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水無月
JUNE

月

火

水

木

相談等

※祝日は実施しません

〔毎週月・火・水曜日〕
〔毎月第４木曜日・要予約〕 〔毎月第2・4 火曜日〕
■学校教育相談（第３月曜除く） ■無料法律相談
■消費生活相談
9時30分～16時
９時～16時
13時～16時
市民交流センター相談室2
問：商工労政担当（内線216）
市役所4階402会議室
問：☎23-5653
問：企画推進担当（内線356） 〔毎月第２・４木曜日〕
〔毎月第１・２月曜日〕
〔毎週月・木曜日〕
支子育て相談
■行政相談（祝日の場合は翌週）
10時30分～11時30分
保母子健康手帳交付・
13時～15時
妊婦・一般健康相談
問：☎23-7676
市役所1階102会議室
9時30分～16時
問：企画推進担当（内線356）

●特設人権相談
10時～15時
ニコリ1階会議室
●行政相談
13時～15時
102会議室

1

2

図
「和菓子と本で雨宿り」

展示
～28日（日）（P18参照）

休館： 図 支 文 ゆ 民 体 穂
●行政相談
13時～15時
102会議室

8

休館： 図 支 文 ゆ 民 体 穂

抜き取ってご利用ください

広 報にら さ き

CALENDAR 2015
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保 のびのび教室

 3時～
1
対象児：平成25年5月生
親子遊びや歯科相談など
支 子育て救急講座
10時〜11時30分
講師：韮崎消防署
定員：20組【要予約】
6月10日
支 ベビーマッサージ
13時30分～14時30分
講師：野澤あゆみ氏
定員6組【要予約】

支 県外出身ママの会

〔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

3

4

●まちなか市民会議
13時30分～14時30分
19時～21時
交流会・親子あそび
ニコリ会議室
支 韮崎大村美術館へ行こう
定員10組
【要予約】
支 にら★ちび
10時30分～11時30分
ベイビーくらぶ
参加費410円(入館料)
定員20組【要予約】現地集合
～6～12か月～
10時30分～11時30分
6月11日 支 ディズニー
交流会・手型サービスなど
博士がやってくる♪
材料費・おやつ代100円
13時30分～14時30分
定員10組
【要予約】
定員10組
【要予約】

休館： 美
支 歯科衛生士さんと

10

休館： 民（午前）

●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

金

土

今月の納税

今月の無料法律相談

納期限(口座振替日)
6月30日(火)
※介護保険料

6月25日（木）
13時～16時
市役所4階402会議室
1人30分以内 定員6名
※予約受付日
6月10日（水）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

第2期

収納課
収納担当
(内線163～166)

5

6月12日
支 ma-ma made
～フォトフレームを
作ろっ～
13時30分～14時30分
ニ コリ1階和室 父の日
のギフトにもぴったり♪
定員8名【要電話予約】
参 加費：1500円(託児、
材料費含む)
講師：齊木美和氏
持ち物：L版写真1枚

11

日

12

支 にら★ちび
保 にこにこ子育て
おしゃべり
セラピー室
相談室
10時30分～11時30分
カラーセラピー講師：内藤
9時30分～16時
香織氏 ハンドマッサージ
加 賀美正江氏によるお話
お 子さんの気になる成長
講師：篠原ますみ氏
や相談
発達・食事など【要予約】
支 にら★歩歩くらぶ
時間①10時30分～
定員10組
【要予約】
②11時～
歴史探訪＆お散歩
持ち物：歯ブラシ
保 1歳6か月児健診
定員：各2名
【要電話予約】 10時20分集合 韮崎本町
図えいごdeおはなし会
13時～
通りの歴史に触れます♪
11時～11時20分
対象：平成25年11月生
定員20組【要予約】
対象：乳幼児 【申込不要】
小 児科医師・歯科医師の
※雨天中止（P18参照）
診察、個別相談
休館： 美
休館： 民（午前）

図「ひまつぶシネマ」

上映会
9時～20時
『ナンとジョー先生』
・随時上映

休館： 保

中央公園ミニSL運行日
6／7、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）
美 企画展
「描かれた花展

～花をみて感じる心～」
～6月21日（日）まで

6 保歯の無料健康相談所
9時30分～12時30分 7
ニコリ1階
歯科医師による健診及び相
談 フッ素塗布、洗口等

休館： 児 老 保

図「ひまつぶシネマ」

ツ星シネマ
13 図三上映会！

上映会
9時～20時
『家なき子レミ』
・随時上映
図 おはなし会
14時～14時30分
おはなし後、折り紙作り
対象：幼児～小学校低学年
【申込不要】
穂 こんにゃく作り教室
10時～12時【要申込】

休館： 保

14

第一弾「そして父になる」
13時～開場
13時30分～上映
【要申込】
（P18参照）

休館： 児 老 保

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

15

支 0歳児体位測定

16

17

18

19

保 すくすく教室
支 助産師さんと
●武田の里
10時30分～
13時～
おしゃべり
ライフカレッジ
※
11時30分
対象児：平成26年11月生
 6～12か月児
13時30分～15時15分
10時30分～11時30分
東京エレクトロン韮崎文化
【予約不要】
離乳食指導や試食など
 離乳食やはいはい・卒乳・マ
6月17日
保 3歳児健診
保 パパ・ママ教室
ホール 『子どもの心に愛
マの健康相談など
支 に ら★ちび ベイビー
13時～
13時15分～
の基地』～子育ては地域力 ※0～5か月児
くらぶ ～0～5ヶ月～
13時30分～14時30分
対象児：平成24年5月生
Aコース2回目 赤ちゃん
から～講師：坂本玲子氏
13時30分～14時30分
 相談とベビーマッサージ
小 児科医師・歯科医師の
抱っこ体験や母乳栄養に 支 おたまじゃくし
持ち物：バスタオル
交流会・手型サービス
フリーマーケット
診察、個別相談など
ついて
講師：井上裕子氏
ほか 材料費・おやつ
10時～12時【予約不要】
各定員10組
【要予約】
代100円定員10組
ニコリ3階多目的ホール
6月19日
【要予約】
持ち物：エコバッグ
●老壮大学
休館： 交 図 支 文 ゆ 民 体 穂
休館： 美
休館： 民（午前）
13時～15時
ニ コ リ3階 多 目 的 ホ ー
支 にら★ぐるみん
支 言語聴覚士さんと
●無料法律相談
ル 「笑顔を咲かせる4
食育紙芝居を作ろう！
おしゃべり
13時～16時
つのヒント」
10時30分～11時30分
10時30分～11時30分
402会議室
講師：望月美由紀氏
毎 月1回、石窯パン ドド
講 師：小澤和恵氏による 支 にら★ぐるみんまつり
10時～13時
ウの野田さんを迎えて野
相談など
韮 崎の子育てにやさしい 支 川辺先生の子育て
菜の食育紙芝居作り♪
定員10組
【要予約】
支 誕生会
（6月生まれ）
ワンポイント
お店と子育て応援グルー
【予約不要】
保 4か月児健診 13時～
13時30分～14時30分
アドバイス
プが大集合！
【予約不要】
対象児：平成27年2月生
材料費100円
10時30分～11時30分
持ち物：エコバッグ
小児科医師の診察、相談
定員10組
【要予約】
定員20組【要予約】
（P18参照）
支 おそうじ大作戦
休館： 民（午前）美
休館： 美
13時～13時30分
【予約不要】 休館： 美
休館： 図 支 文 ゆ 民 体 穂 美 休館： 美

22

23

24

25

26

6月28日（日）〜9月6日（日）
企画展
『寺崎武男展
〜郷愁のイタリア〜』

休館： 図 支 文 ゆ 民 体 穂

休館： 図

交 ：韮崎市民交流センター
「ニコリ」

凡
例

開館時間：9時～22時
☎22-1121（代表） FAX 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 ☎21-3636
／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 FAX 22-4950
支 ：韮崎市子育て支援センター
開館時間：9時～17時
☎23-7676 FAX 23-7678

児 ：児童センター

開館時間：10時～19時
韮崎児童センター ☎ FAX 22-7687
北東児童センター ☎ FAX 23-5550
北西児童センター ☎ FAX 22-1775
甘利児童センター ☎ FAX 23-1535
美 ：韮崎大村美術館
開館時間：10時～18時（入館17時半）
☎ FAX 23-7775
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 FAX 22-1919
老 ：韮崎市老人福祉センター
開館時間：9時30分～16時30分

本町3丁目5番3号

6月25日
図 だっこの会 11時～11時30分
絵本の読み聞かせ、手遊びなど
対象：乳幼児 【申込不要】
保 よちよち教室 13時～
ニコリ図書館 「読み聞かせの部屋」
対象児：平成26年7月生
ブックスタート事業やお子さんの事
故防止など

韮崎大村美術館
6月22日
（月）〜27日（土）
展示替えのため休館

☎2︎
2ー1221

30

韮崎市立病院

29

診療科目
診察日
内科
小児科
外科
整形外科
月曜～金曜
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）

☎22-6944

FAX 22-6980

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）
☎ FAX 22-0498

図「ひまつぶシネマ」

20 保糖尿病予防教室
10時〜11時45分 21

上映会
9時〜20時
『牧場の少女カトリ』

・随時上映
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】
（P18参照）
穂 2×4材木工教室
10時～12時【要申込】

休館： 保

図「ひまつぶシネマ」

27

上映会
9時～20時
『わたしのアンネット』
・随時上映
図 ボランティア養成講座
（人形劇）1回目
9時30分～11時30分
【要申込】
（P18参照）

休館： 保 美

受付時間

午前 8時30分～
午前11時30分

をみて感じる心〜」
終了

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
講師：羽中田桂子氏
参加費500円【予約不要】

休館： 児 老 保
6月27日

28

支サリー＆タケ
バルーンアート
13時～15時
わくわくどきどきの
パフォーマンスも♪
講師：相吉くに子氏・
丈雄氏
【予約不要】 参加費無料

休館： 児 老 保
休診日

土曜・日曜・祝日・
年末年始

※急 患はこの限りで
※小児科
（午後）
はありません。
午後3時30分～午後4時30分
※当 院は院外処方を
※眼科
金曜は午前8時30分～午前11時
行っています。
※スポーツ外来
※医 師の日程変更に
木曜 午後1時30分～午後5時15分
よ る 休 診・ 代 診 に
※リウマチ外来
つ い て は、 お 問 い
木曜 午後1時～午後4時
合わせください。

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

講師：原口和貴医師

美 企画展
「描かれた花展〜花

開館時間：8時30分～17時15分
☎23-4310 FAX 23-4316
○乳幼児の健診
持物：母子健康手帳、バスタオル、
保険証、印鑑

内科専門
外来

診察日

胆嚢
膵臓

月曜日

消化管

水曜日

肝臓

金曜日

腎臓

火曜日

受付時間

午前8時
30分〜
午前11時

午後1時〜
午後4時

○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）

ra Art Museum

Information

韮崎大村美術館

インフォメーション

「描かれた花展～花をみて感じる心～」
■開催期間 6月21
（日）
まで
桜や薔薇、パンジーをはじめ、椿や水仙など、
花を主題とした作品を紹介しています。
今回掲載した画は、今年98歳を迎える入江一
子の《いろいろな花》
という作品です。
現在の入江氏は、一時間絵を描いたら一時間
の睡眠をとるという独特のスタイルで制作を続
けています。一貫して明るく柔らかい色調でシ
ルクロードの情景や花を描き続けており、観る
ものの夢をかき立ててくれるような独自の世界
観を描き出しています。
本展ではこの他にも、金山桂子、岸田夏子、
清原啓一、黒田悦子、小杉小二郎、小林一枝、佐々
木豊、佐藤泰生、佐野智子、志村節子、中川一政、
堀文子、三岸節子、森田茂らの作品を展示して
います。

消 費 生 活 相談

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

「花」に寄せる作家達の想いを感じながら、ゆっ
たりとした心豊かな時間をお過ごしください。
■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）

消費者トラブルにあったら

■入 館 料

買い物ポイント

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。

*6月22日
（月）〜6月27日
（土）
は展示替えのため休館

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
入江一子《いろいろな花》
1985年 油彩・キャンバス
電話・FAX 23-7775
ホームページ：www.nirasakiomura.artmuseum.com

ポイントは、スーパーやコンビニだけで
なく、近所のお店でもポイントカードを
発行するお店は沢山あります。ポイント
カードで財布がパンパンなんてことはありませんか。
なぜお店はポイント制度を導入するのでしょうか。それは、
リピー
ター客を増やすことでしょう。さらに、ポイントカード発行の際
には、お客さんの氏名・住所・電話番号・年齢を書いてもらうの
で、お店のチラシを配布する範囲や品ぞろえなど、いわゆるマー
ケティングに役立つ情報が入手できるのです。
ポイント制度を導入している多くのお店は、「利用規約」を定めて
いますので、必ず確認してください。その中には、

１．ポイント還元率
２．ポイント利用の有効期限
３．ポイントカードの名義人以外の利用の禁止
４．キャンペーン時利用お断り

高齢の知人が転んであしのつけ根を骨折し、
手術を受けました。元どおりに歩けるように
なるでしょうか。

おしえて

ドクター

Dr.

残念ながら元のとおりというのは難しいと思います。
あしのつけ根の骨折とは、大腿骨がつけ根で折れる大腿骨頚部骨
折といい、60歳以上に多くみられます。この骨折をすると、あし
の筋力が極端に低下し、リハビリをしても元どおりには回復しません。受
傷前は杖なしで歩けた方でも杖が必要になったり、すでに杖を使っていた
方は車椅子や寝たきりになることもあります。従って、この骨折を起こさ
ないようにすることが大切です。
人間は、自分がいくら気をつけていても転んでしまいます。ですから、
あしが弱くなったと感じたら予防で杖を使うなど転倒予防対策を考えま
しょう。
現代では骨折を予防する薬もあるので、骨密度検査を受けて骨が弱けれ
アドバイザー 韮崎市立病院
ばすぐに治療を始める必要があります。カルシウムをとるだけではだめな
整形外科部長 神平雅司
のです。

などが、書かれています。ただし、それらは法律で決まっている
わけではありません。お店によりその内容が違うこともあります。
ポイントは、あくまでお店のサービス、おまけですから、変更す
ることも可能です。ただし、お店側はポイント制度の廃止や利用
条件を変更する場合は、事前にお客さんに知らせなければ、信用
を失うことになります。
電子マネーやプリペイドカードなら、一定の基準を満たしていれ
ば、残金が返金される場合もあります。ポイントは、買い物する
度にお店のサービスやおまけで付与されたものなので、残ったポ
イント分の返金は望めません。

6月のごみ収集日程
対象地区

休日・夜間の緊急医療連絡先
可燃

不燃

原則週２回

原則月２回

韮崎

1日、 4日、
（祖母石・岩根を除く）
8日、11日、
15日、18日、
穂坂・藤井・中田・ 22日、25日、
29日
岩根
穴山・円野・清哲・
神山・祖母石
旭・大草・龍岡

可燃粗大

不燃粗大

資源リサイクル

年６回
年６回
（2月に1回）（2月に1回）

地区

10日

ー

2日

ー

24日

9日

3日、17日

2日、 5日、
9日、12日、
16日、19日、 10日、24日
23日、26日、
30日

3日

ー

ー

16日

17日

23日

文化ホールインフォメーション
◇しまじろうコンサート
しまじろうとロボットのくに
6月16日（火）
1回目 13時30分開演
2回目 16時10分開演・大ホール
 しまじろうやみみりんたちと一緒に
歌って踊ろう！手遊び歌やおなじみの
曲がたくさん！ぜひご家族でお楽しみ
ください！
【全席指定】1,960円
※3歳以上有料、3歳未満は保護者1名
につきお子様1名までひざ上無料（席
が必要な場合は有料）
◇陸上自衛隊第1音楽隊
韮崎ふれあいコンサート
7月19日（日）14時開演・大ホール
毎 年好評の自衛隊コンサートです。今
年は陸上自衛隊第1音楽隊の迫力ある演
奏をお楽しみください。
【全席自由】入場無料（要入場整理券）
★6月20日（土）10時より整理券配布開始！
※整 理券はおひとり様4枚まで配布致し
ます。配布は先着順で行います。なお、
お並びいただいても配布枚数上限に達

した場合、入場整理券をお渡しできな
い場合がございます。あらかじめご了
承ください。
◇Ko Shibasaki Live Tour 2015“こううたう”
9月19日（土）
18時開演・大ホール
柴 咲コウ2013年以来
2年ぶり、待望の全国
ライブツアー決定!!
【全席指定】
6,500円
※4歳以上有料、3歳以下のお子様は保
護者の膝上鑑賞無料
★7月4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）
◇第21回武田の里音楽祭 合唱出演者募集!!
 東京エレクトロン韮崎文化ホールお
よび市教育委員会では、12月13日
（日）
に 第21回 武 田 の 里 音 楽 祭 を 開 催 し ま
す。オーケストラをバックにオリジナ
ルメドレーを混声合唱で歌います。初
めての方も大歓迎です。奮ってご参加
ください。
 練習は別表の日程で会場はニコリ3F
多目的ホールです。

自己搬入の日

拠点

第４土曜日

6日、13日、20日、27日、 6月27日
（土）
13時～ 16時
9時〜11時
●市役所裏駐車場
●エコパークたつおか
●龍岡公民館グラウンド （☎22-3437）
へ直接搬入。
運転免許証により、韮崎市民
※荒 天時は中止となりま であることを確認します。
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。

TOKYO ELECTRON
NIRASAKI ARTS HALL
 参加ご希望の方は申込書があります
ので、当ホールまでご連絡ください。
※練習時の受付も可能です。

6月20日（土）15：30～

9月19日（土）19：00～

6月27日（土）19：00～

9月26日（土）19：00～

7月 4日（土）19：00～ 10月 3日（土）19：00～
7月11日（土）19：00～ 10月10日（土）19：00～
7月18日（土）19：00～ 10月24日（土）15：30～
7月25日（土）19：00～ 10月31日（土）15：30～
8月 1日（土）19：00～ 11月14日（土）15：30～
8月 8日（土）19：00～ 11月21日（土）15：30～
8月22日（土）19：00～ 12月 5日（土）15：30～
8月29日（土）19：00～ 12月12日（土）15：00～
9月12日（土）19：00～

●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。

こぶし号 老人福祉センターバス（6月巡回日程）
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


1日(月)・15日(月)・30日(火)
2日(火)・16日(火)

富士見、岩下、上の山

練習日程表
（予定）

9月 5日（土）19：00～

●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

12月13日（日）

本番

※12月12日
（土）の前日練習は文化ホー
ル・大ホールで行います。
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 FAX 22-1919

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保


3日(水)・18日(木)

宮久保、鳥の小池

4日(木)・22日(月)
5日(金)・23日(火)
8日(月)・24日(水)

穂坂町、日の城、三之蔵、三ツ沢上下、飯米場、柳平、
藤井町全区
中田町全区・穴山町全区

円野町全区・清哲町全区・神山町全区


旭町全区
大草町全区・竜岡町全区
●老壮大学
●静心寮
●富士見町老人クラブ

9日(火)・25日(木)
11日(木)・26日(金)
12日(金)・29日(月)
19日(金)
17日(水)
10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／ FAX 22－6980）

