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ファミサポ説明会
　10時30分～
　　　　　　11時30分
　にら★ちび（３階）
　対象：韮崎市在住の0歳児
　から小学生の保護者
　【要申込】
●武田の里ライフカレッジ
　学園祭
　13時10分～ 15時15分 
　東京エレクトロン韮崎文化
　ホール　（P14参照）
休館： （午前）

パパママ学級
　受付：８時45分～
　保健福祉センター
　E コースの３回目【要予約】
●就職ガイダンス
　13時～ 17時
　韮崎市商工会館

休館：  （韮崎以外）  

にらさきいきいき
　ウォーキング
　9時20分～ 12時 
　集合場所：大草公民館
　　　（大草ふれあいホール）
　受付：午前９時20分～
図 おはなし会
　14時～ 14時30分
　おはなしが終わった後、皆
　で折り紙作りをします
　対象：幼児～小学校低学年
　【申込不要】
休館：  （韮崎以外）  

休館：偉  図     
　　　

図 えいご de おはなし会
　11時15分～
　　　　　　11時30分
　対象：乳幼児
　【申込不要】

プロに聞く！
　子育て×お金
　10時30分～ 11時30分
　にら★ちび（２階）
　定員：10組 【要予約】

休館：  （午前）

にこにこ子育て相談
　９時30分～ 15時
　保健福祉センター
　【要予約】

ma-ma made　タッセル
　チャームを作ろう
　13時～ 14時
　にら★ちび（２階）
　名前を刻印して自分だけの
　タッセルチャーム作り
　参加費：1,400円
　定員：８組 【要予約】
　※託児付き　　　休館： 休館：   

よりみちアート 
　画家さん気分で描こう
　13時～ 15時 
　にら★ちび（３階）
　イーゼルで絵を描くワーク
　です
　材料費：300 円
　講師：羽中田桂子さん
　【予約不要】

 休館：   

３歳児健診
　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成27年２月生

にら★ちび音楽部
　13時15分～
　にら★ちび（３階）
　【予約不要】

休館：

のびのび教室
　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成28年２月生

おそうじ大作戦
　13時～ 
　にら★ちび（３階）
　【予約不要】

休館：  

●老壮大学
　13時～ 15時
　ニコリ３階 多目的ホール

〔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）
 

〔毎週火曜日・第1・3水曜日〕
■消費生活相談
　９時～ 16時
　問：商工労政担当（内線216）

〔毎週火～土曜日・要予約〕
子育て相談

　９時～ 17時
　問：☎23-7676

〔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
　９時30分～16時
　問：☎23-4464

相談等 ※祝日は実施しません
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ぷれすべいびーくらぶ
　10時～ 11時30分 
　にら★ちび（２階）
　対象：0 ～ 10か月までの
　　　　赤ちゃんとママ
　参加費：100円
　定員：15組 【要予約】

にら★ちび森の公園くらぶ
　（雨天中止）
　10時～ 11時30分 
　集合：韮崎中央公園ＳＬ前　
　　　　10時　【要予約】
　定員：15組　     休館：

妊婦さん＆
　０歳児ひろば
　10時～ 14時  【予約不要】
　にら★ちび（２階）

４か月児健診
　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成29年11月生

にら★ちび音楽部
　13時15分～
　にら★ちび（３階）
　【予約不要】
休館：

ケロケロ隊の日＆
　ブログキャンペーン
　10時30分～11時30分
　にら★ちび（３階）
　【予約不要】

トワイライトひろば
　17時～ 19時 
　にら★ちび（２階）
　【予約不要】

休館： （午前）

妊婦さん＆
　０歳児ひろば
　10時～ 14時　
　にら★ちび（２階）
　【予約不要】

ファミサポ説明会
　10時30分～ 11時30分
　にら★ちび（３階）
　対象：韮崎市在住の0歳児
　　　　から小学生の保護者
　【要申込】

休館：  （韮崎以外）  

にら★ちび
　フルートコンサート
　10時30分～ 11時30分
　ニコリ 3 階 多目的ホール
　【要予約】（P17参照）

まあるいカフェ
　13時～ 14時30分
　にら★ちび（２階）
　【要予約】（P17参照）

すくすく教室
　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成29年８月生

県外出身ママの会
　13時～ 14時 
　にら★ちび（２階）
　参加費：100円
　定員：10組 【要予約】

よちよち教室
　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成29年４月生

休館：
休館：交 偉  図     
　　　  

休館：    

妊婦さん＆
　０歳児ひろば
　10時～ 14時 
　にら★ちび（２階）
　日替わりカフェは「ブログ
　キャンペーン」
　【予約不要】

休館：偉 

凡 

例

交：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）
　　　☎23ｰ6886　
偉：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）

：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

：韮崎市子育て支援センター
　　開館時間：9時～17時
　　☎23ｰ7676　 23-7678
図：韮崎市立大村記念図書館　
　　開館時間：10時～20時（土日祝は9時～20時）
　　☎22ｰ4946　 22-4950

：青少年育成プラザ「ミアキス」　
　　開館時間：15時～21時30分
　　（土日祝は9時30分～ 21時30分）
　　☎45ｰ9919

：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：8時30分～22時
　　（日曜日及び月曜日が祝日の場合
　　8時30分～ 17時）
　　☎ 22ｰ0498

：穂坂自然公園　
　　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
　　内線（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

〇乳幼児の健診
　持物：母子健康手帳、バスタオル、
　　　　保険証、印鑑
〇子育て教室
　持物：母子健康手帳、筆記用具など
〇育児健康相談等
　持物：母子健康手帳
〇健康づくり教室
　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）
SLは冬季の為運行しません。 
※４月～10月間の運行 

防災ピクニックへ
　出かけよう
　10時～ 14時 
　のっぽっぽの畑
　ポリ袋を使ってたき火でご
　飯を炊きます
　参加費：大人一人 500 円
　持ち物：箸、うつわ、水筒、
　　　　　軍手、着替え、お
　　　　　弁当（必要な方）
　　　　　汚れてもいい服装
　定員：10 組 【要予約】
休館：偉  （韮崎以外） 

図 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】

トワイライトひろば
　17時～ 19時 
　にら★ちび（２階）
　【予約不要】

休館：偉  （午前）

　

休館：偉 

春分の日

休館：   

休館：偉  図     

休館：偉  図      

にこにこ子育て相談
　９時30分～ 15時
　保健福祉センター
　【要予約】

いちご色おしゃべり会
　10時30分～ 11時30分
　にら★ちび（２階）
　今年度２歳のお子さんと
　ママでおしゃべり
　定員：10組 【要予約】

休館：偉 

休館：偉  図 休館：偉  （韮崎以外）  

３月６日
にら★ちびお別れ会

　13時～ 14時30分
　にら★ちび（２階）
　入園や引越しなど新しい
　環境を迎えるママとお子
　さんを送る会です
　参加費：100 円
　定員：10組 【要予約】

３月7日
妊婦さん＆

　０歳児ひろば
　10時～ 14時 
　にら★ちび（２階）
　日替わりカフェは「助産
　師＆栄養士相談」
　13時～妊婦さんひろば
　もあわせて開催
　【予約不要】

休館：偉    

３月13日
1歳バースデイ

　13時～ 14時
　にら★ちび（２階）
　参加費：100円
　定員：10組【要予約】

１歳６か月児健診
　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成28年８月生

トワイライトひろば
　17時～ 19時 
　にら★ちび（２階）
　【予約不要】

休館：偉 （午前）

■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ｰ1111　 22ｰ8479

月

1 2 3 4
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26 27 28

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

30 31

穂坂自然公園センター
（12 月～３月）冬季休館

図「痩せる保証はできませ
　 んが」展示
　～ 29 日まで
　（P17参照）

29

診察科目 診察日 受付時間 休診日

内科・小児科・外科・
整形外科・放射線科・
脳神経外科・眼科・
リハビリテーション科

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
※眼科　　　　　木曜　午前休診　午後（予約制）
※泌尿器科　　　　　　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
※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。

泌尿器科 第2・4火曜
スポーツ外来 木曜

（午後）リウマチ外来

内科専門外来 診察日 受付時間
胆嚢・肝臓 月曜 午前

8時30分

午前11時

呼吸器 火曜
消化管 水曜
肝　臓 金曜

腎　臓 火曜 午後1時

午後4時循環器 金曜

韮
崎
市
立
病
院
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３月22日（木）
13時～ 16時
市役所４階401会議室
１人30分以内　定員６名

※予約受付日　
３月12日（月）
8時30分～

企画財政課  企画推進担当
内線（355～357）

今月の無料法律相談

３月17日
図 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）

３月24日
図 バリアフリー
　上映会

「天国からのエール」
　13時～ 15時30分
　【申込不要】（P17参照）

ゆ～ぷるにらさきの臨時休館
（健康ふれあいセンター）

３月30日（金）～４月２日（月）
までは臨時休業です。（P9参照）　     

ふるさと偉人資料館
臨時休館

3月22日（木）～ 4月2日（月）まで
4月3日（火）～ 第9回企画展が
スタートします。　　　　　　  

３月15日
助産師さんとおしゃべり

　６～ 12か月児　10時30分～ 11時30分
　０～　5か月児　13時～ 14時
　にら★ちび（２階）　参加費：200 円
　定員：各15組【要予約】
　助産師：加茂友香さん



　　

　 
　　　　　　　　　　

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
消費者相談トラブルにあったら
毎週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。

消 費 生 活 相談
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

インフルエンザの診断は難しいのです。ウイルス迅速検査は突
然の発熱から12時間から24時間で陽性率が高いと言われていま
す。検査のタイミングでは陽性にならない場合もあります。また

高齢者では37度台の微熱のこともあります。高熱でないから、検査で
陰性だからインフルエンザではないとは言えないのです。発熱してから
48時間以内であれば抗ウイルス薬の効果が期待

できるため、総合的に診断し、適切な治療が必要となります。
　しかし３日経っても熱が下がらない、咳や痰が多くなったり、下痢をし
たり、食事が食べられない、頭痛がひどいなどの症状が続くときは、イン
フルエンザではなく、違う病気かもしれません。インフルエンザ以外のウ
イルス感染では熱は２週間近く続くこともあります。発熱の原因が細菌感
染の場合はウイルス感染とは違い、適切な抗生物質の治療が必要です。イ
ンフルエンザに罹った後の二次感染（細菌感染）は高齢者や免疫力が低下
している患者さんには特に注意が必要です。
　３日経っても熱が下がらない場合は医療機関を受診しましょう。

インフルエンザと診断され、抗ウイルス薬を処方され
ましたが、３日経っても熱が下がりません。

アドバイザー  韮崎市立病院
内科 科部長　池田　フミ

Q.

A.

informationinformation
インフォメーション

韮崎大村美術館企画展―春を謳う
　春の企画展として、所蔵品の中から精選し、画家た
ちによって描かれたさまざまな「春の姿」をご高覧い
ただく展覧会を開催します。
　四季のうちの一つ、春は、冬の寒さが和らいで、日
差しが段々とあたたかくなる季節。花のつぼみは膨
らんで色とりどりに咲き誇り、眠っていた生きものた
ちの活動も活発になって生命の芽吹きも感じられる季
節です。一方で、私たち自身に目を向けてみると、新
しい生活をスタートさせたり、厚手の服から身軽で明
るい色の服へと着替えたり、旬を迎えた味覚を味わっ
たりと、暮らしの中でいろいろな春を感じ取っていま
す。「春」という言葉から連想されるイメージは人に
よりさまざまですが、当館の所蔵作家たちも多彩な視
点、モチーフを通して「春を描くこと」に向き合って

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  6 日（火）・19 日（月）

富士見、岩下、上ノ山 7 日（水）・20 日（火）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 8 日（木）・22 日（木）

穂坂町、日の城、三之蔵、三ッ沢上下、飯米場、
柳平、宮久保、鳥の小池 9 日（金）・23 日（金）

藤井町全区 12 日（月）・26 日（月）

中田町全区・穴山町全区 13 日（火）・27 日（火）

円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 14 日（水）・28 日（水）

旭町全区  1 日（木）・15 日（木）・29 日（木）

大草町全区・龍岡町全区  
 5 日（月）・16 日（金）・30 日（金）

●老壮大学 2 日（金） 

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（３月巡回日程）文化ホールインフォメーション  TOKYO ELECTRON NIRASAKI ARTS HALL

休日・夜間の緊急医療連絡先
●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ｰ226ｰ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。

　【全席指定・税込】 一般 3,500円
　フレンズ会員 3,000円
　※未就学児入場不可

◇きかんしゃトーマス
　ファミリーミュージカル
　「ソドー島のたからもの」
　４月14日（土）　大ホール
　開演１回目 11:30
　　　２回目 14:00
　（開場は各回30分前）
　古いソドー島の地図
　にのっている宝を探
　していたトーマス。
　見知らぬ線路に迷い
　こんでしまったトーマスはどうなるの
　でしょうか？ ご家族でご覧ください！
　【全席指定・税込】 一般 2,800円
　フレンズ会員 2,520円
　※２歳以上有料、２歳未満でもお席が

　必要な場合有料

車イス用スペースをご希望の際はホールまで
お問合せください（数に限りがございます）

お問い合わせ

東京エレクトロン韮崎文化ホール
電話 20-1155　  22-1919

◇落語ワークショップ発表会
　３月11日（日）14時開演・小ホール
　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

お問い合わせ

一般財団法人　武田の里文化振興協会
電話 30-0510　  30-0511

◇ちゃみたくジュエット
　フルートデュオコンサート
　３月３日(土)　小ホール
　開場15:30　開演16:00
　デュティユー作曲ソナチネ、
　テレマン作曲スケルツォなど名曲を、
　フルートの音色とともにお楽しみくだ
　さい！
　【全席自由・税込】 一般1,000円
　フレンズ会員 500円
　※未就学児入場不可

◇寄席韮崎亭　三遊亭好楽・林家たい平
　二人会
　３月18日（日）
　大ホール
　開場13:30
　開演14:00
　テレビでおなじみ、好楽・たい平の両
　師匠！どうぞお楽しみに！

います。ご紹介する作品を通して、それぞれの作品か
ら春を感じ取り、味わっていただければ幸いです。

■開催期間　３月10日（土）～６月３日（日）まで
■開館時間　３月末まで：10時～ 17時まで
　　　　　　４月より：10時～ 18時
　　　　　 （いずれも入館は閉館の30分前まで）
■休 館 日　３月５日～９日、14日、22日、28日
■入 館 料　大人　　500 円　
　　　　　　小・中・高校生
　　　　　　　　　　200 円
　　　　　　市内に在住・在
　　　　　　学の小中高校生
　　　　　　は無料

■問い合わせ  （休館日除く、10時～ 17時）
　　　　　　韮崎大村美術館　電話・  23ｰ7775

岸田夏子《幻桜》

２０１７年度の相談を振り返って

● 栄　誉
　国民生活センターで、消費者問題に関する 2017 年度の 10 大項目が発
　表されました。（2017 年 12 月 21 日）

　・狙われる高齢者（還付金詐欺、訪問購入の相談が目立つ）
　・定期購入トラブル（お試しのつもりが定期購入に）
　・仮想通貨のトラブル（必ず儲かると言われ購入した）
　・情報通信の多様化（格安スマホ等）
　・子供の事故（加熱式煙草の誤飲、宅配ボックスに閉じ込められる）
　・女性特有の生理作用に悪影響を与える「プエラリア・ミリフィカ」　
　　を含む健康食品の被害
　・格安旅行会社「てるみくらぶ」の経営破綻
　・景品表示法による初めての課徴金納付命令（大手自動車メーカー・
　　鉄鋼メーカーのデータ改ざん）
　・改正特定商取引法施行（美容医療契約が特定継続的役務に追加指定）
　・集団的消費者被害回復制度の整備進む（特定適格消費者団体の認定
　　と国民生活センター法の改正）

　韮崎市での主な相談は、以下のとおりです。

　　　・携帯電話、スマホのトラブル
　　　・架空請求ハガキ
　　　・健康食品の定期購入トラブル
　　　・太陽光発電
　　　・パソコンのプロバイダー

１件しか受けなくても、深刻な内容だったのが、１月のコラムに紹介
した「押し貸し」です。警察からの注意喚起にもありますが、このと
ころヤミ金融の被害も多発しているようです。信用性をみるとか、簡
単に借りられるという言葉にはご注意ください。　

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 (毎週土曜日) 月1回

韮崎
（祖母石・岩根を除く）

 １日、 ５日
 ８日、12日
15日、19日
22日、26日
29日

 ７日

ー 28日 ６日
3日、 10日、17日、
24日、31日
13時～16時
●市役所裏駐車場
●竜岡公民館
　グラウンド
※荒天時は中止と
　なります。

第３土曜

17日

９：00 ～ 11：00（時間厳守）
●エコパークたつおか
へ直接搬入
運転免許証により、韮崎市民
であること及び住所の確認
をします。

※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 14日 ー 13日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

 ２日、 ６日
 ９日、13日
16日、20日
23日、27日
30日

14日 ー 28日 20日
第４土曜

24日

家電リサイクル
10日

9時～ 11時30分
●市役所裏駐車場

旭・大草・龍岡 14日、28日 ７日 ー 27日

３月のごみ収集日程　


