
月 火 水 木 金 土 日

防災シアター
　11時～ 11時30分
　にら★ちび（3 階）
　いざという時のために、
　にら☆ちびの危機管理に
　ついてお伝えします
　【予約不要】

おそうじ大作戦
　14時～ 14時30分
　にら★ちび（3 階）
　【予約不要】

休館：  

みどりの日

休館：    休館：   

休館：図       

ぷれすべいびーくらぶ
　10時～ 12時
　にら★ちび（2 階）
　対象：0 ～ 10 ヶ月までの
　赤ちゃんとママ
　参加費100円　定員15組
　【要予約】

のびのび教室
　対象児：平成27年４月生
　受付：13時～

休館：  

パパママ学級
　Aコースの１回目
　【要予約】
　受付：13時15分～
図えいごdeおはなし会
　10時30分～11時
　対象：乳幼児【申込不要】

休館：

にこにこ子育て相談
　9時30分～ 15時
　【要予約】

木のおじさん
　13時～ 15時
　にら★ちび（3 階）
　親子でかんたん木工作
　講師：三井茂氏
　参加費５００円
　【予約不要】※数に限りあり
図風薫るおはなし会
　14時～15時30分

休館：  休館：   

抜き取ってご利用ください

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】

３歳児健診
　対象児：平成26年４月生
　受付：13時～

休館：  

こどもの日

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
　☎22－1111　 22-8479

〔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月曜日・要予約〕
■行政相談
　13時～ 16時
　市役所４階401会議室
　問：企画財政課（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

休館：図      

５月 25 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　
５月１０日（水）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

憲法記念日
休館：    

広報にらさき
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還付金詐欺にご注意！

５月９日
1才バースディ

　13時～ 14時
　にら★ちび（2 階）
　参加費100円
　定員10組　【要予約】

　　 　

　

１歳６か月児健診
　対象児：平成27年
   10月生
　受付：13時～

休館：

●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
　「あん」に込めた生きることの
　意味　役者：樹木希林　作家：
　ドリアン助川スペシャル対談

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：

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
　助産師　加茂友香氏
　定員各15組  【要予約】

ケロケロ隊の日
　10時30分～11時30分
　にら★ちび（3階）
　【予約不要】
休館： （午前）

●老壮大学
　13時～ 15時　
　ニコリ3階多目的ホール
　フルート・ホルン奏者：
　ura＊coco　

ママのための
　食育講座
　10時～ 11時30分　
　ニコリ1階調理室
　「ちらしずし」を作ります
　【要予約】  参加費300円
　（P18参照）

にこにこ子育て相談
　9時30分～ 15時　
　【要予約】

休館：図      

おもちゃの広場
　10時～ 14時
　にら★ちび（2 階）
　世界各国のグッドトイ選定
　玩具がやってきます！おも
　ちゃコンサルタントによる
　ミニ講座あり
　対象　0 ～ 3歳児と保護者
　参加費100円  【予約不要】  

休館：

よりみちアート
　13時～ 15時
　にら★ちび（3階）
　スーパーのビニール袋で
　かわいいぬいぐるみを
　作ります
　講師：羽中田桂子氏
　参加費300円
　【申込不要】
　※数に限りあり

休館：   

　英字新聞de
　エコバック
　13時30分～ 15時
　（P18参照）

休館：   

４か月児健診
　対象児：平成29年
　　　　　１月生
　受付：13時～

休館：図  

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）
　　・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）
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　 22-4950

：韮崎市子育て支援センター
　　開館時間：9時～17時
　　☎23ｰ7676　 23-7678

：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

：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

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）

●NIRAマルシェ
　15時～19時
　韮崎市民交流センター
　NICORI
　オープンテラス・屋内
　スペース
●にらさきいきいき
　ウォーキング
　9時～【要予約】
　集合場所：中田公民館

休館：

　朗読のつどい
　14 時～ 15 時
　 【申込不要】（P18 参照）

休館：

にっこりベジ団＆
　のっぽっぽ～畑で
　お野菜を植えてみようよ☆
　10時30分～ 11時30分
　韮崎市内の畑　定員10組
　【要予約】（P18参照）
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）

にら★ちび公園
　くらぶ
　10時30分～ 11時30分
　韮崎市中央公園
　詳細は HP またはちらし

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】

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】

にら★ちび音楽部
　13時30分～
　にら★ちび（3 階）
　みんなでうたいます！
　音楽好きまってます
休館：

休館：交 図      

休館：図       

５月16日
U-25ママの会

　20歳前後で子育てスタ
　ートしたママの会です
　13時～ 14時
　にら★ちび（2 階）
　参加費100円
　定員10組【要予約】

５月17日
すくすく教室

　対象児：平成28年10月生
　受付：13時～

５月30日
よちよち教室

　対象児：平成28年6月生
　受付：13時～

図図

５月25日
ママのための

　子育てマネー講座
　13時～ 14時
　にら★ちび（2階）
　定員10組【要予約】

５月10日
にら★ちび音楽部

　13時30分～　
　にら★ちび（3 階）【予約必要】
　音楽好きな人、集まれ♪
　みんなで歌をうたいます。
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納期限(口座振替)

５月31日（水）

※固定資産税　　 第１期
※軽自動車税　　 全　期

収納課
収納担当

（内線163～166）

今月の納税

企画展
「季節の彩り・花展」
　～ 5月28日(日)まで
図「WE♡図書館」展示
　～ 5月30日（火）まで
　（P18 参照）

中央公園ミニSL運行日
5/3、4、5、7、14、21、28
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）
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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 金曜（予約制）

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

消化官 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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５月 19 日
ズイトン和尚さんに

　会いに行こう
　10時30分～ 11時30分
　参加費500円  【要予約】

（P18参照）

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

５月 18 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】

５月 20 日
ファミリーサポート

　説明会
　10時30分～ 11時30分
　にら★ちび（3 階）



未成年者契約の取消し
　未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も
未熟です。
　そこで、未成年者が行う契約によって不利益をこうむらないように、
法律で保護されています。民法で「未成年者が法定代理人の同意を得な
いでした法律行為は、取り消すことができる」と決められています。
　以下のことがすべてあてはまれば、未成年者が行った契約を取消し
できます。

●契約時の年齢が20歳未満であること
●契約当事者が結婚の経験がないこと 
●法定代理人が同意していないこと

　法定代理人とは、未成年者に対して親権を有する

者（多くは親）のことです。親権者がいないときは未成年後見人が法定

代理人となります。父母の婚姻中は、父母が共同で同意していないと有

効な同意にはなりません。したがって、父母の一方が単独で同意した場

合は、取消しができます。両親が離婚している場合は、親権を有してい

る親の同意が必要です。 

●法定代理人から、処分を許された財産（小遣い）の範囲内でないこと
●法定代理人から許された営業に関する取引でないこと 
●未成年者が詐術を用いていないこと 

　詐術とは、未成年者が自分を成年者と偽ったり、法定代理人の同意を
得ていないのに同意を得ていると偽って、その結果、相手方が誤信を
したことを言います。相手方を誤信させるため詐欺的手段を取ること
であり、単に成年であると言ったり、同意を得ていると言っただけでは

「詐術」にはあたりません。

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

機能性ディスペプシア（FD：functional dyspepsia) とは、上部消化管
に消化性潰瘍や癌などの器質的疾患が認められないにもかかわらず、胃も

たれや心窩部痛などのつらい症状が現れる機能性疾患です。診断基準は、a つら
いと感じる食後のもたれ感、b 早期飽満感、c 心窩部痛、d 心窩部灼熱感、のうち
症状が１つ以上３か月以上続き、かつ、症状の原因となりそうな器質的疾患（上部
内視鏡検査を含む）が確認されないことです。症状発現のメカニズムは未だ不明な
点が多いものの、胃運動機能異常、生活習慣、ストレス、内臓知覚過敏、胃酸など
が複雑に影響し合っているものと考えられています。治療は、機能性なので気のせ
い？と済まされてしまう事もありますが、ストレスを回避するような生活習慣の改
善や、食生活の改善も重要ですが、それぞれの症状に応じて消化管運動機能改善薬
や酸分泌抑制薬、防御因子増強薬、制酸薬、漢方薬や時には抗うつ薬や抗不安薬が
処方される事もあります。

心窩部痛や胃もたれ感があり、病院で検査を受けたの
ですが、異常が見つからず、機能性ディスペプシアと
言われました。どんな病気ですか？

アドバイザー  韮崎市立病院
内科　副院長　三澤 明彦

Q.

A.

　 informationinformation
インフォメーション

「季節の彩り・花展」
■開催期間　～５月 28 日（日）まで
　今月号に掲載した作品は、ラグーザ・玉の《軽井沢》
という作品です。ラグーザは、まだ海外に渡ることが
容易でなかった明治時代にイタリアへ渡り、西洋の絵
画技法を学んだ数少ない女性画家です。
　《軽井沢》という作品は、色紙サイズに描かれたと
ても小さな作品です。手
前に紫陽花がクローズア
ップして描かれていて、
遠くの山々との距離感が
協調される構図となって
います。色鮮やかな紫陽
花の花は、じめじめとし
た梅雨の時期を伝える一
方で、夏のはじまりも感

じさせます。
　今回の花展では、四季折々に見られる花の作品を展
示しています。展示室をめぐりながら、季節の移ろい
を感じてみませんか。ご来館をお待ちしております。
■開館時間　10 時～ 18 時まで（入館は 17 時半まで）
■休館日　水曜日、5 月 29 日（月）～ 31 日（水）
　改修工事のため、７月 27 日（木）～９月８日（金） 
　まで休館いたします。ご来館の際は、お気を付けく
　ださい。

■入館料
　大人　500 円／小・中・高校生　200 円
　市内に在住・在学の小中高校生は無料
　＊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ラグーザ・玉《軽井沢》

　 
　　

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 (毎週土曜日) 月1回

韮崎
（祖母石・岩根を除く）  １日、 ８日

11日、15日
18日、22日
25日、29日

10日、24日

ー 31日 ２日
６日、13日、20日、
27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

20日

９：00 ～ 11：00
●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 17日 ー ９日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石  ２日、 ９日

12日、16日
19日、23日
26日、30日

17日、31日

ー 24日 16日
第４土曜

27日
旭・大草・龍岡 10日 ー 23日

５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  16 日（火）・31 日（水）

富士見、岩下、上ノ山 １日（月）・18 日（木）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 ２日（火）・22 日（月）

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（月）・23 日（火）

藤井町全区 ９日（火）・24 日（水）

中田町全区・穴山町全区 10 日（水）・25 日（木）

円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 11 日（木）・26 日（金）

旭町全区  12 日（金）・29 日（月）

大草町全区・龍岡町全区 15 日（月）・30 日（火）

●老壮大学 19 日（金）
●静心寮 17 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/ ２２－６９８０）

こぶし号 老人福祉センターバス（５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。

◇飯田グループホールディングス presents
　華原朋美
　TOMOMI KAHALA CONCERT TOUR 2017
　～ CARRY'S SON and CLASSIC ～

　2017 年 9 月 23 日（土）　
　開場 17:00　開演 17:30　大ホール

　艶やかで、どこまでも
　突き抜けていく
　伸びのある声、
　魅力的な
　ヴォーカリストへと
　進化し続ける華原朋美、
　夏恒例コンサートが、　ここ韮崎へ！

　【全席指定・税込】6,800 円

　※フレンズ会員は 300 円引き
　会員先行前売　5 月 13 日（土）10:00 ～
　一般前売　　　5 月 20 日（土）10:00 ～
　※未就学児童入場不可（ご入場されるお客様すべ
　　てにチケット必要）
　※前売初日は電話予約のみ

◇平成 29 年度文化ホール メンバーズ
   クラブ「フレンズ」会員募集
　友の会が新たに生まれ変わります。メ
ンバーズクラブ「フレンズ」会員にご入
会いただくと、当ホール主催のチケット
の先行予約や会員割引、最新公演情報の
いち早いご案内など、会員様だけのうれ
しい特典がいっぱいです。( ※一部対象
外の公演もございます。)
　皆様のご入会を心よりお待ちしており
ます。
◆会費期間◆
　4 月 1 日～来年 3 月末まで
◆年 間 費◆
　個人会員　お一人 2,000 円
　家族会員、団体会員区分もありますの 
　で、入会方法等、詳細はホールまでお
　問い合わせ下さい。

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　 22-1919

◇綾小路きみまろ 笑撃ライブ !
　2017 年 8 月 8 日（火）
　開場 13:00　開演 14:00　大ホール

　お待たせしました！
　中高年のアイドル
　綾小路きみまろが
　韮崎に登場！
　明日の元気を
　みなさまに
　お届けします。

　【全席指定・税込】
　　S 席（１階）5,500 円
　　A 席（２階）5,000 円

　※フレンズ会員は 500 円引き
　※ 18 歳未満入場不可
　※お１人様６枚まで
　会員先行前売　5 月  7 日（日）10:00 ～
　一般前売　　　5 月 14 日（日）10:00 ～
　※前売初日は電話予約のみ


