
月 火 水 木 金 土 日

　

ディズニー博士が
　やってくる♪
　10時30分～11時30分
　ディズニーのことなら何で

もお任せあれ♪のディズ
ニー博士による楽しい講座

　定員10組【要予約】
まちなか市民会議

　19時～21時
　交流会　NAN HOUSE

休館： （午前）

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時～17時
　『トラップ一家物語』・随時

上映

休館：

●無料法律相談受付日
　8時30分～
　定員：6名
●消費生活相談
　9時～16時
　102会議室

1歳6か月児健診
　13時～
　対象：平成25年7月生まれ
　小児科医師・歯科医師の診

察、個別相談

●特設人権相談所
　10時～15時
　ニコリ1階会議室
避難訓練
　11時～12時
　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】

えいごdeおはなし会
　11時～11時20分
　対象：乳幼児

休館：   

ma-ma made
　10時～11時30分
　離乳食にもＯＫ！とりわけ

できる「食べるスープ作り」
　ニコリ1階調理室
　講師：小沢理絵氏
　定員8名【要電話予約】
　参加費300円
　持ち物：エプロン・三角巾

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

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時～17時
　『A to Zで見る東京スカイ

ツリー』・随時上映
おはなし会

　14時～14時30分
　対象：幼児～小学校低学年
　おはなしが終わった後、折

り紙作り
　【申込不要】

休館：

抜き取ってご利用ください

●男女共同参画・
　減災フォーラム
　13時30分～16時30分
　東京エレクトロン韮崎文化

ホール　小ホール
　定員300名【要申込】
　事前予約で託児可

休館：   

休館：   

休館：   

●老壮大学
　13時～15時30分
　ニコリ3階多目的ホール
　「人生花を咲かせる生き方」
　講師：小林良正氏

　

●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

●行政相談
　13時～15時
　102会議室
休館：       

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

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】

休館：  

●女性議会
　13時～17時
　市役所5階議場
●行政相談
　13時～15時
　102会議室

休館：       
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CALENDAR

如　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〕
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

●市内一周駅伝
　競走大会
　8時～14時　市内一円

よりみちアート
　「ひつじのロボウッド」
　13時～15時
　大好評のロボウッドがひつ

じバージョンで登場！
　講師：羽中田桂子氏
　材料費300円【予約不要】
　※数に限りがあります

休館：   

還付金詐欺にご注意！

納期限（口座振替日）
3月2日（月）
※固定資産税 第4期
※国民健康保険税 第8期
※介護保険料 第6期
※後期高齢者医療保険料 
 第8期
収納課
収納徴収・管理担当

（内線163～166）

今月の納税
企画展「－緑と水と太陽－
燦めく日々　櫻井孝美」展

　韮崎大村美術館
　開催期間：3月15日（日）

まで
2月展示「あなたのショー
ト・ストーリー」

　2月26日（木）まで
　（P18参照）
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2月10日
0歳児体位測定

　10時30分～11時30分
　【予約不要】

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】

2月13日
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】

2月3日
にら★歩歩くらぶ

　15時30分～16時の間
　雲岸寺の節分会に出かけましょう
　15時15分　ニコリ1階

受付の辺りに集合
　定員15組【要予約】
　持ち物：水分・防寒具



　休館：   　 　

 

のびのび教室
　13時～
　対象児：平成25年
　　　　　1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
　13時30分～14時30分
　～0～5か月～
　交流会・手型サービスなど
　おやつ代100円　定員10

組【要予約】
3歳児健診

　13時～
　対象児：平成24年1月生まれ
　小児科医師・歯科医師の診

察、個別相談など
休館：  

パパ・ママ教室
　13時30分～
　Eコース2回目
　赤ちゃん抱っこ体験や母乳

栄養について
●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
　「おひとりさまの終活～自分

らしい老後と最期の準備」
　講師：中澤まゆみ氏
休館： （午前）

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

ママの健康相談など
　13時30分～14時30分
　※0～5か月児
　相談とベビーマッサージ
　持ち物：バスタオル

休館：       

●消費生活相談
　9時～16時
　102会議室

よちよち教室
　13時～
　ニコリ「読み聞かせの部屋」
　対象児：平成26年
　　　　　3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：   

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
　『宮西達也劇場おまえうま

そうだなVol.1』・随時上映

休館：

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時～17時
　『うっかりペネロペ（楽し

くて大忙し）』・随時上映
サリー＆タケ

　腹話術とバルーンアート
　13時～15時
　興味津々の腹話術＆わくわく

どきどきのバルーンアート♪
　講師：相吉くに子氏＆丈雄

氏【予約不要・参加無料】
休館：

ママとこどもの
　音楽会～歌の
　おにいさんと遊ぼう♪～
　10時30分～11時30分
　ニコリ3階多目的ホール
　うたのお兄さんと遊ぼう♪
　出演：若林秀和氏
　定員30組【要予約】
●無料法律相談
　13時～16時
　401会議室
休館： （午前）

歯科衛生士さんと
　おしゃべり
　10時30分～11時30分
　加賀美正江氏によるお話や

相談
　定員10組【要予約】
　持ち物：歯ブラシ

4か月児健診
　13時～
　対象児：平成26年10月生

まれ
　小児科医師の診察、相談
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　冬季休館
　　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）

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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2月25日
誕生会（2月生まれ）

　13時30分～14時30分
　2月生まれのお子様のお

祝い
　材料費100円
　定員10組【要予約】

2月26日
だっこの会
　11時～11時30分
　対象：乳幼児
　わらべ歌、絵本の読み聞
かせ、手遊びなど
　【申込不要】

2月21日
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』

　14時開演
　【要整理券】

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】（P18参照）

2月18日
にら★ちびキッズくらぶ

　10時30分～11時30分
　～1歳以上～
　1歳以上の親子集まれー！親子でたっぷり遊べます
　材料費100円　定員15組【要予約】

2月19日
にら★歩歩くらぶ

　13時30分～14時30分
　学芸員さんの案内付きで
　民俗資料館を探検！
　定員15組【要予約】
　持ち物：水分・抱っこひも
　13時20分　韮崎市民俗資料館駐車場集合

すくすく教室　13時～
　対象児：平成26年7月生まれ　離乳食指導や試食など



　　　

「―緑と水と太陽― 
燦めく日々　櫻井孝美 展」

■開催期間　３月15日（日）まで
　櫻井孝美は昭和19年に埼玉に生まれ、現在は
富士吉田市にアトリエを構えて制作しています。

「富士山」や家族の入浴の様子を描いた「浴室シ
リーズ」などの作品で知られており、明快な色
彩と自由な表現方
法で描かれる作品
は、自然や人間へ
の賛歌が感じられ
ます。
　家族の日々の様
子を主題とした、

明るくエネルギーに満ちた作品の数々は、おおら
かで、観ていると元気付けてくれているようです。
本展では初期から新作まで、約20点を展示して
います。
■開館時間　10時～17時（入館は16時半まで）
■休館日　水曜日
■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。
■お問い合わせ（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

櫻井孝美《朝日》1994年 油彩(学)北里研究所
大村美術品コレクション

電子レンジのトラブル
　今や電子レンジは家電品では欠かせない存在になっています。た
だ、ちょっとした使い方の間違いで事故につながることもあります。
　電子レンジは、食品に含まれている水分を電波が振動させて、摩
擦熱を発生させることによって、食品を加熱します。水分が少ない
食材を少量加熱した場合、短時間で水分が蒸発し、食品が焦げたり、
煙が出たりすることもあります。

原因としては、3つのことが考えられます。
・説明書の禁止事項が分かりにくい
・説明書と違う使い方をした
・庫内に汚れが付いたまま使用した

　ある20代の女性が買ったばかりの電子レンジでジャガイモを加
熱していたところ、電子レンジ内から発煙、火災報知機が鳴り消防
車が駆けつけるという大騒動になりました。女性は、カレーを作っ
ていたところ、ジャガイモだけが固いので、耐熱皿に入れ、肉ジャ
ガの自動設定で加熱したものです。
　説明書には、肉ジャガの設定の場合、調味料を含む材料をすべて
耐熱皿などに入れ、40～60分加熱するとありました。また、この
設定でカレー調理の仕上げにも使えると記載されていました。
　この例では、カレー調理の仕上げにも使えるという記載が、ジャ
ガイモ単体の加熱にも自動設定で使えるという誤解を招いた模様で
す。手動設定で様子を見ながら加熱していたら、このような事故は
起こらなかったかもしれません。

対処法：
・自動の加熱設定は定められたもの以外に使用しない
・少量の食品は手動の設定で様子を見ながら加熱する
・飲み物やとろみのあるものは加熱前によくかきまぜる
・庫内をこまめに掃除する

A.感染性胃腸炎とは、主にウイルスなどの微生物を原因とする胃腸炎の総称です。特にノロウイルスは感染力が強く、学校や社会福祉施設などで
集団発生することもあり、ピークを迎える冬場に注意が必要です。例えばノロ
ウイルスは１～2日間の潜伏期間を経て典型的には嘔

気、おう吐、下痢、腹痛、37度台の発熱がみられます。通常は症状は1～2日で
軽快しますが、中には症状が５～６日間続くこともあります。感染経路はウイル
スに汚染されたカキなどの貝や魚介類を生または不十分な加熱処理で摂取した場
合と感染した人の便やおう吐物に触れた手指等を介してウイルスが経口的に入っ
た場合です。特別な治療法はなく、対症療法が中心となりますが、特に高齢者は
脱水に注意が必要です。予防は、石けんなどで十分に手洗いやうがいをすること
が大切です。またトイレや衣類などの消毒も重要です。

下痢、おう吐、腹痛があり、感染性胃腸炎と
診断されました。感染性胃腸炎とはどんな病
気ですか？

韮崎市立病院　内科　副院長
　三澤　明彦

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、 5日

   9日、12日
 16日、19日
 23日、26日

4日 18日 ー 3日
●市役所裏駐車場
　7日、14日、21日、
　28日
　13時～ 16時
●龍岡公民館グラウンド
　14日、28日
　13時～16時

2月28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 4日、18日 ー 25日 10日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 　3日、 6日

 10日、13日
 17日、20日
 24日、27日

25日

4日 ー 17日

旭・大草・龍岡 ー 18日 24日

2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 １０日（火）・２４日（火）
富士見、岩下、上の山 １２日（木）・２５日（水）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 １３日（金）・２６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 １６日（月）
藤井町全区 ２日（月）・１７日（火）
中田町全区・穴山町全区 ３日（火）・１８日（水）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 ４日（水）・１９日（木）
旭町全区  ５日 （木）・２０日（金）
大草町全区・竜岡町全区 ９日（月）・２３日（月）
●老壮大学 ６日（金）
●静心寮 

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（2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。

◇CRAZY KEN BAND 
　SPARK SHOW 2015
  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
のお子様のチケット必要。

◇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。
◇東京エレクトロン韮崎文化ホール

　　落語ワークショップ発表会
　3月8日（日）14時開演・会議室
　5月から1年間、春風亭柳之助師匠（真打）
から落語を学んできたワークショップ受講
生による発表会を行います。プロ顔負けの
迷演!?にご期待ください！師匠による渾身
の一席もどうぞお楽しみください。

【全席自由】500円
☆ 2月3日（火）10時より発売開始

◇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
☆ 2月14日（土）
10時 よ り 発 売
開始（当ホール
の発売日初日は
電話予約のみ受
付）

◇アリス=紗良・オット
　ピアノ・リサイタル
　5月22日（金）19時開演・大ホール
　ヨーロッパや日本の主要コンサートホー
ルにおける演奏により、その実力を高く評
価され、これまでに
世界の名だたる指揮
者やオーケストラと
共演。今、世界が注
目する話題の人気ピ
アニストが韮崎に登
場！

【全席指定】3,000円
※未就学児入場不可
☆ 2月22日（ 日 ）
10時より発売開始

（当ホールの発売初
日は窓口販売のみ）

問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール

　☎２０－１１５５　 ２２－１９１９
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