
　　　

　　

エピペンは、食物アレルギーによるアナフィラキシーに対する自

己注射薬です。アナフィラキシーとは、皮膚・口唇の紅潮に加え息苦し

さや意識の障害を伴う重いアレルギー反応です。

　過去にアナフィラキシーをおこしたことのある児童やアナフィラキシーを

おこす可能性の高い児童に対し処方が可能になっています。使用期限は約１

年間で毎年一本ずつ処方されます。使用には学校の先生の介助が必要であ

り、保管場所も含め事前に相談していただく必要があります。ただ、多くの

食物アレルギー反応は皮膚のかゆみなど軽い症状のみで軽快します。携帯し

ている緊急時薬の内服でコントロールできる場合もあります。

　詳しくは、かかりつけ医にご相談ください。

小学生の息子が食物アレルギーと診断されています。
エピペンを処方してもらった方が良いでしょうか？

informationinformation

アドバイザー  韮崎市立病院

小児科医長　中村　誠

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ー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。

韮崎大村美術館特別企画展 
「山々に魅せられた画家たち」
■期間　平成２６年１月１３日（月・祝）まで開催
　世界文化遺産に登録された富士山を描いた片岡球子の

《富士》や、富士の麓にアトリエを構えた櫻井孝美の《富

嶽・燦
さん

》、韮崎市出身の山

岳画家鈴木農夫男が描いた

雄大な山の姿、初公開とな

る一二三勝英の甲斐駒ケ岳

など、山々に魅せられた画

家たちの作品を一堂に公開

します。

　美術館２階からの山々の

眺めと併せて、芸術の秋を

お楽しみください。

　開館５周年を記念して設

置した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。

■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 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。

※市内小中学生入館無料です。

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
　バーナード・リーチの作品や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１階の無料でご覧いた

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

Q.
A.

クレジットカードについて　その２
こんなメールをもらったことがありませんか？

いつもご利用誠にありがとうございます。
○○様よりお預かり物が御座います。
【受け渡し番号】YA１２３４××××××××
受け渡し番号は下記アクセス後、必要となりますのでご確認下さい。
↓詳細はこちら↓

いつも○○○○携帯電話会社をご利用頂きましてありがとうござい
ます。
この度【○○○○携帯電話会社】をご利用のお客様へ
『お客様サポートより大事なお知らせ』がございます。
お手数ではございますが、大至急下記URLよりログインし、必ず
詳細をご確認下さいますよう宜しくお願い致します。

馬券的中率９０％！！
１０年分のデータのなかから予測し、的中させます。的中率が本当
に良くモニターとしての登録ですので、簡単な審査がございます。
大当たりした配当金は全て貴方のものになるので安心です。まずは
お試しください。大金が貴方のものになる！！

　興味本位や、うっかり、これらのメールのURLにアクセスや返信をする
と、メール交換を次々とさせられ、支払いはクレジットカードでというこ

とがよくあります。ケータイやスマートフォンでは一度登録すると簡単に
クレジット決済ができるようになり、高額な支払いが発生することがあり
ます。

対応として→このようなメールは無視してください！！

櫻井　孝美 《富嶽・燦》 2007年
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例3



月 火 水 木 金 土 日

　　 　　

武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
　シニアの部
10時～16時
中央公園陸上競技場
休館：

のびのび教室
対象児：平成23年
　　　　10月生
受付：13時～13時15分
親子あそびや歯科相談など

休館：     

子育て用品リサイクル
　にら★ちびフリーマー
　ケット
10時～12時
市民交流センター３階
多目的ホール
たくさんの子育て用品が並
びます！
●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

休館： （午前）

パパ・ママ学級
　Cコース3回目
【要予約】
9時～
沐浴指導や新生児の育児に
ついて
●ヒルクライム
　チャレンジシリーズ2013
　韮崎甘利山大会
選手受付：13時～17時
社会福祉村グラウンド
（Ｐ14参照）
休館：

●ヒルクライム
　チャレンジシリーズ
　2013　韮崎甘利山大会
9時～　
社会福祉村⇔甘利山
（Ｐ14参照）
●生涯学習フェスタ
9時～
東京エレクトロン韮崎文化
ホール
（広報10月号P14参照）

休館：   

抜き取ってご利用ください

武田の里にらさき
　サッカーフェスティバル
　シニアの部
9時～14時
中央公園陸上競技場

国文祭
日本舞踊の祭典

　　　10時～17時
東京エレクトロン韮崎文化ホール
（広報10月号Ｐ11参照）
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：   

絵本よみきかせ講座
　（第３回）【要事前申込】
10時30分～12時
どんぐりネックレスを作ろう
10時30分～11時30分
北東児童センター
子育てサークル「いたず
ラッコ」OB企画
定員15組【要予約】
乳がん検診
13時30分～15時
保健福祉センター
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

今月の運行はありません。
（H26年4月より運行予定）

　中央公園ミニSL運行日

●韮コンin甘利山
受付：9時30分～
【要申込】
（広報10月号P12参照）

休館：   

月112013
CALENDAR

霜　月

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） 11月12日（火）午後
  26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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納期限（口座振替日）
１２月２日（月）

＊国民健康保険税　第５期
＊後期高齢者医療保険料
　　　　　　　　　第５期

収納課徴収・管理担当
（内線163～166）

今月の納税

　11月28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　
　11月11日（月）
　8時30分～
   企画推進担当（内線356）

今月の無料法律相談

子育て支援センター臨時休館日

11月29日（金）は、館内整理のため
臨時休館します。
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11月6日
パパ・ママ学級
　D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
わんぱく★親子

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

11月１・８日
りんご狩り遠足【要予約】
13時30分
集合：フルーツランド平賀
参加費：１家族200円
持物：袋・おでかけグッズ

11月9日
●生涯学習フェスタ
9時～
東京エレクトロン
韮崎文化ホール
（広報10月号P14参照）
●穂坂自然公園イベント　
　「絵画教室」
10時～12時30分
（Ｐ14参照）
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】

11月9日
スケッチで訪ねる
　『智恵子抄』の旅原画展
11月15日まで（Ｐ17参照）



　
休館：   

　　

　 　 　

　　  　

モダン・ニラサキ
　～汽車が走ったころ～
平成26年2月23日まで
（Ｐ14参照）
夫の悩みのある人集まれ
子育てグループ「てと手と」
参加費500円　託児300円
定員10人【要予約】
1歳6か月児健診
対象：平成24年4月生
受付：13時～13時15分
小児科医師・歯科医師の診察など

絵本よみきかせ講座
　（第４回）【要申込】
10時30分～12時
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
持物：歯ブラシ
定員10組【要予約】
すくすく教室
対象児：平成25年4月生
受付：13時～13時15分
離乳食の指導・試食など　
休館：

自然と共に
　～食育て・子育て～
10時30分～12時
サークル「ひまわり会」
代表粕川邦子氏
おやつ代150円
定員30組【要予約】
にら★ちび　ベイビーくらぶ

　～0－5か月～
13時30分～14時30分
材料費等100円
定員10組【要予約】
休館： （午前）

メルマガ会員限定
　手型サービス
10時30分～11時30分
【予約不要】
避難訓練
13時30分～14時
いざという時のために・・・
避難訓練で安全確認！
【予約不要】

●行政相談
13時～15時
市役所102会議室
乳がん検診
13時30分～15時
保健福祉センター
休館：       

にこにこ子育て
　相談室
9時30分～16時
保健師や管理栄養士の個別
相談（お子さんの気になる
成長発達・食事など）
【要予約】
体位測定【予約不要】
10時30分～11時30分
0歳児の体位測定
おそうじ大作戦【予約不要】
13時30分～14時30分
センターをみんなでおそうじ！

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～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

●ふるさと歴史
　再発見ウォーク
　苗敷山ウォーク
9時～15時
（Ｐ14参照）

9時30分～13時30分
市民交流センター1階

休館：   

●陸上ウォーキング教室
受付：9時～9時30分
場所：神山公民館
※悪天候時は保健福祉センター
（広報10月号Ｐ6参照）
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】（Ｐ17参照）

休館：

●平成25年住生活
　総合調査開始
12月10日まで（P17参照）
ウルトラちびっこキャラバン

　in韮崎～にらちび秋まつり～
10時～12時
「実りの秋まつり」♪ブース
を回っておみやげゲット！
定員100組【要予約】
タブレット体験会
9時30分～11時30分
（P16参照）
休館： （午前）

だっこの会
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】
3歳児健診
対象児：平成22年10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：

●無料法律相談
　予約受付日
受付：8時30分～
相談日28日（木）
企画財政課（内線356）
●行政相談
13時～15時
市役所102会議室
乳がん検診
13時30分～15時
保健福祉センター

休館：      

休館：    
　　　  

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
食や卒乳・ママの健康相談
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】

休館：  

韮崎高校のお兄さん
　お姉さんとあそぼう
10時～10時30分
高校生のお兄さんお姉さん
が楽しいあそびをプレゼン
ト！（Ｐ16参照）
4か月児健診
対象児：平成25年7月生
受付：13時～13時15分
小児科医師の診察など

休館：  

昔のあそびを楽しもう
10時30分
～11時30分
龍岡公民館
子育てサークル「ピーター
ラビット」OB企画
読み聞かせやおやつタイム
など
定員15組【要予約】

休館：  （午前）

Dr.ヤナギダの
　ワイン塾
19時～21時
（Ｐ16参照）

休館：  （P16参照）

休館：

●豪田トモ監督作品
　映画「うまれる」
　鑑賞会
東京エレクトロン韮崎文化
ホール
（P15参照）

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）
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11月23日
おせち料理づくり
9時30分～
定員20組【要予約】
（Ｐ15参照）

11月19日
よちよち教室
対象児：平成24年12月生　受付：13時～13時15分
場所：ニコリ２階市立図書館内読み聞かせの部屋

11月13日
●税理士の税金
　無料相談
13時～16時
市役所1階防災会議室
にら★ちび  ベイビーくらぶ
　～6－12か月～
13時30分～14時30分
材料費等100円
定員10組【要予約】

11月27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
材料費他100円
定員10組【要予約】

11月28日
誕生会
11月生のお子様をお祝い
材料費100円
定員10組【要予約】

11月22日
●老壮大学
13時～15時15分
市民交流センター3階
多目的ホール
「津軽三味線が奏でる
心の響き」
講師　小山貢治
　　　（三味線奏者）

11月16日
スケッチで訪ねる
　『智恵子抄』の旅
　坂本富江氏講演会
15時15分～16時45分
【要申込】
（Ｐ17参照）



　 

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 ー

韮崎
（祖母石・岩根を除く）   4日、  7日

11日、14日
18日、21日
25日、28日

  6日、20日

ー 27日 5日
●市役所裏駐車場
　2日、9日、16日、
　23日、30日
　13時～16時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　9日、23日
　13時～16時
●龍岡公民館グラウンド
　9日、23日
　13時～16時

ー

穂坂・藤井・中田・
岩根 13日 ー 12日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

  1日、  5日
  8日、12日
15日、19日
22日、26日
29日

13日、27日

ー 20日 19日

旭・大草・龍岡 6日 ー 26日

11月のごみ収集日程　11月の自己搬入はお休みです。

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 １８日（月）

富士見、岩下、上の山 １日（金）・１９日（火）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 ５日（火）・２１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 ６日（水）・２６日（火）

藤井町全区 ８日（金）・２７日（水）

中田町全区・穴山町全区 １１日（月）・２８日（木）

円野町全区 １２日（火）・２９日（金）

清哲町全区・神山町全区 １３日（水）

旭町全区  １４日（木）

大草町全区・竜岡町全区 １５日（金）

●老壮大学 ２２日（金）
●静心寮 ２０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（11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。

◇韮崎市生涯学習フェスタ'13 
　（第35回生涯学習推進の集い・第58回文化祭）

１１月９日（土）・１０日（日）
９時より開催
【展示部門】
文化協会・公民館作品、幼児・小中学生入
選作品
【発表部門】
四ツ打ち保存会、韮崎シティジュニアコー
ラス、文化協会各部、実践発表（韮崎西中
学校・大草町西割分館）、韮崎東西中学
校・韮崎高校吹奏楽部、藤井保育園、公民
館発表、三宅太鼓…など。
【記念公演】
１０日（日）１３時２５分
（前座）落語
女性マジシャン：ＨＩＲＯＭＩ
女流講談師：宝井一凛
【模擬店・フリーマーケット】
【パフォーマンス】
バルーンパフォーマー★ＭＩＨＡＲＵ★笑
顔の魔法

　９日（土） ①１０：３０　②１３：１５
１０日（日） ①１０：３０　②１３：００
※都合により公演時間が変更になる場合が
　ございますので、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１日（金）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

女流講談師
宝井一凛

女性マジシャン
ＨＩＲＯＭＩ


