮崎以外） 休館：休館： （午前）

321 4

■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

休館： （韮崎以外） 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～　P17

休館：

おそうじ大作戦
　13時15分～

休館：

赤ちゃんひろば
　10時～ P17

休館： 休館： （午前）
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休館： （韮崎以外）
休館：
　　　

にら★ちび音楽部
　13時15分～ P17

休館： （午前） 休館：休館：休館：

201918171615 21
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6月25日（木）
13時～ 16時
1人30分以内　定員6名
※予約受付日
6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）
6月30日（火）

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

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
木曜

午後1時30分～午後4時
午前8時30分～午前11時30分

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
皮膚科 金曜 午前8時30分～午前11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
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立
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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
　※年度内1人3回まで
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：商工観光担当（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：福祉総合相談担当（内線183）
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～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
　　☎ 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

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時
休館およびイベントが中止・延期となる場合が
あります。

　詳細は各施設にお問い合わせください。

※ゆ～ぷるにらさきは機器更新工事のため、6月
1日(月)～30日(火)(予定)を臨時休館とします。

「Over the Rainbow
　 ～虹の彼方に～」展示
～6月28日（日）　P16

企画展
　「生誕110年  荘司福展」
～8月30日（日）

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となる場合が
あります。詳細はお問い合わせください。



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

柔軟仕上げ剤の使い方に配慮を

産業観光課商工観光担当
☎ 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

新型コロナウイルス感染が重大な問題になっています。
手指衛生について教えてください。Q.
　新型コロナウイルスは、環境生存性が高く、様々な場所で数日以
上生存可能です。

　手指衛生（アルコール消毒や石鹸での手洗い）で重要視すべきは、①タ
イミングと②手指衛生の質です。

　外出すると色々な場所を触ります。このウイルスが付着した手で、鼻・口・眼を擦ると、粘膜
から感染する危険性があります。繰り返し手指衛生を行うことで感染を防ぐ
ことが可能です。エレベーターのボタン、室内の手すり、スイッチ類、ドア
ノブ、つり輪等多くの人が触る場所への接触後、帰宅時、食前、トイレの前
後、店舗等への入出時などで手指衛生が必要です。
　手指衛生の質とは、手の洗い方や消毒の手順です。手・手首までの全ての
部位の手指衛生を行う意識が重要です。全てを洗う方法を身につけてくださ
い。
　充分な感染対策を計り、この危機を一緒に乗り越えましょう。

にら★ちび子育て相談室
子育てに困ったとき、不安に思ったとき、
お気軽にお問い合わせください。

■電　話　22-7676
■メール　kosodate@mail.nirachibi.jp
■面　談　電話で日時を予約してください

アドバイザー 韮崎市立病院
院長 東田 耕輔先生

文化ホールインフォメーション

企画展「生誕110年　荘司福展」を
「おうち美術館」で楽しもう

　仏教の世界や古代遺跡に
着想を得て、壮大な世界を
描いた女性画家・荘司福の
企画展展示作品や内容を学
芸員の解説によりインスタ
グラム・ユーチューブで配
信しています。
　ぜひお楽しみください。

■配信期間　～８月30日（日）

■インスタグラム
　アカウント
　@nirasaki
　omuraartmuseum
　「♯生誕110年荘司福展」で検索

■ユーチューブ
　https://www.youtube.com/
　channel/UCwyIYBqhOmH
　00yY9FFheP8A/

■問い合わせ 韮崎大村美術館　☎・ 23-7775

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
10日 ー 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 ー 24日 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
3 日 ー 16日

第４土曜
27日

旭・大草・龍岡 ー 17日 23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）

韮崎地区 5日（金）・15日（月）・24日（水）

穂坂町（権現沢、上の原、上今井、原、長久保）
 8日（月）・16日（火）・25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） 　　　　　　　　　　　　　　　　　

　1日（月）・9日（火）・17日（水）・26日（金）

藤井町・中田町・穴山町
2日（火）・10日（水）・18日（木）・29日（月）

円野町・清哲町・神山町
3日（水）・11日（木）・22日（月）・30日（火）

旭町・大草町・龍岡町
4日（木）・12日（金）・23日（火）

巡回日程に変更がある場合は、区長を通じて連絡します。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、運休となる場
合があります。詳細はお問い合わせください。

　　　　　■問い合わせ  老人福祉センター
　　　　　　　　　　　　（☎ 22-6944/ 22-6980）

荘司福《聖河二神》

柔軟仕上げ剤は、衣類の風合いを柔らかく保つことと静電気防
止効果を持つものです。現在は、消費者が香りの強さや種類を
選択できるよう様々な商品が販売されています。

ところが、咳が出る、息苦しい等の呼吸器障害や頭痛、吐き
気、めまい等の体調不良を訴える相談も近年増えてきました。

●柔軟仕上げ剤を使用する際に気を付けるべきこと
私たちは、自分が慣れたにおいは感じにくくなる傾向にあ
るため、においを強くしようと使用量が徐々に増えてしま
うことがあります。また、自分にとっては快適なにおいでも、
他人は不快に感じていることもあることを認識して、使用
にあたっては、使用量が過度にならないようにするなどの
配慮が必要だと考えられます。

　消費者へのアドバイス
１）自分にとっては快適なにおいでも、他人は不快に感じ、中には

体調を崩すという申し出もあるということを認識しておきま
しょう。

２）香りの強いタイプの柔軟仕上げ剤を表示の2倍量使用すると、総
揮発性有機化合物は顕著に上昇しましたが、臭気判定士により
調べたにおいの強さに明らかな差は認められませんでした。使
用量の目安を参考に、過度な使用は避けましょう。使用量を増
やした場合には、揮発性有機化合物の総量が使用量に応じて多
くなる可能性があります。これらの成分に強く反応してしまう
人への配慮を忘れずに、使用量の目安を参考にして過度な使用
は避けましょう。

３）商品を選択する際は、商品のパッケージ、HP等に記載されてい
る「香りの強さの目安」を参考にしましょう。

R2.4.9　国民生活センター発表資料より

※新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「処分を急がないごみ」・「ごみステーション（集積所）へ出せるごみ」の持ち込みは、可能な限り自粛していただきますようお願いします。

　当ホールでは、新型コロナウイルス感
染症拡大を受け、市の方針に基づいたう
えで以下公演の催しを延期および中止す
ることとしました。

  延期　
開館25周年記念　Life is Songs! 
R2年6月20日(土)
16:30開場　17:00開演

↓ 　　　　　　　
R3年1月31日(日)
開場・開演時間同上
※公演日の変更に伴う出演者の変更
はございません。

  延期　
水谷千重子
ありがとうコンサート2020 in韮崎
R2年7月5日(日)
16:00開場　16:30開演

↓ 　　　　　　　
R3年1月11日(月・祝）
開場・開演時間同上

  中止　
沢田研二 LIVE2020 
「Help! Help! Help! Help!」
8月1日(土)
※8月2日（日）まで払い戻しを承りま
す。チケットと印鑑をご持参のうえ、
窓口までお申し出ください。

　延期公演についても振替公演へのご来
場が難しい場合、指定期間内に払い戻し
を承ります。
　詳細や、最新の情報は
ホームページやお電話
にてご確認ください。

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

開館時間：8時30分～17時15分
休 館 日：1日、8日、15日、22日、29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。


