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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（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）

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】

民〜韮崎市共催〜
　�御勒使川ぶら〜り
　史跡さんぽ
　9時30分集合・15時解散
　 【申込先】南アルプス市ふ

るさと文化伝承館
　☎055-282-7408

●消費生活出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　円野公民館
●特設人権相談
　10時～15時【予約不要】
　ニコリ1階会議室①
保のびのび教室
　対象児：平成26年9月生
　受付：13時～13時15分

支歯科衛生士さんと
　おしゃべり
　10時30分～11時30分
　にら★ちび(2階)
　持ち物：歯ブラシ
　定員20組【要予約】
保1歳6か月児健診
　対象：平成27年3月生
　受付：13時～13時15分
支入園あれこれおしゃべり会
　13時～14時　定員15組
　にら★ちび(2階)

支お月見を楽しむ会
　10時30分～11時30分
　【要予約】（P15参照）

保にこにこ子育て相談室
　9時30分～16時
　【予約制】
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15組【要予約】

図おはなし会
　14時～14時30分
　 おはなし終了後、折り紙

作り
　対象：幼児～小学校低学年
　【申込不要】

●市制施行62周年
　記念式典
　（P19参照）
●武田の里フェスタ・韮崎
　（P10参照）

●体育の日 支にら★ちび0歳児
　ひろば
　10時～14時
　にら★ちび(2階)
　【予約不要】
　 日替わりカフェは からだ・

こころ・おもちゃカフェ

支にらぐるみんまつり
　10時～13時
　にら★ちび(3階)
　 韮崎市の子育て応援団が

大集合！子育てにやさし
い 商 品 の 販 売・ ワ ー ク
ショップ・セラピーがワ
ンコインで楽しめます

　持ち物：エコバッグ
　【予約不要】

支川辺先生の子育て
　ワンポイント
　アドバイス
　10時30分～11時30分
　にら★ちび(2階)
　 認定カウンセラー川辺修

作先生を囲んで子育て座
談会

　定員20組【要予約】

穂朗読と語り部の
　鑑賞会
　10時～12時
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】（P15参照）

支ファミサポ説明会
　 10時30分～
　11時30分
　にら★ちび3階
　【要申込】

●消費生活
　出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　旭公民館
支背守りを縫う
　13時～14時30分
　にら★ちび(2階)
　 定員10組【要予約】
保3歳児健診
　対象児：平成25年9月生
　受付：13時～13時15分

保すくすく教室
　対象児：
　平成28年3月生
　受付：13時～13時15分
保パパ・ママ教室
　13時30分～15時30分
　Cコース2回目【要予約】
　受付時間：13時15分～

支親子で楽しもう！
　リズム体操
　10時30分～11時30分
　ニコリ3階多目的ホール
　 赤ちゃんを抱っこしなが

らでも楽しめます
　講師：斎藤晴美氏
　定員25組【要予約】
　 持ち物：運動が出来る室

内履き、水分

図図書館祭り
　9時～16時
　（P15参照）

支木のおじさん
　かんたん木工作
　13時～15時
　にら★ちび(3階)
　重ねるボックス500円など
　講師：三井茂氏
　※数に限りあり【予約不要】
民にらみんで秋まつり
　10時～15時
　 昔なつかしい遊びを楽し

んでみませんか？
　※雨天中止

支ネームキーホルダー
　を作ろう
　10時30分～11時30分
　ニコリ1階和室
　 革に刻印をしてオリジナ

ルのキーホルダー作り
　参加費1000円
　定員8名【要予約】託児付
保4か月児健診
　対象児：平成28年6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

談とメルマガキャンペーン
【予約不要】
保よちよち教室
　対象児：平成27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
　【要申込】

支韮高へ行こう
　9：30集合
　ニコリ1階
　定員20組【要予約】
　（P15参照）
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】

●老壮大学
　13時～15時
　 輝く自分の想いを伝える

ために
　講師：ITCトレーナー
　山口久美子氏

穂秋の自然体験
　プログラム
　10時～12時
●甘利山クリーン大作戦
　受付：8時～

支よりみちアート
　木の車でフォト
　スタンドを作ろう
　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
穂マウンテンバイク試乗会
　9時～15時

 

〔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

10月4日
支珈琲同好会
　13時～14時30分
　にら★ちび（2階）
　 持ち物：ある方はコー

ヒーを入れるグッズ
　定員10組【要予約】

10月25日
支Happy�Halloween
　13時～14時30分
　にら★ちび(2階)
　講師：向山めぐみ氏
　定員10組【要予約】

10月18日
支共育ち手帳を作ろう
　10時～12時
　にら★ちび(2階)
　 今回のテーマは「自分の

ことを大切にする②」
　定員10組【要予約】

10月27日 
支誕生会(10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】

10月21日 
支 乳幼児をもつママのた
めの防災講座

　13時30分～14時30分
　にら★ちび(2階)
　講師：軽部妙子氏
　定員10組【要予約】
　（P15参照）

10月19日 
支にら★ちび0歳児ひろば
　10時～14時
　にら★ちび(2階)
　【予約不要】
　 日替わりカフェは看護士

の健康相談と体位測定

今月の納税

納期限（口座振替日）
10月31日（月）
※市県民税 第3期
※国民健康保険税 第4期
※介護保険料 第4期
※後期高齢者医療保険料
 第4期

収納課　収納担当
（内線163～166）

ゆ〜ぷるにらさき
臨時休業について
施設・設備等修繕のた
め、10月17日（月）～18
日（火）の間臨時休業いた
します。
ご迷惑をおかけいたしま
すが、ご理解とご協力を
お願いいたします。

今月の無料法律相談

10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
10月11日（火）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

図�「仏旅。〜おでかけぶ
つぞうのたび〜」展示

　 ～27日（木）（P15参照）

美�企画展
　�「女流画家協会�70回記
念収蔵品展」

　～平成29年1月9日まで

中央公園ミニSL運行日
10/2、9、10、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：児 老 保

休館：図支文ゆ民体穂

休館：図支文ゆ民体穂

休館：図支文ゆ民体穂

休館：交図支文ゆ民体穂

休館：図支文ゆ民体穂

●ゆ〜ぷるにらさき�臨時休館

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：美 民 

休館：美 

休館：美 

休館：美 

休館：保 

休館：保

休館：保

休館：保 

休館：保 

休館：児 老 保

休館：児 老 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（10月巡回日程）

◇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
　 　当ホールでは、今年も『文化ホールまつ

り』を開催します！気軽に芸術文化に触
れられる機会です。今年も様々なイベン
トを開催しますので、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、デッカチャン、
　　　　　キャベツ確認中

　★わくわくワンダーランド（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～
　★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。
◇本日は主役！縁の下の力持ちテューバ！
　10月15日（土）14時30分開演・小ホール
　 　三世代で楽しめるテューバとピアノの

クラシックコンサート♪
　 【全席指定】一般500円／小学生以下無料

(要入場整理券)
　※ 4歳未満のお子様のご入場はご遠慮く

ださい。
◇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
　 　心に響く温もりの声と安

定した歌唱力を持つ三山ひ
ろし。嬉しい昼夜2回公演
です。

　 【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。
◇にらさき�Jazz�Live
　10月29日(土)13時30分開演・小ホール
　 　慶應義塾大学のビッグバンドサーク

ル、K.M.P New Sound Orchestraによ
る明快なジャズサウンドをお楽しみくだ
さい！

　【全席自由】1,000円
◇�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。

10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 月1回

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。

第3土曜
15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 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
第4土曜

22日
旭・大草・龍岡 ー 19日 25日

家電リサイクル
8日 9時～11時30分
●市役所裏駐車場

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 4日（火）・18日（火）
富士見、岩下、上の山 5日（水）・20日（木）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 6日（木）・24日（月）
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（金）・25日（火）
藤井町全区 11日（火）・26日（水）
中田町全区・穴山町全区 12日（水）・27日（木）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 13日（木）・31日（月）
旭町全区 14日（金）
大草町全区・龍岡町全区 3日（月）・17日（月）
●老壮大学 28日（金）
●静心寮 19日（水）
●ひとり暮らし老人ふれあい交流交歓会 21日（金）
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）

「女流画家協会70回記念収蔵品展」
■開催期間　平成29年1月9日（月）まで
　戦後まもない昭和22年、11名の女流美術
家が発起人となり、女流画家協会は発足しま
した。現在は、一般搬入点数1,000点を超え
る美術団体へと成長し、会派を超えて多くの
女性作家が活躍しています。当館館長の大村
智氏は、長年に渡り同協
会を支え、当館には協会
で活躍された作家の作
品が多く所蔵されてい
ます。今年は、同協会
の展覧会が70回目を迎
える節目の年に当たる
ことから、これを記念し
て、所蔵品の中から協会

に在籍した作家の作品を展示し、その歴史を
紹介します。

■開館時間　10月まで：10時～18時
　（入館は17時半まで）
　 11月～3月は、17時までの開館となりま

す（入館は16時半まで）。
■�休館日　水曜日
■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～17時）
　韮崎大村美術館
　電話・ファックス　23-7775

スポーク外傷にご注意！
スポーク外傷とは、聞きなれない言葉で
すが、多くは子供の足が自転車の車輪に
巻き込まれて起こるけがのことです。ス
ポーク外傷の事例が過去5年間で国民生
活センター調べで全国的に172件発生し
ており、そのうち90件以上が通院が必要
でした。また、けがをした子供の年齢は、6歳以下が半数以
上を占めています。

幼児席を使わないことが大きな原因ですが、使っていても足
をぶらぶらしたりして、適正な使い方をしていないと、巻き
込まれる可能性が高いことが報告されています。

けがをした部位は、足首から先、特に左側が多い傾向がみら
れました。一般的な自転車では右側にチェーンを覆うカバー
があることから、左側よりも巻き込まれにくいと考えられま
す。

完治する期間は、6割以上が1週間を要し、中にはアキレス
腱を切ったりすると、1年以上かかる場合もあるようです。

スポーク：車輪の中心部(ハブ)から車輪の枠(リム)に放射状
に延びている針金状の部品

★今月の消費生活出張相談窓口★
10月 4日　円野公民館　13：30〜15：30
10月18日　旭公民館　　13：30〜15：30

入江一子《洗濯（韓国）》

答えはNOです。食事から摂取するカルシウムはもちろん必要ですが、歳を取るとカル
シウムを摂っても、それを骨に変える機能が衰えていきます。特に女性は閉経後から骨

量減少が著しく、70歳代では2人に1人が、80歳代では3人に2人が骨粗鬆症
であると言われています。また、糖尿病や高血圧、肺疾患や腎臓病などの病
気があると骨粗鬆症になりやすいと言われています。一度骨折を起こすと寝
たきりになってしまう場合もあるので、骨折を起こす前に病院で適切な治療
を始めることがとても重要です。
　当院では、今まで手関節の骨密度しか測定できませんでしたが、今秋から
股関節や腰椎の精密な骨密度も測定できるようになったので、今まで骨密度
を調べたことのない方は、この機会に骨密度を調べてみてはいかかでしょう
か。

牛乳やヨーグルトなどの乳製品をしっかりとってい
れば、骨粗鬆症にはならないですか？Dr.

おしえて
ドクター

韮崎市立病院
整形外科　医師
佐藤　弘直


