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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
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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～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　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
　　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
　※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）

市民交流センター
「ニコリ」開館
※ 広報12月号 P11で休館日

とお知らせしましたが、正
しくは開館日となりますの
でご利用ください。

●行政相談
　13時～15時
　102会議室

図「笑いを学んで福来たる!」展示
　～28日（木）（P19参照）
支ゼロからのはじまりひろば
　9時～
　 空っぽのひろばから、一日

かけておもちゃ等の設定を
していきます

保パパ・ママ学級
　Eコース1回目【要予約】
　受付：13時15分～

●まちなか市民会議
　19時～21時
　ニコリ会議室等

保にこにこ子育て
　相談室
　【要予約】
　9時30分～16時

保パパ・ママ学級
　Dコースの3回目
　【要予約】 受付：8時45分～
図ひまつぶシネマ
　10時～18時
　『マネーボール』
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】

●韮崎市消防団出初式
　8時45分～12時
　韮崎市営総合グラウンド
　※荒天時：市営体育館
●平成28年成人式
　13時30分～16時
　 東京エレクトロン韮崎文

化ホール
　受付：12時30分～

保 のびのび教室
　対象児：
　平成25年12月生
　受付：13時～13時15分

支にら★ぐるみん学校
　 井筒屋マミーさんの
　�麹のお話＆甘酒スウィー
ツ教室

　10時30分～11時30分
　定員：8名【要電話予約】
　（託児有　P19参照）
保 すくすく教室
　対象児：平成27年6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
　若宮八幡宮（P19参照）
　定員20組【要予約】

●老壮大学
　13時～15時
　二コリ3階多目的ホール
　 「本格派津軽三味線デュオ

演奏」　講師：輝＆輝
支骨盤体操
　13時30分～14時30分
　ニコリ1階和室
　講師：山本由紀氏
　託児料1人300円
　(2人目100円)
　定員10名【要電話予約】

図 ひまつぶシネマ
　10時～18時
　『ナルニア国物語 第3章』
支三井木のおじさん
　かんたん木工作
　13時～15時
　講師：三井茂氏
　 材料費：重ねるボックス
　500円他
※数に限りあり【予約不要】

●行政相談
　13時～15時
　102会議室

支にら★ちび
　ベイビーくらぶ
　10時30分～11時30分
　6～12か月
　おやつタイム＆交流会
　材料費・おやつ代100円
　定員10組【要予約】
保 1歳6か月児健診
　対象：平成26年6月生
　受付：13時～13時15分

保 3歳児健診
　対象児：
　平成24年12月生
　受付：13時～13時15分
支にら★ちびベイビー
　くらぶ
　13時30分～14時30分
　0～5か月
　おやつタイム＆交流会
　材料費・おやつ代100円
　定員10組【要予約】

●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
　 『老後を賢く生きる～社会

保障制度改革が進む中で
～』講師：飯野奈津子氏

支①0歳児体位測定
　＆メルマガキャン
　ペーン
　10時30分～11時30分
　 メルマガ会員さんには新

年福引があります
　②0歳児体位測定
　13時30分～14時30分
　①②【予約不要】

図 ひまつぶシネマ
　10時～16時
　『リンカーン』
●�青少年育成韮崎市民会議
　映画会
　「ひつじのショーン」10時～
●ニーラと一緒に
　“のれんde�BINGO”
　13時30分～14時30分

●男女共同参画
　フォーラム
　13時30分～16時
　 東京エレクトロン韮崎文

化ホール小ホール
支人形劇
　14時30分～15時
　 更生保護女性会・保護司

のみなさんによる人形劇
　【予約不要】

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30分～14時30分
　 助産師:井上裕子氏による

相談など
　定員10組【要予約】
　持ち物：バスタオル

支歯科衛生士さんと
　おしゃべり
　10時30分～11時30分
　 歯科衛生士:加賀美正江氏に

よるお話や相談 定員10組
【要予約】 持ち物：歯ブラシ
支誕生会（1月生）
　13時30分～14時30分
　材料費100円
　定員10組【要予約】
保4か月児健診
　対象児：平成27年9月生
　受付：13時～13時15分

●無料法律相談
　13時～16時
　401会議室
支ファミサポ説明会
　10時30分～11時30分
　 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】
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】

　　　　　　 図 ひまつぶシネマ
　10時～18時
　『マンマ・ミーア！」

支よりみちアート
　おさるロボくんを
　つくろう！
　13時～15時
　講師：羽中田桂子氏
　参加費300円
　※数に限りがあります
　【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４木曜日・要予約〕
■無料法律相談
　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）

〔毎月第2・4�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２・４木曜日〕
支子育て相談
　10時30分～11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

1月13日
支子育てcafe
　ワーキングママ
　 13時30分～14時30分
　 子育てのいろいろな想

いを話しましょう
　定員10組【要予約】

1月26日
保 よちよち教室
　ニコリ図書館
　「読み聞かせの部屋」
　対象児：平成27年2月生
　受付：13時～13時15分

美1月12日（月）～16日（土）
　展示替えのため休館

支赤ちゃんタイム
　1月5日（火）
　　　　～8日（金）　
　幼稚園児・保育園児の
　ご利用は14時から

美企画展
　「描かれた女性像」　
　開催期間：
　3月27日（日）まで

1月13日
文ネーミングライツ記念公演
　 夢と友情を結ぶミュージ

カルドリーム『ピーター
パンとウェンディ』入場
整理券配布開始 9時～

1月16日
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】（P19参照）

今月の納税

納期限(口座振替日)
2月1日(月)
※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28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12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
　�「実りの季節（とき）
　ー生活の中の果物ー」
　開催期間：
　1月11日（月・祝）まで

休館：図支文民体

休館：図支文ゆ民体

休館：交図支文ゆ民体

休館：児 老 保 休館：図支文民美

休館：図 支�

休館：美

休館：民�（午前）�

休館：民�（午前）

休館：民�（午前）

休館：民�（午前） 美

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：児 老 保

休館：美 

休館：美 

休館：美 

休館：美 民

休館：保 

休館：保

休館：保

休館：保 美

　　　保 　　　保
休館：交図支児文老民体 休館：交図支児文老民体

　　　民体保
休館：交図支児美文老ゆ



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。

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）

◇エントランスコンサートVol.14
　甲斐混声合唱団�"はつはるコンサート"
　1月16日（土）13時30分・エントランスホール
　 　気軽に生の音

楽に触れてみま
せ ん か？ 第14
回目のエントラ
ンスコンサート
は甲斐混声合唱
団の皆さんによる合唱をお聴きいただき
ます。入場無料ですので、お気軽にお越
しください！

　 　（予定曲目）早春賦、琵琶湖周航の歌、
麦の唄ほか　【全席自由】入場無料

◇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
　夢と友情を結ぶ�ミュージカルドリーム
　ピーターパンとウェンディ
　2月20日（土）
　14時開演・大ホール
　 　「ピーターパンがウェンディを連れて、

おとぎの国ネバーランドで次々と危険な

冒険に立ち向かって
いきます！」お馴染
みのキャラクターが
登場する児童文学の
傑 作 を ミ ュ ー ジ カ
ルでお楽しみくださ
い。夢と友情のファ
ンタジー！宙に浮か
ぶウェンディも見逃せません！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13日（水）9時より整理券配布開始

◇スターダスト☆レビュー
　35th�Anniversary�Tour�「スタ☆レビ」
　3月6日（日）17時30分開演・大ホール
　 　記録に残るよりも"記憶"に残る音楽や

パフォーマンスで多くのファンを魅了
し、ライブを通じて「音楽の楽しさ」を伝
えてきたスターダスト☆レビューがデ
ビュー35周年の記念ツアーを敢行!!山梨

公演をお見逃しなく!!
　【全席指定】6,700円
　※ ジュニア割引、シニア割引、障害者介

助者割引あり（詳細は要問合せ）
　※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13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）火焔太鼓、化け物使い、骨つ
り ほか

　【全席自由】500円
　☆ 2月2日（火）10時より発売開始

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 5日(火)・20日(水)
富士見、岩下、上の山 6日(水)・21日(木)
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 7日(木)・22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 8日(金)・25日(月)
藤井町全区 12日(火)・26日(火)
中田町全区・穴山町全区 13日(水)・27日(水)
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 14日(木)・28日(木)
旭町全区 18日(月)・29日(金)
大草町全区・竜岡町全区 4日(月)・19日(火)
●老壮大学 15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 第４土曜日

韮崎
（祖母石・岩根を除く） 4日、 7日、

11日、14日、
18日、21日、
25日、28日、

6日、20日

ー 27日 5日
9日、16日、23日、30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。

1月23日（土）
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
であることを確認します。

※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 13日 6日 12日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石 5日、 8日、

12日、15日、
19日、22日、
26日、29日、

13日、27日

ー 20日 19日

旭・大草・龍岡 6日 ー 26日

「実りの季節(とき)―生活の中の果物―」
■開催期間　１月11日（月・祝）まで
　当館の所蔵品の中から果物を描いた作品の展覧
会を開催しています。山梨ゆかりの作家の作品も
多く展示しておりますので、ぜひご覧ください。

「描かれた女性像」
■開催期間　１月17日（日）～３月27日（日）まで
　「女性像」をテーマとした作品の展覧会を開催
します。
　掲載した画は、京都を拠点に活動している森
田りえ子の作品です。桜柄の髪飾りや着物を身
にまとった舞妓の姿が、新しい年の始まりにふ
さわしい華やかな雰囲気を感じさせます。
　本展ではこの他にも、伊東深水、伊藤小坡、
小磯良平、小杉小二郎など約40点を展示し、さ
まざまに描かれた「女性像」の世界をご紹介しま
す。ぜひご来館ください。

■開館時間
10時～17時（入館は16時半まで）
■休館日
水曜日（1月1日（金）、１月12日（火）～16日（土）
は展示替えのため休館）
■入館料
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
　韮崎大村美術館
　☎・FAX　23-7775
　ホームページ：
　www.nirasakiomura.
　artmuseum.com

インフルエンザワクチンは、そのシーズンに流行が予測されるウイルスに合
わせて製造されています。これまでは、A型(H1N1亜型)、A型(H3N2亜型)、
B型(山形系統またはビクトリア系統)の3種類が含まれたワクチンでしたが、

近年、B型について2系統のウイルスが混合して流行していることから、今年度よ
りB型の両系統を含めたワクチン（いわゆる4価ワクチン）を導入しています（その
ため原価が値上がりしています）。しかも、ワクチンの予防が期待できるのは、接
種した2週後から5か月後までとされているため、充分な免疫力を保つためには毎
年接種を受ける必要があります。
　インフルエンザワクチンによる予防効果は完全ではありませんが、発症予防や
発症後の重症化を予防することに関して一定の効果が報告されています。インフ
ルエンザから身を守るためには、手洗いやうがいに加えインフルエンザワクチン
を接種することが重要です。

インフルエンザワクチン値上げの理由って？
予防効果は？Dr.

おしえて
ドクター

アドバイザー
韮崎市立病院
小児科医長
中村　誠

森田りえ子《花の舞妓》

光サービス（FTTHサービス）の
乗換えにあたって

光サービスの「卸売」の開始に伴って、たくさんの事業者が光サー
ビスを一般消費者向けに提供することになりました。

このサービスは、従来の工事等を伴う光サービスへの乗換えとは
異なり、「転用」という簡易な手続きによりサービス乗換えが可能
となります。事業者からの説明が十分でない場合には、利用者が
十分に理解しないまま手続きが終わってしまい、思わぬ結果とな
るケースも出てくる可能性があります。事業者に言われるままに
パソコン操作をし、手続きが完了することもあります。後日書類
が送られてきますが、その時には契約が成立しているということ
も考えられます。

元の事業者との契約に戻したい、あるいは別の事業者のサービス
を受けたいとなった時に、契約解除料が発生したり、電話番号が
変わったり、工事が発生することもあります。

今のサービスよりずっと安くなる、プロバイダーは変わらない、
乗換えには料金はかからないとの説明を受けることが多いようで
すが、本当に自分にとって必要か十分検討してみましょう。


