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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
☎ 22-1111　　22-8479

●韮崎市役所

抜き取ってご利用ください
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交：韮崎市民交流センター「ニコリ」
　　開館時間：9時～22時
　　☎22-1121（代表）　FAX22-1122
　　・地域情報発信センター（9時～19時）
　　・ふるさと偉人資料館 ☎21-3636
　　　／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）
図：韮崎市立図書館　
　　開館時間：10時～20時（土日祝は9時～20時）
　　☎22-4946　FAX22-4950
支：韮崎市子育て支援センター
　　開館時間：9時～17時
　　☎23-7676　FAX23-7678

児：児童センター　開館時間：10時～19時
　　韮崎児童センター　☎FAX22-7687
　　北東児童センター　☎FAX23-5550
　　北西児童センター　☎FAX22-1775
　　甘利児童センター　☎FAX23-1535
美：韮崎大村美術館
　　開館時間：10時～18時（入館17時半）
　　☎FAX23-7775
文：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
　　☎20-1155　FAX22-1919
老：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　FAX22-6980
ゆ：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
　　☎20-2222
民：韮崎市民俗資料館
　　開館時間：9時～16時30分
　　☎22-1696
体：韮崎市営体育館
　　開館時間：8時30分～22時
　　 （日曜日及び月曜日が祝日の場合
　　8時30分～17時）
　　☎FAX22-0498

穂：穂坂自然公園
　　利用時間：9時～17時　
　　穂坂町三ツ沢3507-1
　　☎37-4362

保：韮崎市保健福祉センター　
　　開館時間：8時30分～17時15分
　　☎23-4310 FAX23-4316
○乳幼児の健診
　持物：母子健康手帳、バスタオル、
　　　　保険証、印鑑

○子育て教室
　持物：母子健康手帳、筆記用具など
○育児健康相談等
　持物：母子健康手帳
○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）

憲法記念日 みどりの日 こどもの日
●みんなで楽しもう♪
　大村智先生の紙芝居！
　11時～
　14時～
　ニコリ2階イベントスペース
●ミニSL無料日

●ふるさと偉人資料館
　企画展記念
　�「大村博士の愛する茶器で
おもてなし」

　 11時～先着200名に無料
で抹茶とお菓子でおもて
なし

　ニコリ1階イベントスペース

支珈琲同好会
　13時~14時30分
　定員10組【要予約】
　(P19参照)
保のびのび教室
　対象児：平成26年4月生
　受付：13時~13時15分
●社会保険労務士による
　年金相談窓口
　9時～12時
　13時～16時
　市役所別館201会議室

保3歳児健診
　対象児：
　平成25年4月生
　受付：13時~13時15分

支幸福の小径を歩こう
　10時30分~
　11時30分
　 のんびりお散歩もよし、

ママの本気ウォーキング
もよし!子どもには風車を
プレゼント

　定員15組【要予約】
図えいごdeおはなし会
　10時30分~11時
　対象：乳幼児
　【申込不要】

保にこにこ子育て
　相談室
　9時30分~16時【要予約】
支にら★ちび0歳児ひろば
　10時~14時
　にら★ちび(2階)
　 身長・体重の測定、栄養

士相談、手型サービス他
　【予約不要】
保育児学級
　13時30分~14時30分
　【要予約】

支ファミサポ説明会
　10時30分~11時30分
　にら★ちび(3階)
　 対象：韮崎市在住の0歳児か

ら小学生の保護者、プレマ
マ・パパも大歓迎!【要申込】

支三井木のおじさん
　かんたん木工作�13時～15時
　にら★ちび(3階)
　講師：三井茂氏
　材料費：重ねるボックス
　500円など
　※数に限りあり【予約不要】

図英字新聞de
　エコバッグ
　~アフタヌーンティー付き~
　13時30分~15時
　(P19参照)

支共育ち手帳を
　つくろう
　10時~12時
　定員10組【要予約】
　(P19参照)
支背守りを縫う
　13時~14時30分
　定員10組【要予約】
　(P19参照)
保1歳6か月児健診
　対象：平成26年10月生
　受付：13時~13時15分

支にら★ちび
　ベイビーくらぶ
　~0~5か月~
　10時30分~11時30分
　おやつ代100円
　定員10組【要予約】
保すくすく教室
　対象児：平成27年10月生
　受付：13時~13時15分
支にら★ちびキッズクラブ
　13時～14時15分
　定員10組【要予約】

支にっこりベジ団
　おやさいアートワーク
　10時30分~11時30分
　にら★ちび(3階)【予約不要】
●武田の里ライフカレッジ
　13時30分~15時15分
　東京エレクトロン韮崎文化ホール
　 『暮らしを豊かにするお料

理の楽しみ方』
　講師：料理研究家
　　　　土井善晴氏

支ママのための
　クッキング教室
　10時~11時30分
　ニコリ1階調理室
　いなり寿司作り
　材料費：300円
　定員10名【要予約】
　(P19参照)
　●老壮大学　13時~15時
　ニコリ3階多目的ホール
　 元NHK「きょうの健康」キャ

スターが伝授!
　 ~病気予防につながる食事と

運動~　講師：久田直子氏

図朗読のつどい
　14時~15時
　 対象：成人一般、学生、
　目の不自由な方、など
　【申込不要】(P19参照)

●�県スポーツレクリ
　エーション祭・
　ウォークラリー（神山町）
　9時受付　参加費200円
　 神山公民館集合【要申込】

山梨県レクリエーション
協会

　☎055-287-7373

支助産師さんと
　おしゃべり
　※6~12か月児
　10時30分~11時30分
　※0~5か月児
　13時~14時
　オイル代：200円
　持ち物：バスタオル
　助産師：加茂友香氏
　定員各10組【要予約】

支誕生会
　(5月生、1歳児のみ)
　10時30分~11時30分
　材料費100円
　定員10組【要予約】
支にら★ちびベイビーくらぶ
　~6~12か月~
　13時~14時 おやつ代100円
　定員10組【要予約】
保4か月児健診
　対象児：平成28年1月生
　受付：13時~13時15分

図だっこの会
　11時~11時30分
　 わらべ歌、絵本の読み聞

かせ、手遊びなど
　対象：乳幼児【申込不要】
支ファミサポ説明会
　13時~14時
　にら★ちび(3階)
　 対象：韮崎市在住の0歳児

から小学生の保護者、プ
レママ・パパも大歓迎!

　【要申込】

支歯科衛生士さんと
　おしゃべり
　10時30分~11時30分
　にら★ちび(2階)
　持ち物：歯ブラシ
　定員10組【要予約】

●にらさきいきいき
　ウォーキング
　受付9時～　竜岡公民館
　（P4参照）
穂健康に役立つ
　ウォーキング教室
　10時～12時 定員20名
　【要申込】参加費100円
●NIRAマルシェ
　16時～20時
　ニコリオープンスペース

支�よりみちアート
　ロボットを作ろう!
　13時~15時
　にら★ちび(3階)
　 ダンボールでロボット作り
　講師：羽中田桂子氏
　材料費300円
　※数に限りあり
　【予約不要】

〔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〕
保母子健康手帳交付・
　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：企画推進担当（内線356）
〔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：企画推進担当（内線356）

〔毎週火曜日〕
■消費生活相談
　９時～16時
　問：商工労政担当（内線216）
〔毎月第２・４木曜日〕
支子育て相談
　10時30分～11時30分
　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）
保市民栄養相談
〔毎月第２火曜日〕
保もの忘れ相談日
　9時30分～16時
　問：☎23-4464

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談等　　　　　　　　　　　　　　　　※祝日は実施しません

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

診療科目 診察日 受付時間 休診日
内科

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30分
※眼科
　金曜は午前8時30分～午前11時
※スポーツ外来
　木曜 午後1時30分～午後5時15分
※リウマチ外来
　木曜 午後1時～午後4時

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。

小児科
外科
整形外科
眼科
脳神経外科
放射線科
リハビリテーション科
泌尿器科 木曜
スポーツ外来 木曜（午後）
リウマチ外来 木曜（予約制）
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内科専門
外来 診察日 受付時間

胆嚢・膵臓 月曜日
午前8時

30分～
午前11時

消化管 水曜日

肝臓 金曜日

腎臓 火曜日

午後1時～
午後4時呼吸器 木曜日

循環器 金曜日

大村智名誉市民ノーベル賞受賞特別企画展
武田の里が育んだ偉大な科学者の軌跡
～5月8日（日）　9時～17時
ニコリ1階ふるさと偉人資料館

5月25日
支こびとの部屋
　15時~16時
　 5･6･7歳の子どもやお

母さんたちと、素朴で
やさしい時間を過ごし
ませんか?

　教材費300円
　定員8組【要予約】

5月14日
図おはなし会
　14時~14時30分
　 おはなし後、折り紙作り
　 対象：幼児~小学校低

学年【申込不要】

5月12日 
保パパ・ママ学級
　13時30分~15時30分
　Aコース1回目
　【予約制】
　受付：13時15分~

5月14日 
穂苔玉作り体験教室
　10時～12時
　定員15名【要申込】
　材料代1,500円（1個）

5月24日 
保よちよち教室
　対象児：平成27年6月生
　受付：13時~13時15分
※ 4月より場所が保健福

祉 セ ン タ ー に 変 更 に
なっています

今月の納税

納期限(口座振替日)

5月31日(火)
※固定資産税 第1期
※軽自動車税

収納課
収納担当
(内線163～166)

今月の無料法律相談

5月26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
5月10日（火）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

中央公園ミニSL運行日
5/1、3、4、5、8、15、22、29
10時～12時、13時～16時
大人、子ども共に1回100円

（3歳未満は保護者と同伴で無料）

美企画展
　「魅せる花・花・花」
　開催期間：
　~7月3日(日)まで
図 展示
　「休日のお役立ち本!」
　~29日(日)まで
　(P19参照)

休館：図支文ゆ民体穂

休館：図支文ゆ民体穂

休館：図支文ゆ民体穂

休館：図支文民体穂

休館：交図支文ゆ民体穂

休館：民 
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市民のみかた　消費者生活相談窓口
おかしいな？と思ったらまずは相談

商工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

毎週火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。

ra Art Museum

韮崎大村美術館 Information
インフォメーション

相談消費生活

消費者トラブルにあったら

TOKYO ELECTRON
NIRASAKI ARTS HALL文化ホールインフォメーション こぶし号 老人福祉センターバス（5月巡回日程）

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　ワークショップ開催
　 　あらたなラインアップを加え今年度もワー

クショップを開催します!ぜひこの機会に芸
術・文化を肌で体験してみませんか?
＊『落語ワークショップ』
　5月より毎月第二木曜日
　18時30分~20時30分・会議室
　参加料1回大人2,500円・
　高校生以下1,500円(全10回)
　 　講師に春風亭柳之助師匠を迎え、落語を通

じて「話す楽しさ」を体験できます。皆さんも
落語を一席話せるようになりますよ!
＊『陶芸ワークショップ』
　5月より毎月第二土曜日
　9時30分~11時30分・能穴焼工房
　参加料1回2,000円(全10回)
　 　湯呑から徳利、お皿や花瓶まで、そんな器

をご自分で作ってみませんか?能穴焼窯元主
人の林茂松先生と自然に囲まれた穴山の地で
味わう創作のひとときをお楽しみください。
＊『アロマテラピーワークショップ』
　5月より毎月1回土曜日(詳細別途案内)
　10時~12時・会議室
　参加料1回2,000円(全10回)
　 　自分の好きな香りを見つけませんか?専門

講師小尾直子先生を迎えて本格的アロマテラ
ピーの基礎を楽しく学びます。心と体のリ
ラックスタイムをお楽しみください!

◇ブリーズステージvol.3
　歌とピアノ　カナユリコンサート
　5月21日（土）
　15時30分開演・エントランスホール
　 　3回目の「ブリーズステージ」は歌とピアノ

で癒しのひとときをお届けします。
　【全席自由】入場無料
◇第1回武田の里吹奏楽フェスティバル
　6月4日(土)14時開演・大ホール
　 　全日本吹奏楽コン

クール全国大会金賞受
賞の伊奈学園総合高校
を迎え、地元東西中学
校と韮崎高校とのエネ
ルギッシュな演奏によるブラスの祭典をお楽
しみください!!

　【全席自由】一般1,000円/高校生以下800円
　※3歳以上チケット必要、3歳未満入場不可
◇岸谷香　KAORI�PARADISE�2016
　はじめてのひとり旅
　7月17日(日)16時開演・大ホール
　 　人気女性バンド「プリンセス プリンセス」の

ヴォーカルを務め、現在は歌手、作曲家とし

て活躍する岸谷香が韮崎に初登
場!名曲「Diamonds」「M」からソ
ロ曲までたっぷり聴かせます。

　【全席指定】6,000円
　(当日500円増)
　※ 3歳以上チケット必要(3歳未満膝上無料、

座席が必要な場合は有料)
◇きかんしゃトーマス�ファミリーミュージカル
　ソドー島のたからもの
　 7月31日(日)　【1回目】12時開演　【2回目】

14時30分開演・大ホール
　 　トーマスとパーシーがテレビから飛び出し

てステージをかけめぐる!!2015年に4万人以
上を動員した楽しい歌と元気な踊りがいっぱ
いの大人気ファミリーミュージカルが韮崎に
やってきます!!

　【全席指定】2,500円(当日300円増)
　※ 2歳以上有料、2歳未満は保護者1名につき

1名膝上無料。2歳未満でも、座席が必要な
場合は有料。

　★ 4月30日(土)10時より販売開始(当ホール
の発売初日は電話予約のみ受付)

お問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール

電話 20-1155　FAX22-1919

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
　☎055-226-3399
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
　日祝及び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。

5月のごみ収集日程

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 月1回

韮崎
（祖母石・岩根を除く） 2日、 9日、

12日、16日、
19日、23日、
26日、30日

18日

ー 25日 3日
7日、14日、21日、
28日
13時～16時
●市役所裏駐車場
●龍岡公民館
　グラウンド

※ 荒天時は中止と
なります。

第3土曜
21日

9時～11時
●エコパークたつおか

（☎22-3437）へ直接搬入。
運転免許証により、韮崎
市民であること及び地区
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 11日 ー 10日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

3日、 6日、
10日、13日、
17日、20日、
24日、27日、
31日

11日、25日 ー 18日 17日
第4土曜

28日
旭・大草・龍岡 25日 11日 ー 24日

「魅せる花・花・花」
■開催期間　7月3日(日)まで
　今回の企画展で展示中の作品の中から、最
も大きな作品を紹介します。
　岸田夏子は、岸田劉生の孫にあたり、劉生
の作品にモデルとして多く描かれた麗子は、
夏子の母親に当たります。
　夏子自身も作家として活動し、特に「桜」を
描くことをライ
フワークとして、
現在も制作を続
けています。今回
展示されている
作品は、画面奥に
向かって続く道
を案内するかの

ように桜の花びらが舞っており、とても華や
かでいて幻想的な作品です。
　また今回は、夏子の作品と同じ部屋に、母・
麗子が描いた花の作品も展示しております。
岸田親子の作品を鑑賞できる機会ですので、
ぜひご来館ください。
■開館時間　10時~17時(入館は16時半まで)
■休 館 日　水曜日
　　　　　　（5月4日・5日は開館し、6日休館）
■入 館 料
　大人　510円／小・中・高生　210円
　市内小中学生無料
　* 1年間何度でも入館できる大変お得な年間パ

スポート(大人1名3,080円)も受付中です。
■問い合わせ(水曜日除く、10時~18時)
　韮崎大村美術館
　電話・ファックス　23-7775

　「ナイフ」と名前がついていますが、これらは新しい放射線治療のひとつの
方法です。定位的放射線治療とも呼びます。現在では主にガンマナイフ・リ

ニアックナイフ・サイバーナイフの三つになります。旧来の放射線治療装置では、放射線が患部にもそ
れ以外の正常組織にも同じように当たってしまい、正常組織の放射線障害が問題でした。また、治療期
間も1か月程度は必要になります。一方、定位的放射線治療の装置は、コンピュータ制
御で細い放射線を立体的に多方向から当てることにより、高精度で患部には高い線量を
当てられるけれどもそれ以外の正常組織にはわずかしか当たらない、ということを実現
しました。治療に必要な期間も大幅に短縮されています。ターゲットを完全に固定して
しまえる脳の病気(脳腫瘍や脳動静脈奇形など)で治療が開始され、現在では装置によっ
ては体幹部の疾患にも適応が広げられつつあります。「ナイフ」と名前がついている理由
は、最初にこの治療法を考え出したのがスウェーデンの脳神経外科医であり、「ナイフの
ように鋭く患部を治療する」という意味が込められているのです。

脳外科で「何とかナイフ」という名前の治療を耳にし
ますが、どんな治療法なのでしょうか?新しい手術
法ですか?Dr.

おしえて
ドクター

アドバイザー
韮崎市立病院
脳神経外科部長
八木下　勉

消費生活出張相談窓口を
開設します。

■消費生活出張相談窓口を開設
　年々、悪質で巧妙になっていく振込め詐
欺やリフォーム詐欺などの相談に応じるた
め、今年度からの新たな取り組みとして、
専門の相談員による消費生活出張相談窓口を各地区の公民館
にて開設します。
●日程(前期分)は次のとおりです。
　平成28年5月17日(火)　　　穴山公民館
　 5月31日(火)　　　旭公民館
　 6月 7日(火)　　　円野公民館
　 6月21日(火)　　　竜岡公民館
　 7月20日(水)　　　穂坂公民館
　 7月26日(火)　　　韮崎公民館
　 8月 2日(火)　　　藤井公民館
　 8月16日(火)　　　神山公民館
　 8月30日(火)　　　大草公民館
　 9月 6日(火)　　　清哲公民館
　 9月20日(火)　　　中田公民館
●時間(各回とも)
　13：30~15：30
　 消費者トラブルやおかしいなと思うことがあったら、まず

はご相談ください。
　※ 消費生活にかかわる情報提供も受付けていますのでぜひ

ご利用ください。

祖母石、一ツ谷、水神1~2、若宮、旭、日の出、西町、
富士見ヶ丘、中島、高河原 11日(水)・26日(木)
富士見、岩下、上の山 12日(木)・27日(金)
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 13日(金)・30日(月)
穂坂町、日の城、三之蔵、三ツ沢上下、飯米場、柳平、
宮久保、鳥の小池 16日(月)・31日(火)
藤井町全区 17日(水)
中田町全区・穴山町全区 2日(月)・19日(木)
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 6日(金)・23日(月)
旭町全区 9日(月)・24日(火)
大草町全区・竜岡町全区 10日(火)・25日(水)
●老壮大学 20日(金)
●静心寮 18日(水)
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／FAX22－6980）

岸田夏子《幻桜》


