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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～」

　開催期間：9月6日まで
支 夏休みのご利用時間につ
いて

　 8月21日（金）までの平日、
保育園児・幼稚園児のご
利用は14時からです

図「戦争と平和」展示
　 ～8月30日（日）
　（P●参照）】
図 夏休み子ども企画『100人
すごろく！』

　 キミは何回でゴールでき
るかな　～8月30日（日）

【申込不要】（P19参照）

図えいごdeおはなし会
　 乳幼児対象：
　 10時～10時20分
　 幼 児 ～ 小 学 校 低 学 年 対

象：10時40分～11時
　【申込不要】

●行政相談
　102会議室
　13時～15時

保 のびのび教室
　13時～16時
　 対象児：平成25年7月生

まれ
　受付13時～13時15分

図 調べる学習相談会　
　11時～12時30分
　【申込不要】

●まちなか市民会議
支 にら★ちびセラピー室
　 10時30分～
　11時30分
　 ◆カラーセラピー
　◆ハンドマッサージ
　時間①10時30分～
　　　②11時～
　定員：各セラピー２名
　【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】
保育児学級
　13時30分～14時30分

図「ひまつぶシネマ」
　上映会
　10時～・16時～
　 『インディ・ジョーンズ　

クリスタルスカル』
図おはなし会
　14時～14時30分
　 おはなし後に折り紙を作

ります。対象：幼児～小
学校低学年【申込不要】

穂 親子さくらんぼ種飛ばし
　大会（P17参照）

●戦国ヒルクライムin
　韮崎甘利山
図夕涼みおはなし会
　 17時～18時
　 【図書館カウンターで要申込】

●行政相談
　102会議室
　13時～15時

●消費生活相談
　9時～16時

図調べる学習相談会
　11時～12時30分
　【申込不要】
保1歳6か月児健診
　13時～16時
　 対象：平成26年1月生まれ　

受付13時～13時15分

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】（P19参照）
図工作遊び
　手作りプロジェクター
　14時～15時　【要申込】
　（P19参照）
穂 木と木の実のマスコット
作り教室（P17参照）

●第50回
　夏の武田の里まつり
　�「武田陣没将士供養会・花
火大会」

保3歳児健診
　 13時～16時
　 対象児：平成24年7月生

まれ
　受付13時～13時15分

図調べる学習相談会
　 11時～12時30分
　【申込不要】
保すくすく教室
　13時～16時
　 対象児：平成27年1月生ま

れ　受付13時～13時15分
保パパ・ママ教室
　13時30分～15時30分
　Bコース2回目【予約制】　
　受付時間：13時15分～

●献血
　 市役所庁舎
　東側駐車場
　9時30分～11時30分　
　12時30分～15時30分
●武田の里ライフカレッジ
　 東京エレクトロン韮崎文

化ホール
　13時30分～15時15分　
　 『こころのビタミン・笑い

の力』
　講師：桂歌春

●老壮大学
　 東京エレクトロン
　韮崎文化ホール
　13時～15時
　「カラオケ大会」
　講師：雲井滝乃

図「ひまつぶシネマ」
　上映会
　10時～20時
　『グーニーズ』

穂 初心者マウンテン
　バイク教室
　（P17参照）

支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
　 にらちびメールの会員は

お子さんの手型を取れま
す【予約不要】

保４か月児健診
　13時～16時
　 対象児：平成27年4月生

まれ
　受付13時～13時15分

支誕生会(8月生)
　13時30分～
　14時30分
　材料費100円
　定員10組【要予約】

●無料法律相談
　401会議室
　13時～16時
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】

図ひまつぶシネマ
　上映会
　10時～20時
　『スタンド　バイ　ミー』
穂 本立て作り教室
　（P17参照）

●総合防災訓練
支ひまわり会
　子育てカフェ
　ニコリ1階和室2
　10時30分～12時30分　
　お話とランチの試食
　 材料代：就学児以上・1

人につき100円　未就学
児・無料　定員20組

　【要電話予約】
　 持ち物：お手拭タオル、

筆記用具

　　　　　　

〔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

8月30日
支よりみちアート
　�かっこいい！かわい
い！帽子をつくろう

　�13時～15時
　 参加費500円【予約不要】　　

講師：羽中田桂子氏

今月の納税
納期限(口座振替日)
8月31日(月)
※市県民税　　　第2期
※国民健康保険税　第2期
※介護保険料　　第3期
※後期高齢医療保険料
 第2期
収納課　収納担当
(内線163～166)

今月の無料法律相談

8月27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
8月10日（月）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

8月27日
保よちよち教室
　ニコリ図書館
　「読み聞かせの部屋」　
　13時～16時
　 対象児：平成26年9月

生まれ
　受付13時～13時15分

中央公園ミニSL運行日
8／2、9、16、23、30
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）

休館：図支文民体穂

休館：図支文民体穂

休館：図支文民体穂

休館：図支文民体穂

休館：交図支文民体穂

休館：図 支

休館：民�（午前）

休館：民�（午前）

休館：民�（午前） 

休館：民�（午前）

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：美 

休館：美 

休館：美

休館：美

休館：保 

休館：保 

休館：保

休館：保 

休館：保 



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（8月巡回日程）

◇�エントランスコンサートVol.13
　チェロ・ハープ　デュオコンサート
　 8月23日（日）
　13時30分・エントランスホール
　 　気軽に生のクラシック音楽を聴い

てみませんか？深みのある音色の
チェロ、そして華やかな音色のハー
プの共演をお楽しみいただきます。
入場無料ですので、お気軽にお越し
ください。

　【全席自由】入場無料
◇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
　 　当ホールでは、市民の皆さんに文

化ホールをより身近に感じ、気軽に
芸術文化に触れてもらうため、『文化
ホールまつり』を毎年開催しています!

　 　お子様向けのイベントや演芸公
演、カラオケ大会、フリーマーケッ
ト、模擬店など様々な企画を予定し
ていますので、ぜひご家族でご来場
ください!!

　 　カラオケ大会出場者、フリーマー
ケット出店者を募集します。詳細は
今月号のP17をご覧ください。

◇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 11日(火)・26日(水)
富士見、岩下、上の山
 12日(水)・27日(木)
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 13日(木)・28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 3日(月)・14日(金)・31日(月)
藤井町全区 4日(火)・17日(月)
中田町全区・穴山町全区 5日(水)・18日(火)
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 6日(木)・20日(木)
旭町全区 7日(金)・24日(月)
大草町全区・竜岡町全区 10日(月)・25日(火)
●老壮大学 21日(金)
●静心寮 19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。

8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 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、 6日、
10日、13日、
17日、20日、
24日、27日、
31日

5日、19日

12日 ー 4日
1日、8日、15日、22日、
29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。

8月22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 ー 26日 11日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 4日、 7日、

11日、14日、
18日、21日、
25日、28日、

12日、26日

5日 ー 18日

旭・大草・龍岡 ー 19日 25日

「寺崎武男展～郷愁のイタリア～」
■開催期間　9月6日（日）まで
　明治16年に東京に生まれ、東京芸術大学卒業
後にイタリアに渡り、西欧絵画の技法研究を極
め、また日本とイタリアの文化交流にも尽力し
た画家・寺崎武男の作品展を開催しています。
　このたび遺族から寄贈された70点の作品を修
復し、その中から、油彩画・テンペラ画、エッ
チング画など43点を厳選して展示します。当時
のイタリアの人々を描いた作品、透明感のある
ヴェネチアの海を描いた作品、昭和31年の冬季
オリンピックが開催されたコルティーナ・ダン
ペッツォが描かれた作品など、さまざまなイタ
リアの風景をご覧いただけます。日本近代絵画
の先駆者として知られている幻の画家・寺崎武
男の作品をぜひご覧ください。

■開館時間　10時～18時（入館は17時半まで）
■休 館 日　 水曜日、（祝日の場合は開館し、翌

日休館）
■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

あなたのところにこんな封筒が
とどいていませんか!?
　封筒の中には、医療福祉・介護サポート事業を
営む業者と称し、事業内容、過去の配当実績表な
どを記載したパンフレットや社債申込書が入って
います。こんな封筒が届いたら、 要注意 です。

　消費者がその封筒を受け取るのと前後して、別の事業者から電
話が掛かってきて、「パンフレットを譲ってほしい。」「封筒を取っ
ておいてほしい。」「債権を買う準備をしておいてほしい。」「名前だ
け貸してほしい。」などと依頼してきます。

　その後、社債購入のための名義貸しを断らなかった消費者だけ
に、封筒を送りつけた業者から電話があります。「名義が違うので、
法律違反だ。」「責任を取ってお金を支払え。」と脅され、不幸にも
お金を支払った消費者もいます。

　このような業者は、記載されている住所に存在していない、商
業登記簿に登記していない、金融商品取引法に基づく届出はして
いなかったりします。

消費者へのアドバイス
　もっともらしいパンフレットが送られてきても、鵜呑みにしな
いでください。

　「債権を購入する権利を譲ってほしい。」「あなたの名前を貸して
ほしい。」などという依頼があっても、決して応じないでください。

☆ このようなパンフレットを受け取った方は、消費生活相談窓口
に情報提供してくだされば、大変参考になります。

　 腎臓病は、他に無症状な場合が多く、早期発見には検尿が最も重要です。血尿（尿潜血）
と尿蛋白は主に腎炎の早期発見のために行われます。血尿は、腎炎が存在する可能性

を、蛋白尿の程度は腎炎の重症度と比例します。血尿+蛋白尿がある場合は、腎炎である可能性が高いです。但し、
血尿や蛋白尿があっても、腎炎などの病気ではない場合も多々あります。
　腎炎で最も多いのはIgA腎症です。この疾患は、放置すると30年後、40歳台の働き盛りの時に4割の方が慢性
透析になってしまいます。しかし、早期発見して、1-2か月の入院検査・治療を行えば8割以上の人が、蛋白尿や
血尿が無くなるところまで良くなります。一生透析を避けられる可能性が高いと言えます。医療費も助成されて
います。但し、長期間放置され、病変が進んでしまうと、治療効果が挙がりにくくなります。
　腎炎は完全に良くなっても、時に再発の可能性があります。一生に亘り、最低年1回の検
尿は必要です。
　韮崎市では、教育課が中心となり、山梨大学小児科、韮崎市医師会とタイアップして、
学校検尿システムを改善しました。学校検尿登録医制度、特に問題なケースは、夏休み明
けに、再評価・再検査依頼するシステムも導入しました。新たなシステムは、甲府市に次
ぎ県内2番目です。早期診断・早期治療には、こどもたちの一生がかかっています。市立病
院としては、韮崎の子供たちが、将来にわたり透析や腎移植が必要とならないようお手伝
いできればと思っています。

学校の尿検査で、陽性反応が出たのですが？
Dr.
おしえて
ドクター

韮崎市立病院　院長
　東田　耕輔

寺崎武男
《藤の花咲くヴェネツィア》


