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韮崎市ファミサポ説明会
　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】

にら歩歩くらぶ（雨天中止）
　10時30分～ 11時30分
　穂坂自然公園
　【要予約】（P17参照）

休館： （午前） 

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

休館： 

休館：図       

防災シアター
　11時～ 11時30分
　にら★ちび（３階）
　いざという時に知っておくと安
　心。にら★ちびの危機管理につ
　いてお伝えします。【予約不要】

アラフォーママの会
　13時～ 14時
　にら★ちび（２階）
　この世代ならではの良さを見
　つけて、子育てを楽しもう。
　参加費：100円
　定員10名【要申込】 休館：

おたまじゃくし
　フリーマーケット
　10時～12時
　ニコリ会議室5、6、7
　子育て用品のフリーマーケ
　ット。掘り出し物が見つか
　るかも。
　持ち物：エコバッグ
　【予約不要】

休館： （午前）

にこにこ子育て相談
　9時30分～ 15時
　保健福祉センター
　保健師や助産師、管理栄養
　士が個別に相談に応じます。
　【要予約】

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
　にら★ちび（２階）
　認定カウンセラー川辺修作
　先生を囲んで子育て座談会
　定員20組【要予約】

　おはなし会
　14時～ 14時30分
　おはなしが終わった後、皆
　で折り紙作り
　対象：幼児～小学校低学年
　【申込不要】
　休館：  

　三ツ星シネマ上映会！
　第４弾「父と暮せば」
　13時～（P17参照）
図宮本えつよし先生と
　楽しい工作を
　つくっちゃおう！
　14時～ 16時  【要申込】
　　 第２回武田の里
　　　 吹奏楽フェスティバル
　　　 13時開場
　　　 13時30分開演

　　休館：   

抜き取ってご利用ください

休館：    

妊婦さん＆
　0歳児ひろば
　10時～ 14時
　にら★ちび（２階）
　日替わりカフェは「助産師　
　相談」【予約不要】
　時間内ならいつでもOK

１歳６か月児健診
　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成27年11月生

休館：

まあるいカフェ
　10時～ 11時30分
　にら★ちび（２階）
　テーマ「子育ての心配ごと」
　定員10名【要申込】

ちくちく背守り
　13時～ 14時30分
　にら★ちび（２階）
　講師：田村のり子さん
　参加費：500 円
　対象：興味のある方
　定員20組【要申込】
休館：

■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

〔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１階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〕
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）

市民栄養相談
〔毎月第 2 火曜日〕

もの忘れ相談
　９時30分～16時
　問：☎23-4464

相談等 ※祝日は実施しません

６月 22 日（木）
13 時～ 16 時
市役所１階102会議室　
１人30分以内　定員6名
※予約受付日　
６月12日（月）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
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還付金詐欺にご注意！

　　 　

　

１歳バースデイ
　13時～ 14時
　にら★ちび（２階）
　６月で１歳になる赤ちゃん
　のお誕生会です。
　参加費：100円
　定員10組【要予約】

3歳児検診
　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成26年５月生

休館：

妊婦さん＆
　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】

すくすく教室
　受付：13時～  
　保健福祉センター
　対象児：平成28年11月生
　離乳食指導や離乳食の試食
　を中心に行います。
休館：

●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

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
　オイル代200円
　13時～ 14時
　各定員15組【要予約】
休館： （午前）

韮高生赤ちゃん
　抱っこ体験
　10時～10時40分
　にら★ちび（３階）
　【要予約】（P17参照）
●老壮大学
　13時～ 15時
　ニコリ３階多目的ホール

休館：
休館：交 図     
　　　  休館：   

にら★ちびパパの会
　10時30分～
　　　 11時30分
　定員10組【要予約】
　（P17参照）

休館：   

韮崎市ファミサポ
　説明会
　10時～ 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
　【要申込】

妊婦さん＆０歳児ひろば
　10時～ 14時
　にら★ちび（2階）
　日替わりカフェは「メルマ
　ガキャンペーン」
　【予約不要】　　　休館：

凡 

例

交：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）
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　 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：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）
　　☎ 22ｰ0498

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

：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

：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ｰ9919

〇乳幼児の健診
　持物：母子健康手帳、バスタオル、
　　　　保険証、印鑑
〇子育て教室
　持物：母子健康手帳、筆記用具など
〇育児健康相談等
　持物：母子健康手帳
〇健康づくり教室
　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）

休館：

バルーンアート
　13時～ 15時
　にら★ちび（３階）
　参加費：無料
　13時より整理券を配布。
　数に限りがあります。
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）

　　　　　　　　　休館：

図だっこの会
　11時～ 11時30分
　わらべ歌や絵本の読み聞か
　せ、手遊びなど
　対象：乳幼児 【申込不要】
休館： （午前）

県外出身ママの会
　13時～ 14時
　にら★ちび（２階）
　参加費：100円
　定員10組【要予約】

４か月児健診
　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成29年２月生
　小児科医師の診察を中心に
　行います。

休館：

休館：

休館：図      

休館：図       

６月27日
にら★ちび森の

　公園くらぶ（雨天中止）
　10時～ 11時30分
　韮崎中央公園
　定員15組【要予約】
　（P17参照）

図 図

図

にこにこ子育て相談
　9時30分～ 15時　
　保健福祉センター
　お子さんの気になる成長発
　達・食事などについて保健
　師や助産師、管理栄養士が
　個別に相談に応じます。　
　【要予約】

親子のふれあい
　あそび
　13時30分～14時30分
　にら★ちび（２階）
　対象：今年度２歳になる子
　とその親
　定員10名【要予約】 
　※３階支援センターは休館

休館：図 

６月23日
ケロケロ隊の日＆メルマガキャンペーン

　10時30分～11時30分　にら★ちび（３階）
　ケロケロ隊が季節のあそびとシアターをお届け。
　メルマガ読者には手型サービス【予約不要】

５月13日
ぷれすべいびーくらぶ

　10時～12時
　にら★ちび（２階）
　ママと赤ちゃんのための
　楽しい時間です。
　対象：０～ 10か月まで
　の赤ちゃんとママ
　参加費：100円
　定員15組【要予約】

６月６日
のびのび教室

　13時～ 16時　保健福祉センター
　対象児：平成27年５月生　
　受付：13時～13時15分　　
　親子遊びや歯科相談を中心　
　に行います。

おそうじ大作戦
　14 時～　にら★ちび（３階）
　楽しく安全に遊べるように、　
　みんなで遊具やおもちゃを　
　おそうじしよう。【予約不要】

1 2 3 4
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納期限(口座振替日)

６月30日（金）

※介護保険料　　 第２期

収納課
収納担当

（内線163～166）

今月の納税

中央公園ミニSL運行日
6/4、11、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）
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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

※眼科 
　木曜　午前休診　午後（予約制）

※スポーツ外来
　木曜　午後１時30分～午前５時

※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

内科専門
外来 診察日 受付時間

胆嚢・肝臓 月曜日
午前8時　
　30分～
午前11時

消化官 水曜日

肝臓 金曜日

腎臓 火曜日

午後1時～
　午前4時

呼吸器 木曜日

循環器 金曜日
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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

にら★ちびまつり
　10時～13時
　にら★ちび（３階）
　【予約不要】（P17参照）

休館： （午前）

30 図「感染症と人々の歴史」展示
　～６月29日（木）まで
　（P16参照）
「開館10周年記念

　企画展のあゆみ
　ポスター原画でみる10年」
　６月3日（土）～
　　　７月26日（水）まで
　韮崎大村美術館

６月11日
よりみちアート　ぼうしを作ろう

　13時～15時　にら★ちび（3階）
　夏に向けてぼうしを飾りましょう。
　講師：羽中田佳子さん
　（よりみちアート主催・韮崎市）
　参加費：300円【予約不要】
　（数に限りがあります）。

６月24日
妊婦さん＆０歳児ひろば

　10時～14時
　にら★ちび（２階）
　平日参加できないママも
　大歓迎！お気軽に来てく　
　ださい。（時間内ならい　
　つでもＯＫ）【予約不要】
図放送大学公開講座
　「南極へのバーチャル
　ツアー」
　10時30分～ 12時
　【申込不要】（P16参照）

６月28日
よちよち教室

　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成28年７月生

６月16日
おうち型

　スクラップ
　ブッキング
　13時～14時にら★ちび（２階）
　お子さんの写真をおうち型の壁掛け
　デコレーションにしましょう。
　持ち物：写真３枚以上・はさみ
　参加費：1,000円
　定員８名（託児付き）【要予約】

６月14日
パパママ学級

　13時30分～15時15分
　保健福祉センター
　Aコースの２回目【要予約】
　受付：13時15分～
　　　　　　13時30分
　赤ちゃん抱っこ体験や母
　乳栄養についてお話しま
　す。

６月９日
歯科衛生士さんとおしゃべり

　13時～14時
　にら★ちび（２階）
　歯科衛生士 加賀美正江さん
　歯ブラシをお持ちください。
　定員15名【要予約】



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
消費者相談トラブルにあったら
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。

消 費 生 活 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

以前はある程度の大きさの脳出血なら積極的に開頭手術で取り除くことが

行われたこともありますが、最近では手術による機能予後の改善効果（手

術をしたらどれだけ症状が良くなるか、ということ）はかなり限定的であるとい

うのが通説となり、手術の対象とされる患者さんは少

なくなっています。手術の適応となるのは、①出血がそれなりに大きくて、②脳

の表面近くにある場合または③小脳出血である場合、④症状が重篤で救命を目的

とする場合、などです。ただし最後の場合は救命できても重い後遺症が残ります。

脳出血はその部分の脳がすでに「破壊されて」いますので、手術をしても症状は

改善しにくいといえます。手術の方法は従来からの開頭手術のほか、最近では定

位的血種除去や内視鏡を使った方法など、病状に応じて使い分けられています。

また、若い人や血圧が高くない人の脳出血では、その裏に出血を起こす別の病気

が隠れていることがありますので、精密検査をしてそのようなものが見つかれば、

それに対して手術や放射線治療を行うことがあります。

叔父が脳出血と診断されて入院中です。片麻痺がある
そうですが、手術はしなくても良いのでしょうか？

アドバイザー  韮崎市立病院
脳神経外科　科部長

八木下　勉

Q.

A.

　 informationinformation
インフォメーション

「開館10周年記念　企画展のあゆみ
ポスター原画でみる10年」
■開催期間　６月 3 日（土）～７月 26 日（水）まで
　平成 19 年 10 月に開館した韮崎大村美術館は、今
年で 10 周年を迎えます。オープンして以来、主に所
蔵品の中からテーマを設定し、さまざまな企画展を開
催してきました。10 周年を迎えるに先立って、これ
まで開催してきた企画展のポスターに採用された作品
の原画を精選して展示します。
　また、韮崎市民交流センターニコリ地下アートギャ
ラリー 2 では、これまでの企画展ポスター全てを一堂
に展示する企画を同時開催いたします。両展あわせて、
企画展の歩みをご覧ください。
■開館時間　10 時～ 18 時まで（入館は 17 時半まで）
■会　場　韮崎大村美術館
■休館日　6月1日、2日、7日、14日、21日、28日

■入館料　大人　500 円／小・中・高校生　200 円
　　　　　市内に在住・在学の小中高校生は無料

◆同時開催　
　「開館10周年記念　企画展ポスターにみる10年」
■開催期間　６月 3 日（土）～７月 26 日（水）
■開室時間　10 時～ 18 時まで
■会　場　韮崎市民交流センターニコリ地下アート
　　　　　ギャラリー 2
■休館日　6 月 19 日（月）、7 月 18 日（火）
■観覧料　無料
■問い合わせ（休館日除く、10 時～ 18 時）
　韮崎大村美術館　電話・ファックス　23-7775

◎長期休館のお知らせ◎
改修工事のため、7月27日（木）～ 9月8日（金）まで休館
いたします。ご来館の際は、お気を付けください。

　 
　　　　　　　　　

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 (毎週土曜日) 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
●竜岡公民館
　グラウンド

※荒天時は中止と
　なります。

第３土曜

17日

９：00 ～ 11：00（時間厳守）
●エコパークたつおか
へ直接搬入
運転免許証により、韮崎市民
であること及び住所の確認
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
30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

６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（火）・28 日（水）

富士見、岩下、上ノ山 １日（木）・14 日（水）・29 日（木）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 ２日（金）・15 日（木）・30 日（金）

穂坂町、日の城、三之蔵、三ッ沢上下、飯米場、
柳平、宮久保、鳥の小池 ５日（月）・19 日（月）

藤井町全区 ６日（火）・20 日（火）

中田町全区・穴山町全区 ７日（水）・22 日（木）

円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 ８日（木）・23 日（金）

旭町全区  ９日（金）・26 日（月）

大草町全区・龍岡町全区 12 日（月）・27 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/ ２２－６９８０）

こぶし号 老人福祉センターバス（６月巡回日程）文化ホールインフォメーション  TOKYO ELECTRON NIRASAKI ARTS HALL

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ｰ226ｰ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。

　※１歳以上有料、１歳未満膝上１名まで無料
　　（ただしお席が必要な場合は有料）
　・フレンズ会員先行前売
　　６月 11 日（日）10:00 ～
　・一般前売　７月８日（土）10:00 ～
　※前売初日は先行、一般とも電話予約のみ
　　受付

◇綾小路きみまろ 笑撃ライブ ! 2017 in 韮崎
　8 月 8 日（火）　大ホール
　開場 13:00　開演 14:00
　お待たせしました！
　中高年のアイドル綾小路
　きみまろが韮崎に登場！
　明日の元気をみなさまにお届けします。
　【全席指定・税込】S 席（１階）5,500 円
　　　　　　　　 　A 席（２階）5,000 円
　※フレンズ会員は 500 円引き
　※ 18 歳未満入場不可

◇吉川晃司
　KIKKAWA KOJI LIVE 2017 "Live is Life"
　7 月 30 日（日）　大ホール
　開場 16:30   開演 17:00

　アーティストとしてはも
　ちろん、映画やドラマ、
　CMなどマルチな活躍で
　注目を集める吉川晃司の
　全国ツアー。
　【全席指定・税込】
　8,100 円
　※３歳以上チケット必要
　・フレンズ会員先行前売
　　６月 10 日（土）10:00 ～
　・一般前売　６月 24 日（土）10:00 ～
　※前売初日は電話予約のみ受付

◇平成 29 年度文化ホール メンバーズ
   クラブ「フレンズ」会員募集
　お得な会員になりませんか？当ホール主
催のチケットの先行予約や会員割引、最新
公演情報のいち早いご案内など、会員様だ
けのうれしい特典がいっぱいです。（※一部
対象外の公演もございます。）入会方法等、
詳細はホールまでお問い合わせください。

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　 22-1919

◇飯田グループホールディングス presents
　華原朋美
　TOMOMI KAHALA CONCERT TOUR 2017
　～ CARRY'S SON and CLASSIC ～
　9 月 23 日（土）　大ホール
　開場 17:00　開演 17:30　

艶やかで、どこまでも突き
抜けていく伸びのある声。
魅力的なヴォーカリストへ
と進化し続ける華原朋美。この秋韮崎へ !

　【全席指定・税込】6,800 円
　※フレンズ会員は 300 円引き
　※未就学児童入場不可（ご入場されるお客様
　　すべてにチケット必要）

◇おかあさんといっしょ
　ガラピコぷ～がやってきた！！
　10 月 15 日（日）　大ホール
　開演１回目 13:00　２回目 15:30
　（開場は 30 分前）
　元気な「チョロミー」、心の優しい「ムームー」、
　ロボットの「ガラピコ」がやってきます！
　ご家族皆さんで楽しめるステージです！
　【全席指定・税込】2,680 円

　　　　　もう一つの強い味方

消費生活相談窓口188 の利用の仕方

消費生活でのトラブルでどこに相談し
てよいか分からない場合には、一人で
悩まずに「消費者ホットライン 188」
を利用しましょう。

悪質商法等による被害、不適切な表示に関するトラブル、
製品やサービスなどによる危険や危害などについて相談し
たいときは「消費者ホットライン＝局番なしの『188』」を
ご利用ください。

「188」へ電話をすると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号
を入力するなどを行えば、お住まいの地域の消費生活セン
ター等をご案内します。

「消費者ホットライン」は、全国共通の電話番号から消費
生活センター等の消費生活に関する身近な相談窓口を案内
します。

188


