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12月December

2016CALENDAR

師 走

月 火 水 木 金 土 日

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

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～20時）
　　☎23-6886
　　・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：韮崎市立大村記念図書館　
　　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

ミ：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）
　　☎45-9919
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～17時（入館16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
　　4月～11月：9時～17時　
　　12月～3月：冬期休館
　　農林課　農林振興担当
　　内線（223～225）
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）

凡
　
　
例

支就労・育休中ママの会
　10時30分～11時30分
　にら★ちび(2階)
　定員15組【要予約】
　参加費100円

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
　参加費200円(オイル代)
　持ち物：バスタオル
　助産師：加茂友香氏
　 定員10組【要予約】
　にら★ちび(2階)

図えいごdeおはなし会
　10時30分～11時
　対象：幼児～小学校低学年
　【申込不要】

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】

●消費生活出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　韮崎公民館
支トランプ占い
　10時～11時30分
　にら★ちび(2階)
　参加費500円【要予約】
保のびのび教室
　対象児：平成26年11月生
　受付：13時～13時15分
支コーチング 13時～14時30分
　にら★ちび(2階)
　参加費500円【要予約】

支にら★ちび
　0歳児ひろば
　10時～14時
　にら★ちび(2階)
　 日替わりカフェは
　「栄養士相談」【予約不要】
保1歳6か月児健診
　対象：平成27年5月生
　受付：13時～13時15分

支1歳の誕生会（12月生）
　10時30分～
　11時30分
　にら★ちび(2階)
　定員10組【要予約】
　参加費100円

保にこにこ子育て相談室
　9時30分～16時
　【予約制】
支ママとこどもの
　クリスマス音楽会
　10時30分～11時30分
　対象：0～3歳児と保護者
　【要予約】

図クリスマス会・
　クリスマスコンサート
　14時～16時
　（P17参照）

支ぷれすべいびー
　くらぶ
　10時～12時
　にら★ちび(2階)
　 対象：0～10ヶ月までの

赤ちゃんとママ
　参加費100円
　定員15組【要予約】
保3歳児健診
　対象児：平成25年11月生
　受付：13時～13時15分

支にら★ちび
　0歳児ひろば
　10時～14時
　にら★ちび(2階)
　 日替わりカフェは「体位測

定」【予約不要】
保すくすく教室
　対象児：平成28年5月生
　受付：13時～13時15分
保パパ・ママ教室
　13時30分～
　Dコース2回目

●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
　 『情報を読む力』～「がん」

を正しく知って正しく怖
がる～

　 講師：薬剤師、山梨まん
まくらぶ代表　若尾直子

●老壮大学
　13時～15時
　ニコリ3階多目的ホール
　保育園児とクリスマス会

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】（P17参照）

●消費生活
　出張相談窓口
　13時30分～
　15時30分　藤井公民館
支ハーフバースデイ
　10時～11時30分
　にら★ちび(2階)
　対象：6～8ヵ月親子
　参加費無料【要予約】
保4か月児健診
　対象児：平成28年8月生
　受付：13時～13時15分

支にら★ちび0歳児ひろば
　10時～14時
　にら★ちび(2階)
　 日替わりカフェは「からだこ

ころ」【予約不要】
保よちよち教室
　対象児：平成28年1月生
　受付：13時～13時15分
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】

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】

天皇誕生日 支よりみちアート
　だれのおかおかな？
　13時～15時
　にら★ちび(3階)
　 立体の木のプレートにお

絵かき
　講師：羽中田桂子氏
　参加費300円【予約不要】
　※数に限りあり

支大そうじ
　にら★ちび
　(2階・3階)
　 朝から館内の大掃除をし

ます。（通常のおもちゃな
どは出ていません）

〔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４木曜日・要予約〕
■無料法律相談
　（祝日の場合は翌週）
　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２・４木曜日〕
支子育て相談
　13時30分～14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

12月6日
支 にら★歩歩くらぶ森の

音楽会
　10時30分～11時30分
　定員20組【要予約】
　（P17参照）
●特設人権相談
　10時～15時【予約不要】
　ニコリ1階会議室

12月20日
支同好会忘年会
　13時～14時30分
　にら★ちび(2階)
　 あんこ同好会・コーヒー

同好会・背守りを縫う…
の同好会の忘年会。初参
加者も大歓迎

　参加費300円【要予約】

12月13日
●消費生活出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　大草公民館

12月15日
支県外出身ママの会
　10時30分～
　11時30分
　にら★ちび(2階)
　定員10組【要予約】
　参加費100円

12月9日（金）～12月11日（日）
交「韮崎カトリック白百合幼稚園ニーラ企画展」
　ニコリ地下ギャラリー（無料）

穂坂自然公園センター
（12月～3月）冬期休館

図 「新年に向けて新しい
『こと、始め』よう！」
展示

　～27日（火）（P17参照）

美企画展
　 ｢女流画家協会 70 回記

念収蔵品展」
　～平成29年1月9日まで

今月の納税
納期限（口座振替日）
12月26日（月）
※固定資産税 第3期
※介護保険料 第5期
※国民健康保険税 第6期
※後期高齢者医療保険料
 第6期
収納課
収納担当

（内線163～166）

今月の無料法律相談

12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
12月12日（月）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

休館：図支文ゆ民体穂

休館：交図支文ゆ民体穂
ミ

休館：図支文ゆ民体穂

休館：ミ

休館：ミ

休館：児 老 保

休館：民 （午前） 

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：美

休館：美 休館：ミ

休館：美 

休館：保 

休館：保

休館：保

休館：児 老 

休館：図支文ゆ民体穂
休館：交図支児美文老民

体保
休館：交図支児美文老民

体保
休館：交図支児美文老民

体保ゆ休館：美 図 支休館：ミ 民



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（12月巡回日程）

◇第22回武田の里音楽祭『保阪嘉内と心友たち』
　12月11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）

◇ブリーズ美術展「韮崎市文化協会写真部」
　12月14日（水）～17日（土）・美術展示室

　 9～17時（ただし初日11時より・最終日16
時迄）　【入場無料】

◇ブリーズキッズ美術展
　「韮崎カトリック白百合幼稚園」
　12月21日（水）～25日（日）
　時間未定・美術展示室　【入場無料】

◇ブリーズステージ
　◆ 12月23日（金・祝）・エントランスホール
　13時30分～「スチールパンコンサート」
　 14時10分～「華笛」Ⅱ（音楽と朗読のコラボ）
　 　気軽に芸術文化に触れてみませんか？エ

ントランスコンサートがバージョンアップ
して登場！多様なジャンルの芸術文化を皆
さんにお届けする「ブリーズステージ」にご
期待ください。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

◇海上自衛隊　横須賀音楽隊
　韮崎ふれあいコンサート
　 2017年1月29日（日）
　14時開演(仮)・大ホール

　 　毎年好評の自衛隊コンサートです。今年
は横須賀音楽隊の迫力ある演奏をお楽しみ
ください。

　 【全席自由】入場無料（要入場整理券）
　 ☆ 12月24日（土）10時より整理券配布開始！
　※ 整理券はおひとり様4枚まで配布致しま

す。配布は先着順で行います。なお、お並
びいただいても配布枚数上限に達した場
合、入場整理券をお渡しできない場合がご
ざいます。あらかじめご了承ください。

◇小遊三・昇太・柳橋三人会
　2017年3月4日（土）
　18時30分開演・大ホール
　 あの番組の司会者、出演者が韮崎に登場！

お見逃しなく！　【全席指定】
　一般3,500円
　※未就学児入場不可
　■ 12月3日（土）10時より発売開始（当ホー

ルの発売初日は窓口販売のみ）

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 7日（水）・22日（木）
富士見、岩下、上の山 8日（木）・26日（月）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 9日（金）・27日（火）
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 12日（月）・28日（水）
藤井町全区 13日（火）
中田町全区・穴山町全区 1日（木）・14日（水）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 2日（金）・15日（木）
旭町全区 5日（月）・19日（月）
大草町全区・龍岡町全区 6日（火）・20日（火）
●老壮大学 16日（金）
●静心寮 21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）

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。

12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）

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
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
17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 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

14日、28日

7日 ー 20日
第4土曜

24日
旭・大草・龍岡 ー 21日 27日

「女流画家協会70回記念収蔵品展」
■開催期間　平成29年1月9日（月）まで
　今月号に掲載した作品は、遠藤彰子（えんどう 
あきこ）の《遠い日》です。
　夕暮れ時、ビルが立ち並ぶ都会で外遊びを楽
しむ子供たちの様子が描かれています。画面の
右奥からは夕日の強い光が当たっていることが、
長く伸びる影の形で分かります。地面が斜めに
傾いているような空間構成
が、不思議な雰囲気を感じ
させる作品です。
　作者の遠藤彰子は幼いこ
ろから絵に親しみ、武蔵野
美術短期大学で洋画を学び
ました。39歳のときに画壇
の芥川賞とされる安井賞を
はじめとする数々の賞を受

賞し、現在は女流画家協会の会員として活動を
続けています。
　常設展示では、遠藤の別の作品を展示してい
ますが、背景には、《遠い日》と似たようなビル群
が描き込まれているので、見比べながら鑑賞し
てみるのも楽しいかもしれません。
■開館時間
　10時～17時（入館は16時半まで）
■休館日　水曜日、28日～1月1日まで休館します。
※ 平成29年1月10日（火）～18日（水）まで、資料

撮影及び展示替えのため休館します。ご来館
の際は、ご注意ください。

■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（休館日除く、10時～17時）
　韮崎大村美術館　☎・ FAX　23-7775

どれがクーリング・オフできる
可能性があるかな？

① 折り込み広告に約1万円のミシンが載っていたので、販売店に
電話をして来訪してもらい契約した。

② 折り込み広告に約1万円のミシンが載っていたので、販売店に
電話をして来訪してもらったら、「もっと簡単で良いミシンも
持ってきたので見てほしい」と言われ、3時間以上も丁寧に説明
してもらったこともあり、断りきれず契約してまった。30万円
だった。

③ 「3千円でエアコンの洗浄をします」と雑誌の広告に載っていた
ので、電話をして来てもらい、契約した。

④ 「3千円でエアコンの洗浄をします」と雑誌の広告に載っていた
ので、電話をして来てもらい、契約した。作業終了後、担当者
に「ついでに風呂掃除もいかがですか。」と強く勧められ、そち
らも契約してしまった。5万円だった。

答え × ……………………①、③
 ○の可能性あり ……②、④（ただしエアコン洗浄は×）

解説： ①③は、通信販売に当たるので、クーリング・オフはでき
ない。

　　　 ②④は、来てもらってはいるが、不意打ち的に契約をさせ
られたので、訪問販売と考えられるので、○の可能性がある。

★今月の消費生活出張相談窓口★
12月 6日（火）　韮崎公民館　13：30～15：30
12月20日（火）　藤井公民館　13：30～15：30

遠藤彰子《遠い日》

RSウイルス感染症は、RSウイルスの感染によって発症する呼吸器感染症の総称です。乳幼児の
感染では鼻汁から始まり咳・高熱と続くことが多いですが、大人が感染しても鼻かぜ程度の症状

ですむことが多いため、RSウイルスの感染に気付かずに乳幼児にうつしてしまうケースもあります。特
に1歳未満の乳児の初感染で重症化しやすく、時に肺炎や呼吸困難・脱水症などで入院が必要となります。
RSウイルスの感染力は非常に強く、2歳までにほぼ100%の子どもがかかると言われ
ています。また、一度かかっても十分に免疫ができないため、流行毎に何度でも感染
します。ウイルス排泄期間が7～21日と長く、感染が広がりやすいのも特徴です。毎
年10月頃から流行が始まり、11月～1月に流行のピークを迎えますが、今年は9月か
ら韮崎市内でも流行が確認され、全国的にも観測史上最大の流行と言われています。
感染経路は飛沫・接触感染でアルコール消毒に弱いため、流行期には外出時のマスク
着用や手洗いを徹底する、手すりやドアノブをアルコール消毒するなどの感染予防が
重要です。

RSウイルス感染症の流行について教えて下さい。Dr.
おしえて
ドクター

韮崎市立病院
小児科　医師
前林　祐樹


