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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～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

ミ：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）
　　☎45-9919
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
　　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
　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）

凡
　
　
例

支妊婦さん＆0歳児ひろば
　10時～14時
　にら★ちび（2階）
　 日替わりカフェは「体位測定・

メルマガ」妊婦さんもどうぞ
【予約不要】

●武田の里
　ライフカレッジ
　13時10分～15時15分
　 東京エレクトロン韮崎文化

ホール　閉講式・学園祭
支就労・育休ママの会
　10時30分～11時30分
　にら★ちび（2階）定員10組
　参加費：100円【要予約】
支防災シアター
　11時～11時30分
　にら★ちび（3階）【予約不要】

●老壮大学
　10時30分～14時
　ニコリ3階多目的ホール
　終了式・大学祭・文化祭
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・妊婦さん
　13時～14時
　参加費200円
　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
　Eコースの3回目
　【予約制】
　受付：8時45分～
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】

支防災ピクニック
　10時30分～13時30分
　韮崎中央公園近くの畑
　 野外で防災力アップ！ビ

ニール袋を使って、たき火
でご飯を炊きます。

　参加費：300円
　定員10組【要予約】

支にら★ちび合唱部
　11時～11時30分
　にら★ちび（3階）
　【予約不要】
保のびのび教室
　対象児：平成27年2月生
　受付：13時～13時15分
支�ハッピーハーフバースデー
　13時～14時30分
　にら★ちび（2階）
　対象：6～8ヵ月親子
　参加費：無料【要予約】

支妊婦さん＆
　0歳児ひろば
　10時～14時
　にら★ちび（2階）
　 日替わりカフェは「にら☆

ちび3階へ行こう」
　 0才児ひろば卒業後の楽し

み方をご案内
　【予約不要】
保3歳児健診
　対象児：平成26年2月生
　受付：13時～13時15分

図えいごdeおはなし会
　11時～
　12時30分～
　にらぐるみんの中で行います。
　対象：乳幼児
　【申込不要】
支にらぐるみんまつり
　10時～13時
　にら★ちび（3階）
　【予約不要】（P17参照）

保にこにこ子育て
　相談室
　9時30分～16時
　【予約制】

●にらさきいきいき
　ウォーキング
　（5.0km程度）
　（P9参照）
支木のおじさん
　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

●第1回韮崎市
　結婚・子育て応援
　フォーラム
　13時30分～16時
　ニコリ3F多目的ホール
　定員200人　入場無料

支ぷれすべいびー
　くらぶ
　10時～11時30分
　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】
保1歳6か月児健診
　対象：平成27年8月生
　受付：13時～13時15分

支妊婦さん＆
　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】
支にら★ちび合唱部
　11時～11時30分
　にら★ちび（3階）【予約不要】
保すくすく教室
　対象児：平成28年8月生
　受付：13時～13時15分

支ふたごママの会
　10時30分～11時30分
　にら★ちび（2階）
　定員5組【要予約】
保よちよち教室
　対象児：平成28年4月生
　受付：13時～13時15分
支アラフォーママの会
　13時～14時 にら★ちび（2階）
　 この世代ならではの良さを見

つけて、子育てを楽しもう。
　参加費：100円
　定員10組【要予約】

支おやさい
　フェスティバル
　10時30分～11時30分
　にら★ちび（3階）
　 おやさいシアター、重さ当

てクイズ、あそびのコー
ナー、販売など盛りだく
さん♪【予約不要】（P17参
照）

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「からだ

こころ」妊婦さんもどうぞ
【予約不要】
保4か月児健診
　対象児：平成28年11月生
　受付：13時～13時15分

支誕生会（1歳児）
　10時30分～
　11時30分
　にら★ちび（2階）
　参加費：100円
　定員10組【要予約】
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】
支にら★ちび合唱部
　11時～11時30分
　にら★ちび（3階）
　 歌の好きな方、大募集！
　【予約不要】

図バリアフリー
　映画上映会
　13時～15時30分
　【申込不要】（P17参照）

支よりみちアート
　13時～15時
　にら★ちび（3階）
　 「画家さん気分でイーゼル

に描こう」
　講師：羽中田桂子氏
　参加費：300円【予約不要】
　※数に限りあり

支エンパシーカフェ
　10時～11時30分
　にら★ちび（2階）
　 自分の声を聴き、自分とつ

ながるワークショップ
　参加無料【要予約】
支親子deアナログゲーム
　13時～14時30分
　にら★ちび（2階）
　みんなでわいわい楽しもう
　対象：年中～小学生の親子
　参加無料【要予約】

支妊婦さん＆
　0歳児ひろば
　10時～14時
　にら★ちび（2階）
　 日替わりカフェは「体位測

定」妊婦さんもどうぞ
　【予約不要】

〔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
※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

3月11日
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】

3月14日
支よろこびおいわい会
　13時～14時30分
　にら★ちび（2階）
　 我が子の入園、転勤で引っ

越しなど「巣立ち」がテーマ
　託児料：子ども1人につき　
　500円
　定員8名【要予約】

今月の無料法律相談

3月23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
3月10日（金）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

3月2日
支県外出身ママの会
　13時～14時
　にら★ちび（2階）
　参加費：100円
　定員10組【要予約】

美�企画展「小杉小二郎ーあそびの世界」
　～3月5日（日）まで
美�企画展「季節の彩り・花展」
　3月11日（土）～5月28日（日）まで
図�「知ろう！考えよう！みんなのバリ
アフリー」展示

　～30日（木）（P17参照）

平成29年度　武田の里ライフカレッジ受講生募集中！
3月2日は無料開放日です。この機会にのぞいてみましょう。

青少年育成プラザ「ミアキス」臨時休館のお知らせ
4月1日（土）～4月3日（月）まで
新年度準備作業により臨時休館いたします

休館：美図支文ゆ民体穂

休館：児 老 保

休館：図支文ゆ民体穂

休館：ミ 美

休館：ミ 

休館：美休館：民�（午前） 美

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 

休館：美 民 休館：交図支文民体穂ミ

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：図支文ゆ民体穂 休館：民�（午前） 休館：図 支 休館：美 休館：ミ 



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（3月巡回日程）

◇小遊三・昇太・柳橋三人会
　2017年3月4日（土）18時30分開演・大ホール
　 　あの番組の司会者、出演者が韮崎に登場！ 好評に

つき本公演のチケットはすべて完売しました。
　　【全席指定】一般3,500円　≪完売御礼≫
　※未就学児入場不可
◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　落語ワークショップ発表会
　3月12日（日）14時開演・小ホール
　 　5月から1年間、春風亭柳之助師匠（真打）から落語

を学んできたワークショップ受講生による発表会を
行います。プロ顔負けの迷演!?にご期待ください！ 
師匠による渾身の一席もどうぞお楽しみください。

　 （予定演目）
　小言念仏、時うどん、粗忽の釘、真田小僧 ほか
　【全席自由】500円

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 13日（月）・28日（火）
富士見、岩下、上の山 14日（火）・29日（水）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 16日（木）・30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 1日（水）・17日（金）・31日（金）
藤井町全区 2日（木）・21日（火）
中田町全区・穴山町全区 6日（月）・22日（水）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 8日（水）・23日（木）
旭町全区 9日（木）・24日（金）
大草町全区・龍岡町全区 10日（金）・27日（月）
●老壮大学 3日（金）
●静心寮 15日（水）
●やまなし福祉救援活動フォーラム 7日（火）
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。

3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）

2日、 6日、
9日、13日、

16日、20日、
23日、27日、
30日

1日、15日

ー 22日 7日
4日、11日、18日、
25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
18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 8日 ー 14日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

3日、 7日、
10日、14日、
17日、21日、
24日、28日、
31日

8日、22日

ー 15日 21日
第4土曜

25日
旭・大草・龍岡 1日 ー 28日

家電リサイクル
11日 9時～11時30分
●市役所裏駐車場

「季節の彩り・花展」
■開催期間　3月11日（土）～5月28日（日）まで
　当館では、開館以来、わに塚の桜の時期に合わ
せて、花をテーマにした企画展を開催しています。
10回目となる今回は、花の作品を通して四季の
移ろいを感じてもらうことをテーマに作品をご
紹介します。
　春になるといろいろな花が咲きそろい、私たち
の五感を楽しませてくれます。今月号でご紹介
する一点、菊池治子《いちご》は、淡い色彩で白色
の小さないちごの花が描かれた作品です。花と
一緒にいちごの実も描か
れていて、一目で春の香り
を届けてくれるとても可
愛らしい作品です。
　3月はまだ冷え込む日も
少なくありませんが、描か

れた花を通して、春の訪れを味わってみてはいか
がでしょうか。
■開館時間
3月まで　10時～17時（入館は16時半まで）
4月から　10時～18時（入館は17時半まで）
■休 館 日　 水曜日。3月6日（月）～10日（金）ま

で展示替えのため休館します。
■入 館 料

【3月31日まで】大人 510円   小・中・高生 210円
市内在住・在学の小・中学生は無料

【4月 1 日より】大人 500円   小・中・高生 200円
市内在住・在学の小中高生は無料
＊ 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）
　韮崎大村美術館　☎・ FAX　23-7775

消費者問題に関する2016年の10大項目
　2016年12月25日、国民生活センターから「消費者問題に関す
る2016年の10大項目」が発表されました。以下のとおりです。
◆情報通信関連の相談が多数�高齢者からの相談内容にも変化が
　 通信端末やインターネットを使い、積極的に消費活動を行って

いる60歳以上の消費者である「アクティブシニア」が増加して
いるためだとも考えられます。
◆大規模な自然災害が多発�給湯器の貯湯タンクが転倒する事故も
◆電力小売の全面自由化がスタート�便乗商法の相談が寄せられる
◆インターネットを利用した詐欺的商法�怪しい投資話も後を絶たず
◆消費生活に関わる重要な法律が次々と改正
　 改正消費者安全法・改正消費者契約法・改正特定商取引法・改

正電気通信事業法・改正保険業法の施行と交付。衣類等の繊維
製品の洗濯表示の変更
◆�消費者裁判手続特例法がスタート�消費者の新たな被害救済制
度として期待
◆�成年年齢引き下げに関する議論が加速18歳～19歳の消費者を
どう守るか
◆�自動車メーカーの燃費データ不正発覚など�消費者の不信感が
強まる
◆食品の表示制度について議論が始まる
　 食品表示基準の改正の検討、「機能性表示食品の届出等に関する

ガイドライン」の改正
◆�絶えず起こる子どもの事故�事故防止に向けてさらなる取り組
みの動き

　 窒息、溺水、転倒・転落など、子どもの事故が多発しています。
「子供の事故防止に関する関係省庁連絡会議」が設置されまし
た。関係省庁との情報交換を通じて、効果的な啓発活動の実施、
関係者の取り組み推進のための方策等を検討しています。

菊池治子《いちご》

次亜塩素酸ナトリウムによる消毒が有効です。次亜塩素酸ナトリウムを含む塩素系漂白剤（ハイターや
ブリーチ：濃度約5％）を250倍に薄めて消毒液を作ります。まず、500mlの空のペットボトルとキャッ

プ（ふた）を用意します。キャップ半分弱（約2ml）の漂白剤原液を、ペットボトル１本（500ml）の水に加えれば、
250倍希釈となり、0.02％の消毒液ができます。この消毒液に30分～60分漬け置きすれば
良いでしょう。トイレの便座やドアのノブ、床等の消毒にも利用できますが、金属はサビた
り変色したりするので使用後に水拭きして下さい。また、手指・皮膚の消毒には使用しない
でください。
　ちなみに、便や吐物が付着した所を消毒する場合には、より高濃度の消毒液（0.1％）を使
用することがあります。キャップ２杯（10ml）の漂白剤原液を、ペットボトル１本（500ml）
の水に加えて作ることができます。
　ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎は手指や食品などを介して、経口で感染します。ト
イレの後、調理をする際、食事の前には石鹸と流水でよく手洗いすることを心がけましょう。

息子が感染性胃腸炎にかかり頻回に嘔吐していま
す。汚れた服やシーツをどのように処理したらいい
でしょうか。

Dr.
おしえて
ドクター

韮崎市立病院
小児科　医長
中村　誠


