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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

●韮崎市役所

抜き取ってご利用ください
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交：韮崎市民交流センター「ニコリ」
　　開館時間：9時～22時
　　☎22-1121（代表）　FAX22-1122
　　・地域情報発信センター（9時～19時）
　　・ふるさと偉人資料館 ☎21-3636
　　　／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）
図：韮崎市立図書館　
　　開館時間：10時～20時（土日祝は9時～20時）
　　☎22-4946　FAX22-4950
支：韮崎市子育て支援センター
　　開館時間：9時～17時
　　☎23-7676　FAX23-7678

児：児童センター　開館時間：10時～19時
　　韮崎児童センター　☎FAX22-7687
　　北東児童センター　☎FAX23-5550
　　北西児童センター　☎FAX22-1775
　　甘利児童センター　☎FAX23-1535
美：韮崎大村美術館
　　開館時間：10時～18時（入館17時半）
　　☎FAX23-7775
文：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
　　☎20-1155　FAX22-1919
老：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　FAX22-6980
ゆ：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
　　☎20-2222
民：韮崎市民俗資料館
　　開館時間：9時～16時30分
　　☎22-1696
体：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）
　　☎FAX22-0498

穂：穂坂自然公園
　　利用時間：9時～17時　
　　穂坂町三ツ沢3507-1
　　☎37-4362

保：韮崎市保健福祉センター　
　　開館時間：8時30分～17時15分
　　☎23-4310 FAX23-4316
○乳幼児の健診
　持物：母子健康手帳、バスタオル、
　　　　保険証、印鑑

○子育て教室
　※よちよち教室は、市民交流センター
　２階図書館内読み聞かせの部屋
　持物：母子健康手帳、筆記用具など
○育児健康相談等
　持物：母子健康手帳
○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）

美 企画展「寺崎武男展～郷愁
のイタリア～」　

　韮崎大村美術館
　開催期間：９月６日まで
図 「ジュエリーに宿る魅力」

展示　市立図書館
　～29日（火）まで
　（P23参照）

支 にら★ちびベイビー
　くらぶ～6～12か月～
　10時30分～11時30分
　 交流会・手型サービス他　

材料費・おやつ代100円　
定員：10組【要予約】

保パパ・ママ学級
　13時30分～15時30分
　Cコース1回目【要予約】　
　受付　13時15分～

支 にら★歩歩くらぶ
　穂坂町ぶどう狩り
　10時30分～11時30分　
　 フルーツランド平賀
　 定員：20組【要予約】

保パパ・ママ学級
　Bコースの3回目
　【要予約】
　受付　8時45分～
図えいごdeおはなし会
　11時～11時20分
　 対象：幼児～小学校低学

年　【申込不要】
図ひまつぶシネマ上映会
　12時～・14時～・16時～
　『猿の惑星　創世記』

図4周年企画
　「閉架書庫解放」
　9時～17時　【申込不要】
支にらちび4周年まつり
　10時～14時30分
　 手作りおもちゃ・つり コー

ナー、ケロケロシアターを
楽しもう！【予約不要】

図4周年企画
　「子ども図書館寄席」
　11時～12時　【申込不要】

●年金相談
　9時～16時
保のびのび教室
　対象児：平成25年8月生
　受付　13時～13時15分

保3歳児健診
　対象児：
　平成24年8月生
　受付　13時～13時15分
支にら★ちびベイビー
　くらぶ　～0～5か月～
　10時30分～11時30分
　交流会・手型サービス他　
　 材料費・おやつ代100円　

定員：10組【要予約】

支ディズニー博士が
　やってくる
　13時30分～14時30分　
　定員：10組【要予約】
支にら★ぐるみんcafe
　10時30分～11時30分
　 ①ヘナアート
　②タロットリーディング　
　③カラーセラピー
　④ハンドマッサージ
　①～②は500円
　【要電話予約】

保にこにこ子育て
　相談室
　9時30分～16時【要予約】
支ma-ma made 
　大人の工作♪
　ゆらゆらモビールを作ろう
　10時30分～11時30分　
　ニコリ1階和室
　参加費：1,000円
　講師：齊木美和氏
　 定員8人
　【要電話予約・託児付】

図ひまつぶシネマ
　上映会
　10時～、16時～
　『幸せのちから』
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
　対象：幼児～小学校低学年
　【申込不要】

保 1歳6か月児健診
　対象：
　平成26年2月生
　受付　13時～13時15分

保すくすく教室
　対象児：
　平成27年2月生
　受付　13時～13時15分
支おそうじ大作戦
　13時～13時30分
　【予約不要】

●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　『良い印象を与
えるコミュニケーション
術』　講師：吉永由紀子氏

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】

支助産師さんと
　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30分～14時30分　
　持ち物　バスタオル
　講師：井上裕子氏
　各定員：10組【要予約】

穂穂坂自然公園イベント
　「籐芸体験教室」
　10時～12時　【要予約】
図ひまつぶシネマ上映会
　10時～18時　『E．T．』
支サリー＆タケバルーンアート
　13時～15時
　 講師：相吉くに子氏・
　丈雄氏
　【予約不要・参加費無料】　
　※数に限りあり
　13時より整理券配布

敬老の日 国民の休日 秋分の日

●無料法律相談
　401会議室　13時～16時

支韮崎高校へ行こう
　9時50分～10時30分
　 生徒の手作りおやつやシア

ターでおもてなし＆校内探
検定員：20組【要予約】

穂穂坂自然公園
　イベント
　「こんにゃく作り体験教室」　
　10時～12時　【要予約】
図ひまつぶシネマ上映会
　10時～、14時～
　『フォレスト・ガンプ』
図 野口賞受賞記念講演会「中世

城館からみた韮崎の歴史」
　13時30分～15時
　【申込不要】（P23参照）

支よりみちアート
　 画家さん気分！
　イーゼルで描こう
　13時～15時
　参加費：500円
　【予約不要】※数に限りあり

支① 0歳児体位測定＆
　　メルマガ
　　キャンペーン
　10時30分～11時30分
　 メルマガ会員さんには手

型サービス
　②0歳児体位測定
　13時30分～14時30分　
　【予約不要】

保４か月児健診
　対象児：
　平成27年5月生
　受付　13時～13時15分

　　　　　　

〔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〕
保母子健康手帳交付・
　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）

〔毎月第2・4 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〕
支子育て相談
　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）
保市民栄養相談

〔毎月第２火曜日〕
保もの忘れ相談日
　9時30分～16時
　問：☎23-4464

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相談等　　　　　　　　　　　　　　　　※祝日は実施しません

還付金詐欺にご注意！
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

診療科目 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
※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

※ 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 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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内科専門
外来 診察日 受付時間

胆嚢
膵臓 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～
午後4時

9月2日
支 アラフォーママの会
　13時30分～14時30分　
　 おやつタイム＆交流会他
　 定員：10組【要予約】

9月9日
支 誕生会（9月生）
13時30分～14時30分
材料費100円
定員：10組【要予約】

9月18日
●老壮大学
　 13時～15時
　 東京エレクトロ

ン韮崎文化ホー
ル（小ホール）

　映画鑑賞

今月の納税

納期限(口座振替日)
9月30日(水)
※国民健康保険税
 第3期
※後期高齢医療保険料
 第3期
収納課　収納担当
(内線163～166)

今月の無料法律相談

9月24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10日（木）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

9月17日
支にら★ぐるみん学校　やさいフェスティバル　
　 10時30分～11時30分　場所：石窯パン ド・ドウさんの庭　
「食育紙芝居」・野菜料理、野菜販売あり　定員：10組【要予約】
保 よちよち教室
　 対象児：平成26年10月生　受付：13時～13時15分
　場所：ニコリ図書館

9月19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】（P23参照）

9月26日
●NIRAマルシェ
　16時～20時
　まちなかミニシアター
　同時開催

中央公園ミニSL運行日
9/6、13、20、21、22、23、
27
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）

韮崎大村美術館　
9月7日（月）～19日（土）
 展示替えのため休館

9月20日（日）～平成28年
1月11日（月・祝）まで
企画展『実りの季節
ー生活の中の果物ー』

休館：図支文ゆ民体穂美

休館：図支文ゆ民体穂

休館：児 老 保

休館：図支文ゆ民体穂美

休館：美 

休館：民

休館：児 老 保

休館：美

休館：美 

休館：民

休館：美

休館：民 （午前） 美 

休館：民 （午前）

休館：交図支美文ゆ民体穂

休館：民 （午前）   美

休館：児 老 保 美 

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：美 

休館：美 

休館：児 老 保

休館：図美支民

休館：美

休館：保 美 

休館：保 

休館：保

休館：保 美



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

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

毎月第2第4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。

ra Art Museum

韮崎大村美術館 Information
インフォメーション

相談消費生活

消費者トラブルにあったら

TOKYO ELECTRON
NIRASAKI ARTS HALL文化ホールインフォメーション こぶし号 老人福祉センターバス（9月巡回日程）

◇親子のためのキャンディコンサート
　 ソプラノ・クラリネット・ピアノ
　トリオコンサート
　9月6日（日）
　14時開演・エントランスホール
　 　キャンディコンサートは0歳からご入

場いただけるお子様がメインのコンサー
ト！キャンディを食べながら気軽に生の
音楽をお楽しみください！【全席自由】

　入場無料（要入場整理券・先着150枚）

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　文化ホールまつり2015開催!!
　10月4日（日）
　10時～16時／入場無料
　 　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、また気軽に芸術文化に触れ
てもらうため、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
ントを開催しますので、ぜひご家族で
ご来場ください！お待ちしています!!

★カラオケ大会（大ホール）13時～
★吉本お笑いステージ（小ホール）
　①11時～②14時～
　　 出演：ぴっかり高木といしいそうた

ろう、若井おさむ、ルート33
★ じっきぃのコメディパフォーマンス

ショー（西玄関）
　①10時30分～ 
　②12時10分～ 
　③13時30分～
　④15時10分～
★よりみちアートのチョークアート
　（駐車場）
　①10時～ ②13時30分～
　※ 11時30分と15時に記念撮影があり

ます。
★フリーマーケット（駐車場）10時～
★わくわくワンダーランド
　（会議室・美術展示室）
　10時～
★フードブース
　（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。

◇ザ・グレン・ミラーオーケストラ
JAPAN　TOUR　2015
11月1日（日）15時開演・大ホール
　今年で51年目
を 迎 え ま し た、
ザ・グレン・ミ
ラーオーケスト
ラ Japan Tour。往年の名曲と共に、今
年は日本のナンバーもお届けする運びと
なりました！
　没後70年、いまだなお愛され続けるグ
レン・ミラー・サウンドを、楽器を使っ
た楽しいパフォーマンスと共に日本全国
にお届けします。どうぞご期待ください！

【全席指定】5,000円
※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　FAX22-1919

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 8日(火)・29日(火)
富士見、岩下、上の山
 10日(木)・30日(水)
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 11日(金)
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 14日(月)
藤井町全区 1日(火)・15日(火)
中田町全区・穴山町全区 2日(水)・17日(木)
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 3日(木)・24日(木)
旭町全区 4日(金)・25日(金)
大草町全区・竜岡町全区 7日(月)・28日(月)
●老壮大学 18日(金)
●静心寮 16日(水)
●富士見一丁目老人クラブ 9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。
■問い合わせ　老人福祉センター
 （☎22－6944／FAX22－6980）

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
　☎055-226-3399
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。

9月のごみ収集日程

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 第４土曜日

韮崎
（祖母石・岩根を除く） 3日、 7日、

10日、14日、
17日、21日、
24日、28日、

2日、16日

ー 30日 1日
5日、12日、19日、26日
13時～16時
●市役所裏駐車場
●龍岡公民館グラウンド

※ 荒天時は中止となりま
す。

9月26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 9日 ー 8日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 1日、 4日、

8日、11日、
15日、18日、
25日、29日

9日、30日

ー 16日 15日

旭・大草・龍岡 2日 ー 22日

「実りの季節(とき)―生活の中の果物―」
■開催期間　９月20日（日）～
　　　　　　平成28年１月11日（月・祝）
　桃や葡萄などが豊かに実る本市に暮らす私た
ちにとって、「果物」は、とても身近な存在です。
絵を描く画家達にとっても、季節を感じさせる
果物は、描きたいモチーフの一つとして身近な
ものとなっています。
　本展では、実りの秋にちなみ、収蔵品の中か
ら「果物」を描いた作品を精選して紹介します。
梅原龍三郎や小倉遊亀の作品をはじめ、本市ゆ
かりの鈴木農夫男、山梨県ゆかりの望月春江、
佐野智子や降矢組人などの作品、約40点を展示
します。様々に描かれた果物の世界を通して、
収穫を迎えた実りの季節をお楽しみください。

「寺崎武男展〜郷愁のイタリア〜」
■開催期間　９月６日(日)まで（詳細８月号参照）
■開館時間　10時～18時（入館は17時半まで）
■ 休 館 日　水曜日、（祝日の場合は開館し、翌

日休館）、9月7日（月）～9月19日（土）まで、
展示替え及び館内整備のため休館

■入 館 料　大人　510円　小・中・高　210円
　市内小中学生無料
　＊ １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3,080円）も受付中です。
■問い合わせ

（水曜日除く、10時～18時）
韮崎大村美術館
電話・ファックス 23-7775
ホームページ：
www.nirasakiomura.
artmuseum.com

SF商法

いわゆる"盲腸"ですが、医学的には盲腸は大腸の部位のひとつであり、盲腸より飛び
出ているミミズ状の臓器を虫垂といいます。虫垂に炎症を起こすのが虫垂炎ですが、

昔は盲腸にまで炎症が波及すること多かったため、"盲腸"と呼ばれていました。検査がそれほど発達していなかっ
たために診断が遅れ、腹膜炎を起こすまで重篤化してしまい、緊急で手術を行うといったことがよくみられま
した。現在はCTなどの検査が発達し、比較的早期に発見、診断可能となったため、必ずしも緊急で手術を行わ
なくてはいけないような重症例は昔ほど見られなくなりましたが、今でも腹膜炎を
合併したり、虫垂が破裂し、膿瘍を形成したりと重症化した状態で発見されること
があり、その場合のほとんどが手術を要します。ですから、虫垂炎のほとんどは抗
生剤で治療可能ですが、腹膜が未熟なためにすぐ重症化しやすい小児の場合や、腹
膜炎などを合併している場合、抗生剤が効きづらいなどの難治性の場合は手術を考
慮します。虫垂の根元に糞石という塊ができている場合も難治性のことがあります。
虫垂を切除してしまえば一生発症しませんので、再発が危惧される場合も手術を考
えます。最近では腹腔鏡による手術もありますので主治医とご相談ください。

虫垂炎といわれました。抗生剤で治りますといわれましたが、
手術をしなくてもよいのでしょうか？Dr.

おしえて
ドクター

アドバイザー　外科　医師
萩尾　浩太郎

望月春江《はつなつ》

1．「SF商法」とは、短期間の間に閉め切った会場等に人を集め日用
品等をただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、高額な商品を

展示して商品説明を行い、来場者にその商品を購入させるなど、会場
の雰囲気で催眠状態となった来場者に高額な商品を販売する商法です。
催眠商法とも言われます。

2．しかも、最近では、数カ月以上と長期にわたって販売会が開催
される中で、販売員が個別に声を掛けて、高額な商品の購入を

勧めるといった手法も見られるようになりました。

SF商法での主な契約者は高齢者で、70歳代以上が80％、女性が80％
を占めるというのが特徴です。孤独、健康・金銭的な不安につけこん
だ高齢者特有の問題が関係しています。こんな事例があります。

・4年間にわたり、500万円以上のサプリメントを購入した。
　 新聞の折り込み広告を見て会場へ行き、そこで糖尿病にいいという

健康食品を購入した。会場へ行けば販売員から愛想よく接してもら
え、商品を購入すると特別扱いされるので、自身の貯蓄を取り崩し
て購入を続けた。販売担当者を息子のように感じたこともあった。
最終的には、500万円以上購入してしまった。

・チラシを見て健康講座に通い、大量な健康食品を購入した。
・ 物忘れが激しいのをいいことに業者が車で迎えに来て、次々販売し

ていた。

アドバイス
　＊会場に近づかないこと。不要な商品の購入は断りましょう
　＊購入する前には、周りの人に相談することも必要です
　＊大切な老後の資金を取り崩してまで購入が必要か考えましょう
　＊家族間で話し合いを心掛けましょう

国民生活センターの発表によりますと、
SF商法の次々販売、過料販売による相
談件数が増加しています。


