
月 火 水 木 金 土 日

　

●まちなか市民会議
　19時〜21時
　ニコリ会議室
休館： （午前）

パパ・ママ教室
　受付：8時45分〜
　Eコースの3回目
　【要予約】
　沐浴指導や新生児の育児に

ついて
「ひまつぶシネマ」上映会

　9時〜17時
　『七つの海のティコ』・随時

上映

休館：

●無料法律相談
　予約受付日
　8時30分〜
　定員：６名
●ねんきん無料相談
　9時〜16時
　102会議室　【予約不要】

のびのび教室
　13時〜
　対象児：平成25年
　　　　　2月生まれ
　親子あそびや歯科相談など

助産師さんと
　おしゃべり
　10時30分〜11時30分
　※６〜12か月児
　離乳食やはいはい、卒乳、

ママの健康相談など
　13時30分〜14時30分
　※０〜5か月児
　相談とベビーマッサージ
　持ち物：バスタオル
　講師：井上裕子氏
　定員各10組【要予約】
休館： （午前）

にこにこ子育て相談室
　9時30分〜16時
　お子さんの気になる成長発

達・食事など【要予約】
ma-ma made

　10時30分〜11時30分
　スクラップブッキング
　ニコリ１階和室
　写真を数枚貼れる作品を作ります♪
　講師：齊木美和氏　定員８

名【要電話予約・託児付】
　参加費300円
　持ち物：写真数枚

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時〜17時
　『宮西達也劇場おまえうまそ

うだなVol. ２』・随時上映
●陸上ウォーキング教室
　受付9時〜　開始9時30分
　集合：大草公民館
　持ち物：汗拭きタオル、水

分補給できる飲み物
　＊運動できる服装、歩きや

すい靴でご参加ください
休館：

抜き取ってご利用ください

休館：   

休館：   

1歳6か月児健診
　13時〜
　対象：平成25年
　　　　8月生まれ
　小児科医師・歯科医師の診

察、個別相談
県外出身ママの会

　13時30分〜14時30分
　おやつタイム＆交流会など
　定員10組【要予約】

休館：  

●老壮大学
　「修了式・大学祭」
　10時30分〜14時
　「文化祭」10時30分〜
　9日（月）10時30分
●武田の里ライフカレッジ
　一般開放日
　13時10分〜
　東京エレクトロン韮崎文化

ホール
　閉講式・学園祭・山梨県警

察音楽隊コンサート

　

●韮崎市役所 
　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

休館：       

にら★ちび
　ベイビーくらぶ
　10時30分〜11時30分
　〜６〜12か月〜
　13時30分〜14時30分
　〜０〜5か月〜
　交流会・手型サービスなど
　材料費・おやつ代100円
　定員10組【要予約】

休館：  

休館：       
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〔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〕
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〕
子育て相談

　10時30分〜11時30分
　問：☎23－7676

相談等 ※祝日は実施しません
〔随時・要予約〕
■家庭児童相談
　問：子育て支援担当（内線１７９）

市民栄養相談
〔毎月第２火曜日〕

もの忘れ相談日
　9時30分〜16時
　問：☎23－4464

休館：   

還付金詐欺にご注意！

「未解決事件を中心とする
日本犯罪史」展

　3月29日（日）まで（P17
参照）
企画展「－緑と水と太陽－
燦めく日々　櫻井孝美」展

　開催期間：3月15日まで
企画展「描かれた花展～花
をみて感じる心～」

　開催期間：3月21日〜6月
21日まで
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3月12日
えいごdeおはなし会

　11時〜11時20分
　対象：乳幼児

すくすく教室
　13時〜
　対象児：平成26年8月生まれ
　離乳食指導や試食など

3月14日
三井・木のおじさんの木
工作

　13時〜15時
　気分は大工さん！
　講師：三井茂氏
　重ねるボックス
　材料費500円
　【予約不要】
　※数に限りが
　あります

おはなし会
　14時〜14時30分
　フェアフィールド市から

素敵なお客様をお招きし
ます。ネイティブによる
英語の絵本読み聞かせも
お楽しみください

　おはなし後、折り紙作り
　対象：幼児〜小学校低学年
　【申込不要】（P17参照）

3月11日
にら★ちびキッズくらぶ

　10時30分〜
　11時30分
　〜１歳以上〜
　「大きくなったね♪」
　子ども達の成長をみんな

でわかちあおう！
　材料費100円
　定員15組【要予約】



　

休館：   

　 　

 

0歳児体位測定
　10時30分〜
　11時30分【予約不要】

おそうじ大作戦
　13時〜13時30分
　【予約不要】

3歳児健診
　13時〜
　対象児：平成24年
　　　　　2月生まれ
　小児科医師及び歯科医師の

診察、個別相談など
休館：  

言語聴覚士さんと
　おしゃべり
　10時30分〜11時30分
　小澤和恵氏による相談など
　定員10組【要予約】

誕生会（３月生まれ）
　13時30分〜14時30分
　３月生まれのお子様のお祝

い
　材料費100円
　定員10組【要予約】

休館：  

よちよち教室
　13時〜
　ニコリ2階図書館
　対象児：平成26年
　　　　　4月生まれ
　ブックスタート事業やお子

さんの事故防止など

休館： （午前）  休館：  

休館：       

４か月児健診
　13時〜
　対象児：平成26年
　　　　　11月生まれ
　小児科医師の診察・相談
●消費生活相談
　9時〜16時
　102会議室

休館：

よりみちアート
　「ウィンドウアート」
　13時〜15時
　にら☆ちびの大きな窓に思

いっきりお絵かき！
　講師：羽中田桂子氏
　【予約不要】参加無料

ミュージアムコンサート
　18時〜
　ピアノ奏者：青木陽香氏

休館：   

凡
　
例

：韮崎市民交流センター「ニコリ」
　　開館時間：9時～22時
　　☎22ｰ1121（代表）　 22-1122
　　・地域情報発信センター（9時～19時）
　　・ふるさと偉人資料館 ☎21ｰ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）

：韮崎市立図書館　
　　開館時間：10時～19時（土日祝は9時～17時）
　　☎22-4946　 22-4950

：韮崎市子育て支援センター
　　開館時間：9時～17時
　　☎23ｰ7676　 23-7678

：児童センター　開館時間：10時～19時
　　韮崎児童センター　☎ 22ｰ7687
　　北東児童センター　☎ 23ｰ5550
　　北西児童センター　☎ 22ｰ1775
　　甘利児童センター　☎ 23ｰ1535

：韮崎大村美術館
　　開館時間：10時～17時（入館16時半）
　　☎ 23ｰ7775

：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ｰ1155　 22-1919

：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　 22-6980
：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ｰ2222

：韮崎市民俗資料館
　　開館時間：9時～16時30分
　　☎22ｰ1696

：韮崎市営体育館
　　開館時間：9時～22時
　　（日曜日及び月曜日が祝日の場合
　　9時～17時）
　　☎ 22ｰ0498

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時〜17時
　『放射線から、さあ、逃げ

ろ』・随時上映

休館：

「ひまつぶシネマ」
　上映会
　9時〜17時
　『うっかりペネロペ（みん

なともだち）』・随時上映
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）

休館：   

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】
●無料法律相談
　13時～16時
　401会議室

休館： （午前）休館：  

休館：       
　　　    

休館：       休館：  

：穂坂自然公園
　　利用時間：4月～11月　9時～17時
　　　　　　　12月～3月　冬季休館
　　農林課　農林振興担当
　　（内223～225）

：韮崎市保健福祉センター　
　　開館時間：
　　8時30分～17時15分
　　☎23ｰ431０ 23-4316
○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

診察科目 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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3月19日
にら★ぐるみんまつり

　10時〜13時
　子育てにやさしいお店・

グループが大集合！ワン
コイン以下で楽しめます

　【予約不要】持ち物：エ
コバッグ

3月21日
サリー＆タケ

　「バルーンアート」
　13時〜15時
　わくわくどきどきのバ

ルーンアート♪クラウン
もやってくる♪

　講師：相吉くに子・丈雄
氏【予約不要】参加無料

3月24日
避難訓練

　支援センター
　11時〜11時30分
　 い ざ と い う 時 の た め

に・・・避難訓練で安全
を確かめましょう

　【予約不要】

3月24日（火）〜27日
（金）は保育園児・幼稚
園児のご利用は14時か
らです

民俗資料館でひな祭り
　明治時代から昭和30年
代までのひな人形や、珍し
い「押絵雛」を展示します。

（入館無料）
開催期間
　3月3日（火）
　　〜4月19日（日）



　　　

「−緑と水と太陽− 
燦めく日々　櫻井孝美 展」
■開催期間　３月15日（日）まで
 櫻井孝美は昭和19年に埼玉に生まれ、現在は富
士吉田市にアトリエを構えて制作しています。
　明快な色使いと自由な表現方法で描かれる作品
は、自然や人間への賛歌が感じられます。
　母親と屈託のない子どもの入浴の様子を描いた

「あわてないで」や、太陽と富士、東京をイメー
ジした最新作「富嶽・闊（カツ）」など、初期か
ら新作まで、29点を
展示します。
　存在する全てのも
のの営みが燦めき続
くことを祈りながら
絵を描き続ける。と
いう画家の世界を感
じていただける展覧
会です。

　３月21日（土・祝）からは「描かれた花展〜
花をみて感じる心〜」を開催いたします。
■ミュージアムコンサートのお知らせ
　３月29日（日）午後６時からミュージアムコ
ンサートを開催いたします。花の作品に囲まれて
ピアノの調べを楽しんでみませんか。
■開館時間
10時〜17時（入館は16時半まで）
■休館日 水曜日、（祝日の場合は開館し、翌日閉館）
展示替えのため３月16日（月）〜３月20日（金）
まで休館します。
■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。
■お問い合わせ（水曜日除く、10時〜17時）
　韮崎大村美術館　電話・FAX　２３―７７７５
　ホームページ：www.nirasakiomura.artmuseum.com櫻井孝美《あわてないで》1987年 油彩

（学）北里研究所大村美術品コレクション

知られざる危険！　着衣着火の事故
「着衣着火」…　聞き慣れない言葉ですが、「着ている衣類に火が付
くこと」です。特に冬になると、火を使う機会が多いのと、沢山衣
服を着てしまうので、この事故が増えてきます。

　着衣着火が起こりやすいのは、炊事をしているとき、ストーブや
焚火などに当たっているとき、たばこを吸っているときなどです。
コンロを使って調理しているとき、衣類の袖口に火が燃え移ったり、
狭い台所では、コンロに背を向けて作業しているときに、服の後ろ
に燃え移ることもあります。

燃えやすい繊維製品
　綿や再生繊維のレーヨン、合成繊維であるアクリル、ポリエステ
ル、ナイロン等は着火しやすい素材です。また、アクリル繊維は、あっ
という間に燃え広がる危険もあります。

防火製品とは
　防災製品とは、防災製品認定委員会が定めた防災性能基準等に基
づいて、防災協会が認定したもので、一般家庭等で使用される寝
具、衣類などです。防災製品として認定された製品には防災協会が
交付する防災製品ラベルが付けられています。一般の繊維製品に比
べ、防火製品は小さな火源に接しても容易には燃え上がらず、仮に
着火したとしても、燃え広がりにくい性能を持っています。とは言
え、殆どが繊維製品なので、決して不燃というわけではありません。

事故を防ぐために
　ろうそくやコンロなどの裸火は大変危険です。不用意に火の近く
に腕を差し出したり、身体を近づけないよう注意しましょう。調理
中は、ゆとりのある服よりもからだにフィットしたデザインのもの
や、毛羽立ちの少ないものを着ましょう。

A.犬に噛まれた傷の場合、大きな傷を除き一般的には縫合処置は行いません。水道水などで傷口をよく洗浄し、ガーゼなどで保護をしてください。
犬の牙には細菌がついていることも多く、噛まれた後傷口周辺が腫れる（蜂窩
織炎）こともあるため抗生剤を内服したほうが良いと

思います。創の処置を行った後病院を受診し、傷口の確認、抗生剤の処方をして
もらってください。また頻度は多くないのですが、土壌中に存在する破傷風菌が
傷口から感染する可能性があります。破傷風菌に感染し、菌から発生する毒素に
より筋肉の痙攣などを起こし重症化することがあり、現在でも致死率の高い感染
症です。念のため、破傷風の予防接種を受けたほうが良いと思います。破傷風ワ
クチンは、三種混合ワクチンの中に含まれていますので、お子さんが受傷した場
合にはワクチン接種の必要はありません。成人が受傷した場合には、来院日、4
から6週後、6か月から12か月後の接種が推奨されています。

飼い犬に手を噛まれました。
どのような処置をすればよいですか。

外科医長
安留道也先生

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
消費者トラブルにあったら
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。



　 

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）

　2日、 5日
   9日、12日
 16日、19日
 23日、26日
 30日

4日、18日

ー 25日 3日
●市役所裏駐車場
　7日、14日、21日、
　28日
　13時〜 16時
●龍岡公民館グラウンド
　14日、28日
　13時〜16時

3月28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 11日 ー 10日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

　3日、 6日
 10日、13日
 17日、20日
 24日、27日
 31日

11日、25日

ー 18日 17日

旭・大草・龍岡 4日 ー 24日

3月のごみ収集日程　

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 １１日（水）・２５日（水）
富士見、岩下、上の山 １２日（木）・２６日（木）
穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保
 １３日（金）・２７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 ２日（月）・１６日（月）・3０日（月）
藤井町全区 ３日（火）・１７日（火）・３１日（火）
中田町全区・穴山町全区 ４日（水）・１９日（木）
円野町全区・清哲町全区・神山町全区
 ５日（木）・２０日（金）
旭町全区  ９日（月）・２３日（月）
大草町全区・竜岡町全区 １０日（火）・２４日（火）
●老壮大学 ６日（金）
●静心寮 １８日（水）
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／ ２２－６９８０）

こぶし号 老人福祉センターバス（3月巡回日程）

休日・夜間の救急医療連絡先
●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。

◇氣志團現象2015
　日本全國HALL GIG TOUR
　「週末大パニック！超激突！！」
　4月12日（日）17時30分開演・大ホール
　氣志團ホールツアー、山梨公演決定!!

【全席指定】6,966円
※氣志團からのハートフルな贈り物付き
※3歳以上チケット必要、3歳未満入場不可

◇エントランスコンサートVol.12
　アルレ弦楽四重奏団コンサート
　4月18日（土） 13時30分・エントラン
スホール
　気軽に生のクラシック音楽を聴いてみま
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

◇アリス=紗良・オット
　ピアノ・リサイタル
　5月22日（金）19時開演・大ホール
　ヨーロッパや日本の主要コンサートホー
ルにおける演奏により、その実力を高く評
価され、これまでに世界の名だたる指揮者

やオーケストラと共演。今、世界が注目す
る話題の人気ピアニストが韮崎に登場！

【全席指定】3,000円　※未就学児入場不可

◇仮面ライダースーパーライブ2015
　5月30日（土）
　1回目 11時開演／2回目 14時30分開
演・大ホール
　仮面ライダードライブや歴代仮面ライ
ダーが大集合!!従来のキャラクターショー
を超える大迫力のライブステージ！

【全席指定】おとな2,800円／こども2,000
円（当日各200円増）
※3歳以上有料、３歳未満でもお席の必要
な方はチケットが必要
です。中学生以上はおと
な料金です。
★ 3月21日（ 土 ）10時
より販売開始（当ホール
の発売初日は電話予約
のみ受付）

◇T.M. Revolution
　6月21日（日）17時開演・大ホール

全国47都道府県を網羅する全国ツアー
「T.M.R. LIVE REVOLUTION '15」山梨
公演開催決定!!

【全席指定】7,350円　※3歳以上有料
★ 4月4日（土）10時より販売開始（当ホー
ルの発売初日は電話予約のみ受付）

◇平成27年度ブリーズ友の会会員募集
　お得な会員になりませんか？当ホール主
催の公演チケットの先行予約や割引価格で
の購入。また、月に１度の公演案内情報の
送付、ポイントカードなど様々な特典をご
用意しております。（※一部対象外の公演
もございます。）
○会員期間
４月１日〜来年３月末まで
○年会費〈お１人あたり〉
個人会員　2,000円
家族会員（２〜４名）　1,000円
※団体会員区分もありますので、入会方法
等、詳細はホールまでお問い合わせ下さい。

問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール

　☎２０－１１５５　 ２２－１９１９
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