
月 火 水 木 金 土 日

　 　

パパママ学級
　９時～
　保健福祉センター
　受付：８時45分～
　Bコースの３回目 【要予約】

休館：  

休館：偉  図     
　　　  

親子で楽しもう！
　リズム体操
　10時～ 11時
　ニコリ３階多目的ホール　　
定員：25組【要予約】

パパママ学級
　受付：13時15分～
　保健福祉センター
　Cコースの１回目 【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】

にら★歩歩くらぶ
　ぶどう狩り
　10時30分～ 11時30分
　フルーツランド平賀
　【要予約】（P14 参照）　

休館： 休館：   

抜き取ってご利用ください

●防災訓練
にらちび6周年まつり

　10時～ 15時 【予約不要】
　にら★ちび（３階）
図６周年企画
　「あなたはどんなひとに
　なりたいですか？」
　11時～ 12時 【申込不要】
図６周年企画
　『Book cafe「Nola」へ
　ようこそ♡』【申込不要】
　13時～ 16時
休館：    

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

３歳児健診
　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成26年８月生

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

韮崎mamaモンズ
　防災シアター
　11時～ 11時30分
　にら★ちび（３階）
　【予約不要】

入園あれこれおしゃべり会
　13時～ 14時
　にら★ちび（２階）
　参加費：100 円
　定員：15組 【要予約】

おそうじ大作戦
　14時～【予約不要】 休館：
　にら★ちび（２階）      

ひまわり会
　天然酵母パン教室
　10時～ 12時30分
　ニコリ 1 階調理室
　材料費：1,000円
　託児料：800円
　持ち物：エプロン、生地を
　持ち帰る容器
　定員：10組 【要予約】

つくらざぁ　定期活動日
　13時～ 14時
　にら★ちび（２階）
　【予約不要】　　　休館：

■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

〔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〕
■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

〔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】

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　 　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「助産師
　相談」
　【予約不要】

妊婦さんひろば
　13時～ 14時  
　にら★ちび（２階）
　【予約不要】

休館：

ママのための
　食育講座
　10時～ 11時30分
　ニコリ 1 階調理室
　【要予約】（P14 参照）

休館：交 偉  図  

敬老の日

休館：    

●NIRAマルシェ
　15時～ 19時
　ニコリオープンテラス・
　屋内スペース

よりみちアート
　13時～ 15時
　にら★ちび（３階）
　「木の車を作ろう！」
　講師：羽中田佳子さん
　材料費：500円
　【予約不要】
　※数に限りあり
休館：    

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「メルマ
　ガキャンペーン」
　【予約不要】

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５月生

休館：

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
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
　　☎23ｰ7676　 23-7678

：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～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：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　
　　利用時間：9時～ 17時
　　穂坂町三ツ沢3507-1
　　☎37ｰ4362

：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）

春分の日

休館：   

バルーンアート
　13時～ 15時
　にら★ちび（３階）
　講師：サリー＆タケさん
　（韮崎市）
　参加費：無料【予約不要】
　※数に限りあり
図朗読のつどい
　14時～ 15時
　【申込不要】（Ｐ14参照）

休館：  

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】

休館： （午前） 

韮崎市ファミサポ
　説明会
　10時30分～ 11時30分
　にら★ちび（３階）【要申込】
　0 歳児から小学生の保護者、
　プレママ・パパも大歓迎！　
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：

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

助産師さんとおしゃべり
　にら★ちび（２階）
　６～ 12 か月児
　10時30分～ 11時30分
　０～ 5 か月児 
　13時～ 14時
　参加費：200 円
　定員：各15組 【要予約】
休館： （午前）

にら★ちび
　森の公園くらぶ
　（雨天中止）
　10時～ 11時30分
　韮崎中央公園
　「しゃぼん玉で遊ぼう！」
　定員：15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28年10月生

休館：偉  

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「栄養士
　相談」【予約不要】

休館：偉  

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】

韮崎高校へ行こう
　9時50分～ 10時30分
　韮崎高校
　【要予約】（P14 参照）

歯科衛生士さんと
　おしゃべり
　10時30分～ 11時30分
　にら★ちび（２階）
　持ち物：歯ブラシ
　定員：15名 【要予約】

休館：  図

９月５日
のびのび教室

　受付：13時～
　保健福祉センター
　対象児：平成27年
　　　　　８月生

９月９日
妊婦さん＆

　０歳児ひろば
　10時～ 14時
　にら★ちび（２階）
　【予約不要】

９月12日
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
　　　　　２月生

９月20日
にら★ちび音楽部

　13時15分～
　にら★ちび（３階）
　【予約不要】

９月13日
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２月生

９月１日
えほんCafe

　10時～ 11時30分
　にら★ちび（２階）
　定員：10組 【要予約】

９月26日
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】

９月21日
●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

９月22日
ma-ma madeの

　おもちゃのひろば
　13時～ 15時
　にら★ちび（２階）
　対象：未就園児をお持ち
　の親子【予約不要】

韮崎市ファミサポ
　説明会
　10時30分～ 11時30分
　にら★ちび（３階）
　0 歳児から小学生の保護者、
　プレママ・パパも大歓迎！
　【要申込】　
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】
休館： （午前）
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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

休館：  

29 30

図「韮崎大村美術館
　 リニューアル記念」展示
　～ 28日（木）まで
　（P14参照）

９月７日
ふたごちゃんママの会

　13時～ 14時
　にら★ちび（２階）
　定員：10組 【要予約】

９月24日
にら★ちびパパの会

　10時30分～ 11時30分
　にら★ちび（２階）
　参加費：100円（大人一人）
　定員：10組 【要予約】

28

９月22日
●老壮大学
　13時～ 15時
　東京エレクトロン
　韮崎文化ホール

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

※眼科 
　木曜　午前休診　午後（予約制）

※スポーツ外来
　木曜　午後１時30分～午前５時

※泌尿器科
　午前８時30分～午前11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。

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 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 月曜日
午前8時　
　30分～
午前11時

消化管 水曜日

肝臓 金曜日

腎臓 火曜日

午後1時～
　午前4時

呼吸器 木曜日

循環器 金曜日
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９月28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　
９月11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
納期限(口座振替)

10月２日（月）

※国民健康保険税 3 期
※後期高齢者医療保険料 
  3 期

収納課　収納担当
内線（163～166）

今月の納税

中央公園ミニSL運行日
9/3、10、17、18、23、24
10時～12時、13時～16時
大人、子ども共に1回100円

（3歳未満は保護者と同伴で無料）

９月29日
いちご色

　手作りおもちゃを作ろう
　10時30分～ 11時30分
　にら★ちび（２階）
　※ 3 階は休館日
　対象：今年度２歳になる子どもと母親
　参加費：150 円
　持ち物：空の 500ml ペットボトル
　定員：10組 【要予約】

９月28日
にっこりベジ団

　キャベツ料理を作ろう
　10時30分～ 11時30分
　にら★ちび（２階）
　持ち物：お手拭きタオル、
　エプロンなど
　定員：10 組【要予約】



クレジットカードの賢い作り方、 使い方
みなさんはクレジットカードを作るときは、目的を持っ
て作っていますか？明確な目的を持たずに、店頭で薦め
られて作ったという人が多いのではないでしょうか？

クレジットカードと一言でいっても、提供するサービス
は全く異なります。例えば特定の店舗での買い物がお得
になる専門店カード、概ね信販会社が発行するポイント
還元率が高いポイント系クレジットカード、交通機関の利用でポイントが貯ま
る交通系クレジットカード、航空会社のマイルが貯まるマイル系クレジット
カード、持つこと自体にステイタスがあるステイタス系クレジットカード等々、
様々なクレジットカードが発行されており、発行する会社が異なれば提供する
サービスも違います。

◎ジャンル別クレジットカード

専門店カード
百貨店、ドラッグストア、スーパー等が発行するクレジット
カード。その店舗を頻繁に利用する場合、作っておくとポイ
ントなどが貯まって効果的。

ポイント系
クレジットカード

ポイント還元に特化したクレジットカード。カード利用額に
応じて翌年度のポイント還元率が大幅にアップするものや特
定の条件を満たすとポイントがアップするものが多い。

鉄道系
クレジットカード

鉄道機関とクレジットカード会社が提携し、発行するクレ
ジットカード。

マイル系
クレジットカード

航空会社のマイルが効率よく貯まるクレジットカード。電子
マネー機能を搭載し、飛行機に乗らなくても効率よくマイル
が貯まるカードも。

ステイタス系
クレジットカード

高いステイタスを誇り、持つ人の信用度を高めるクレジット
カード。年会費は高いがそれに見合うサービスを提供してい
る会社も多い。

一番なじみがあると思われる専門店クレジットカードにも落とし穴があります。
自分では、ポイントを貯めるだけと思ったのにクレジット扱いになり、後から
クレジット会社から請求が届いて、慌ててしまうということもあります。作る
ときも使うときも目的を明確に持ちましょう。

　

　 
　　　　　　　　　　

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

厚生労働省の調査によると、平成 26 年の糖尿病患者数は 316 万
6000 人（前回平成 23 年調査で 270 万人）で、過去最高でした。年

齢と共に増加し、70 歳以上になると男性の４人に１人、女性の６人に１人
が糖尿病とみられます。
平成 28 年に甲府市が無料簡易検査をしたところ、

240 人が検査を受け、そのうち半数以上が糖尿病の疑いがあるとの結果でした。
山梨県は健康寿命が長い、と言われていますが、糖尿病による死亡率はワース
ト８位です。
糖尿病は世界的にも増加傾向にあり、何らかの策を講じないと、医療費だけで
も大変なことになることが懸念されています（平成 27 年時　４億 1500 万人、
成人の 11 人に１人）。
世の中はまだまだグルメや大盛りがブームであり、食事制限を勧めることは景
気対策にも水を差しますが、健康に良くない面もかなりありそうです。
糖尿病食は病人食ではなく、健康食、と考え、糖尿病の方もそうでない方も、
一度勉強してみることをお勧め致します。

糖尿病患者数が増えているそうですがどのような状況
ですか

アドバイザー  韮崎市立病院
内科 医長　保阪  大也

Q.

A.

informationinformation
インフォメーション

「９月９日 リニューアルオープン」

　長期休館をいただいておりましたが、この度、
館内を改修し、リニューアルオープンいたしま
す。新しくなった美術館へぜひ足をお運びくだ
さい。

①「韮崎大村美術館開館 10 周年記念　女性作
　  家の華やぎⅠ」
　当館初の所蔵品図録の発行に併せ、女性作家
の系譜をたどる企画展を開催します。
②  新設！「大村智記念室」
　大村博士の人となりをご紹介する記念室がオ
ープンします。ノーベル賞受賞へ至るまでの道
のりを紹介する研究資料や集めてきた美術品な
どを展示します。

対象地区
可燃 不燃 可燃粗大 不燃粗大 資源リサイクル・有害ごみ 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）  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
2日、 9日、16日、
23日、30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

16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 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
第５土曜

30日
旭・大草・龍岡 ６日 ー 26日

９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  ５日（火）・19 日（火）

富士見、岩下、上ノ山 ６日（水）・20 日（水）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 ７日（木）・21 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 ８日（金）・25 日（月）

藤井町全区 11 日（月）・15 日（火）・26 日（火）

中田町全区・穴山町全区 
 12 日（火）・16 日（水）・27 日（水）

円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 13 日（水）・17 日（木）・28 日（木）

旭町全区  １日（金）・14 日（木）・29 日（金）

大草町全区・龍岡町全区 ４日（月）・15 日（金）

●老壮大学 22 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（９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。

１人 1,000 円 /２人以上 2,000 円
【対象者】 どなたでも。
※未成年は保護者の同意、小学生以下は保護者
　の付添（１人）が必要です。

【申込方法】電話もしくは窓口にて先着順で受付。
各時間枠が埋まり次第〆切。
詳細はホールまでお問合せください。

◇おかあさんといっしょ
　ガラピコぷ～がやってきた！！

10月15日（日）　大ホール
開演１回目13:00　２回目15:30

（開場は各回30分前）
元気な「チョロミー」、心の優しい「ムームー」、ロ
ボットの「ガラピコ」がやってきます！
ご家族皆さんで楽しめるステージです！

【全席指定・税込】 2,680円
※１歳以上有料、１歳未満膝上１名まで無料
　（ただしお席が必要な場合は有料）

◇高嶋ちさ子 12人のヴァイオリニスト
　「Best Classics Harmony」

12月23日（土・祝）　大ホール
開場13:30　開演14:00

“観ても、聴いても、美しく、楽しい

ヴァイオリンアンサンブル”として、皆様がよ
く耳にするクラシックの名曲を中心にお届け
します。

【全席指定・税込】 一般4,500円
※フレンズ会員500円引  ※未就学児入場不可

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

○ブリーズステージVol.5　
　韮崎市民合唱団ミニコンサート

９月10日（日）13:30開演
エントランスホール
気軽に芸術文化に触れてみませんか？
多様なジャンルの芸術文化を皆さんにお届け
する「ブリーズステージ」韮崎市民合唱団に
よるア・カペラコンサートです。
お気軽にお越し下さい！

【全席自由】 入場無料

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

◇親子で楽しむコンサート！
９月16日（土）　小ホール
開場13:30　開演14:00
サクソフォン田中靖人、ピアノ白石光隆の生演
奏を楽しみながら、楽器の秘密を知れる、聴きど
ころ満載、楽しさいっぱいのコンサートです！

【全席自由・税込】 おとな1,000円  こども500円
親子券1,200円（おとな・こども１名ずつ）
※フレンズ会員1割引（親子券は対象外）
※こども３歳以上高校生以下

◇みんなでフェスタ2017
９月17日（日）10:00 ～ 15:00　入場無料
全高約10mのパトレイバー 98式ＡＶイングラ
ムが立ち上がる！ 大ホールではこどもダンス
フェスタ、美術展示室では「アキラボーイとタヌ
キチくんのデジタルショー」など見所満載。フー
ドブース、フリーマーケットも並びます！

◇大ホールひとりじめ
10月１日（日）・７日（土）・14日（土）
10:00 ～ 17:00
練習や趣味に大ホールの舞台をご自由にお使い
いただけます！

【料金】 １区分（60分）

③  新装！「ミュージアムショップ」
　新しいグッズも登場し、売り場もリニュ
ーアルいたします。
ご来館の思い出にぜひお買い求めください。

９月９日は午前中
記念式典・内覧会
のため、一般の入
館は午後１時から
を予定しておりま
す。

■問い合わせ　
　韮崎大村美術館
　午前 10 時～午後６時
　電話・ファックス 23ｰ7775

小倉遊亀《山吹》


