
　　

　　

A. 心房細動は脈が速くなる不整脈の１種です。心臓弁膜症、心筋障害が原因にな
ることがあります。また甲状腺ホルモンが増加して起こることもあります。原因が明

らかでないこともあります。心房細動は年齢が上がるに従い増加します。

　心房細動が起こると３つのことが問題となります。１つ目は自覚症状です。突然脈

が速くなり、不整になるため動悸、息切れ、不安感などの症状が起こります。しかし人によっては、あまり症状を訴

えない人もいます。２つ目が心臓の機能に与える影響です。心臓の機能低下により、心不全

を起こすことがあります。３つ目は脳梗塞を合併する可能性が高まるという点です。心臓の

心房の中で血液が停滞し血栓が作られて、これがはがれて、脳の血管に詰まり脳梗塞を発症

します。心房細動による脳梗塞は、脳血管の動脈硬化によって起こる脳梗塞より、重症にな

ることが多いといわれています。心臓からの血栓がより太い血管を詰まらせるためです。心

房細動による脳梗塞は心不全、高血圧、７５歳以上、糖尿病、以前に脳梗塞を起こしたこと

などがある人ほどおこしやすくなるといわれています。

　治療は心房細動を起こらなくすることが理想ですが、すべての心房細動を完全にコントロ

ールすることはできません。そこで次善の策として心房細動はそのままで心拍数だけを一定

以上に減らす治療が行われることが多くなります。さらに重要なのは、脳梗塞を予防するこ

とです。血液の固まるのを予防するため昔からワルファリンという薬が使用されてきました。

最近は、血栓を予防する新しい飲み薬が使えるようになってきました。近くの医療機関で相

談してください。

Q.検診で心房細動といわれました。どんなことに注意しなくてはいけないのでしょうか。　（65歳男性）

　

企画展「描かれた花展」
■開催期間　６月２３日（日）まで

　桜をはじめ、バラや

椿などが、日本画や油

彩などで描かれた作品

をご覧いただけます。

岸田夏子の《仄かに香

る》などを展示いたし

ます。

■開館時間　

　１０時～１８時（入館は１７時半まで）

■休館日　水曜日（祝日の場合は翌日）

■入館料　大人 ５００円 ／ 小・中・高 ２００円

※障害者手帳を提示の方は、本人及び介添人１名が無料。

団体（２０名以上）割引あり

※市内在住・在学の小中学生は無料。

一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：３千円）も随時受付中です。

市民交流センター「ニコリ」1階
韮崎大村美術館サテライトスペース企画展
　大村智氏より寄贈された

バーナード・リーチ等の作

品をご覧いただけます。

　また日本を代表する彫刻

家、桑原巨守とその教え子

たちのブロンズ像等の作品

をご覧いただけます。

　市民交流センター内の無料でご覧いただけるスペース

ですので、お気軽にお立ち寄りください。

■開館時間　９時～１７時

■休館日　月曜日（祝日の場合は翌日、ふるさと偉人資

　　　　　料館に準ずる）

■お問い合わせ先（水曜日除く、１０時～１７時）

韮崎大村美術館　☎ ２３ー７７７５

ホームページ：www.nirasakiomura.artmuseum.com

informationinformation

アドバイザー  韮崎市立病院

院長　小森　貞嘉

※詳細は、市役所ホームページに掲載及び市役所1階受付、市立病院事務局で配布し
ています『韮崎市職員（看護師）採用試験案内』をご覧ください。
■お問い合わせ　政策秘書課政策人事担当（内線３２５）

採用職種 試験区分 採用者数 採用日 申込受付 試験日 資格要件等

看護師 短大卒業
程度 10名程度

6月1日 4月8日(月) ～ 19日（金） 5月10日（金）

看護師免許
を有する人

7月1日   5月7日(火) ～ 17日（金） 6月7日（金）

8月1日  6月3日(月) ～ 14日（金）  7月5日（金）

9月1日 7月8日(月) ～ 19日（金） 8月2日（金）

10月1日  8月5日(月) ～ 16日（金） 9月6日（金）

11月1日  9月9日(月) ～ 20日（金） 10月4日（金）

12月1日 10月7日(月) ～ 18日（金） 11月8日（金）

1月1日 11月5日(月) ～ 15日（金） 12月6日（金）

2月1日 12月9日(月) ～ 20日（金） 1月10日（金）

3月1日 1月6日(月) ～ 17日（金） 2月7日（金）

韮崎市職員（看護師）を募集します。

市民のみかた
消費生活相談窓口
おかしいな！？と思ったら今すぐ電話！
☎２２―１１１１（内線２１６）

市民の皆さんの消費生活について
素朴な疑問や困ったときのご相談
におこたえします。
　ますます悪質になっていくだましの手口、
いっこうにおさまらない振り込め詐欺などに
関するご相談に対応するため、平成２５年度

も資格をもった消費生活相談員による相談を実施いたします。お気軽に
ご相談ください。

☆相談例
　・携帯電話やインターネットトラブル
　・架空請求・振り込め詐欺・リフォーム詐欺
　・訪問販売
　・契約・解約トラブル
　・多重債務　　等々

■相談日　毎週火曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　９時～１６時（正午～１３時を除く）
■場　所　韮崎市役所　１階１０２会議室
■お問い合わせ　商工観光課商工労政担当（内線２１６）

岸田夏子《仄かに香る》
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館： 休館： （午前） ●信玄公祭り
　甲州軍団出陣
　13時10分～
　場所：韮崎駅前
　（広報3月号Ｐ12参照）

休館：  

のびのび教室
　対象児：Ｈ23年3月生
　受付：13時～13時15分
　内容：親子あそび歯科相談
　　　　など

子育てサロン
　「ピーターラビット」
　～にらちびキャラバン～
　10時30分～11時30分
　龍岡公民館
　子育てサークル
　「ピーターラビット」ＯＢ
　が子育てサロンを開催
　申込窓口：子育て支援セン
　ター（定員20組）
　【要予約】（P18参照）

休館： （午前）

にらちび☆まつり
　10時30分～
　11時30分
　月に一度のセンターのお楽
　しみ会
　今月のテーマは「春だね♪」
　【予約不要】

おそうじ大作戦
　13時30分～14時30分
　センターをみんなでおそう
　じしましょう。
　【予約不要】

●武田の里ウォーク
　(広報3月号P12参照）

図おはなし会
　14時～14時30分
　対象：幼児～小学校低学年

休館：  

●新府桃の花見会
　9時～15時
　場所：新府共選場

●第5回穴山さくら祭り
　（Ｐ14参照）

●武田の里ウォーク
　(広報３月号P12参照）

休館：    

抜き取ってご利用ください

4 月

●平成25年度
　韮崎市消防団
　辞令交付式
　９時～
　韮崎西中学校

　
休館：    

●無料法律相談
　予約受付日
　受付：8時30分～
　企画財政課企画推進担当　
　内線356
　※相談日は25日（木）
　 １歳６か月児健診
　　対象児：Ｈ23年9月生
　　受付：13時～13時15分
　 体位測定
　　10時30分～11時30分
　　0歳児の体位測定など
　　【予約不要】　　休館：  

●わに塚のサクラ
　ライトアップ
　4月14日まで
　18時30分～20時30分
　点灯式：5日
　　　　　18時15分～
　（広報3月号Ｐ12参照）

　

〔毎週月曜日〕
ことぶきルーム（韮崎）

　小学生対象
※祝日は実施しません

イベント・行事

●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

〔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
　保健福祉センター

〔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
　市役所１階１０２会議室
　問：商工労政担当（内線216）

〔随時・要予約〕
■家庭児童相談
　予約：子育て支援担当
　　　　（内線１７９）
■市民栄養相談
　予約：☎23－4310

相談等 ※祝日は実施しません

4/7、14、21、28、29
10時～12時、13時～16時
大人、子ども共に１回100円
（３歳以下は保護者と同伴で無料）

企画展「民俗資料館で
　ひな祭り」
　～21日まで
　(広報３月号P14参照）
休館：図      

　 中央公園ミニSL運行日

0～5か月児ママの会
　13時30分～
　14時30分
　同じ月齢のお子様を持つマ
　マ同士、親子遊びやおしゃ
　べりを楽しみます。
　定員10組【要予約】
避難訓練
　いざという時のために…
　避難訓練で安全確認を！
　11時頃【予約不要】

休館：

2013
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月

広報にらさき　

情報カレンダー

休館：図     

　4月 25日（木）
　13時～16時
　市役所４階402会議室
　一人30分以内 定員６名
＊予約受付日　
　4月10日（火）
　8時30分～
   企画推進担当（内線356）

今月の無料法律相談
納期限（口座振替日）
4月30日（火）
＊介護保険料　　　第1期

収納課徴収・管理担当
（内線163～ 166）

今月の納税

４月11日
双子ママの会
　13時30分～14時30分
　双子のお子様を持つママ同
　士の親子遊びやおしゃべり
　定員10組【要予約】

ゆ～ぷるにらさきの
臨時休館

（健康ふれあいセンター）

3月30(土) ～ 4月2日(火）
までは臨時休館中です。 
（広報３月号Ｐ9を参照）

子育て支援センターよりお知らせ
4月2日(火）～4月5日(金）

春休みのご利用時間保育園・幼稚園児は
14時から17時までのご利用です。
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４月10日
６～８か月児ママの会
　13時30分～14時30分
　同じ月齢のお子様を持つママ
　同士の親子遊びやおしゃべり
　定員10組【要予約】



　
●深田祭
　場所：深田記念公園
　(広報３月号P13参照）
●春の武田の里まつり
　「新府藤武神社祭典」
　（Ｐ14参照）
休館：    

　　 　　 　　

　　　 　
　　　　　　

　 　

　　  　

　　　

３歳児健診
　対象児：H22年
　　　　　３月生
　受付：13時～13時15分
　内容：小児科医及び歯科医
　　　　の診察など

　 助産師さんとしゃべり
　　６～12か月児
　　助産師　加茂友香さんに
　　よる離乳食やはいはい・
　　卒乳・ママの健康相談な
　　ど　定員10組【要予約】

すくすく教室
　対象児：Ｈ24年
　　　　　９月生
　受付：13時～13時15分
　離乳食指導や離乳食の試食
　など
メルマガ会員限定
　手型サービス
　10時30分～11時30分
　メルマガ会員の方に手
　型足型プレゼント
　【予約不要】
休館：

●武田の里ライフ
　カレッジ開講式
　13時30分～15時30分
　場所：東京エレクトロン
　　　　韮崎文化ホール
休館： （午前）

川辺先生の子育て
　ワンポイント
　アドバイス
　10時30分～11時30分
　認定カウンセラー川辺修作
　先生からアドバイス講座 
　定員20組（託児なし）
　【要予約】

休館：交  図     

よちよち教室
　対象児：Ｈ24年
　　　　　5月生
　受付：13時～13時15分
　内容：ブックスタート事業
　やお子さんの事故防止など 
　場所：市民交流センター内
　　　　市立図書館、読み聞
　　　　かせの部屋

●老壮大学開講式
　時間：13時～
　場所：市民交流センター

にこにこ子育て相談
　９時30分～16時
　お子さんの気になる成長発
　育・食事などについて、保
　健師・管理栄養士が個別に
　相談に応じます。
　【要予約】

休館：図 休館：   

凡
　
例

交：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～18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～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：13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～18時
　　☎ 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

交ふるさと偉人
資料館・民俗資料館
　共同企画展
　『志村滝蔵と坂井遺跡』
　8月25日まで
　（Ｐ17参照）

図折り紙・工作遊び
　14時～15時
　【事前申込】　
　（Ｐ17参照）

休館：  

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
　（P17ページ参照）
休館：

子育てサロン
　「ピーターラビット」
　～こいのぼりつくり～
　10時30分～11時30分
　参加申込窓口：子育て支援
　センター（定員20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
休館： （午前）

４か月児健診
　対象児：Ｈ24年
　　　　　12月生
　受付：13時～13時15分
　小児科医の診察など

休館：図     

●献血
　9時～11時30分
　12時30分～15時30分
　受付：市役所１階防災会議
　　　　室（Ｐ11参照）

春こそ心とからだの
　デトックス
　10時30分～11時30分
　場所：ニコリ１階和室
　定員10組【要予約】
　託児有り（有料）
休館：

休館：図     
　　　

休館：    

：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
　場所　保健福祉センター
　持物　母子健康手帳、バスタオル、
　　　　保険証、印鑑

子育て教室
　場所　保健福祉センター

※よちよち教室は、市民交流センター２階図書館内
　持物　母子健康手帳、筆記用具など
　　
育児健康相談等
　場所　保健福祉センター
　持物　母子健康手帳

健康づくり教室
　場所　保健福祉センター
　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）

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　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
（12/29～1/3)
 
※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
麻酔科（ペイン：痛み） 水・金曜（午前）
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）

☎
２
２
ー
１
２
２
１

韮
崎
市
立
病
院　
本
町
３
丁
目
５
番
３
号

市立病院よりお知らせ
4月よりリウマチ外来は、　
木曜午後の診療となります。

ふるさと偉人資料館よりお知らせ
4月21日(日）～26日(金）までは
展示替えのため休館です。　 　　 
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25 26 27 28
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４月16日
助産師さんとしゃべり
　０～５か月
　13時30分～14時30分
　助産師井上裕子さんによる
　相談とベビーマッサージ
　定員10組【要予約】

４月17日
９～12か月児ママの会
　13時30分～14時30分
　同じ月齢のお子様を持つマ
　マ同士の親子遊びやおしゃ
　べり　定員10組【要予約】

４月25日
大家族ママの会
　13時30分～14時30分
　大家族のママ同士の親子
　遊びやおしゃべり
　定員10組【要予約】

４月24日
誕生会
　13時30分～14時30分
　4月生まれのお子様をお
　祝い　材料費100円 
　定員10組【要予約】



１日（月）、２日（火）は車両整備のため、 
韮崎駅行のみ運行します。

　 

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）

  1日、  4日
  8日、11日
15日、18日
22日、25日
29日

 3日、17日

10日 ー 2日
●市役所裏駐車場
　6日、13日、20日、　
　27日
　１３時～１６時
●やまとフジミモール店
　南側駐車場
　13日、27日
　１３時～１６時
●龍岡公民館グラウンド
　13日、27日
　１３時～１６時

　4月27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 ー 24日 9日

穴山・円野・清哲・
神山・祖母石

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

10日、24日

　3日 ー 16日

旭・大草・龍岡 ー 17日 23日

4月のごみ収集日程　「ごみ資源物収集カレンダー」を冊子型に変更しました。（P13参照）

◇平成25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
せください。

◇東京エレクトロン韮崎文化ホール
　「落語・陶芸」ワークショップ開催
　毎年好評をいただいておりますワー
クショップを今年度も5月から開催しま
す。ぜひこの機会に芸術・文化を肌で
体験してみませんか？

＊『落語ワークショップ』
　毎月第２木曜日
１８時３０分～２０時３０分・会議室
参加料１回　大人２,５００円・高校生
以下１,５００円（全１０回）
　講師に春風亭柳之助師匠を迎え、落語
を通じて「話す楽しさ」を体験できま
す。皆さんも落語を一席話せるようにな
りますよ！
＊『陶芸ワークショップ』
　毎月第２土曜日
９時３０分～１１時３０分・能穴焼工房
参加料１回２,０００円（全１０回）
　普段使いの湯呑から晩酌に使う徳利、
食卓に並べるお
皿やお花を活け
る花瓶まで。そ
んな器をご自分
で作ってみませ
んか？能穴焼窯
元主人の林茂松先生と自然に囲まれた穴
山の地でゆったり味わう創作のひととき
を是非お楽しみください。

※各種申し込みを受け付け中です。年
度途中からの参加も可能ですのでお気
軽にご相談ください。

◇親子のためのキャンディコンサート
　　金管五重奏コンサート
５月６日（月・祝）１４時開演・
エントランスホール
　キャンディコンサート
はお子様がメインのコン
サートです！キャンディ
を食べながら気軽に生の
音楽をお楽しみいただけ
ます。ぜひ、ご家族でご来場ください。
【全席自由】入場無料
　　　　（要入場整理券・先着１５０枚）

◇エントランスコンサートVol.6
＜予定＞５月１８日（土）
　　　　１３時３０分開演
※詳細は次号にて掲載

■お問い合わせ
　東京エレクトロン韮崎文化ホール
　☎２０ー１１５５ ２２ー１９１９

文化ホールインフォメーション

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 １６日（火）

富士見、岩下、上の山 １８日（木）

穂坂町、権現沢、上の原
上今井原、長久保 ３日（水）・１９日（金）

穂坂町、日の城、三之蔵、三ッ沢上下
飯米場、柳平、宮久保、鳥の小池 ４日（木）・２２日（月）

藤井町全区 ５日（金）・２３日（火）

中田町全区・穴山全区 ８日（月）・２４日（水）

円野町全区 ９日（火）・２５日（木）
　清哲町全区・神山町全区 １１日（木）・３０日（火）

旭町全区  １２日（金）

大草町全区・竜岡町全区 １５日（月）

●老壮大学 ２６日（金）
●静心寮 １７日（水）
●竜岡町老人クラブ １０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。

■お問い合わせ　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（４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

●山梨県小児救急電話相談　
　☎＃8000（短縮ダイヤル）
　毎日午後7時～午後11時

●山梨県小児初期救急医療センター
　甲府市幸町14－6　
　☎055ｰ226ｰ3399
　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・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。


