
　 　　

　　

A.年をとって背中や腰が曲がると、くびや腰が痛くなります。痛みに対
する治療としては、痛み止めの飲み薬、湿布、注射などがありますが、根本
の原因である変形を治すことはできないので、病院

に通院していてもなかなかよくなりません。痛みを軽くするには、運動する、や
せる、動きすぎないなど、ご自身の努力が必要です。
　老化現象以外に異常がない時に漢方薬が効くことがあります。痛みがなくなる
わけではありませんが、軽くなることがあります。同じ症状でも人によって効く
漢方薬は異なりますが、自分にあった漢方薬だと、冷え、便秘、肩こりなど他の
症状も一緒によくなることがあります。漢方薬がまったく効果のない方もいます
が、成分は " しょうが " などの食べものが主なので、副作用は多くありません。漢
方薬を試してみるのもよいかもしれません。

Q.背骨が変形し、くびや腰の痛みがありますが、漢方薬がよいとききました。本当ですか？

informationinformation

アドバイザー  韮崎市立病院

整形外科部長 　神平　雅司
※詳細は、市役所ホームページに掲載及び市役所1階受付、市立病院事務局で配布して
　います『韮崎市職員採用試験案内』をご覧ください。
■お問い合わせ　政策秘書課政策人事担当（内線３２５）

採用職種 試験区分 採用者数 採用日 申込受付 試験日 資格要件等

看護師

短大卒業
程度

5名程度

7月1日 5月7日(火) ～ 17日（金）

6月7日（金） 看護師免許
を有する人

診療放射線
技師 １名

1次試験
6月1日（土）

2次試験
6月7日（金）

診療放射線
技師免許を
有する人

韮崎市職員（看護師・診療放射線技師）を募集します。

市民のみかた
消費生活相談窓口
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

毎週火曜日は消費生活相談員が１０２会
議室で相談を承ります。

　県民生活センター　　☎０５５－２３５－８４５５
　消費者ホットライン　☎０５７０－０６４－３７０

　どこに相談していいか分からない場合には、一人で悩まないように
「消費者ホットライン」が開設されています。全国共通の電話番号から、
相談者に一番身近なところに電話がつながるシステムです。
　原則土・日・祝日も利用可能です。

Ｑ、相談はどのようにするの？
Ａ、電話や直接出向いて面談する方法が一般的です。
　　電話するときは、契約書や関連資料を手元に置き相談したり、出向
　　くときはそれらを持参することをお勧めします。契約したいきさつ
　　をメモしておくと便利です。

Ｑ、製品事故にあったら
Ａ、資料、製品のパンフレット等を用意し、相談窓口にご相談ください。
　　食品の場合は、保健所にも連絡してください。

企画展「描かれた花展」
■開催期間　６月２３日（日）まで
　桜やバラ、椿など花を

主題とした作品３１点を

紹介いたします。

　岸田夏子の幻想的で美

しいバラを描いた作品

《仄かに香る》や、独立

美術協会創立８０周年記

念に際して制作された、

１２センチ四方のキャン

バスに１３１名の会員が描いた『華』を主題とした作品

を１５０号の大作に仕立てた作品など、多彩な作品の競

演をご高覧ください。

■開館時間　１０時～１８時（入館は１７時半まで）
■休館日　水曜日（祝日の場合は翌日）
■入館料　大人 ５００円 ／ 小・中・高 ２００円
※障害者手帳を提示の方は、本人及び介添人１名が無料。

　団体（２０名以上）割引あり

※市内在住・在学の小中学生は無料。

市民交流センター「ニコリ」1階
韮崎大村美術館サテライトスペース企画展
　大村智氏より寄贈さ

れたバーナード・リー

チ等の作品をご覧いた

だけます。

　また日本を代表する

彫刻家、桑原巨守とそ

の教え子たちのブロン

ズ像等の作品をご覧い

ただけます。

　市民交流センター内の無料でご覧いただけるスペース

ですので、お気軽にお立ち寄りください。

■開館時間　９時～１７時
■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日、ふるさと偉人資
　　　　　料館に準ずる）

■お問い合わせ（水曜日除く、１０時～１７時）
　韮崎大村美術館　☎ ２３ー７７７５

　ホームページ：www.nirasakiomura.artmuseum.com

岸田夏子《仄かに香る》



月 火 水 木 金 土 日

　　 　　

休館： （午前）

みどりの日

休館：   

のびのび教室
対象児：Ｈ23年4月生
受付：13時～13時15分
内容：親子あそびや歯科相
談等

休館：     

みだい公園へ行こう
10時30分～
11時30分
場所：みだい公園
子育てサロン「ピーターラ
ビット」OB企画
青空シアター＆おやつタイ
ム等
申込窓口：子育て支援セン
ター（定員20組）

休館： （午前）

わんぱく★親子
　ママビューテイー
13時30分～14時30分
インストラクター斎藤晴美
先生による親子エアロビ
定員20組【要予約】
持物：飲み物・上履き

おはなし会
14時～14時30分　
対象：幼児～小学校低学年

休館： 休館：   

抜き取ってご利用ください

月

こどもの日

　　 全員無料の日

　
休館：   

にら★ちび
　ベイビーくらぶ
　6～12か月
13時30分～14時30分
おやつタイム＆ママの交流
会等
材料費・手型とおやつ代
100円
定員10組【要予約】

休館：

憲法記念日

休館：   

　

〔毎週月曜日〕
ことぶきルーム（韮崎）
　小学生対象
※祝日は実施しません

イベント・行事

●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
　保健福祉センター

〔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
　市役所１階１０２会議室
　問：商工労政担当（内線216） 

〔随時・要予約〕
■家庭児童相談
　予約：子育て支援担当
　　　　（内線１７９）
■市民栄養相談
　予約：☎23－4310

相談等 ※祝日は実施しません

5/3～ 6、12、19、26
10時～12時、13時～16時
大人、子ども共に１回100円
（３歳以下は保護者と同伴で無料）

　中央公園ミニSL運行日

パパ・ママ学級
Ａコース　１回目
受付：13時～13時15分
妊産婦の食事・妊婦体操等
【要予約】

休館：

2013
皐
　
月

広報にらさき　

情報カレンダー

振替休日

休館：   

　5月 23日（木）
　13時～16時
　市役所４階401会議室
　一人30分以内 定員６名
＊予約受付日　
　5月10日（金）
　8時30分～
   企画推進担当（内線356）

今月の無料法律相談
納期限（口座振替日）
5月31日（金）

＊固定資産税　　  第１期
＊軽自動車税　　  全　期

収納課徴収・管理担当
（内線163～ 166）

今月の納税

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  午前8時30分～午前11時
※麻酔科
　左記診察日の午後２時～午後４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
（12/29～1/3)
 
※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

麻酔科（ペイン：痛み） 第1・3・5 火曜（午後）
第2・4 金曜（午後）

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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●親子で感動する
　フォーラム
受付：13時
開演：13時30分～
会場：東京エレクトロン
　　　韮崎文化ホール
（広報４月号P９参照）

休館：   

　　 　　

　　　 　 　 　

　　  　

　　　

1歳6か月児健診
対象：平成23年
　　　10月生
受付：13時～13時15分
小児科医師・歯科医師の診
察等

避難訓練
いざという時の
ために・・・
11時頃～
避難訓練で安全を確かめま
しょう【予約不要】

すくすく教室
対象：平成24年10月生
受付：13時～13時15分
離乳食指導や離乳食の試食
等
休館：

にら★ちび
　おでかけくらぶ
　「のれんＤＥビンゴ」
10時30分～11時30分
商店街でスタンプ集めて
ニーラグッズをもらいま
しょう。
定員20組【要予約】
（P17参照）

休館： （午前）

体位測定
10時30分～
11時30分
0歳児の体位測定
【予約不要】
おそうじ大作戦
13時30分～14時30分
センターをみんなで
おそうじ【予約不要】

休館：       

よちよち教室
対象：平成24年
　　　6月生
受付：13時～13時15分
内容：ブックスタート事業
　　　やお子さんの事故防
　　　止等
場所：市立図書館内読み聞
　　　かせの部屋

にこにこ子育て
　相談室
9時30分～16時
成長発達・食事などについ
て【要予約】

メルマガ会員限定
　手型サービス
10時30分～11時30分
メルマガ会員には手型足型
プレゼント【予約不要】

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～18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：13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：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

●第１回ふるさと
　歴史発見ウォーク
９時集合
集合場所：市民交流センター
　　　　「ニコリ」

　（P14参照）

休館：

大人のための朗読会
　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
（P16参照）

休館：

シャボン玉で
　あそぼう
10時30分～11時30分
子育てサークル「ピーター
ラビット」ＯＢ企画。
龍岡公民館でシャボン玉あ
そび。おやつタイムあり。
（定員20組）
だっこの会　対象：乳幼児
11時～11時30分
わらべ歌、絵本の読み聞か
せ、手遊び等
休館： （午前）

助産師さんとしゃべり
　6～12か月児
10時30分～11時30分
助産師加茂友香さんによる
離乳食やはいはい・卒乳・
ママの健康相談等
定員10組【要予約】
助産師さんとしゃべり
　0～5か月児
13時30分～14時30分
助産師井上裕子さんによる
相談とベビーマッサージ
定員１０組【要予約】

「からだにやさしい
　おうちごはん」
　～情報交換会～
10時30分～11時30分
子育てグループ「てと手と」企画
材料・おやつ代　500円
託児有（有料）
定員10組【要予約】
３歳児健診
対象児：平成22年4月生
受付：13時～13時15分
小児科医師・歯科医師の診
察等　　　　　　休館：

休館：   

Ｕ-３親子サッカー
　フェスティバル
　ｉｎ韮崎
10時～12時
広～いサッカーグランドで
運動会。
定員100組【要予約】
（P17参照）

休館：  

人間ドック・
　脳ドック・乳がん・
　子宮がん検診受付開始
（P8参照）

休館：      

休館：      

：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
　場所　保健福祉センター
　持物　母子健康手帳、バスタオル、
　　　　保険証、印鑑

子育て教室
　場所　保健福祉センター

※よちよち教室は、市民交流センター２階図書館内
　持物　母子健康手帳、筆記用具など

育児健康相談等
　場所　保健福祉センター
　持物　母子健康手帳

健康づくり教室
　場所　保健福祉センター
　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）

歯科衛生士さんと
　おしゃべり
10時30分～11時30分
歯科衛生士加賀美正江さん
による歯についてのお話や
相談
定員10組【要予約】

４か月児健診
対象児：平成25年1月生
受付：13時～13時15分
小児科医師の診察等
休館：

休館： （午前）

休館：

18

25

19

26

14

21

15

22

16

23

17

24

13

20

27 28 29 30 31 1 2

５月29日
誕生会
13時30分～14時30分
5月生のお子様をお祝い
材料費100円
定員10組【要予約】

５月16日
●武田の里ライフカレッジ
　東京エレクトロン韮崎文化ホール　13時30分～15時30分
「笑ってよ北極点」　女優・冒険家：和泉雅子氏

５月22日
にら★ちび　ベイビーくらぶ
　～県外出身0歳児とママ～
13時30分～14時30分
おやつタイム＆ママの交流会等
材料・手型とおやつ代100円　定員10組【要予約】

５月15日
にら★ちび　ベイビーくらぶ　～0～5か月～
おやつタイム＆ママの交流会他
13時30分～14時30分
材料費・手型とおやつ代100円　定員10組【要予約】 ５月18日

朝市NIRAマルシェ
９時30分～12時30分
場所：市民交流センター
　　　「ニコリ」
（裏表紙参照）



　 

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、  6日
  9日、13日
16日、20日
23日、27日
30日

 1日、15日

ー 22日 7日 ●市役所裏駐車場
　11日、18日、25日、
　１３時～１６時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　11日、25日
　１３時～１６時
●龍岡公民館グラウンド
　11日、25日
　１３時～１６時

5月25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 8日 ー 14日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石  7日、 10日

14日、17日
21日、24日
28日、31日

8日、22日

　ー 15日 21日

旭・大草・龍岡 1日 ー 28日

５月のごみ収集日程　生ごみはしっかり水を切りましょう！

文化ホールインフォメーション

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（火）・２３日（木）

富士見、岩下、上の山 ８日（水）・２４日（金）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井原、長久保
 ９日（木）・２７日（月）

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（金）・２８日（火）

藤井町全区 １３日（月）・２９日（水）

中田町全区・穴山全区 １４日（火）・３０日（木）

円野町全区 １６日（木）・３１日（金）

清哲町全区・神山町全区 ２０日（月）

旭町全区  １日（水）・２１日（火）

大草町全区・竜岡町全区 ２日（木）・２２日（水）

●老壮大学 １７日（金）
●静心寮 １５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。

■お問い合わせ　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（5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。

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　ワークショップ開催
　毎年好評をいただいておりますワーク
ショップを今年度も５月から開催します。
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』
　５月より毎月第２木曜日
　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「話す楽しさ」を体験できます。
＊『陶芸ワークショップ』
　５月より毎月第２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
とときをお楽しみください。
◇親子のためのキャンディコンサート
　金管五重奏コンサート
５月６日（月・祝）　１４時開演・エント
ランスホール

　キャンディコンサートはお子様がメイン
のコンサートです！キャンディを食べなが
ら気軽に生の音楽をお楽しみいただけます。
ぜひ、ご家族でご来場ください。
【全席自由】入場無料
（要入場整理券・先着１５０枚）
◇エントランスコンサートVol.6＆Vol.7
Vol.6　弦楽四重奏の世界
　５月１８日（土） 
　１３時３０分・エントランスホール
Vol.7　木管五重奏　癒しの調べ
　６月３０日（日） 
　１３時３０分・エントランスホール
　気軽に生のクラシック音楽を聴いてみま
せんか？
　【全席自由】入場無料・先着１５０名
◇Hit Song JAPAN
　～これが僕らの同窓会コンサート～
　７月２８日（日）１５時開演・大ホール
昭和のヒット曲の数々を豪華出演者ととも
にお届けします！お見逃しなく！
出演：小川知子、あべ静江、西口久美子（青
い三角定規）、あいざき進也、晃（フィンガー
５）、ザ・リリーズ、半田健人（ナビゲーター）

※都合により出演者が変更になる場合がご
　ざいます。
【全席指定】５, ０００円　※未就学児入場不可
☆ ４月２７日（土）１０時より発売開始！
（当ホールの発売初日は電話予約のみ）
◇舘野泉　ピアノ・リサイタル
　９月１６日（月・祝） １４時３０分開演・
　大ホール
　２００２年フィンランドでのリサイタル
中に脳溢血で倒れ、その後右半身に麻痺が
残りながらも、左手のピアニストとして復
帰を果たした世界的ピアニストがここ韮崎
へ！２０１２年 NHK 大河ドラマ「平清盛」
テーマ曲のソリストを務めた舘野泉さんが
叙情性豊かな美しい音色とともに皆さんの
心に深く迫る演奏をお届けします。
【全席指定】３, ５００円　※未就学児入場不可
☆ ６月１５日（土）１０時より発売開始！
（当ホールの発売日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
　☎２０ー１１５５ ２２ー１９１９


