
　 　　

　　

外来をやっていると癖になっていると思っている人が非常に多い
のに驚きます。
　膝に水が溜まるというのは原因があります。関

節リウマチや痛風、感染などによる炎症、加齢や外傷による軟骨の擦り減り
や半月板の損傷などです。すなわち原因となる症状がよくならなければ水は
溜まります。水を抜くのには理由があります。まず水の性状を見てその原因
を予測するためです。また水が多くなると痛みが増したり、膝の動きが悪く
なる。そして注射をする場合、水が溜まっている所に打てば注射薬が薄まっ
てしまうなどの理由です。
　水を抜くからまた水が溜まるわけではなく、原因となる症状がよくならな
いから水を抜いてもまた溜まるのです。膝に水が溜まる人はその原因を病院
で調べてもらい説明を受けるようお勧めします。

膝の水を抜くと癖になるとよく聞きますが
本当ですか？

informationinformation

アドバイザー  韮崎市立病院

整形外科医長　小川　知周

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市役所
１０２会議室で相談を承ります。

韮崎大村美術館開館５周年記念特別企画展
「鈴木信太郎展 -コロリストの旅-」（１階）
「丹阿弥丹波子の世界展」（２階）

■期間　９月２９日（日）まで
　１階企画展示室において、明

治から昭和にかけて活躍し、色

鮮やかな色彩と、親しみやすく

愛らしい画風で知られる鈴木信

太郎の作品を紹介します。各地

の風景をはじめ、人形や桃やバ

ラなど、色彩豊かで、独特の世

界観の漂う観る人の心が温まる

ような作品を紹介します。油彩

画、水彩画、挿絵の原画など約

４０点を紹介いたします。

　２階特別展示室では、版画家

「丹阿弥丹波子の世界展」を開催いたします。メゾチン

トという根気のいる、緻密な制作工程を経て描かれる作

品約２０点を紹介します。漆黒

の闇に浮かび上がる、花や野菜

などの美しい姿をご覧いただけ

ます。

　開館５周年を記念して韮崎市

名誉市民の大村智博士の胸像も

公開しております。ぜひご高覧

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
※一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３，０００円）も随時受付中です。

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

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

鈴木  信太郎《青い人形》
油彩　40.0×31.0㎝

丹阿弥  丹波子《花・再》2008年
銅版画　メゾチント　42.0×36.5㎝

Q.
A.

健康食品の送りつけ商法

　『頼んでもいないのに健康食品が送られてきた』、『注文を受けたので、

これから商品を送る』という一方的な電話が掛かってきたことはありま

せんか？県内でもこのような相談が数多く寄せられています。このよう

な商法を『送りつけ商法（ネガティブ・オプション）』といいます。
　以下のような対処をしても解決しない場合は、商工観光課消費生活相
談窓口までご相談ください。

頼んだ覚えのない健康食品が届いた。放っておいてよいものか？

一方的に送られて来たものであれば、ネガティブ・オプションと考
えられますので、受取ってから１４日間、引取りを要求してから７
日間が経過すれば処分してよい。

「サプリメントを送る」という電話があったので、「頼んでいな
い」と言うと脅された。頼んでいない商品が送られてくるのではな
いかと心配だ。

商品が代引きで届いた場合は受取り拒否。
中身を開けたら請求書が入っていた場合は、事業者に契約の意思は
ないことを伝え、商品の回収を要求する。

「注文を受けた商品を発送する」という電話が掛かってきた。 
注文をした覚えはないが、あいまいな返事をしたら、商品が送られ
てきた。

例２と同様

「頼まれた健康食品を送る」と電話で言われたので断ったら、「裁
判にする」と脅されて、つい了承してしまった。数日後商品が届い
た。代引きで届いたので、払ってしまった。

契約書面を受取ってから（商品と共に届くことが多い）８日間以内
に契約解除の通知を出す ＝ クーリング・オフ制度を利用する。

対処法

対処法

対処法

対処法

例　１

例　２

例　３

例　４



月 火 水 木 金 土 日

　　 　　新聞紙であそぼう
10時30分
～11時30分
●県下一斉無料法律相談
13時～16時
市役所401会議室
【要予約】
（広報８月号P19参照）
●まちなか市民会議
19時～21時
市民交流センター１階会議室
（広報６月号P12参照）
休館： （午前）

パパ・ママ学級
　Bコース3回目
　【要予約】
受付：9時00分～
沐浴指導や新生児の育児に
ついて

休館：

●無料法律相談
　予約受付開始日
受付：8時30分～
企画財政課　内線356
※相談日は26日（木）
1歳6か月児健診
対象：平成24年2月生
受付：13時～13時15分
小児科医師・歯科医師の診
察など

●ねんきん無料相談
9時～16時
市役所１階102会議室

敬老の日
　メッセージカードを
　作ろう
10時30分～11時30分
ハガキに足型を押しておじ
いちゃんおばあちゃんに送
りましょう！
スクラップブッキング
10時30分～11時30分
龍岡公民館【要予約】

休館： （午前）

体位測定
10時30分
～11時30分
0歳児の体位測定ができま
す【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】

妊婦さんの会
10時15分
～11時45分
子育てグループ「てと手
と」の企画
参加費1,000円
定員10組【要予約】
（P17参照）
おはなし会
14時～14時30分
対象：幼児～小学校低学年
【申込不要】
休館：

国文祭
保阪嘉内記念
講演

13時30分～15時
市民交流センター「ニコリ」
３階多目的ホール
（P5参照）

休館：   

抜き取ってご利用ください

国文祭
小林一三記念
講演

13時30分～15時
市民交流センター「ニコリ」
３階多目的ホール
（P5参照）

休館：   

ニコリ開館2周年記念祭
　NICORI祭
9時～
全館で各種イベントを開催
します。ニーラを探せ（先
着150組プレゼント）他
（P16参照）
小林一三・保阪嘉内の

　世界展
11月10日（日）まで
（P5参照）

休館：   

すくすく教室
対象児：平成25年
　　　　2月生
受付：13時～13時15分
離乳食指導や離乳食の試食など
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、手型サービスほか　　
材料費・おやつ代100円
定員10組【要予約】
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

9/1、8、15、16、22、23、29
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）

●姉妹都市フェアフィー 
ルド市派遣学生募集 
開始日
9月18日（水）まで
（P11参照）

休館：      

　 中央公園ミニSL運行日

ケロケロシアター
　スペシャル
11時～11時30分
９月のうた・親子あそび・
パラシュートあそびも登場
【予約不要】
パパ・ママ学級

　Cコース1回目【要予約】
受付：13時30分～
妊婦の栄養や妊婦体操につ
いて

休館：

休館：      

納期限（口座振替日）
９月３０日（月）
＊国民健康保険税　第３期
＊後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　　第３期

収納課徴収・管理担当
（内線163～166）

今月の納税
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９月１日
「リレーおはなしかい」

　＆「DVD上映会」
（Ｐ16参照）
第91回韮崎高校同窓会
　記念・招待サッカー
13時キックオフ（雨天決行）
中央公園陸上競技場
（広報８月号P13参照）

９月４日
にら★ちび

　ベイビーくらぶ
　～0～5か月児～
13時30分～14時30分
おやつタイム＆ママの交
流会他
材料費・おやつ代100円
定員10組【要予約】

開館５周年記念
　特別企画展
　「鈴木信太郎展 」
　「丹阿弥丹波子の世界展」
9月29日（日）まで
（裏面参照）

９月10日
助産師さんと

　しゃべり
　6～12か月児
10時30分
～11時30分
助産師井上裕子氏による
離乳食の相談など
定員10組【要予約】
　0～5か月児
13時30分～14時30分
助産師井上裕子氏による
相談とベビーマッサージ
定員10組【要予約】



　
●小林一三翁生誕
　140周年記念茶会
13時～15時
市民交流センター１階
（P5参照）
休館：   

　　

　　　 　 　 　

　　  　

のびのび教室
対象児：平成23年
　　　　８月生
受付：13時～13時15分
親子あそびや歯科相談など

休館：      

にら★ちびオリジナル
　おもちゃであそぼう
10時30分～11時30分
スタッフの「てづくりおも
ちゃ」が登場！
3歳児健診
対象児：平成22年8月生
受付：13時～13時15分
小児科医師及び歯科医師の
診察など

休館：

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

●武田の里ライフカレッジ
13時30分～15時30分
東京エレクトロン韮崎文化
ホール
「さらなる一歩を踏み出そう」
盲目のチャレンジャー
立木早絵氏
休館： （午前）

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

●平成25年住宅・
　土地統計調査開始
（P11参照）

文化ホールまつり2013
10時～
（情報カレンダー裏面参照）

休館：   

休館：     

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・食事などについて保健
師や管理栄養士が個別に相
談に応じます。【要予約】

休館：

国文祭
文芸祭「漢詩」
（全日本漢詩大会）

10時～14時30分
東京エレクトロン韮崎文化ホール
【入場無料】（P4参照）
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

ハイヒールウォー
　キングレッスン
14時～16時
定員20名【要予約】
（P16参照）

9時30分～13時30分
市民交流センター「ニコリ」
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
【申込不要】（P16参照）
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】
よちよち教室
対象児：平成24年10月生
受付：13時～13時15分
ブックスタート事業やお子
さんの事故防止など
場所：市立図書館
　　　読み聞かせの部屋
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
歯科衛生士　加賀美正江氏
による歯のお話や相談
定員10組【要予約】
4か月児健診
対象児：平成25年5月生
受付：13時～13時15分
小児科医師の診察など

休館：

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）

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
※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） 9月10日（火）午後
24日（火）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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　9月26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　
　9月10日（火）
　8時30分～
   企画推進担当（内線356）

今月の無料法律相談
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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、手型サービスなど
材料費等100円　定員10組【要予約】

９月18日
ちびっこ運動会
10時30分～11時30分
北東児童センター

９月25日
誕生会
13時30分～14時30分
9月生のお子様をお祝い
材料費100円
定員10組【要予約】

９月26日
バルーンアート

　に挑戦
10時30分～14時30分
龍岡公民館（P17参照）

９月27日
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

９月20日
●老壮大学　13時～
韮崎文化ホール
映画鑑賞「山本五十六」

９月21日
●バームクーヘン作り
10時～12時30分
穂坂自然公園
（P15参照）

９月28日
●モデルさんと撮影会
10時～12時30分
穂坂自然公園（P15参照）



　 

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、  5日
  9日、12日
16日、19日
23日、26日
30日

  4日、18日

ー 25日 3日
●市役所裏駐車場
　  7日、14日、21日、
　28日
　13時～16時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　14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

9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 11日 ー 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

11日、25日

ー 18日 17日

旭・大草・龍岡 4日 ー 24日

９月のごみ収集日程　９月は有害ごみ（蛍光灯・乾電池等）の収集を行います。資源リサイクル品収集日にお出しください。

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 ９日（月）・２７日（金）

富士見、岩下、上の山 １０日（火）・３０日（月）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 １１日（水）

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 １２日（木）

藤井町全区 １３日（金）

中田町全区・穴山町全区 ２日（月）・１７日（火）

円野町全区 ３日（火）・１９日（木）

清哲町全区・神山町全区 ４日（水）・２４日（火）

旭町全区  ５日（木）・２５日（水）

大草町全区・竜岡町全区 ６日（金）・２６日（木）

●老壮大学 ２０日（金）
●静心寮 １８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（９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。

◇左手のピアニスト 
　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
　ピアニストの舘野泉が山梨にやってきま
す。２００２年、脳出血により右半身不随
となりますが、２００４年「左手のピアニ
スト」として復帰し、世界中の聴衆から熱
い支持を得ています。孤高の鍵盤詩人が紡
ぎだす美しく感動的な音色をお楽しみくだ
さい。
【全席指定】３,５００円
※未就学児入場不可

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール 
　文化ホールまつり 2013【入場無料】

９月２３日（月・祝） １０時～
　東京エレクトロン韮崎文化ホールでは、
市民の皆様に文化ホールをより身近に感じ
てもらい、また気軽に芸術文化に触れてい
ただくため、毎年文化ホールまつりを開催
しています。今年も様々なイベントをご用

意しておりますので、ぜひご家族でご来場
ください！
★カラオケ大会（大ホール）１３時～
★演芸公演（小ホール）１１時～、１４時～
★わくわくワンダーランド（会議室）１０時～
★ストリートパフォーマンス（西玄関）
★模擬店（駐車場）１０時～
★フリーマーケット（駐車場）１０時～
※内容・会場は都合により変更となる場合
があります。ご了承ください。

◇第１９回武田の里音楽祭 
　『シネマの音楽パートⅢ』

１２月１５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）
☆１１月上旬チケット発売・整理券配布開始！

■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

（写真は過去の様子です）


