
月 火 水 木 金 土 日

　　 　　

　

誕生会（12月生まれ）
　13時30分〜
　14時30分
　材料費100円
　定員10組【要予約】
●まちなか市民会議
　19時〜21時
　ニコリ1階会議室	

休館： （午前）

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時〜17時
　『南の虹のルーシー』
　随時上映
休館：

0歳児体位測定
　10時30分〜
　11時30分
　【予約不要】

1歳6か月児健診
　受付　13時〜
　対象：平成25年
　　　　5月生まれ
　小児科医師・歯科医師の診
察、個別相談など

●特設人権相談所
　10時〜15時
　ニコリ1階会議室1
避難訓練
　支援センター
　11時〜11時30分
　いざという時のために、避
難訓練で安全を確かめま
しょう

　【予約不要】

●譲渡のお尋ね
　9時〜16時
　防災会議室
　確定申告のための譲渡所得
内訳書の作成に関する相談
会
すくすく教室

　受付　13時〜
　対象児：平成26年5月生
まれ
　離乳食指導や試食など

休館： （午前）

●譲渡のお尋ね
　9時〜16時
　防災会議室
　確定申告のための譲渡所得
内訳書の作成に関する相談
会
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】

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時〜17時
　『恐竜大研究』　随時上映

おはなし会
　14時〜14時30分
　おはなしが終わった後、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

よりみちアート
　クリスマス工作
　13時〜15時
　かんたん工作が楽しめま
す。
　講師：羽中田桂子氏
　参加費200円
　【予約なし】

休館： 	 	

●献血
　10時〜15時30分
　防災会議室

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】
●無料法律相談受付日
　8時30分〜
　定員：6名

休館： 	

ケロケロ隊
　（ボランティア）定例会
　11時〜12時
　イベントのお手伝い・企画
や教材準備など

　

●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）

〔12 月は第 2・3 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

●行政相談
　13時〜15時
　102会議室
●イルミネーションinにらさ

き
　点灯式　18時〜
　駅前広場

休館： 	 	 	 	 	 	

にら★ちび
　ベイビーくらぶ
　※6〜12か月
　10時30分〜11時30分
　※0〜5か月
　13時30分〜14時30分
　手型サービス・親子あそび
など
　おやつ代100円
　各定員10組【要予約】

休館： 	

●行政相談
　13時〜15時
　102会議室
休館： 	 	 	 	 	 	
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師　走

〔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

休館： 	 	

穂坂自然公園→センター冬
期休館（〜３月まで）　
施設の中のトイレのみ使用
可

還付金詐欺にご注意！
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企画展：韮崎市制施行
60周年記念「−近代を
彩る女流画家−森田元子
展」
　〜平成27年1月12日
　（月・祝）

12月展示「ゆく年、く
る年」
　12月2日（火）〜
　12月27日（土）まで
　（P17参照）

12月12日
ママのヨガtime　13時30分〜14時30分　
　ニコリ1階和室　講師：雨宮育美氏　定員8名【要電話
予約】　・動きやすい服装・講座の2時間前までに食事
はすませてください　・託児は13時20分までに「にら
☆ちび」に来てください（1人300円）

12月10日
にら★ちびキッズくらぶ
　10時30分〜11時30分
　〜1歳以上〜
　今月はクリスマスリース
作り♪
　材料費100円
　定員15組　【要予約】

12月11日
パパ・ママ学級

　13時30分〜15時30分
　Dコース2回目
　赤ちゃん抱っこ体験や母
乳栄養について



　●第20回武田の
　里音楽祭
　『韮崎うたの万国博覧会』
　14時30分〜17時30分
　東京エレクトロン韮崎文化ホール
休館：   

　　

　

 

●消費生活相談（臨時）
　9時〜16時
　問　商工労政担当
　（内線216）

のびのび教室
　受付　13時〜
　対象児：平成24年
　　　　　11月生まれ
　親子あそびや歯科相談など

3歳児健診
　保健福祉センター
　受付　13時〜
　対象児：平成23年11月生

まれ
　小児科医師・歯科医師の診

察、個別相談など

休館：  

わくわく☆クリスマス
　10時30分〜11時30分
　コーナー遊びやシアター
　虹の郷韮崎のおじいちゃん・

おばあちゃんサンタさんも
やってきます【予約不要】
よちよち教室

　受付　13時〜
　場所　ニコリ図書館
　対象児：平成26年1月生まれ
　ブックスタート事業やお子

さんの事故防止など
休館： （午前）

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】

休館：       休館：   

おそうじ大作戦
　9時〜17時
　一日かけて、みんなで
　「にら☆ちび」を大掃除！

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～19時（土日祝は9時～17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～17時（入館16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〜17時
　『ムーミン（魔法の巻）』
　随時上映

からっぽひろば
　9時〜17時
　おもちゃやマットもなんに

もな〜いからっぽひろば

休館：  

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時〜17時
　『うっかりペネロペ（おも

しろいこと大好き）』
　随時上映

サリー＆タケの
　マジックショー
　13時〜15時
　講師　相吉くに子さん
　　　　相吉丈雄さん
　参加無料
休館：

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】
休館： （午前）

4か月児健診
　受付　13時〜
　対象児：平成26年
　　　　　8月生まれ
　小児科医師の診察、個別相

談など

休館：   

休館：        

休館：       
　　　    

休館：        
　　　     

休館：        
　　　    

：穂坂自然公園
　　利用時間：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）

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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納期限（口座振替日）
12月25日(木)
※固定資産税 　第3期
※国民健康保険税　第6期
※介護保険料　 第5期
※後期高齢者医療保険料
 　第6期
収納徴収・管理担当
(内線163～166)

今月の納税

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
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12月18日
●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
　講師：野口健氏

12月20日
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）

12月17日
ma-ma made

　アイシングクッキーを作ってみよう♪
　10時30分〜11時30分　ニコリ1階調理室
　クッキーをアイシングでデコレーション！
　講師：新里聖子氏　定員8名【要電話予約】託児付
　参加費300円　持ち物：エプロン・三角巾・ふきん・

大きめのタッパー

12月17日
ma-ma　made

　羊毛フェルトでクリスマスリースを作ろう！
　13時〜14時30分　ニコリ1階和室
　かわいいマスコットを使ってミニリース作り
　講師：草野景子氏　定員8名【要電話予約】託児付
　参加費300円　持ち物：ハンドタオル・ボンド

12月19日
●老壮大学
　13時〜15時
　ニコリ3階多目的ホール

　「クリスマス会」

12月24日（水）〜
　12月26日（金）
　保育園児・幼稚園児のご

利用は14時からです。



　　　

韮崎市制施行６０周年記念 
「−近代を彩る女流画家−森田元子展」

■開催期間　平成27年１月12日（月･祝）まで
　韮崎市制施行60周年記念として、戦前から活
躍した女流画家森田元子（1903-1969）の作品
展を開催しています。日
本の美術界を牽引し、女
流画家として活躍した
森田元子の作品のうち
ご遺族から寄贈された
作品等を公開していま
す。
　自画像を中心に女性
像を描いた作品は洗練

された雰囲気が漂い、現在でも多くの人を魅了し
ています。60年前に描かれた作品も紹介いたし
ます。また、二枚に重なっていたキャンバスから
発見された作品《室内》も特別公開いたします。
■開館時間　10時～17時（入館は16時半まで）
■休館日　水曜日・12月28日（日）～
　　　　　平成27年１月１日（木）
■入館料　大人　510円
　　　　　小・中・高　210円
　　　　　市内在住・在学の小中学生無料
＊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

森田元子《コートの婦人像》
1955年　油彩

ブラックリストとは？
　よく耳にするブラックリスト。でも、ブラックリストというもの
が実際にあるわけではありません。個人信用機関に「事故情報とし
て登録されている状況」を「ブラックリストに載っている」と表現
しているだけです。

ブラックリストに載る3つの理由
１延滞によるもの
　クレジットカードやローンの利用で支払日より一定期間返済が遅
れた場合。
２債務整理の手続きをしたことによるもの
　自己破産、任意整理、民事再生などの手続きをした場合。
３代位弁済をしたことによるもの
　借金の返済ができなくなり、連帯保証人や契約している保証会社
に返済させた場合。

ブラックリストに載ることの影響
　いったん、ブラックリストに載ると、上記1・3で5年間、2では
5～10年は掲載されたままになります。その期間は、クレジット
カードを作ることや新たにお金を借り入れることは不可能になりま
す。ただし、影響はあくまでも個人の金融生活に限られ、就職に不
利になる、勤務先に調査されるなどの社会的な影響はありません。

携帯電話等の未払いに注意
　最近はスマホ等、携帯機器の通信料金の未払いでブラックリスト
に載るというケースが増えてきました。それは、携帯機器を分割払
いで購入するケースが増えているからです。携帯料金が未払いにな
ると、その中に機器本体代も含まれていますから、割賦販売法が適
用され、合わせて延滞となり、事故情報として登録されてしまうか
らです。携帯料金を滞納すると、その情報は業者間交換され、契約
申し込み受付時の加入審査に使われます。契約者名が子どもの場合
でも同様です。

A.水痘は、「かかっても軽く済むし、みんなかかる」とこれまで軽視されていたのが実情かもしれません。しかし、皮膚の発疹に細菌が感染して
重症化したり、肺炎や肝炎などの合併症をきたすことがあります。また、ステ
ロイドや免疫抑制剤の投与を受けている方、放射線治

療を受けている方、妊婦さんなどが感染すると重症化するため、社会全体として
水痘の流行を阻止する必要があるのです。標準的な接種として、生後12月から
生後15月に至るまでに初回接種を行い、追加接種は初回接種終了後、6月から
12月に至るまでの間隔をおいて１回行います。また、平成26年度限りの経過措
置として、生後36月から生後60月に至るまでの間にある方を対象とし、1回接
種します。ただし、既に水痘に罹患したことがある方は対象外となり、任意接種
（自費）として既に接種を受けたことがある方は、既に接種した回数分の接種を
受けたものとみなされます。詳しくは、かかりつけ医か保健福祉センターにご相
談ください。

本年１０月から水痘ワクチンの定期接種（公
費負担）が開始されました。
定期化の目的はなんですか？

アドバイザー　小児科
医長　中村　誠

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）

　1日、 4日
   8日、11日
 15日、18日
 22日、25日
 29日

  3日、17日

10日 ー 2日
●市役所裏駐車場
　6日、13日、20日、
　27日
　13時～ 16時
●龍岡公民館グラウンド
　13日、27日
　13時～16時

12月27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 24日 9日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 　2日、 5日

   9日、12日
 16日、19日
 26日、29日

10日、24日

3日 ー 16日

旭・大草・龍岡 ー 17日 23日

12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 ５日（金）・２２日（月）
富士見、岩下、上の山 ８日（月）・２４日（水）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 ９日（火）・２５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 １０日（水）・２６日（金）
藤井町全区 １１日（木）
中田町全区・穴山町全区 １日（月）・１２日（金）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 ２日（火）・１５（月）
旭町全区  ３日（水）・１６日（火）
大草町全区・竜岡町全区 ４日（木）・１８日（木）
●老壮大学 １９日（金）
●静心寮 １７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（12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

●山梨県小児救急電話相談　
　☎＃8000（短縮ダイヤル）
　毎日午後7時～午後11時

●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
　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　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。

◇第49回にらさき寄席
12月14日（日）17時開演・小ホール
　赤穂浪士討ち入りの晩、講談『忠臣蔵』、
落語『芝浜』上演いたします。熟練の技を
ぜひお楽しみください！

【予定出演者】講談：日向ひまわり、落語：
春風亭柳之助、紙切り：林家花、落語：春
風亭小柳枝

【全席自由】一般3,500円／学生1,500円
※未就学児入場不可

◇第20回武田の里音楽祭
　　『韮崎うたの万国博覧会』
12月21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、 さらには高校生のプロ
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）

◇CRAZY KEN BAND
　SPARK SHOW 2015
平成27年2月11日（水・祝）17時開演・
大ホール
　クレイジーケンバンド、山梨公演決
定！！独自のサウンドで聴く人を魅了し続
けるクレイジーケンバンド。贅沢かつ濃厚
な音楽をぜひ韮崎で
お楽しみください！

【全席指定】6,900円
※年齢制限なし。但
しご入場される全て
のお子様はチケット
が必要。

☆12月14日（日）10時より発売開始（当
ホールの発売初日は電話予約のみ）
※ブリーズ友の会会員先行発売は12月6日

（土）10時より開始（発売初日は電話予約
のみ）

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　ネーミングライツ記念公演
　ファンタジーミュージカル
　オズの魔法使い
2月21日（土）14時開演・大ホール
　世界中で愛され子供から大人まで多くの
人に共感を呼んでいる、不朽の名作「オズ
の魔法使い」をミュージカルでお届けしま
す。ぜひご家族でご覧ください！

【全席自由】入場無料（要整理券）
※韮崎市民および韮崎市に通園・通学・通
勤する方、またはその家族が対象です。
☆１月中旬より整理券配布予定

問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール

　☎２０－１１５５　 ２２－１９１９


