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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）
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振替休日 ●平成29年
　韮崎市成人式
　13時30分～16時
　 東京エレクトロン韮崎文化

ホール
　式典・企画イベント

成人の日 美臨時休館のお知らせ
　1月10日（火）～
　18日（水）
保よちよち教室
　対象児：
　平成28年2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「体位測

定・メルマガキャンペーン」
【予約不要】
保3歳児健診
　対象児：
　平成25年12月生
　受付：13時～13時15分

支にら★歩歩くらぶ
　若宮八幡宮初詣
　10時30分～11時30分
　 地域の氏神様に新年のご

挨拶（P17参照）
　定員20組【要予約】
保パパ・ママ学級
　Eコース1回目
　【要予約】
　受付：13時15分～

保にこにこ子育て
　相談室
　9時30分～16時【要予約】
支ママのためのクッキング講座
　10時～11時30分
　ニコリ1階調理室
　 「ほうとう」を麺から作ります
　参加費300円
　託児付 定員10人【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】

保パパ・ママ学級
　Dコースの3回目【要予約】
　受付：8時45分～

●ネーミングライツ
　記念公演整理券
　配布開始
　 夢とロマンのミュージカ

ルアドベンチャー「シンド
バッドの大冒険」

　9時～（P19参照）

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】
保のびのび教室
　対象児：平成26年12月生
　受付：13時～13時15分
●消費生活出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　中田公民館

支にら★ちび
　0歳児ひろば
　10時～14時
　にら★ちび（2階）
保すくすく教室
　対象児：平成28年6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
　「頭をよくする脳医学！」
　 講師：医学博士・心療内科医
　吉田たかよし氏
支韮高生とおしゃべり①
　にら★ちび（3階）
　（P17参照）

●老壮大学
　13時～15時
　 ニコリ3階多目的ホール
　 新春初笑い！～江戸下町

に学ぶ生活の知恵～
　 講師：落語家
　　　　三遊亭多歌介
支韮高生とおしゃべり②
　にら★ちび（3階）
　（P17参照）

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
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1年の計をたてよう
　10時～12時
　にら★ちび（2階）
　 みんなで今年一年のイメー

ジを膨らまそう
　 持ち物：読まなくなった雑

誌
　参加無料【要予約】
保1歳6か月児健診
　対象：平成27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「からだ

こころカフェ」
　【予約不要】
保4か月児健診
　対象児：平成28年9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
　にら★ちび（3階）【要申込】
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】
支アラフォーママの会
　13時～14時
　定員10組【要予約】

支よりみちアート
　13時～15時
　にら★ちび（3階）
　 今年は酉年…だから「ロボ

こっこ」かわいいストラッ
プを作ります

　講師：羽中田桂子氏
　 参加費300円【予約不要】
　※数に限りあり

●消費生活
　出張相談窓口
　13時30分～15時30分
　清哲公民館

〔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

1月17日
支チクチクサークル
　13時～14時30分
　にら★ちび（2階）
　 「背守りを縫う」の会が

サークルになりました
　参加無料【要予約】

1月24日
支乾物ライフ
　13時～14時30分
　にら★ちび（2階）
　 乾物について知りたい

人、好きな人の情報収集
を行います。

　参加費100円【要予約】
　 持ち物：お家にある乾物

1月19日
支誕生会（1歳児）
　 13時～14時 にら★ちび
（2階）定員10組【要予約】

1月26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】

1月14日
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】

1月12日
支育休・就労ママの会
　13時～14時
　にら★ちび2階
　【要予約】参加費100円
　定員10組

今月の納税
納期限（口座振替日）
1月31日（火）
※市県民税 第4期
※国民健康保険税 第7期
※後期高齢者医療保険料
 第7期
収納課
収納担当

（内線163～166）

今月の無料法律相談

1月26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
1月10日（火）8時30分～
企画財政課
企画推進担当
内線（355～357）

美�企画展「女流画家協会�70回記念収蔵品展」
　～1月9日（月・祝）まで
美�企画展「小杉小二郎ーあそびの世界」
　1月19日（木）～3月5日（日）
図�「小林一三を知ろう！」展示
　～29日（日）（P17参照）

1月20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10組【要予約】
　にら★ちび(2階)

1月13日
支防災シアター
　11時～11時30分
　にら★ちび（3階）
　 にら★ちびの危機管理

についてお伝えします
支骨盤ケア教室
　13時～14時
　にら★ちび（2階）
　講師：山本由紀氏
　託児料300円
　定員10人【要予約】

眼科常勤医師の退職に伴う診療
体制について（お知らせ）
※ 眼科常勤医師が3月をもって

退職することとなりました。
市民の皆さまに引き続き良質
な医療を提供できるよう努力
しておりますが、4月以降の
診療体制については、改めて
広報3月号でお知らせいたし
ます。皆さまの御理解と御協
力をお願いいたします。
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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（1月巡回日程）

◇ブリーズステージ
　◆1月9日（月・祝）・エントランスホール
　　 13時30分～
　　「韮崎高校吹奏楽部アンサンブル」
　　 14時20分～
　　「韮崎高校吹奏楽部アンサンブル」
　◆1月15日（日）
　　13時30分～「ABO+」
　　14時20分～「韮崎高校筝曲部」
　 　気軽に芸術文化に触れてみませんか？

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

◇海上自衛隊　横須賀音楽隊
　韮崎ふれあいコンサート
 　 　2017年1月29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。

今年は横須賀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）
　※ 整理券はおひとり様4枚まで配布いた

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。

　※ 本公演の整理券配布は12月24日より
開始しているため、既に配布を終了し
ている場合がございます。あらかじ
めご了承ください。

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　ネーミングライツ記念公演
　�夢とロマンのミュージカル・
　アドベンチャー　シンドバットの大冒険
　2月18日（土）14時開演・大ホール
　 　毎年恒例、東京エレクトロン韮崎文化

ホールのネーミングライツ公演。今年
は「シンドバットの大冒険」をお届けし
ます！ぜひご家族でご覧ください！

　【全席自由】入場無料（要整理券）
　※ 韮崎市民および韮崎市に通園・通学・

通勤する方、またはその家族が対象です。
　☆1月15日（日）午前9時～
　　入場整理券配布開始！

◇ブリーズキッズ美術展
　�「山梨英和ダグラスこども園・韮崎愛生
幼稚園」

　 2月15日（水）～19日（日）
　時間未定・美術展示室【入場無料】

◇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）未定　【全席自由】500円
　☆2月上旬よりチケット発売開始

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 12日（木）・26日（木）
富士見、岩下、上の山 13日（金）・30日（月）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 16日（月）・31日（火）
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 17日（火）
藤井町全区 4日（水）・18日（水）
中田町全区・穴山町全区 5日（木）・19日（木）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 6日（金）・23日（月）
旭町全区 10日（火）・24日（火）
大草町全区・龍岡町全区 11日（水）・25日（水）
●老壮大学 20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）

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。

1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） 5日、 9日、

12日、16日、
19日、23日、
26日、30日

18日

ー 25日 10日
7日、14日、21日、
28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
21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 11日 ー 17日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

4日、 6日、
10日、13日、
17日、20日、
24日、27日、
31日

11日、25日 ー 18日 24日
第4土曜

28日
旭・大草・龍岡 25日 11日 ー 31日

「小杉小二郎展―あそび心の世界」
■開催期間 平成29年1月19日（木）～3月5日（日）まで
　洋画家・小杉小二郎の展覧会を開催します。
　小杉小二郎は、昭和19年に東京都滝野川（現在
の北区田端）に生まれました。
　20代の頃、師に随って渡仏。長く日本とフラン
スを行き来しながら活動を続けてきましたが、現
在は日本に拠点を移し、異国情緒あふれるどこか
寂し気でいて、温かみのある油彩画を制作してい
ます。その一方で、新聞の連載小説の挿絵や、フ
リーペーパーの表紙絵の仕事にも取り組み、小さ
な原画サイズの中に童心に
帰るようなあそび心あふれ
る世界を描き出しています。
　本展では、日本経済新聞
に掲載された辻原 登の小
説『発熱』の挿絵原画46点

と、「銀座百点会」が発行するフリーペーパー『銀
座百点』の表紙絵原画57点を一堂に展示し、小杉
の多彩な世界をご紹介します。

小杉小二郎トークショー開催
2月14日（火）午後3時～
参加費：無料（要入館料）、要申込
申込方法：電話かFAXにてお申し込みください。
　　　　　（詳しくは美術館まで）
■開館時間　17時まで（入館は16時半まで）
■休館日　水曜日（展覧会期間中）、1月1日
　 平成29年1月10日（火）～18日（水）まで、資料
撮影及び展示替えのため休館します。ご来館
の際は、ご注意ください。
■入館料　大人　510円　小・中・高生　210円
　　　　　市内小中学生無料
■問い合わせ（休館日除く、10時～17時）
　韮崎大村美術館　☎・ FAX　23-7775

「60歳以上の消費者トラブル110番」実施結果
国民生活センターでは、敬老の日にちなみ、9月15日(木) ～16日(金)
に「60歳以上の消費者トラブル110番」という取組を実施しました。こ
の取組は、関東甲信越ブロックの都道府県・政令市の消費生活セン
ター（全16センター）との共同により実施したものです。
最近の60歳以上の消費者トラブルは、情報通信に関する相談が増加す
るなど、積極的に消費活動をしている「アクティブシニア」の影響と思
われる変化がみられます。アクティブシニアとは、団塊の世代を中心
に、自分なりの価値観を持つ元気な世代で、仕事や趣味に非常に意欲
的で、社会に対してもアクティブに行動するシニアのことをいいます。

集計結果
・相談件数　３日間で95件
・男 女 比　男性71％　女性29％
・世代別比　60歳代40％、70歳代37％、それ以上23％
・ 相談内容　 アダルトサイト、パソコンサポート等の相談、医療サー

ビス、光ファイバー・携帯電話サービス等の相談

このような相談がありました。
【事例１】 無料だと思いアダルトサイト動画を見たら登録になってしま

い、サイトに言われるままに何回も支払った。
　　　　(60歳代、男性)

【事例２】 パソコンの修理を依頼したら不要なスマートフォンの契約を
させられた。解約を申し出ると、高額な違約金を請求された。
(60歳代、男性)

【事例３】 チラシを見て、足裏サポーターを電話で申し込んだ。効果が
ないので返品したい。(80歳代、男性)

もし、同じようなトラブルがありましたら、迷わず相談窓口にご相談
ください。

★今月の消費生活出張相談窓口★
1月17日（火）　中田公民館　13：30～15：30
1月31日（火）　清哲公民館　13：30～15：30

小杉小二郎《暖簾》

ヒアルロン酸はもともと関節内に存在するもので、軟骨の滑りをよくするものですが、加齢と
ともに減少してきます。ヒアルロン酸が減少すると軟骨間で摩擦が起こり軟骨が擦り減る原因

となります。ですからヒアルロン酸自体が害を及ぼすようなことはありません。ま
たヒアルロン酸は炎症を抑える働きもあるので、炎症を起こしている関節に対し何
回か注射をすることで痛みが和らいでいきます。ただヒアルロン酸自体害がないと
は言っても、あまり変形がすすんだ関節に注射をしてもあまり効果はないでしょう
し、効果がないのに注射を続けることはよくありません。また調子がよいのに注射
を続けることもよくありません。針を刺すことによって数千回に１回程度ですが感
染が起こることがあるからです。ヒアルロン酸は適切に使用していけば安心して使
用できるものなので、膝や肩が痛い方は医療機関で相談してみてください。

週刊誌に膝や肩関節に打つヒアルロン酸注射は
よくないという記事が載っていましたが本当で
すか？

Dr.
おしえて
ドクター

韮崎市立病院
整形外科　医長
小川知周


