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﹁マルシェ梨北﹂開催
軽トラックの荷台をお店に
して採れたての新鮮な農産物
を販売します︒
■主催 ＪＡ梨北
■日時 ６月 日︵ 日 ︶
８時〜 時︵雨天中止︶
※商品が売り切れ次第終了
■場所 双葉サービスエリア
西側 ＹＢＳ鉄塔
周辺の空き地
■お問い合わせ
ＪＡ梨北営農部
地産地消課
☎２３ー４５７０
３

ＮＴＴ東日本発行の
電話帳を配達・回収

フリーダイヤル
☎０１２０ー５０６ー３０９
︵受付 月〜金 ９時〜 時︶

事業主のみなさまへ
労働保険料と一般拠出金
の納付・申告はお早めに

労働保険・一般拠出金の年
度更新手続きは毎年６月１日
から７月 日までに行なって
いただくことになっています︒
年度更新申告書の発送は５
月末︑申告書受理会は６月中

旬以降を予定しています︒
労働保険料等の算定期間
︵年度︶に変更はありません︒
年度更新の時期が社会保険
の算定基礎届の提出時期と重
なりますので︑お早めに準備
の上︑法廷期限内に申告・納
付を済ませてください︒
■お問い合わせ
山梨労働局労働保険徴収室
☎０５５ー２２５ー２８５２
甲府労働基準監督署
☎０５５ー２２４ー５６１９

︵ドリンク付︶
■お問い合わせ
☎３８ー０８５６︵田中︶

就業支援センター
﹁能力開発セミナー﹂

在職者に仕事に役立つスキ
ルアップ講座を通年で行って
います︒
■内容︵７月開講予定︶
ビジネスマナー講座
会計ソフト入門講座
パワーポイントビジネス
活用講座等
■お問い合わせ・お申し込み
山梨県立就業支援センター
︵甲府市塩部４ー５ー ︶
☎０５５ー２５１ー３２１０

http://www.pref.yamanashi.
jp/shugyo/
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懐かしの歌声サークル
﹁瑠璃︵ルリ︶の会﹂

唱歌や青春歌謡を歌うこと
で心を開放し︑元気の源を創
り出しませんか？
■日時 毎月第２日曜日
︵今月は６月 日︶
時 分〜 時 分
■場所 市民交流センター
︵ニコリ︶
１階音楽堂
■参加費 ５００円
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廃食油・賞味期限切れの
天ぷら油の無料回収
バイオディーゼルネット
ワークやまなしは︑天ぷら油
を回収し︑バイオディーゼル
燃料として利用する普及活動
を行っています︒
次の日程で︑家庭用の廃食
油︵使用済み天ぷら油︶と賞
味期限切れの天ぷら油を回収
します︒
容器はお持ち帰りをお願い
します︒なお︑業務用は回収
できません︒
■日時 ７月７日︵土︶
時〜 時
■場所 市役所庁舎裏駐車場
■お問い合わせ
バイオディーゼル
ネットワークやまなし
☎０５５ー２４３ー６３２８
環境政策担当
︵内線１３１・１３２︶
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ＮＴＴ東日本では︑６月中
に順次︑新しい電話帳を各ご
家庭や事務所へ配達員がお届
けいたします︒
また︑ご不要となりました
古い電話帳は︑地球環境保護
や資源の有効活用のため配達
時に回収しますので︑配達員
にお渡しください︒なお︑ご
不在等で配達員に古い電話帳
を渡せなかった場合は﹁タウ
ンページセンタ﹂までご連絡
いただければ︑後日︑改めて
回収にうかがいます︒
■お問い合わせ
タウンページセンター
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韮崎市民合唱団
第 回定期演奏会
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﹁ひびけ歌ごえ﹂と題し︑
歌﹁涙よ涸れるな﹂︑歌芝居
﹁ワニ塚のサクとラン﹂など
発表会を開催します︒
■日時 ６月 日︵ 日︶
開場 時 分 開演 時
■会場 東京エレクトロン
韮崎文化ホール大ホール
無料送迎バス有り
韮崎駅前 時 分発
■入場料 ５００円
■お問い合わせ
☎２２ー０１８８ 団( 長 林︶
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移動県民相談
峡北地区を対象に相談会を
開催します︒
■日時 ６月 日︵木︶
時〜 時
■内容 法律相談︵家族・近
隣問題・相続・金銭
問 題 ︶︑ 交 通 事 故 相
談︑消費生活相談
■場所 北巨摩合同庁舎２階
２０１・２０２会議室
︵本町４ー２ー４︶
■お問い合わせ
山梨県県民生活センター
☎０５５ー２２３ー１５７１

７月７日︵土︶
９時〜 時
■場所 山梨県立ろう学校
︵山梨市大野１００９︶
■対象 ０歳児〜大学生
■内容 ﹁きこえ﹂
と
﹁ことば﹂
に関する悩みの相談・かか
わり方・生活や学習ほか
■申込締切 ６月 日︵金︶
時まで
■申込方法
事前に電話又はＦＡＸで
予約してください︒
※完全予約制で秘密は厳守し
ます︒
■お問い合わせ・お申し込み
山梨県立ろう学校内
きこえとことばの相談
支援センター
☎０５５３ー２２ー１３７８
０５５３ー２２ー６４１９

夏のＥｙｅ愛ひとみ相談会

８月 日︵土︶・ 日︵日︶
いずれも 時〜 時
■会場 山梨県立盲学校
︵甲府市下飯田２ー ー２︶
■申込方法 前日までに電話
での申し込み
受付時間︵平日 時〜 時︶
■お問い合わせ先
山梨県立盲学校
Ｅｙｅ愛ひとみ相談支援
センター 担当：吉田
☎０５５ー２２６ー３３６１
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法務局なんでも無料相談所

平成 年・ 年度
山梨県消費生活相談員を
紹介します
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県では︑県内 名の方を消
費 生 活 相 談 員 と し て 委 嘱 し︑
毎日の暮らしのなかで消費生
活に関する苦情や相談を受け
付けています︒韮崎市の相談
員さんは次の５名の方々です
ので︑お気軽にご相談くださ
い︒
樋口 浩子 さん︵神山町鍋山︶
遠山なつ子 さん︵水神︶
若尾 鈴子 さん︵旭町上条北割︶
矢崎 永子 さん︵ 大草町上条東割︶
笹本
恵 さん︵清哲町水上︶

〒400-0214 南アルプス市百々 1819 ー 4

☎ 055-287-6583

遺言小冊子＆
無料相談券進呈

■お問い合わせ 山岸行政書士事務所

5 月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負
担額）は 165,373,242 円で、一人あたりの保険者負担
額は、20,079 円 ( 前年同月比 0.88％増）でした。
引き続き健康に気をつけ、医療費の節約にご協力く
ださい。
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法務局で
は︑登記︑戸
籍︑供託︑人
権擁護及び成
年後見登記に
関する事務等︑生活に深く関
係する事務を取り扱っていま
す︒これらに関することで疑
問に思っていること︑不明な
点等がありましたら︑法務局
職員及び公証人による相談所
が開設されますので︑ご利用
ください︒
※秘密は厳守されます︒
■日時 ６月 日︵日︶
９時〜 時 分︵予約制︶
■場所 甲府合同庁舎２階
会議室
■お問い合わせ・お申し込み
甲府地方法務局総務課
☎０５５ー２５２ー７１５１

韮崎市国民健康保険より

公正証書による遺言の作成件数は、全国で年間７万件を超
えており、この数は増加傾向にあります。
また、遺産分割の揉め事は、相続財産の多少に関係ありま
せん。紛争の多くは、相続財産が５千万円に満たない場合に
起こっています。
万能ではありませんが、扮装を未然に防ぐ手段として有効
な遺言。元気な貴方なら、簡単に作れます。

１２，
３９２世帯
＋１７人
＋３７世帯

残される大切な人のために…

市の人口（５月１日現在）
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■受付期間 平成 24 年 9 月 30 日 ※延長しました。
■受付場所 市役所 1 階福祉課窓口
（平日 8 時 30 分〜 17 時 15 分）
希望者には義援金採納証明書を発行いたします。
※既にご協力いただいた分を含む（受付簿へ記入された方のみ）
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お子様の見え方について不
安を感じている方︑成人され
てから目に障害を持ち悩んで
いる方︑視覚に課題がある子
どもさんを指導されている先
生など︑目のことでお悩みの
方は︑お気軽にご相談くださ
い︒費用はかかりません︒
※本校への入学相談ではあり
ません︒
■日時
７月７日︵土︶
・８日︵日︶
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義援金総額 12,893,369 円（5 月 11 日現在）

平成 23 年 3 月 14 日からの

世帯数
前月比
前月比

１５，
７５２人
１５，
９４４人
３１，
６９６人

男
女
計

福祉課高齢者福祉担当（内線180・181）

■お問い合わせ

夏の﹁きこえ﹂と
﹁ことば﹂の相談会
お 子 さ ま の﹁ き こ え ﹂﹁ こ
とば﹂のことで不安はありま
せんか︒
少 し で も 不 安 の あ る 方 は︑
この機会にご相談ください︒
専門の教員がご相談に応じ
ます︒費用はかかりません︒
■日時 ７月４日︵水︶
〜

東日本大震災 義援金受付
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