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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
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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　
　　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
　※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）

美企画展「描かれた花展
　～花をみて感じる心～」
　～6月21日（日）まで
図仁科幸子氏原画展
　～5月17日（日）まで
図 「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！」

　～5月12日（火）まで　

図「雑学は雑楽！」展示
　～31日（日）まで
　（P16参照）

図「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時～20時
　 『小公女（プリンセス）セー

ラ』・随時上映
図えいごdeおはなし会
　11時～11時20分
　 対象：乳幼児

憲法記念日

みどりの日 こどもの日 振替休日
図�仁科幸子氏
　「講演会＆ワークショップ」
　14時～15時30分
　【申込受付中】

保パパ・ママ学級　
　受付：13時15分～　 
　 Aコース1回目　【要予約】　　

妊婦の栄養や体操など
●まちなか市民会議
　19時～21時
　ニコリ1階会議室

保にこにこ子育て相談室　
　9時30分～16時
　 お子さんの気になる成長

発達・食事など【要予約】
保 育児学級
　13時30分～14時30分
　 出産後の様子や育児のこ

となどみんなで語り合い
ましょう

図 「図書館のお仕事体験
　チャレンジ！
　30ぷんとしょかんいん」　
　10時30分～11時
　【申込受付中】
図 おはなし会
　14時～14時30分
　 おはなし後、皆で折り紙作り
　対象：幼児～小学校低学年　
　【申込不要】
穂 「ウォーキング教室」
　10時～12時【要申込】

●韮崎市体育協会
　総合開会式
　8時～9時　市営体育館
図 「図書館のお仕事体験
　チャレンジ！
　30ぷんとしょかんいん」
　10時30分～11時
　【申込受付中】

●行政相談
　13時～15時
　102会議室

支 こどもの安全を
　守るCAPの話
　10時30分～11時30分
　 こどもへの暴力防止プロ

グラム
　講師：松本恵子氏
　定員20組【要予約】
保のびのび教室
　 13時～16時
　 対象児：平成25年4月生
　親子遊びや歯科相談など

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
　 講師：白倉有紀栄養士
　 定員10名【要電話予約】
　託児有（P16参照）
保3歳児健診 13時～16時
　 対象児：平成24年4月生
　 小児科医師・歯科医師の

診察、個別相談など

支にら★ぐるみん
　食育紙芝居を作ろう！
　10時30分～11時30分
　 毎月1回、石窯パンドドゥ

の野田さんを迎えて紙芝居
作り♪【予約不要】

●老壮大学
　13時～15時
　ニコリ３階多目的ホール　
　 「超高齢化社会で歩き続け

るために」
　講師：田中利和氏
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　託児有
　服装：動きやすいもの
　定員10組【要電話予約】

図「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時～20時
　 『こびと観察入門　カブト　

タケノ　ノミビョウタン
編』・随時上映

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】（P16参照）

●行政相談
　13時～15時
　102会議室

保1歳6か月児健診
　13時～16時
　 対象児：平成25年10月生
　 小児科医師・歯科医師の

診察、個別相談　

保すくすく教室
　13時～16時
　 対象児：平成26年10月生
　 離乳食指導や試食など

●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
　 『待機晩成』～日本一の脇

役が語る人生の美学～ 
　講師：笹野高史
　 無料託児サービス・手話通

訳有

支 助産師さんと
　おしゃべり
　※ 6～12ヶ月児
　　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ヶ月児
　　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】

●NIRAマルシェ
　16時～20時
　ニコリ1階オープンスペース
図「ひまつぶシネマ」上映会　
　 9時～20時
　 『母をたずねて三千里』
　・随時上映
穂 「草木染め教室」
　10時～12時【要申込】
保 にらさきいきいき
　ウォーキング
　受付：9時～（P17参照）

保よちよち教室
　13時～16時
　 ニコリ図書館
　対象児：平成26年6月生
　 ブックスタート事業やお

子さんの事故防止など

支にら★ちび
　ベイビーくらぶ
　～6～12ヶ月～
　13時30分～14時30分
　 交流会　手型サービス他
　おやつ代100円
　定員10組【要予約】
保4か月児健診
　13時～16時
　 対象児：平成27年1月生
　小児科医師の診察、相談

●無料法律相談
　13時～16時
　401会議室
支にら★歩歩くらぶ
　韮崎中央公園へいこう♪
　10時30分～11時30分
　 韮崎中央公園※現地集合
　 定員20組【要予約】（P16参照）
図 だっこの会
　 11時～11時30分　絵本の

読み聞かせ、手遊びなど　
対象：乳幼児　【申込不要】

　　　　　　 図「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時～20時
　 『小公子セディ』・随時上映

支よりみちアート
　13時～15時
　 切り株と粘土で動物をつ

くろう！
　 講師：羽中田桂子氏
　材料費300円

〔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

5月9日
図「ひまつぶシネマ」
　上映会　9時～20時
　 『うっかりペネロペ（大

好き！タータ、フィー
フィ）』・随時上映

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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5月12日
支おそうじ大作戦
　13時～13時30分
　 みんなでセンターをき

れいにしよう
　【予約不要】

5月15日
支0歳児体位測定
　10時30分～11時30分
　【予約不要】

5月20日
支 にら★ちび　ベイビー
くらぶ�～0～5ヶ月～

　 13時30分～14時30分
　交流会・手型サービス
　他　おやつ代100円
　定員10組【要予約】

5月27日
支誕生会（5月生まれ）　
　10時30分～11時30分
　 材料費100円
　定員10組【要予約】

5月13日
支県外出身ママの会
　13時30分～14時30分　
　 おやつタイム＆交流会　

定員10組【要予約】

5月16日
支三井・木のおじさんの
　木工作
　13時～15時
　 講師：三井茂氏
　重ねるボックス
　材料費500円【予約不要】
　※数に限りあり

5月21日
支にら★ぐるみん
　�おいしいチャイ教室　　

10時15分～11時45分
　 Cafe Wali　まちなか

キャンパス開校事業
　参加費500円
　 定員8名【託児付・要電

話予約】（P16参照）

今月の納税

納期限(口座振替日)

6月1日(月)
※固定資産税　第1期
※軽自動車税

収納課
収納担当
(内線163～166)

中央公園ミニSL運行日
5／3、4、5、6、10、
17、24、31
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）

今月の無料法律相談

5月28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11日（月）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

休館：児 老

休館：図支文ゆ民体穂

休館：交図支文ゆ民体穂

休館：図支文ゆ民体穂

休館：児 老

休館：民

休館：民 

休館：図 支

休館：図支美文ゆ民体穂

休館：民�（午前）

休館：民�（午前）

休館：民�

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：児 老 保
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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（5月巡回日程）

◇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。

◇しまじろうコンサート
　しまじろうとロボットのくに
　6月16日（火）
　1回目 13時30分開演
　2回目 16時10分開演・大ホール
　 　しまじろうやみみりんたちと一緒に歌っ

て踊ろう！手遊び歌やおなじみの曲がたく
さん！ぜひご家族でお楽しみください！

　【全席指定】1,960円
　※ 3歳以上有料、3歳未満は保護者1名につ

きお子様1名までひざ上無料（席が必要な
場合は有料）

　★ 5月22日（金）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）

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　ワークショップ開催
　 　毎年好評のワークショップを今年度も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』
　 毎月第二木曜日（※ただし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（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』
　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）
　 　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。

　※ 各種申し込みを受け付け中です。年度途
中からの参加も可能ですのでお気軽にご
相談ください。

◇第21回武田の里音楽祭�合唱出演者募集!!
　 　東京エレクトロン韮崎文化ホールおよび

市教育委員会では、12月13日（日）に第21

回武田の里音楽祭を開催します。オーケス
トラをバックにオリジナルメドレーを混声
合唱で歌います。初めての方も大歓迎です。
奮ってご参加ください。

　 　練習は別表の日程で会場はニコリ3F多目
的ホールです。

　 　参加ご希望の方は申込書がありますの
で、当ホールまでご連絡ください。（※練習
時の受付も可能です。）
練習日程表（予定）

　※ 12月12日（土）の前日練習は文化ホー
ル・大ホールで行います。

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

あなたのキャッシュカードが
狙われているかもしれません！
◆こんな電話があったら、要注意です！
　取引のある銀行名を名乗り「あな
たの個人情報が漏れているので、
キャッシュカードを交換する」と電
話があった。

・ 実際に取引のある銀行を装って偽
のキャッシュカードを送りつけ、

「交換」などと称して、使用中の
キャッシュカードと暗証番号を送らせる事例が報告されていま
す。

・ 金融機関が、キャッシュカードを返送させたり、暗証番号を尋
ねたりすることは決してありません。このような連絡を受けて
も、絶対に返送しないでください。

・ 少しでも怪しいと思ったら、取引して
いる銀行、もしくは、警察署や消費生
活相談窓口等にご相談ください。

 （見守り新鮮情報より）

◆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分～60分（休日、夜間も可能です）

阪神淡路大震災では，多くの外傷者が発生し医療の需要が拡大する一方，
病院も被災したことにより十分な医療を受けられずに多数の人が死亡し，

「防ぎ得る災害死」が大きな問題となりました。この教訓から，大地震や
航空機・列車事故等の災害時に，被災地へ迅速に駆けつけ，救急医療を行うための
専門的な訓練を受けた災害派遣医療チーム（通称DMAT）の制度が発足しました。医
師，看護師，業務調整員の3～5名で1チームが構成され，点滴等の医療機材を持参し，
緊急車両で全国から被災地に集合し医療活動を行います。東日本大震災や御嶽山噴
火の際にもDMATが出動し，救急隊と共に活動しました。近い将来に発生が危惧さ
れる首都直下型や南海トラフ大地震および富士山噴火などを想定し，定期的に訓練
が行われ、山梨県内にも15～20チームが存在します。
　富士山噴火時における北巨摩地区の被害は，火山灰が数cm積もる程度と想定され，
火砕流等の直接生命を脅かす被害はないと予想されあまり心配要りませんが，'備え
あっても憂いあり'という心構えで準備することが大切です。

「描かれた花展～花をみて感じる心～」
■開催期間　6月21（日）まで
　新しい季節にふさわしい、桜や薔薇、パンジー
をはじめ、椿や水仙などが描かれた作品を収蔵
品の中から厳選して紹介します。
　近隣の自然の花の美しさと、美術館では「描か
れた花」の作品を鑑賞し、「花」に寄せる作家達の
想いを感じて、ゆったりとした心豊かな時間を
お過ごしください。女流作家の作品だけでなく、
清原啓一、小杉小二郎、佐々木豊、
佐藤泰生、田中春哉、中川一政、
森田茂の作品など様々な作家達に
よる「花」の競演をお楽しみくださ
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）
■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・FAX　23-7775
　ホームページ：www.nirasakiomura.artmuseum.com

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 18日(月)
富士見、岩下、上の山 19日(火)
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 1日(金)・21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 7日(木)・22日(金)
藤井町全区 8日(金)・25日(月)
中田町全区・穴山町全区 11日(月)・26日(火)
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 12日(火)・27日(水)
旭町全区 13日(水)・28日(木)
大草町全区・竜岡町全区 14日(木)・29日(金)
●老壮大学 15日(金)
●静心寮 20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。

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 第４土曜日

韮崎
（祖母石・岩根を除く） 4日、 7日、

11日、14日、
18日、21日、
25日、28日

20日

ー 27日 5日
2日、9日、16日、23日、
30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。

5月23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 13日 ー 12日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 1日、 8日、

12日、15日、
19日、22日、
26日、29日、

13日、27日

ー 20日 19日

旭・大草・龍岡 13日 ー 26日

御嶽山が噴火し多くの方が亡くなりましたが、
富士山も噴火することがあると聞き心配になり
ました。災害時の医療について教えて下さい。Dr.

おしえて
ドクター

アドバイザー韮崎市立病院
副院長　外科医長　鈴木修

岸田夏子《ハーモニー》2005年 油彩・キャンバス

6月20日（土） 15：30～ 9月19日（土） 19：00～
6月27日（土） 19：00～ 9月26日（土） 19：00～
7月 4日（土） 19：00～ 10月 3日（土） 19：00～
7月11日（土） 19：00～ 10月10日（土） 19：00～
7月18日（土） 19：00～ 10月24日（土） 15：30～
7月25日（土） 19：00～ 10月31日（土） 15：30～
8月 1日（土） 19：00～ 11月14日（土） 15：30～
8月 8日（土） 19：00～ 11月21日（土） 15：30～
8月22日（土） 19：00～ 12月 5日（土） 15：30～
8月29日（土） 19：00～ 12月12日（土） 15：00～
9月 5日（土） 19：00～ 12月13日（日） 本番9月12日（土） 19：00～


