
広

情報カレンダー
報 に ら さ き

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（8時～20時）
　　☎23-6886
　　・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：韮崎市立大村記念図書館　
　　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：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）
　　☎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
　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）

支ファミサポ説明会
　13時～14時
　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、プレマ
マ・パパも大歓迎！

　【要申込】

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～14時
　参加費200円(オイル代)
　持ち物：バスタオル
　助産師：加茂友香氏
　定員10組【要予約】

保パパ・ママ学級
　9時～11時
　Bコースの3回目【予約制】
　受付：8時45分～

●防災の日
支にらちび5周年
　ありがとうまつり
　10時～15時
　にら★ちび(3階)
　 この日だけ小学生も入れ

ます(予約不要)
図こども図書館寄席
　11時～12時
　ニコリイベントスペース
　【申込不要】

●消費生活出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　清哲公民館
支お誕生シアター
　11時15分～11時30分
　にら★ちび(3階)
　【予約不要】
保のびのび教室
　対象児：平成26年8月生
　受付：13時～13時15分

支にら★ちび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(お子さんの手
型サービス)【予約不要】

図えいごdeおはなし会
　10時30分～11時
　対象：幼児～小学校低学年
　【申込不要】
支入園あれこれおしゃべり会
　13時～14時
　にら★ちび(2階)
　 対象；市内にお住まいの

入園を控えている親子
　 参加費100円(大人のお茶
　・おやつ代)
　定員15組【要予約】

保にこにこ子育て相談室
　9時30分～16時
　【予約制】
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
　参加費1000円(大人1人)
　定員10組【要予約】

支ファミサポ説明会
　13時～14時
　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、プ
レママ・パパも大歓迎！

【要申込】
民縄文王国山梨巡回ゼミ
　「武田の里で語る縄文世界」
　10時～11時30分
　【申込不要】

●武田の里ウォーク
　穂坂ぶどう郷コース
　（詳細は8月号P13参照）
　

●親子ふれあい教室
　「親子でちぎりパン
　を作ってみよう！」
　申込開始8時30分～
　教育課窓口受付（P18参照）

支ビーズ刺繍で
　ブローチを作ろう
　10時30分～11時30分
　ニコリ1階和室
　 韮崎在住のママ作家カリ

ンコさんを招いてブロー
チつくりに挑戦！

　参加費1000円
　定員8名【託児付き・要予約】
保1歳6か月児健診
　対象：平成27年2月生
　受付：13時～13時15分

支にら★ちび
　0歳児ひろば
　10時～14時
　にら★ちび(2階)
　 日替わりカフェは、おも

ちゃブックカフェ
　【予約不要】
保3歳児健診
　対象児：平成25年8月生
　受付：13時～13時15分

●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
　「私の好きなこと」
　 講師：トレイルランニング

競技者、県立北杜高校教諭　
山本健一氏　※当日申込可
支にら★ちび0歳児ひろば
　10時～14時
　 にら★ちび(2階)日替わりカ

フェは看護師くにちゃんの
健康相談と体位測定【予約不
要】

●老壮大学
　13時～15時
　 東京エレクトロン韮崎文化ホール
　お楽しみ映画鑑賞
支食育講座
　10時～11時30分
　ニコリ1階調理室
　 旬の食材を使ってバラン

スの良い献立を作ります
　参加費300円
　定員10名【託児付き・要予約】

穂「穂坂ブドウの
　ジャム作り体験教室」
　10時～12時
支サリー＆タケのバルーンアート
　13時～15時 にら★ちび(3階)
　講師：相吉くに子・丈雄氏
　※13時から整理券を配布
　※数に限りあり【予約不要】
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）

●第3回
　NIRAマルシェ＆
　まちなかミニシアター
　NIRAマルシェ
　12時～17時
　まちなかミニシアター
　18時30分～20時
　韮崎商工会館前
　本町ふれあい公園

●敬老の日 ●消費生活
　出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　中田公民館

支にら★ちび
　0歳児ひろば
　10時～14時
　にら★ちび(2階)
　 日替わりカフェは、ここ

ろ・からだカフェ
　【予約不要】
保すくすく教室
　対象児：平成28年2月生
　受付：13時～13時15分

●秋分の日
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】

支にら★ちびキッズクラブ
　10時15分～11時30分
　にら★ちび2階（全3回）
　さまざまな遊びを体験
　 対象：1歳以上の未就園児

親子　定員10組【要予約】

穂「燻製作り教室」
　10時～12時

支よりみちアート
　「木のパズル」
　13時～15時
　にら★ちび(3階)
　講師：羽中田桂子氏
　参加費300円【予約不要】
　※数に限りあり

保よちよち教室
　対象児：
　平成27年10月生
　受付：13時～13時15分

支にら★ちび
　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

相談と体位測定
　【予約不要】
保４か月児健診
　対象児：平成28年5月生
　受付：13時～13時15分

支韮崎mama
　モンズとお茶会
　ママ達の防災について
　10時30分～11時30分
　にら★ちび（2階）【要予約】
支県外出身ママの会
　13時～14時
　にら★ちび(2階)
　 参 加 費100円(大 人 の お

茶・おやつ代)
　定員15組【要予約】

〔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４木曜日・要予約〕
■無料法律相談
　（祝日の場合は翌週）
　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２・４木曜日〕
支子育て相談
　13時30分～14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時呼吸器 木曜日

循環器 金曜日

9月6日
支共育ち手帳を作ろう
　13時～14時30分
　にら★ちび(2階)
　 今回のテーマは「自分の

ことを大切にする①」
　定員10組【要予約】

9月8日
保パパ・ママ学級
　13時30分～15時30分
　Cコース1回目【予約制】
　受付：13時15分～

9月10日 
図おはなし会
　14時～14時30分
　 おはなし後、皆で折り

紙作り
　 対象：幼児～小学校低

学年【申込不要】

9月27日
支ママのための
　ハーフバースデー
　10時～11時30分
　コーチングことはじめ
　13時～15時
　参加費500円
　にら★ちび（2階）
　定員各10組【要予約】

今月の納税

納期限（口座振替日）
9月30日（金）
※国民健康保険税 第3期
※後期高齢者医療保険料
 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29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12日（月）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

中央公園ミニSL運行日
9/4、11、18、19、22、25
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）

美企画展「抽象画をたのしむ」
　期間：～9月25日（日）
図お年寄りから心の幸せを学びましょう
　～老年的超越について考える～
　期間：～9月29日（木）

9月16日
支誕生会（9月生、
　1歳児のみ）
　13時～14時
　にら★ちび(2階)
　材料費100円
　定員10組【要予約】

9月28日
支こびとの部屋
15時～16時 
にら★ちび(2階)
対象：5～7歳の親子
教材費300円【要予約】

休館：図支文ゆ民体穂

休館：図支文ゆ民体穂美

休館：児 老 保

休館：図支文ゆ民体穂

休館：図 支 美 

休館：文 民 

休館：民 （午前）

休館：児 老 保

休館：民 （午前） 美 

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：美 

休館：美 民 休館：交図支文ゆ民体穂

休館：美 休館：美 

休館：美 

休館：保 

休館：保

休館：保

休館：保 休館：児 老 保



韮崎市立病院から

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。

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）

◇ブリーズステージ
　9月3日（土）・17日（土）・19日（月・祝）
　エントランスホール
　13時30分開演／14時20分開演
　（各日2回公演）
　 　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、9月は3回開催
です！【全席自由】入場無料

◇清塚信也ピアノリサイタル
　9月4日（日）14時開演・大ホール
　 　自身もドラマ出演するマルチピアニスト、

清塚信也のステージ。繊細かつダイナミッ
クな演奏とともにユーモア溢れるトークを
お楽しみください！【全席指定】3,500円

　※未就学児のご入場はご遠慮ください。
◇リトグリライブツアー2016
　～ Little Colorful Monster ～
　9月22日（木・祝）16時30分開演・大ホール
　 　CMでも、そのハーモニーを響かせるリ

トルグリーモンスター。チケットは残りわ
ずかです！【全席指定】一般5,500円

　※高校生以下のチケットはすべて完売しました
◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　文化ホールまつり2016開催!!
　10月2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！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LIVE（小ホール）
　　①11：00～　②14：00～
　　出演：5GAP、キャベツ確認中、デッカチャン
　★わくわくワンダーランド2016（会議室）
　　10時～
　★ じっきぃのコメディパフォーマンス

ショー（西玄関）
　　①10：30～ ②12：10～ ③13：30～ 
　　④15：10～（予定）
　★よりみちアートのチョークアート（駐車場）
　　①10：00～ ②13：30～
　　※11：30と15：00に記念撮影があります。
　★フードブース（駐車場）10時～
　★フリーマーケット（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。
◇三山ひろしコンサート2016 ～気鋭の道～
　10月16日（日）　【1回目】13時開演
　【2回目】17時開演・大ホール
　 　2年先までコンサートスケジュールが

いっぱいの三山ひろし。これを
見逃すと、次は2年先かも！？
ぜひお見逃しなく！

　【全席指定】一般6,000円／
　ブリーズ友の会　会員5,500円
　※ 未就学児のご入場はご遠慮く

ださい。
◇小椋佳　歌紡ぎ「老猿（おいざる）の会」
　10月22日（土）16時開演・大ホール
　 　自らミリオンセラーを記録するととも

に、美空ひばり、布施明など日本を代表す
る歌手たちにも楽曲を提供してきたヒット
メーカーの歌声をお楽しみください！

　【全席指定】5,000円
　※未就学児のご入場はご遠慮ください。
◇美輪明宏　ロマンティック音楽会～生きる～
　10月30日（土）16時開演・大ホール
　 　選曲・構成はもとより舞台美術・照明・

衣装にいたるまで、趣向を凝らし繰り広げ
られる美輪明宏ならではのロマンティック
音楽会。

　【全席指定】S席7,800円／ A席6,800円
　※未就学児のご入場はご遠慮ください。

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

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 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、
26日、29日、

7日、21日

ー 28日 6日
3日、10日、17日、
24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。

第3土曜
17日

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
市民であること及び地区
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、28日

ー 21日 20日
第4土曜

24日
旭・大草・龍岡 7日 ー 27日

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 2日（金）・15日（木）
富士見、岩下、上の山 5日（月）・20日（火）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 6日（火）・23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 7日（水）・26日（月）
藤井町全区 8日（木）・27日（火）
中田町全区・穴山町全区 9日（金）・28日（水）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 12日（月）・29日（木）
旭町全区 13日（火）・30日（金）
大草町全区・龍岡町全区 1日（木）・14日（水）
●老壮大学 16日（金）
●静心寮 21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）

「抽象画をたのしむ」
■開催期間　9月25日（日）まで
　「青の画家」として国内外で高い評価を得て
いる画家・佐野ぬいは、青色に特別な思いを
寄せて制作を続けています。
　今回の企画展では、佐野の作品だけを展示
した壁が一つあって、全て青を基調とした作
品が展示されています。1点だけで見るより
も、比べながら鑑賞することで、さまざまな
表情を見せる青の魅力がより味わえる構成と
なっています。
　掲載した画像は佐野の
作品の一つで、よく見て
みると、画面の中に不思
議な形が繰り返し描かれ
ています。色の面白さだ

けでなく、偶然のように生まれた形の面白さ
を純粋に楽しんでみることも抽象画の魅力の
一つです。広報ではカラーでお見せできない
ので、ぜひ「ぬいブルー」を味わいにご来館く
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（展示期間中）、9月26日～

30日まで展示替えのため休館します。
■入館料　大人　510円
　　　　　小・中・高生　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（休館日除く、10時～18時）
　韮崎大村美術館
　電話・ファックス　23-7775

「電子カルテ」導入のお知らせ
　当院では、平成28年10月から「電子カルテ」を導入することとしております。現在のオーダリ
ングシステムで行っている検査やお薬に加えて、診察した記録も、医師が、外来・病棟のパソ
コンから入力することになります。また、「電子カルテ」が導入されると受付方法等も変わります。
当院では、現在、全ての業種が関わり、数か月間にわたり、導入に向けて最大限の準備を進め
ております。
　しかし、導入当初は、システムの不安定さ、職員のパソコン操作の不慣れ、受付方法の変更
などにより、今より診察時間や待ち時間が長くなったり、市民の皆さまにご迷惑をおかけした
りする可能性があるかと思います。是非ともご容赦頂きたいと思います。
　患者さまの診療情報を院内のどこからでも確認できる「電子カルテ」の導入によ
り、近い将来、市民の皆さまに、今まで以上に安全で良質な医療の提供を行うこ
とが可能と確信しております。なにとぞ、ご理解とご協力を賜りますようお願い
申し上げます。
 ■問い合わせ　市立病院事務局医事担当　TEL 22-1221 病院長

東田耕輔

不審な商品が届いた!?
全く覚えのない商品が届いて、戸惑ったことはありませんか。

自分にも全く覚えがない、家族、知人に聞いて
も誰も送っていないという
場合は、送り付け商法（ネガティブオプション）
が考えられます。

その場合は、2週間そのまま放っておきましょう。2週間何も連絡
がなかったら、処分しようが使おうが自由です。万一連絡があっ
た場合は、注文していない旨をはっきり伝え、商品の引き取りを
要求し、1週間引き取りに来なければ、自由にしてもよいという
ことになります。

不審なものを手元に置いておくのは不安でしょうが、こちらから
連絡すると新たな個人情報を与えてしまうことがありますから、
そこはじっと我慢、放っておくのが賢明です。

送り付け商法の中にも、「障害者支援」「盲導犬支援」「難民救済」を
謳い、粗悪な品物を売りつける「福祉商法」と呼ばれるものがあり
ます。福祉関係と言われると断るのは気が引けるという人の善意
につけ込む商法です。

一方、こんなこともあります。

結婚式等のカタログで請求する引き出物が届いた。
クイズに応募し、当選の景品が届いた。

上記の場合は、頼んでから時間が経つことが多く、本人でさえ忘
れてしまっているという場合もあります。よく記憶を辿ってみま
しょう。

★今月の消費生活出張相談窓口★
9月 6日　清哲公民館　13：30～15：30
9月20日　中田公民館　13：30～15：30

佐野ぬい《オペラ・ノート》


