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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：9時～22時
　　（日曜日及び月曜日が祝日の場合9時～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
　※よちよち教室は、市民交流センター
　２階図書館内読み聞かせの部屋
　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）

●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　『指は第２の脳
～手・足・脳の健康運動』

　講師：堤喜久雄氏
●まちなか市民会議
　19時～21時　ニコリ1階

支骨盤ケア教室
　13時30分～14時30分
　 ニコリ1階和室　講師：山

本 由 紀 氏　 託 児 料：1人
300円(2人目100円)

　定員10名【要電話予約】

図ひまつぶシネマ
　上映会
　10時～18時
　 『パーシー・ジャクソンと

オリンポスの神々』

文文化ホールまつり
　2015
　10時～16時

保のびのび教室
　対象児：
　平成25年9月生　
　受付　13時～13時15分
支おそうじ大作戦
　13時～13時30分
　【予約不要】

●税理士の無料税金相談
　13時～16時
　401会議室
支歯科衛生士さんと
　おしゃべり
　10時30分～11時30分
　講師：加賀美正江氏
　定員10組【要予約】
　持ち物：歯ブラシ

図えいごdeおはなし会
　11時～11時20分　
　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ma-ma made 
　 エコバッグをハロウィン

で飾ろう
　10時30分~11時30分　
　 ニコリ1階和室　ステンシ

ルを使ってバッグ作り
　参加費:1000円
　講師：草野景子氏　定員8人
　【要電話予約】託児つき

図ひまつぶシネマ
　上映会　10時~18時
　『ベスト・キッド』
支三井木のおじさん
　かんたん木工作
　13時~15時
　重ねるボックス500円　
　【予約不要】※数に限りあり
図 おはなし会
　 14時~14時30分
　 対象:幼児~小学校低学年　
【申込不要】

●市制施行
　61周年記念式典
　10時~12時
　 東京エレクトロン韮崎文

化ホール小ホール
●武田の里ふるさと祭り
　11時~15時
穂朗読と語りの会
　10時～12時　
　定員45名【要予約】

体育の日
秋の武田の里祭り

「武田八幡宮例大祭」

支 天然酵母パンで
　カフェメニューを
　作ろう
　10時~12時30分
　ニコリ１階調理室
　材料代1200円
　 保育料1人目700円(2人目

300円)
　定員6名【要電話予約】

保 1歳6か月児健診
　対象児：
　平成26年3月生
　受付　13時~13時15分
支 にら★ちびベイビーくらぶ
　13時30分~14時30分
　 ~0~5か月~
　材料費・おやつ代100円
　定員10組(要予約)

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
　持ち物：バスタオル
　13時30分~14時30分　
　講師：井上裕子氏
　定員10組【要予約】

支川辺先生の子育て
　ワンポイント
　アドバイス
　10時30分～11時30分
　講師：川辺修作氏
　定員20組【要予約】

図ひまつぶシネマ
　上映会
　12時～18時　『ベイブ』
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】（P18参照）

支 ①0歳児体位測定
　　＆メルマガ
　　キャンペーン　
　10時30分～11時30分　
　 メルマガ会員さんには手

型サービスあり　
　②0歳児体位測定
　13時30分～14時30分　
　 【予約不要】
保3歳児健診
　対象児：平成24年9月生　
　受付　13時～13時15分

支にら★ちび
　ベイビーくらぶ
　10時30分～11時30分
　～6～12か月～
　材料費・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3月生
　受付　13時～13時15分
保パパ・ママ学級
　13時15分～受付
　Cコース2回目　【要予約】

支 U-3親子サッカー
　フェスティバル
　10時～11時30分
　グリーンフィールド穂坂　
　定員100組【要予約】
図だっこの会
　11時～11時30分
　 読み聞かせ、手遊びなど
　対象：乳幼児　【申込不要】
保よちよち教室 ニコリ図書館　　
　 対象児：平成26年11月生　

受付：13時～13時15分

●老壮大学
　13時～15時
　ニコリ3階多目的ホール　
　『落語で撃退！悪徳商法』
　講師：夢見亭わっぱ氏
支 韮高生とあそぼう
　9時50分～10時30分
　定員20組【要予約】

図図書館祭
　10時～16時
　古本市、おはなし会、
　落語など　（P18参照）
穂燻製作り体験教室
　10時～12時
　参加費500円　
　定員12名【要予約】

支よりみちアート
　 木の工作
　「働くくるまをつくろう！」
　13時～15時
　参加費500円
　【予約不要】
　※数に限りあり

保4か月児健診
　対象児：
　平成27年6月生
　受付　13時～13時15分

支ファミサポ説明会
　10時30分～
　 11時30分　入会案内、先

輩ママの体験談他
　 対象：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】

　支誕生会(10月生)
　 13時30分～14時30分
　材料費100円
　定員10組【要予約】

支にら★歩歩くらぶ
　さつまいもほり
　10時30分～11時30分　
　 龍岡町坂の上公民館
　 芋 ほ り、 お や つ タ イ ム、

絵本読み聞かせ(雨天中止)
　参加費：大人300円
　定員10組【要予約】

　　　　　　 ●甘利山クリーン
　大作戦
図ひまつぶシネマ
　上映会
　10時～18時
　『ナイト　ミュージアム2』

〔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）

〔毎月第2・4 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

10月1日
支 にら★ぐるみんcafe　10時30分～11時30分
　 ①タロットリーディング　②ヘナアート＆ミニセッ

ション　③カラーセラピー　④ハンドマッサージ
　定員10組【要電話予約】

今月の納税

納期限(口座振替日)
11月30日(月)
※市県民税 第3期
※国民健康保険税 第4期
※介護保険料 第4期
※後期高齢医療保険料
 第4期
収納課　収納担当
(内線163～166)

今月の無料法律相談

10月22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
10月13日（火）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

美企画展「実りの季節―
　生活の中の果物―」
　 韮崎大村美術館　開催

期間：平成28年1月11
日（月・祝）まで

図「伊那市文化交流」展示
　～29日（木）（P18参照）

中央公園ミニSL運行日
10/4、11、12、18、25
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）

休館：図支文ゆ民体穂

休館：図支文ゆ民体穂

休館：交図支文ゆ民体穂

休館：児 老 保 休館：図支文ゆ民体穂

休館：図 支 

休館：民 （午前） 

休館：民 （午前）

休館：民 （午前） 支

休館：民 （午前）

休館：民 （午前）

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：美 

休館：美 

休館：美 

休館：美 民

休館：保 

休館：保

休館：保 

休館：保

休館：保 



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

毎月第2第4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（10月巡回日程）

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　文化ホールまつり2015開催!!
　10月4日（日）　10時～16時／入場無料
　 　東京エレクトロン韮崎文化ホールで

は、市民の皆様に文化ホールをより身近
に感じ、また気軽に芸術文化に触れても
らうため、毎年『文化ホールまつり』を開
催しています！今年も様々なイベントを
開催しますので、ぜひご家族でご来場く
ださい！お待ちしています!!

★カラオケ大会（大ホール）13時～
★お笑いステージ（小ホール）
　①11時～②14時～
　　 出演：ぴっかり高木といしいそうたろ

う、若井おさむ、ルート33
★ じっきぃのコメディパフォーマンス

ショー（西玄関）
　①10時30分～　②12時10分～ 
　③13時30分～　④15時10分～
★よりみちアートのチョークアート（駐車場）
　①10時～　②13時30分～
　※ 11時30分と15時に記念撮影があります。
★フリーマーケット（駐車場）10時～

★わくわくワンダーランド
　（会議室・美術展示室）10時～
★フードブース（駐車場）10時～
※ 内容・会場は都合により変更となる場合

があります。
◇ザ・グレン・ミラーオーケストラ
　JAPAN　TOUR　2015
　11月1日（日）15時開演・大ホール
　 　今年で51年目を迎えました、ザ・グレ

ン・ミラーオーケストラ Japan Tour。
往年の名曲と共に、今年は日本のナン
バーもお届けする運びとなりました！

　 　没後70年、いまだなお愛され続けるグ
レン・ミラー・サウンドを、楽器を使っ
た楽しいパフォーマンスと共に日本全国
にお届けします。どうぞご期待ください！

　【全席指定】5,000円　※未就学児入場不可
◇韮崎市生涯学習フェスタ'15開催!!
　11月7日（土）～8日(日)
　詳細は今月号のP17を参照ください。
◇第21回武田の里音楽祭
　『みんな集まれ　輪になって踊ろう』
　12月13日（日）14時30分開演・大ホール

　 　『子どもと大人がオーケストラの演奏
をバックに歌う音楽会』、『気軽にクラ
シック音楽を楽しんでもらえる音楽会』、

『オーケストラの演奏の素晴らしさを味
わえる音楽会』を通して、地域の子ども
達、市民とホールが共に育つ音楽会を目
指し、会館のオープン以来、毎年開催し
ている市民参加型の音楽祭です。

　 　半年かけて練習を重ねてきた子ども達
の元気でかつ透き通った歌声、そして一
般合唱の情緒豊かな歌声、Ｎ響団友オー
ケストラの圧巻の演奏、さらに高校生の
プロオーケストラとの夢の共演や毎年趣
向を凝らした演出など盛りだくさんの内
容でお届けいたします。

　【全席自由】一般800円・中学生以下無料
　（要入場整理券）
　☆ 11月1日（日）チケット発売・整理券配

布開始！

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

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 13日(火)・28日(水)
富士見、岩下、上の山 14日(水)・29日(木)
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 1日(木)・15日(木)
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 2日(金)・16日(金)
藤井町全区 5日(月)・19日(火)
中田町全区・穴山町全区 6日(火)・20日(木)
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 7日(水)・22日(木)
旭町全区 8日(木)・26日(月)
大草町全区・竜岡町全区 9日(金)・27日(火)
●老壮大学 23日(金)
●静心寮 21日(水)
●ひとり暮らし老人ふれあい交流交歓会 30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／FAX22－6980）

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。

10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 第４土曜日

韮崎
（祖母石・岩根を除く）

1日、 5日、
8日、12日、

15日、19日、
22日、26日、
29日

7日、21日

14日 ー 6日
3日、10日、17日、24日
31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。

10月24日（土）
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
であることを確認します。

※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 28日 13日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

2日、 6日、
9日、13日、

16日、20日、
23日、27日、
30日

14日、28日

7日 ー 20日

旭・大草・龍岡 ー 21日 27日

「実りの季節(とき)―生活の中の果物―」
■開催期間　平成28年１月11日（月・祝）まで
　実りの秋にちなみ、「果物」を描いた作品をテー
マにした企画展を開催中です。
　今月号に掲載した画は、本市出身の洋画家・
鈴木農夫男の《夏みかんとトルソ》という作品で
す。この作品は、鈴木が47歳のときに描いた作
品で、当時画家は、韮崎高校や甲府第一高校で
美術の教師をしながら、韮崎市内の幼稚園で油
絵教室を開いたり東京・銀座で個展を開いたり
と、教師として、
また画家として精
力的に仕事に励ん
でいました。鈴木
は、生涯を通して
山の風景を多く描
いており、掲載し

た作品のような、室内の静物を取り上げた作品
は比較的珍しいものといえます。
　この他にも、さまざまに描かれた「果物」の作
品を展示しています。ぜひ足をお運びください。

■開館時間　10時～18時（入館は17時半まで）
■ 休 館 日　水曜日、（祝日の場合は開館し、翌

日休館）、9月7日（月）～9月19日（土）まで、
展示替え及び館内整備のため休館

■入 館 料　大人　510円　小・中・高　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
　ホームページ：
　www.nirasakiomura.artmuseum.com

子どもたちと消費者市民社会

心電図は、心臓の電気的活動を波形として記録したもので、学校検診では不整
脈や先天性心疾患の発見に役立ちます。

　不整脈は、心臓の収縮のリズムが乱れるものです。検診異常の多くは、期外収縮といって頻度が少
なければ管理不要なものですが、房室ブロックや洞不全症候群などの程度によっては突然死につなが
るもの、上室性・心室性頻拍などの心不全をきたす場合があるものなども見つか
ることがあります。治療方法が確立されていることが多く、早期発見・早期治療
によってこれらのリスクを減らすことができます。
　先天性心疾患で見つかる頻度が多いのは、心房・心室中隔欠損症や弁膜症です。
いずれも心エコー検査で診断が確定でき、定期的な専門医の受診を勧めています。
　当院では、通常の心電図・心エコー検査に加え、ホルター心電図（24時間連続
心電図）や負荷心電図も行うことが可能です。心電図検診異常は、ほとんどの場合
が無症状で、受診が先延ばしにされてしまう場合もありますが、早めの受診を心
がけるようにしましょう。

学校の心電図検診で異常が指摘されました。
どうすれば良いですか？Dr.

おしえて
ドクター

アドバイザー
市立病院小児科　医師

前林　祐樹

鈴木農夫男《夏みかんとトルソ》

2013年12月31日に施行された「消費者教育推進法」に基づき、そ
れぞれの自治体が工夫を凝らして実行しつつあります。
例えば学校では、以下のことを学びます。

 小学校
家庭
　①身近な消費生活と環境
　　・計画的な物や金銭の使い方
　　・適切な購入の仕方
　②環境に配慮した生活の工夫
　　・物の使い方や環境を考え、工夫すること

 中学校
社会（公民的分野）
　①市場の働きと経済
　②国民の生活と政府の役割

　　（家庭分野）
　①身近な消費生活と環境
　②家庭生活が環境に与える影響とそれについて配慮した消費生活

 高等学校
公民（現代社会）
　①現代社会と人間としての在り方と生き方
　②現代の経済社会と経済活動の在り方

　　（政治経済）
　　現代経済の仕組みと特質

どこのレベルでも、いかに消費生活が環境や経済に影響を与える
かを学び、適切な消費行動がとれるようになるのが目標です。勿
論これは学校だけで学ぶのではなく、家庭生活でも話題に上れば
幸いです。


