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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～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：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）

保パパ・ママ学級
　Dコース1回目
　【予約制】
　受付：13時15分～
　13時30分
支あんこ同好会
　13時～14時30分
　 参加費300円または好き

などら焼き1個+150円
　定員10組　【要予約】

●消費生活
　出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　穂坂公民館
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「こころ
　・からだ・おもちゃカフェ」
　【予約不要】

●文化の日 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】
　にら★ちび(2階)

保パパ・ママ学級
　Cコースの3回目
　【予約制】
　受付：8時45分～9時
●生涯学習フェスタ’16
　9時～17時20分
　 東京エレクトロン韮崎文

化ホール
　 文化祭（文化協会・園児・

小中高校生の発表・展示）
【入場無料】

●生涯学習フェスタ’16
　9時～15時25分
　 東京エレクトロン韮崎文

化ホール
　公民館活動・
　 記念公演「ブルー・アイラ

ンド氏のみんなで楽しむ
歌とピアノの音楽会」

　マルチアーティスト
　青島広志
　【入場無料】

●体育の日 支にらちび合唱部
　11時～11時15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10月生
　受付：13時～13時15分
支 ちびっこぷれすべいびー
くらぶ

　10時～12時
　にら★ちび(2階)
　【要予約】参加費100円

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
　「体位測定」　【予約不要】
保3歳児健診
　対象児：平成25年10月生
　受付：13時～13時15分

支U-3親子サッカー
　フェスティバル
　10時～11時30分
　（雨天時・ウッドジム）
　グリーンフィールド穂坂
　定員100組【要予約】
　 持ち物：帽子・動きやすい

服装
図えいごdeおはなし
　10時30分～11時
　対象：幼児～小学校低学年
　【申込不要】

保にこにこ子育て相談室
　9時30分～16時
　【予約制】
支韮高へ行こう
　定員20組【要予約】（P17参照）
保薬剤師さんとおしゃべり
　13時30分～14時30分
　にら★ちび(2階)
　薬の飲ませ方や副作用など
　 講師：羽田剛薬剤師(イリス

薬局)　定員15組【要予約】
保育児学級
　13時30分～14時30分
　【要予約】

図おはなし会
　14時～14時30分
　 おはなし終了後、皆で折

り紙作り
　対象：幼児～小学校低学年
　【申込不要】
穂「こんにゃく作り体験教室」
　10時～12時
●第4回NIRAマルシェ
　16時～20時
　ニコリオープンスペース

図英字新聞de
　エコバック
　13時30分～15時
　 ニコリ2階会議室
　（P17参照）

●消費生活
　出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　竜岡公民館
保1歳6か月児健診
　保健福祉センター
　対象：平成27年4月生
　受付：13時～13時15分
支共育ち手帳を作ろう
　10時～12時
　にら★ちび(2階)
　定員10組【要予約】

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」　【予約不要】
保すくすく教室
　対象児：平成28年4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
　 「花から始まるライフスタイ

ル」～花は心のビタミンです～
　講師：華道家　假屋崎省吾氏
支アラフォーママの会
　10時30分～11時30分
　にら★ちび(2階)
　定員10組【要予約】

●老壮大学
　13時～15時
　ニコリ3階多目的ホール
　 ひとり舞台「かたり」の世界
　講師：タレント 山田雅人
支ママのためのクッキング教室
　定員10名【託児付・要予約】
　（P17参照）
支 誕生会（11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】

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
　【予約不要】　数に限りあり
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）

支ファミサポ説明会
　10時30分～
　11時30分
　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】

支森de子育て
　10時～12時
　にら★ちび（2階）
　語り手：宇田川みえ氏
　定員10組【要予約】
保よちよち教室
　対象児：平成27年12月生
　受付：13時～13時15分
支まあるいカフェ
　13時～14時30分
　にら★ちび(2階)
　「子どもの習い事」
　定員10組【要予約】

●勤労感謝の日
支よりみちアート
　だれのおかおかな？
　13時～15時
　にら★ちび(3階)
　 立体の木のプレートにお

絵かき
　講師：羽中田桂子氏
　参加費300円【予約不要】
　※数に限りあり

支おたまじゃくしフリーマーケット
　10時～12時
　ニコリ3階多目的ホール
　持ち物：エコバッグ
　【予約不要】

支骨盤ケア教室
　13時～14時
　にら★ちび(2階)
　講師：山本由紀助産師
　託児料500円(2人目300円)
　定員10名【要予約】

●にらさきいきいき
　ウォーキング
　県立北病院東側体育館
　5.0km程度
　 持ち物：水分補給できる

飲み物、汗拭きタオル
　 ＊歩きやすい靴、運動で

きる服装
　受付：9時～
　（P11参照）

●消費生活
　出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　大草公民館
支スクラップブッキングで
　壁掛けを作ろう！
　10時30分～11時30分
　ニコリ1階和室
　参加費1100円
　定員8名【要予約・託児付】
支エンパシーカフェ
　13時～14時30分
　にら★ちび(2階)
　定員10組【要予約】

保4か月児健診
　対象児：
　平成28年7月生
　受付：13時～13時15分

〔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

11月15日
支育休中カフェ
　13時～14時30分
　にら★ちび（2階）
　定員10組【要予約】

11月12日 
●イルミネーションin
　にらさき
　点灯式18時～
　韮崎駅前広場
　（P20参照）

11月19日 
穂 「木の実のリースマス
コット作り教室」

　10時～12時

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

図「アーティストになろう！」
　展示
　～29日（火）（P17参照）

今月の納税

納期限（口座振替日）
11月30日（水）
※国民健康保険税 第5期
※後期高齢者医療保険料
 第5期

収納課
収納担当

（内線163～166）

今月の無料法律相談

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

11月17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】

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

休館：図 

休館：民�（午前） 支

休館：文 美 民 図

休館：児 老 保

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：児 老 保 図休館：図 

休館：図 美 支

休館：美 

休館：美 

休館：保 

休館：保

休館：保

休館：保 休館：児 老 保休館：文 民



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（11月巡回日程）

◇第一回伝統芸能保存・継承事業
　�「宮久保倭文（しずり）神社大和神楽鑑
賞・体験教室」

　11月12日（土）　10時開演
　韮崎市立穂坂小学校
　 　韮崎市内各地域で大切に守り伝えら

れてきた貴重な伝統芸能。今回は穂坂
町の大和神楽を、岩戸物語を題材にご
鑑賞いただきます。

　【全席自由】　入場無料

◇ブリーズステージ
◆ 11月23日（水・祝）・エントランスホール
　13時30分～
　「リコーダーアンサンブルコンサート」
　14時20分～
　「二胡コンサート」
◆ 12月23日（金・祝）・エントランスホール
　13時30分～
　「スチールパンコンサート」
　14時10分～
　「華笛」Ⅱ（音楽と朗読のコラボ）
　 　気軽に芸術文化に触れてみませんか？

エントランスコンサートがバージョン
アップして登場！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」にご期待ください。入場無料で
すのでお気軽にお越しください。

　【全席自由】　入場無料

◇第22回武田の里音楽祭
　『保阪嘉内と心友たち』
　12月11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』、

『オーケストラの演奏の素晴らしさを味
わえる音楽会』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
達の元気でかつ透き通った歌声、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いたします。

　 【全席自由】一般800円・中学生以下無
料（要入場整理券）

　☆ 11月1日（火）午前10時～チケット発
売・入場整理券配布開始！

◇ブリーズ美術展
　「韮崎市文化協会写真部」
　12月14日（水）～17日（土）・
　美術展示室
　 9～17時（ただし初日11時より・最終

日16時迄）　【入場無料】

◇ブリーズキッズ美術展
　「韮崎カトリック白百合幼稚園」
　12月20日（火）～25日（日）時間未定・
　美術展示室　【入場無料】

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。

11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） 7日、10日、

14日、17日、
21日、24日、
28日

2日、16日

ー 30日 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。

第3土曜
19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 9日 ー 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、30日

ー 16日 15日
第4土曜

26日
旭・大草・龍岡 2日 ー 22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 7日（月）・22日（火）
富士見、岩下、上の山 8日（火）・24日（木）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 9日（水）・25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 10日（木）・28日（月）
藤井町全区 11日（金）・30日（水）
中田町全区・穴山町全区 14日（月）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区 15日（火）
旭町全区 1日（金）・17日（木）
大草町全区・龍岡町全区 4日（金）・21日（月）
●老壮大学 18日（金）
●静心寮 16日（水）
●山梨県社会福祉大会 29日（火）
●穂坂町敬老会 12日（土）
●中田町福祉まつり 2日（水）
●鋳物師屋サロン 26日（土）
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
　女性画家の第一人者と呼ばれる三岸節子は、
女流画家協会の発起人の一人です。強烈な色彩
で絵の具を厚く塗った花の作品はよく知られて
いて、「炎の画家」、また「反骨の画家」とも呼ばれ
ています。
　しかし今月号に掲載した作品の仕上がりは軽
く、グレーやピンク等の淡
い色彩でまとめられていま
す。
　戦前の三岸は《室内》とい
うタイトルで作品を多く残
していますが、窓辺に椅子、
花、金魚鉢、絨毯などを配
した風景は、20世紀の画家
マティスやデュフィが繰り

返し取り上げたもので、三岸が西洋の絵画を研
究し、自らの芸術を築こうと制作していたこと
が伺えます。
本展は、発起人11人の内7人の作家の作品と、
現在、在籍している作家15人の作品を一堂に展
示しています。展示を通して、70回という展覧
会を重ねてきた協会の軌跡をご覧ください。
■開館時間　17時まで（入館は16時半まで）
■�休館日　水曜日、23日（水・祝）は開館し、
　　　　　翌24日を休館します。
■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～17時）
　韮崎大村美術館
　☎・ FAX　23-7775

プリペイドカードに気を付けて!
（不審な請求　―プリペイドカードの番号は教えないで）
事例1
スマートフォンを操作していたら誤って広告をク
リックしてしまい、画面に「登録」と表示された。
不安になり、業者に電話すると「20万円払わなけれ
ば、学校に連絡する」と脅された。お金がないことを伝えたところ、
5万円に減額されたので、指示通りにコンビニエンスストアでサー
バ型のプリペイドカードを購入し、そのカード番号と学生証の写
真を撮ってメールで送ってしまった。

事例2
有料サイトの料金を支払うためプリペイドカードの写真を撮って
メールで送った
事例3　アダルトサイトの料金を支払うためプリペイドカードの
番号を電話で伝えた

アドバイス
架空請求やワンクリック請求でサーバ型のプリペイドカードによ
る支払いを要求されたという相談が寄せられています。
●業者に連絡することで個人情報が知られ、さらに請求を受ける
可能性もあります。連絡しないようにしましょう。
●プリペイドカードの番号を教えることは、プリペイドカード自
体を譲ったことになります。プリペイドカードは匿名性が高いた
め、支払った金額を取り戻すことは難しくなります。プリペイド
カードの番号は他人に決して教えないようにしましょう。
●心配なときは、韮崎市消費生活相談窓口に相談しましょう。

★今月の消費生活出張相談窓口★
11月 2日（水）　穂坂公民館　13：30～15：30
11月15日（火）　竜岡公民館　13：30～15：30
11月29日（火）　大草公民館　13：30～15：30

三岸節子《室内》

0　100　200　300　400　

除菌をお勧めします。
　 ピロリ菌は幼い頃に胃粘膜に感染し、除菌しなければ一生住み続けます。その感染に
より、胃粘膜の慢性炎症を背景として萎縮性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃癌などの様々な病気
を引き起こします。国内での感染者は人口の50%、上下水道の完備がされて
いなかった時代に育った団塊の世代の方々は80%とも言われています。ピ
ロリ菌を除菌すれば胃・十二指腸潰瘍、胃癌の発症のリスクを抑えることが
できます。ピロリ菌がいるかを調べるには胃カメラでの組織検査、採血、尿
素呼気試験などがあります。除菌は2剤の抗生剤と1剤の酸分泌抑制剤を1週
間飲むことで行います。除菌の副作用には下痢や味覚異常などがあります。
除菌後も全く感染していない人に比べると胃癌の発症リスクは高いとされ、
0~2%に再感染の報告もあるため、定期的な胃カメラ検査が望まれます。

検診の胃カメラでピロリ菌に感染していると言われ
ました。どうしたらよいですか？

Dr.
おしえて
ドクター

韮崎市立病院
外科　医師
望月　理玄


