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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～17時（入館16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
　　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）

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）

支にら★ぐるみん
　フード・ドライブ
　1日（火）～6日（日）
　9時～17時
　 寄 附 し て 頂 い た 食 品 は

NPO法人フードバンク山
梨を通して、必要として
いる方々に届けられます

　（P17参照）

支にら★ちび
　ベイビーくらぶ
　～6～12か月～
　10時30分～11時30分
　 おやつタイム＆交流会
　材料費・おやつ代100円
　定員10組【要予約】
支にら★ちび子育てcafe
　 県外出身！山梨での子育

て講義
　13時30分～14時30分
　定員10組【要予約】

●まちなか市民会議
　19時～21時
　ニコリ会議室

●星空観察会
　19時～21時
　穂坂自然公園
　定員15組【要予約】
支ma-ma made
　 羊毛フェルトでクリスマ

スツリーを作ろう
　10時30分～11時30分
　ニコリ和室　託児付
　参加費：1000円
　講師：草野景子氏
　持ち物：ハンドタオル
　定員8人【要電話予約】

図ひまつぶシネマ
　10時～18時
　 『バック トゥ・ザ フュー

チャー』

支よりみちアート
　 切り株のサンタを
　つくろう
　13時～15時
　講師：羽中田桂子氏
　参加費300円【予約不要】
　※数に限りあり

●行政相談
　13時～15時
　102会議室

●特設人権相談
　10時～15時
　ニコリ1階会議室
支①0歳児体位測定＆
　メルマガキャンペーン
　10時30分～11時30分
　②0歳児体位測定
　13時30分～14時30分
　【予約不要】
保のびのび教室
　対象児：平成25年11月生
　受付　13時～13時15分

支クリスマス音楽会
　10時30分～11時30分
　ニコリ3階多目的ホール
　中央公民館との合同企画
　 クリスマスの音楽いっぱい
　定員50組【要予約】
保1歳6か月児健診
　対象：平成26年5月生
　受付　13時～13時15分

支にら★ぐるみん学校
　大蓮寺さんにいこう　　　
　10時30分～12時
　 ニコリ玄関：10時集合 
　定員10組【要予約】
図えいごdeおはなし会
　11時～11時20分
　対象：乳幼児【申込不要】

保にこにこ子育て
　相談室
　9時30分～16時
　【要予約】

●スロー
　エアロビック（無料）
　13時15分～
　当日受付：先着25名
　 市営体育館プレイルーム
図クリスマス会・
　クリスマスコンサート　
　14時～16時（P17参照）

●第21回
　武田の里音楽会
　 「みんな集まれ
　輪になって踊ろう」
　14時30分　開演
　東京エレクトロン
　韮崎文化ホール

●行政相談
　13時～15時
　102会議室

保3歳児健診
　対象児：平成24年
　11月生　
　受付　13時～13時15分
支ファミサポ説明会
　10時30分～11時30分
　 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】

保すくすく教室
　対象児：平成27年
　5月生　
　受付　13時～13時15分
保 パパ・ママ教室 Dコース

2回目 13時15分～受付
支にら★ちびベイビーくらぶ　
　～0～5か月～
　13時30分～14時30分
　おやつタイム＆交流会　
　材料費・おやつ代100円
　定員10組【要予約】

支誕生会(12月生)
　13時30分～
　14時30分　材料費100円
　定員10組【要予約】
保 よちよち教室　
　 ニコリ図書館「読み聞かせの部屋」
　対象児：平成27年1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 『つ
ながる こころ と こころ のコ
ンサート』 講師：雨宮知子氏

●老壮大学
13時～15時
二コリ3階多目的ホール
保育園児とクリスマス会
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
　定員10組【要予約】

図ひまつぶシネマ
　10時～18時
　 『バック トゥ・ザ フュー

チャー PART2』
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）

●NPO韮崎スポーツ
　クラブ交流ソフト
　バレーボール大会
　8時30分～
　参加費1,000円
　12月11日までに【要申込】
　☎21-2255（柳本）

保 4か月児健診
　対象児：平成27年
　8月生
　受付　13時～13時15分

天皇誕生日 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
　年末大掃除
　 9時～　1年の感謝をこめ

て大掃除！
　 ※おもちゃやマットなど、

順次なくなっていきます
がご了承ください

図ひまつぶシネマ
　10時～18時
　 『バック トゥ・ザ フュー

チャー PART3』
●スローエアロビック（無料）
　13時15分～
　当日受付：先着25名
　 市営体育館プレイルーム

　　　　　　

〔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

支12月24日～25日
　 幼稚園児・保育園児の

ご利用は14時からです

支12月26日～27日　9時～17時
　 おもちゃもマットもな～んにも

ない、からっぽひろばです

今月の納税

納期限(口座振替日)
12月25日(金)
※固定資産税 第3期
※国民健康保険税 第6期
※介護保険料 第5期
※後期高齢医療保険料
 第6期
収納課　収納担当
(内線163～166)

今月の無料法律相談

12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
12月10日（木）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

美 企画展
　 「実りの季節（とき）
　ー生活の中の果物ー」
　開催期間：1月11日まで

12月10日～11日
● 譲渡のお尋ね　9時～16時　防災会議室　確定申

告のための譲渡所得内訳書の作成に関する相談会

穂坂自然公園センター
（12月～3月）冬期休館

休館：図支文ゆ民体

休館：図文民

休館：交図支文ゆ民体

休館：図支文ゆ民体

　　　体保
休館：交図支児美文老民

休館：民 （午前） 

休館：民 （午前）

休館：美 民 文

　　　民体保
休館：交図支児美文老ゆ

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：美 

休館：美

休館：児 老 保

　　　体保
休館：交図支児美文老民

休館：美 

休館：保 

休館：保 

休館：保

休館：保 



ra Art Museum

韮崎大村美術館 Information
インフォメーション

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（12月巡回日程）

知っ得！食育ひろば
食改推の簡単レシピ！

【作り方】
①  大根は大きめの乱切りにし、水か

ら15分下茹でする。
② 厚めの鍋にバターを溶かし、鮭を

両面焼き、一度取り出す。
③ ②の鍋に①の大根を入れて炒め、薄

力粉をふり入れる。水、だしの素を
加えてあくを取りながら、大根が軟
らかくなるまで煮て鮭を戻す。

④ ③に牛乳を加え、味噌を溶き入れ
て、ひと煮立ちさせ火を止める。

⑤ 器に盛り付け、茹でたブロッコリーを散らし、お好みで山椒を
ふる。

■問い合わせ
保健課健康増進担当（保健福祉センター内）　☎23-4310

◇第21回武田の里音楽祭
　『みんな集まれ　輪になって踊ろう』
　12月13日（日） 14時30分開演・大ホール
　 　『子どもと大人がオーケストラの演奏

をバックに歌う音楽会』、『気軽にクラ
シック音楽を楽しんでもらえる音楽会』
を通して、地域の子ども達、市民とホー
ルが共に育つ音楽会を目指し、会館の
オープン以来、毎年開催している市民参
加型の音楽祭です。

　 　半年かけて練習を重ねてきた子ども達
の元気な歌声、そして一般合唱の情緒豊
かな歌声、N響団友オーケストラの圧巻の
演奏、さらに高校生のプロオーケストラ
との夢の共演や毎年趣向を凝らした演出
など盛りだくさんの内容でお届けします。

　

【全席自由】一般800円・中学生以下無料
　（要入場整理券）

◇エントランスコンサートVol.14
　甲斐混声合唱団 "はつはるコンサート"
　1月16日（土）13時30分・エントランスホール
　 　気軽に生の音楽に触れてみませんか？

第14回目のエントランスコンサートは甲
斐混声合唱団の皆さんによる合唱をお聴
きいただきます。入場無料ですので、お
気軽にお越しください！

　 　（予定曲目）早春賦、琵琶湖周航の歌、
麦の唄ほか　【全席自由】入場無料

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　ネーミングライツ記念公演
　夢と友情を結ぶ ミュージカルドリーム
　ピーターパンとウェンディ
　2月20日（土）14時開演・大ホール
　 　「ピーターパンがウェンディを連れて、

おとぎの国ネバーランドで次々と危険な
冒険に立ち向かっていきます！」お馴染
みのキャラクターが登場する児童文学
の傑作をミュージカルでお楽しみくださ

い。夢と友情のファンタジー！宙に浮か
ぶウェンディも見逃せません！ぜひご家
族でご覧ください！

　【全席自由】入場無料（要整理券）
　※ 韮崎市民および韮崎市に通園・通学・通

勤する方、またはその家族が対象です。
　☆1月13日（水）9時より整理券配布開始

◇スターダスト☆レビュー 35th Anniversary Tour
　3月6日（日）17時30分開演・大ホール
　 　2016年2月 よ り ス タ ー ダ ス ト ☆ レ

ビューの新しいツアーがスタート!山梨公
演をお見逃しなく！

　【全席指定】6,700円
　※ ジュニア割引、シニア割引、障害者介

助者割引あり（詳細は要問い合わせ）
　※未就学児入場不可
　★ 12月19日（土）10時より販売開始（当

ホールの発売初日は電話予約のみ受付）

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 1日(火)・14日(月)
富士見、岩下、上の山 2日(水)・15日(火)
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 3日(木)・17日(木)
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 4日(金)・21日(月)
藤井町全区 7日(月)・22日(火)
中田町全区・穴山町全区 8日(火)・24日(木)
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 9日(水)・25日(金)
旭町全区 10日(木)・28日(月)
大草町全区・竜岡町全区 11日(金)
●老壮大学 18日(金)
●静心寮 16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。

12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、 7日、

10日、14日、
17日、21日、
24日、28日、

2日、16日

9日 ー 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。

12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 ー 今月は

収集しません 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、
22日、25日、
29日

9日

2日 ー 15日

旭・大草・龍岡 ー 16日 22日

「実りの季節(とき)―生活の中の果物―」
■開催期間　平成28年１月11日（月・祝）まで
　今月号に掲載した作品は、山梨県出身の画家、
近藤浩一路の《ぶどう14》です。一房のぶどうを、
墨だけを用いて描いた作品です。
　遠くからみたり写真でみたりすると、一枚の
葉っぱが描かれているように見えますが、実際
は、ぶどうの粒一つひとつがしっかりと描かれ
ていて、黒色だけで描かれていながら瑞々しさ
を感じさせる一点です。
　その他、四季折々の果物を描いた作品約40点
を展示しています。ぜひご来館ください。

■開館時間　10時～17時（入館は16時半まで）

■ 休館日　 水曜日（12月23日（水）は開館し、翌
24日休館。12月29日～1月1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
　韮崎大村美術館　☎・FAX　23-7775
　ホームページ：
　www.nirasakiomura.artmuseum.com

骨転移がおこりやすいがんには肺がん、乳がん、前立腺がんなどがあります。
　骨は常に生まれ変わり、古い骨を溶かす破骨細胞と新しい骨を作る骨芽細
胞とがうまくバランスを取りながら働いています。ところが、がん細胞はラ

ンクルという物質を産生し、破骨細胞の働きを活発にします。その結果破骨細胞と骨芽細胞のバラン
スが崩れて、骨をどんどん溶かしていきます。骨にはがん細胞が大きくなるための栄養が豊富にある
ため、がん細胞はさらに大きくなり、転移をするのです。
　骨転移の症状には「痛み」「骨折」「脊椎圧迫」「高カルシウム血症」があります。
　「痛み」はがん細胞が周囲の神経を刺激しておこります。骨はもろくなり「骨折」
しやすくなります。「脊髄圧迫」によりしびれや麻痺を起すこともあります。骨のカ
ルシウムが血中に流れだし「高カルシウム血症」になると便秘、吐き気、食欲低下、
疲れやすくなり、意識障害をおこすこともあります。
　このような症状は日常生活に支障をきたすため、血液検査や画像診断で早期診
断し、治療を開始することが大切です。
　抗癌剤、放射線などのがん治療の他にも、痛みを和らげる治療、骨転移の進展
を抑制する治療があります。主治医の先生に相談してみましょう。

肺がんで骨転移があると診断されました。痛みもな
いのですが、今後どうなるのか心配です。Dr.

おしえて
ドクター

アドバイザー
韮崎市立病院
内科部長
池田　フミ

近藤浩一路《ぶどう14》

「鮭と大根の和風スープ」
牛乳は健康長寿の鍵！
ご存知ですか？
　牛乳に含まれるカルシウムは、鮭に含まれ
る良質なたんぱく質とビタミンDによりさら
に吸収が良くなります。
丈夫な骨や筋力を維持するためには、カルシウムやたんぱく質を
しっかりと摂りましょう。
　また、牛乳を「だし」の代わりに使うと減塩効果があり、高血圧
の予防にもつながります。

【材料（4人分）】
大根……………… 1／2本
甘塩鮭…………… 3切れ
バター…………… 10g
薄力粉…………… 大さじ2
水………………… 400ml

だしの素………… 小さじ1
牛乳……………… 400ml
味噌……………… 大さじ1
ブロッコリー…… 40g

【栄養量（1人分）】
エネルギー……256Kcal
食塩相当量……2.0g


