
月 火 水 木 金 土 日

　

●まちなか市民会議
　19時～21時
　ニコリ会議室

休館： （午前）

●信玄公祭り
　甲州軍団出陣
　韮崎駅前広場～甲府市内
　武者は、体験型恋活イベン

ト「武将DE恋活in甲州軍
団出陣」参加者
「ひまつぶシネマ」上映会

　9時～20時
　『ロミオの青い空』・随時上

映

休館：

にら★歩歩くらぶ
　10時30分～12時
　10時15分　 ニ コ リ エ ス

カレーター前集合
　穴山さくら公園　電車に

乗ってみんなでおでかけし
よう♪

　持ち物：水分　抱っこひも
　電車代（片道200円）
　定員20組【要予約】

休館： （午前）

●無料法律相談
　予約受付日
　8時30分～

「ひまつぶシネマ」上映会
　9時～20時
　『うっかりペネロペ（ひと

りでできるよ）』・随時上映
苔玉つくり体験教室

　10時～12時
　【要申込】

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】
　休館：

抜き取ってご利用ください

●平成27年度
　韮崎市消防団
　辞令交付式

休館：   

「仁科幸子氏原画展」
　4月18日（土）～
　5月17日（日）まで
　（P17参照）
10冊以上本を借りて、
　期間限定特製「にらっこ」
　しおりをゲットしよう！
　4月23日（木）～
　5月12日（火）まで
　（P17参照）

休館：  

●わに塚のサクラ
　ライトアップ（予定）
　～12日（日）まで
　18時30分～20時30分
　3日（金）の点灯式は
　18時15分～

　

●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
　☎22－1111  　 22－8479

●韮崎駅前小彼岸桜ライト
アップ

　～9日（木）まで
　18時30分～21時
　※開花状況により日程の変

更があります
休館：  

●行政相談
　13時～15時
　102会議室

休館：       

月4 2015
CALENDAR

卯　月

〔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102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〕
子育て相談

　10時30分～11時30分
　問：☎23－7676

相談等 ※祝日は実施しません
〔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〕

もの忘れ相談日
　9時30分～16時
　問：☎23－4464

●第7回穴山さくら祭り
　10時～15時
　穴山さくら公園

休館：   

還付金詐欺にご注意！

納期限（口座振替日）

4月30日(木)
※介護保険料

収納課
収納徴収・管理担当
(内線163～166)

今月の納税

企画展「描かれた花展～花
をみて感じる心～」

　～6月21日（日）まで
「平安時代の文学」展示

　～29日（水）まで
　（P17参照）

「こどもにすすめたい本
2015」展示

　～6月28日（日）まで
　（P17参照）

　今月の無料法律相談
　4 月 23 日（木）
　13 時～ 16 時
　市役所 102 会議室
　1 人 30 分以内　定員 6 名
※予約受付日
　4 月 10 日（金）
　8 時 30 分～
　企画財政課企画推進担当
　（内線 355 ～ 357）

今月の無料法律相談

4/5、12、19、26、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）

　 中央公園ミニSL運行日
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4月1日より市立図書館の
開館時間を20時まで延長
します（P17参照）

4月9日
えいごdeおなはし会
11時～11時20分
対象：乳幼児



　●第34回深田祭
　茅ケ岳深田記念公園
　13時30分碑前祭
　記念登山他
●第15回武田の里ウォーク
（エンジョイウォーク）

　韮崎中央公園陸上競技場～
新府桃源郷

●第21回新府桃の花見会
　新府共選場
　9時～15時
　地元特産品・飲食テント
休館：   

　 　

 

●消費生活相談
　9時～16時　102会議室

子育てコーチング
　「ニコ・ママ」
　10時30分～11時30分
　ニコリ1階会議室5
　講師：松井良子氏
　託児可：一人300円
　定員8名【要電話予約】

のびのび教室
　13時～
　対象児：平成25年3月生まれ
　親子遊びや歯科相談など

にら★ちびベイビー
　くらぶ　6～12か月
　10時30分～11時30分
　交流会・手型サービスなど
　材料費・おやつ代100円
　定員10組【要予約】

1歳6か月児健診
　13時～
　対象：平成25年
　　　　9 月生まれ
　小児科医師・歯科医師の診

察など
休館：  

にら★ぐるみん
　サークル
　10時30分～11時30分
　毎月1回集まって食育紙芝

居を作ろう！
　【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
　開講式・『チーム韮崎』で

新たなまちづくり
　韮崎市長　内藤久夫
休館： （午前）

にこにこ子育て相談室
　9時30分～16時00分
　お子さんの気になる成長発

達・食事・個別相談など
　【要予約】

休館：        

避難訓練
　11時ころ
　いざという時のために…安

全を確かめましょう
3歳児健診

　13時～
　対象児：平成24年
　　　　　3月生まれ
　小児科医師・歯科医師の診

察、個別相談など

●献血
　市役所庁舎裏駐車場

助産師さんとおしゃべり
　＊6～12か月児
　10時30分～11時30分
　離乳食やはいはい、卒乳、

ママの健康相談など
　＊0～5か月児 
　13時30分～14時30分
　相談とベビーマッサージ
　持ち物：バスタオル
　講師：井上裕子氏　各定員

10組【要予約】

よりみちアート
　13時～15時
　おしゃれなカード入れが親

子で簡単に作れます♪
　講師：羽中田桂子氏
　【予約不要】参加費300円
休館：   

凡
　
例

：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～19時）
　　・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）

：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　 22-4950

：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

：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

：韮崎大村美術館
　　開館時間：10時～18時（入館17時半）
　　☎ 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：9時～22時
　　（日曜日及び月曜日が祝日の場合
　　9時～17時）
　　☎ 22ｰ0498

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時～20時
　『ハイハイ英語』・随時上映

こんにゃく作り体験教室
　10時～12時
　【要申込】

休館：

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時～20時
　『八ヶ岳アルパカ牧場　赤

ちゃん誕生物語』・随時上映
サリー＆タケ「バルーンアート」

　13時～15時
　講師：相吉くに子氏・丈雄

氏【予約不要】参加費無料
朗読のつどい

　14時～15時
　【申込不要】（P17参照）
休館：

にら★ぐるみん学校
　10時15分～11時45分
　「マダムのコーヒー教室＆占い」
　参加費500円　託児可
　定員8名【要電話予約】
よちよち教室

　13時～16時
　ニコリ図書館
　対象児：平成26年
　　　　　5月生まれ
　ブックスタート事業やお子
さんの事故防止について

休館： （午前）

すくすく教室
　13時～
　対象児：平成26年
　　　　　9月生まれ
　離乳食指導や試食など
休館：  

●行政相談
　13時～15時
　102会議室

休館：       

休館：       休館：   

●消費生活相談
　9時～16時
　102会議室

0歳児体位測定
　10時30分～11時30分
　【予約不要】

4か月児健診
　13時～
　対象児：平成26年12月生

まれ
　小児科医師の診察、相談

休館：     

：穂坂自然公園
　　利用時間：9時～17時
　　農林課　農林振興担当
　　（内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
○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）

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

診察科目 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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4月14日
おそうじ大作戦

　13時～13時30分
　みんなでセンターをきれ

いにしましょう
　【予約不要】

4月15日
誕生会

　（4月生まれ）
　13時30分～14時30分
　材料費100円
　定員10組　【要予約】

4月19日
●お新府さん
　（新府藤武神社祭典）
　9時～16時
　新府藤武神社

4月28日
県外出身ママの会

　13時30分～14時30分
　おやつタイム＆交流会な

ど
　定員10組【要予約】

4月24日
●老壮大学
　13時～15時
　市民交流センターニコリ
　開講式・特別講演　
　韮崎市長　内藤久夫

4月23日
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】

4月22日
にら★ちび
　ベイビーくらぶ
　0～5か月
　13時30分～14時30分
　交流会・手型サービスなど
　材料費・おやつ代100円
　定員10組【要予約】



　　　

「描かれた花展～花をみて感じる心～」
■開催期間　６月21日（日）まで
　花々の咲く季節に、当館の収蔵品より「花」が
描かれた作品約30
点を紹介します。新
しい季節にふさわ
し い 桜 や 薔 薇、 パ
ンジーなど、多彩な
花々の作品の競演を
み る こ と で、 作 家
の「花」への想いを
感じていただき心豊
かな時間を過ごして
いただける展覧会で
す。

■出展作家
　亀高文子、金山桂子、岸田夏子、郷倉和子、清
原啓一、佐藤泰生、小杉小二郎、中川一政、三岸
節子、森田茂、森田元子、佐野智子、堀文子、ラ・
グーザ玉他
■開館時間
10時～18時（入館は17時半まで）
■休館日　水曜日（祝日の場合翌日閉館）
■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～17時）
　韮崎大村美術館　電話・FAX　２３―７７７５
　ホームページ：www.nirasakiomura.artmuseum.com

小杉小二郎「三色すみれと野の花」
油彩　40.9ｘ31.8(ｃｍ)

■消費生活相談窓口を開設
　年々、悪質で巧妙になっていく振り込め詐欺やリフォーム詐欺な
どの相談に応じるため、専門の相談員による消費生活相談窓口を開
設しています。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。
●相談日時
毎月第２・４火曜日　
９時～12時・13時～16時
●場所
市役所102会議室

■平成27年度山梨県消費生活相談員
　山梨県消費生活相談員に、本市から次の５名が委嘱されています。
消費生活でお困りの方は、お気軽にご相談ください。
樋口浩子氏（神山町鍋山）
遠山なつ子氏（水神）
若尾鈴子氏（旭町上條北割）
矢崎永子氏（大草町上條東割）
笹本恵子氏（清哲町水上）

■出前塾受付中
　トラブルを未然に防ぐため、また、消費生活の知識を身につける
ため、相談員が無料で講義を行います。地域での学習機会にご活用
ください。
★講義時間45～60分
　休日・夜間も相談に応じます。

A.「神経」や「脳」がつく診療科でよく見かけるのは、神経内科・精神神経科・脳神経外科の３つでしょう。精神神経科は精神科、脳神経外科は
脳外科と略されることもあります。神経内科は脳神経内科と書いてあるところ
もあります。どれにも「神経」の文字が入っていますが、担当する疾患はかな
り異なります。まず、神経内科ですが、これは神経の変性疾患や先天性の神経
病を担当します。パーキンソン病や、筋萎縮性側索硬
化症などいわゆる神経難病と呼ばれる病気は神経内科

の専門領域であるものが多いです。次に、精神神経科（精神科）ですが、これは
いわゆる心の病気を受け持ちます。代表的な病気は、うつ病・統合失調症・不安
障害などです。睡眠障害を専門にする医師もここに属します。最後に、脳神経外
科（脳外科）ですが、これは脳血管障害（脳卒中）・頭部外傷・脳腫瘍が専門です。
外科の一分野でもありますので、脳や神経の手術が必要な病気は脳神経外科が担
当します。医療の専門化が進んだため、神経疾患であるにもかかわらず、てんか
んのように何科が担当するのか分かりにくくなってしまった病気もあれば、認知
症のようにかかりつけ医がなるべく関わっていこうという動きのある病気もあり
ます。また、現在「専門医」の制度が見直されている最中です。分かりやすく、
医療機関を受診しやすい標榜方法が整えられることを期待したいと思います。

医療機関の診療科に、「神経」や「脳」とつく科が
いくつかありますが、どこが違うのでしょうか？

脳神経外科部長
八木下　勉先生

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
消費者トラブルにあったら
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。



　 

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）

　2日、 6日
   9日、13日
 16日、20日
 23日、27日
 30日

1日、15日

8日 ー 7日
4日、11日、18日、25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。
※４月から龍岡会場も毎
週収集を行います。

4月25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 22日 14日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 　3日、 7日

 10日、14日
 17日、21日
 24日、28日

8日、22日

1日 ー 21日

旭・大草・龍岡 ー 15日 28日

4月のごみ収集日程　

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（月）・２８日（火）
富士見、岩下、上の山 １４日（火）・３０日（木）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 １６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 １７日（金）
藤井町全区 ２０日（月）
中田町全区・穴山町全区 ６日（月）・２１日（火）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 ７日（火）・２２日（水）
旭町全区  ９日（木）・２３日（木）
大草町全区・竜岡町全区 １０日（金）・２７日（月）
●老壮大学 ２４日（金）
●静心寮 １５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／ ２２－６９８０）

こぶし号 老人福祉センターバス（4月巡回日程）

休日・夜間の救急医療連絡先
●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。

◇氣志團現象2015 
　日本全國HALL GIG TOUR
　「週末大パニック！超激突!!」
　4月12日（日）17時30分開演・大ホール
　氣志團ホールツアー、山梨公演決定!!

【全席指定】6,966円
※氣志團からのハートフルな贈り物付き
※3歳以上チケット必要、3歳未満入場不可
◇エントランスコンサートVol.12
　アルレ弦楽四重奏団コンサート
　4月18日（土） 13時30分・エントランス
ホール
　気軽に生のクラシック音楽を聴いてみませ
んか？入場無料ですのでお気軽にお越しくだ
さい。 

【全席自由】入場無料
◇親子のためのキャンディコンサート
　トランペット・ヴァイオリン・チェロ
　トリオコンサート
　4月25日（土）14時開演・エントランスホール
　キャンディコンサートは0歳からご入場い
ただけるお子様がメインのコンサート！キャ
ンディを食べながら気軽に生の音楽をお楽し
みください！

【全席自由】入場無料（要入場整理券・先着
150枚）

◇仮面ライダースーパーライブ2015
　5月30日（土）
　1回目 11時開演／2回目 14時30分開演・
大ホール
　仮面ライダードライブや歴代仮面ライダー
が大集合!!従来のキャラクターショーを超え
る大迫力のライブステージ！

【全席指定】おとな2,800円／こども2,000円
（当日各200円増）
※3歳以上有料、３歳未満でもお席の必要な
方はチケットが必要です。中学生以上はおと
な料金です。
◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　ワークショップ開催（申込受付中）
　毎年好評をいただいておりますワーク
ショップを5月から開催します。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』（全10回）
　毎月第二木曜日※但し、1回目は5月13日（水）
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
　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』（全10回）
　毎月第二土曜日

9時30分～11時30分・能穴焼工房（穴山駅
徒歩5分）
　参加料1回2,000円
　普段使いの湯呑から晩酌に使う徳利、食卓
に並べるお皿やお花を活ける花瓶まで。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
地でゆったり味わう創作のひとときを是非お
楽しみください。
※年度途中の参加も可
◇平成27年度ブリーズ友の会会員募集
　お得な会員になりませんか？当ホール主催
の公演チケットの先行予約や割引価格での購
入。また、月に１度の公演案内情報の送付、
ポイントカードなど様々な特典をご用意して
おります。（※一部対象外の公演もございま
す。）
○会員期間　４月１日～来年３月末まで
○年会費〈お１人あたり〉
個人会員　2,000円
家族会員（２～４名）　1,000円
※団体会員区分もありますので、入会方法等、
詳細はホールまでお問い合わせ下さい。

問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール

　☎２０－１１５５　 ２２－１９１９


