写真：武田の里ウォーク（4月7日）
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春色に染まる
新府桃源郷を歩く♪

Nirasaki
広報にらさき

May.2018

市では、社会と連携・協働しながら未来の創り手となるために
必要な資質・能力を育む教育を推進しています。
今月は、特集として特色ある本市の学校教育の取組について紹
介します。

外国語・外国語活動
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人間力のある次世代を育成
学習指導要領が改訂さ
れ、平成 年度から小学校
３・４年生で外国語活動が、
５・６年生で外国語科が新
設されます。
本市では、平成 年度よ
り３年間、文部科学省の研
究指定を受け、３・４年生
で外国語活動を週１時間、
５・６年生で外国語科の授
業を週２時間、行ってきま
した。
高学年では、ほとんど日
本語を使わずに授業が進め
られるまでになっています。
本年度は、中学校や高等
学校で英語を指導してきた

先生を小学校へ配属し、そ
の先生方が中心となって、
ＡＬＴ（外国語指導助手）
や担任とともに授業を行う
など、県内でも最先端の外
国語教育を実施しています。

学力向上
フォローアップ

学習支援員の充実に
よるきめ細かな指導

各学校に、特別な配慮が
必要な児童生徒の補助をし
たり、通常の学級の中で
個々の児童生徒へ支援した
り、授業の補助をしたりす
る「 学 習 支 援 員 」
を市単独
で配置しています。
本年度は２名増員し、
名の支援員がきめ細かな指
導を行っています。
教職員の多忙化を軽減す
る取組としても、大きな役
割を果たしています。
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児童が自ら課題を見つけ
学習することにより、学ぶ
楽しさやわかる喜びを味わ
わせ、基礎学力の定着と学
習意欲の向上を図ることを
目的に、長期休暇を利用し
て、学校で補習的な学習を
行っています。
昨年度の実施後には「個
別に指導してもらったので、
勉 強 が よ く わ か っ た 。」と
いう声が多く、アンケート
の結果では ％以上の児童
が 「 参 加 し て よ か っ た 。」
と回答しています。
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未 来 へつ な ぐ
韮崎の教育
特集

特集

未来へつなぐ韮崎の教育
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ＩＣＴ機器を
活用した学習
タブレット端末や電子黒
板等のＩＣＴ機器を活用し
た授業は、児童生徒の関心
を高め、学習の理解を深め
ます。
文部科学省の研究指定校
である穂坂小学校と韮崎北
西小学校では、他の学校に
先行して、タブレット端末
で撮影した動画を大型モニ
ターに投影し、班ごとに話
し合いを行ったり、電子教
科書・電子黒板を使用して

画面に解答を書き込んでそ
の意見を発表したり、集会
や特別活動でプロジェク
ターを使用してプレゼン
テーションをしたりと、
様 々な学習や活動を行って
います。
本年度はパソコンを使っ
たウェブ会議システムによ
り、他の学校とつないだ遠
隔授業を行い、小規模校で
も多様な意見に触れる機会
をより多くつくるなどの取
組を計画しています。
この２校の取組を参考に
して、他の学校でも活用を
広げています。

自校方式の給食・
食育活動
給食の献立作成や調理
を、給食センターで一括し
て行う市町村が多い中、本
市では自校方式により、安
全でおいしく、温かな給食
を提供しています。
地産地消を心掛けなが
ら 、郷土料理や行事食な
ど、特色のある献立を作成
し、地域の食文化や伝統を
伝えています。
また、作物の収穫体験
や、収穫した食材を使った
調理実習などの食育活動に
より、食材を口にするまで

に、多くの人の苦労がある
ことなども学んでいます。

地域人材の活用

邦楽や合唱、水泳、ダン
ス、ブラスバンド演奏、植
物栽培、華道や茶道など、
スポーツや日本の伝統文化
を体験し、地域の歴史や文
化を学ぶ学習をとおして、
郷土愛を育み、地域との交
流を深めています。

小中連携

６年生の児童が進学する
中学校へ行き、授業や部活
動の様子を見学したり、合
唱祭や学園祭を鑑賞したり
と、小学校とは違う活動を
体験するとともに中学校の
雰囲気に慣れることで、興
味や期待を高めて進学への
不安解消を図っています。
また、中学校の先生方が
小学校へ出向いて授業をす
るなど、実際の中学校での
授業体験も実施していま
す。
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未来へつなぐ韮崎の教育
特集

いきいきウォーキング・予防接種

歩くことから
始めませんか？
にらさきいきいき
ウォーキング！

参加者募集
参 加 無 料

今回のコースは神山町内 5 キロ

ウェルネスポイント対象事業です！
■ウェルネスポイント対象メニュー

誰もが気軽にできるウォーキングを一緒に楽しみませんか？
今回は神山町内約５キロを歩きます。また、当日はスポーツ推
進委員より歩き方の指導、終了後には食生活改善推進員による健
康食の試食があります。
■日
時 5月26日（土）9時20分～（受付9時より）
■集合場所 武田の里ふれあいホール（神山公民館）
神山町北宮地945
■持 ち 物 汗ふきタオル、水分補給できる飲み物等
※参加費は無料です。（事前申し込みが必要です。）
※ペットの同伴はご遠慮ください。
※悪天候の場合は韮崎市営体育館で健康講座や運動を行います。
なお、11月17日（土）、平成31年3月9日（土）にも開催
予定です。詳しくは広報にてお知らせします。
※ウェルネスポイントについては広報４月号をご覧ください。
■申し込み・問い合わせ
健康づくり課 保健指導担当 ☎23-4310
23-4316

ポイント対象メニュー
獲得ポイント
ポイント対象メニュー
獲得ポイント
健
（検）
診関係
市主催のウォーキング
特定
（一般）
健診
2P
武田の里ウォーク
（春・秋）
各2P
がん検診
2P
（1項目以上） にらさきいきいきウォーキング
（春・秋・冬）
各2P
女性特有（乳・子宮）がん検診
2P
（1項目以上）
子育て支援センターイベント
歯科健診
2P
（年2回まで） ママのためのクッキング教室
2P
子どもの乳幼児健診・教室
2P
にら歩歩くらぶ
2P
市主催イベント
個人の取り組み
（自分で目標設定：自分で健康のために取り組む内容）
歯の衛生週間無料相談
2P
（例）ラジオ体操
目標を
武田の里まつり
（スタンプラリー達成者）
2P
血圧・体重測定
週1回以上
1か月実施
健康づくり課主催の健康に関する講演会
2P
間食を食べない
2P
市役所献血
（4・8・12月）
2P

健康で安心して暮らすために

予防接種に関する重要なお知らせ
《日本脳炎予防接種について》
日本脳炎の予防接種は接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成 17 年度から平成
21 年度まで、積極的な勧奨を差し控えていました。その後、新たなワクチンが開発され、現在では通常通
り受けられるようになっています。
このため、平成 10 ～ 18 年度に生まれた方は、予防接種を受ける機会を逃していることがあります。母
子健康手帳等をご確認いただき、接種を希望される方は、健康づくり課へお問い合わせください。
なお、今年度 18 歳となる方については、第 2 期の接種を逃している場合があるため、５月中にご案内を
送付しますのでご確認ください。
また通常日本脳炎 2 期の対象となる方は、9 歳以上 13 歳未満の方です。今年度 9 歳になる方については、
順次予診票を郵送していますので、1 期が接種済みであるかを含めて母子健康手帳等をご確認のうえ、接種
をお願いします。公費接種期間や接種間隔等詳細については、健康づくり課へお問い合わせください。

《子宮頸がん予防ワクチンについて》
子宮頸がん予防ワクチンは、平成 25 年４月から定期接種化（対象は中学１年生相当から高校１年生相当
の女子）されましたが接種による副反応報告が寄せられたため、厚生労働省では現行のワクチン接種の積極
的勧奨を行わないよう勧告しています。接種を希望される場合は、医療機関にご相談のうえ、ワクチンの有
効性とリスクを十分ご理解いただき、健康づくり課へお問い合わせください。
■問い合わせ

健康づくり課 健康増進担当

☎ 23-4310

2018.5
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軽自動車税の減免

日（木）が申請期限です！

障がいの級別
家族運転・住居及び生計を一にする者
または常時介護する者が運転する場合

本人運転の場合

視覚障害

１級～４級

聴覚障害

２級・３級

障害者手帳【赤色】

平衡機能障害

３級

音声機能障害（喉頭摘出による音声機能障害に限る）

３級

－

上肢不自由

１級・２級

下肢不自由

１級～６級

体幹不自由

１級～３級・５級

乳幼児期以前の
非進行性の脳病変による運動機能障害

１級～３級
１級～３級

上肢機能

１級・２級

移動機能

１級～６級

１級～３級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害

１級・３級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害・肝機能障害

１級～３級

戦傷病者手帳【黒色】

視覚障害

特別項症～第４項症

聴覚障害

１級～３級
特別項症～第４項症

平均機能障害

特別項症～第４項症

音声機能障害（喉頭摘出による音声機能障害）

特別項症～第２項症

上肢不自由

特別項症～第３項症

－

下肢不自由

特別項症～第６項症及び第１款症～第３款症

特別項症～第３項症

体幹不自由

特別項症～第６項症及び第１款症～第３款症

特別項症～第３項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸機能障害

特別項症～第３項症

特別項症～第４項症

療育手帳【紺色】
精神障害者保健福祉手帳

表２

５月

軽自動車税減免対象者の障がいの範囲
障がいの区分

特別項症～第４項症

－

障害の程度Ａ

－

1 級かつ自立支援医療受給者証の交付を
受けている者

軽自動車税減免対象者の障がいの範囲
運
障がい者
本
人
障がい者本人

減免あり

所有者

障がい者と
同居の
生計同一者

減免なし

障がい者を介護
している者

－

障がい者と同居の生計同一者
減免あり
身体障害者
精神障害者
知的障害者

者

減免あり
減免あり

－

転

※単身または障がい者だけで暮らしている障がい者を介護している者に加
え、未成年者または 70 歳以上の者と暮らしている障がい者を介護して
いる者（障がい者と別居している者等）
減免あり
（未成年者 または 70 歳以上の者）
減免なし

＊生計を一にする者（家族等）・常時介護する者が運転し、減免を申請する場合には、⑦減免資格証明書が必要です。
＊軽自動車税とは原動機付自転車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車・軽自動車・トラクター等にかかる税金です。
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障害者手帳をお持ちの方に対する

（複数ある場合は全て）
③運転免許証（本人のもの）
④車検証 ⑤印鑑
⑥マイナンバー通知カード
またはマイナンバーカード
家族運転または
常時介護者運転の場合
①軽自動車税の納税通知書
②身体障害者手帳、戦傷病者
手帳、療育手帳、精神障害
者保健福祉手帳のうち該当
するもの全て
③運転免許証（運転する方の
もの）
④車検証 ⑤印鑑
⑥納税義務者のマイナンバー
通知カードまたはマイナン
バーカード
⑦・家族運転の場合
減免資格生計同一証明書
・常時介護者運転の場合
減免資格常時介護証明書
■問い合わせ
税務収納課 市民税担当
（内線１５５）
■⑦の問い合わせ
福祉課 障がい福祉担当
（内線１８２・１８３）
表１

軽自動車税の減免のお知らせ

身体等に障がいがあり、下
表に該当する方は軽自動車税
が減免になります。（ただし、
普通自動車で減免を受けてい
る方は対象になりません。）
また、手帳要件に該当する
障がいのある方の通学・通院・
通所のために常時介護をする
方が運転する場合も対象にな
ります。
■減免の手続き
①昨年度申請をした方
昨年度に減免の申請をされ
た方は、今年度以降申請内容
に変更がない限り、毎年度申
請する必要はありません。（昨
年度の内容に変更があった方
は、改めて申請が必要です）
②今年度新たに申請する方
軽自動車税の納税通知書が
届きましたら、５月 日（木）
までに税務収納課で手続きを
行ってください。
■手続きに必要なもの
本人運転の場合
①軽自動車税の納税通知書
②身体障害者手帳、戦傷病者
手帳のうち該当するもの
24
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地域の安心・安全のために頑張っています

サポート店
韮崎市

・料金の○％割引
・ポイント○倍
・ワンドリンク
サービス等
●会員への協力依頼
●制度の周知

消防団員

■申込方法
「韮崎市消防団員サポート
店登録申請書」に必要事項を
記入し、お申し込みください。
申請書は商工会、市総務課お
よび市ホームページより取得
できます。

消防団協力事業所表示
制度をご存知ですか？

消防団協力事業所表示制度
は、消防団活動にご協力いた
だける事業所等に対して表示
証を交付し、社屋への掲示の
ほか、市のホームページや広
報紙に掲載・公表することな
どで、消防団への協力が、事
業所等の社会貢献として広く
認知されるものです。
事業所等のイメージアップ
とともに、地域防災体制の一

層の充実と消防団員の活動し
やすい環境づくりにご協力を
お願いします。
■申し込み・問い合わせ
総務課 危機管理担当
（内線３３９・３９９）

近年、消防団員の確保が非常に厳し
く、また、消防団員のサラリーマン化に
より、災害発生時、迅速に現場に到着で
きる団員が減少しています。
災害発生時において、市民の生命、お
よび財産を保護し、被害の防止または軽
減を図るため、消防団退職団員、または
消防活動に対して理解をもつ方々による
消防団活動協力員を募集します。
■申込方法
「韮崎市消防団活動協力員登録申請
書」に記入・押印し総務課危機管理担
当へ提出してください。なお、申請用
紙は総務課・市HPより取得できます。
■問い合わせ
総務課 危機管理担当
（内線339・399）

60

■問い合わせ
韮崎市商工会
☎２２‐２２０４
総務課 危機管理担当
（内線３３９・３９９）

消防団活動協力員を募集！

サポー
ト店

消防団員優遇
サービスの提供
・優遇サービス
・団員勧誘への活用
・消防団の認知度向上

団員証の提示

【消防団のメリット】

・集客の効果、
商店活性化
・地域貢献、
イメージアップ

消防団サポート事業
協力店を募集
【優遇サービスの例】

商工会

【協賛店のメリット】
●市内事業所への協力依頼
●サポート協賛店の登録
（サポート店表示証を配布）
●団員や市民への制度周知
（団員証配布、広報・HP掲載）

消防団サポート事業は、消
防団員やその家族に対し、「料
金の〇％割引」・「ポイント〇
倍贈呈」などの優遇サービス
をサポート店からご提供いた
だき、消防団員の確保につな
げる取り組みです。
現在、市内の 以上の店舗
にご登録いただいています
が、団員から好評を得ている
ことから、店舗のさらなる拡
大を目指しています。市内店
舗の皆さんの消防団活動への
ご協力をお願いします。

「チーム韮崎」で消防団活動に協力を！！

災
防
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平成

年度韮崎市消防団辞令交付式を挙行

☆部長辞令
穂坂分団

藤井分団

横森
小澤
望月
降矢
佐藤
猪股
石川
丸山
平賀
荒井
窪田
平賀
小澤
谷脇
横森
志村
松井
松川

一也
正寛
正仁
孝博
雅之
博史
達也
哲弘
正樹
悟
哲也
健太
辰徳
豪
一祥
聡
健司
琢也
大草分団

旭 分 団

神山分団

清哲分団

円野分団

40

竜岡分団

30

飯野 泰崇
小泉 卓央
伊藤 公一
眞壁 俊之
深澤 英史
小澤
隆
加賀爪 真
藤巻 優之
櫻田 真悟
功刀 政司
駒井宏一郎
内藤 嘉夫
進藤 大介
山本 寛樹
保坂 勇次
藤原 公紀
矢崎 直人
岡部 政弘
堀川 裕司
武川 勝大

☆班長辞令
穂坂分団

藤井分団

中田分団

横森 寛典
仲澤 清人
廣瀬 公太
木下 義則
横内栄一郎
猪股 宏充
保坂 和樹
石川 和男
青木
潤
向山 将司
青木 雅美
大塚
学
中山 正樹
白倉 宏信
宮崎 洋一
水上
拓
田中 俊彦
小川 龍裕

４月８日、韮崎市営総合体育館で平成 年度韮崎市消防団辞令交付
式が行われ、
部長、
班長および 名の新入団員に辞令が交付されました。
団員が力を結集して、市民の安全で安心な生活を守るため、消防活
動を行います。

大切なまち、
大切な人を守るため、
消防団は頑張っています！

30

中田分団
穴山分団

穴山分団

円野分団

清哲分団

神山分団

旭 分 団

大草分団

竜岡分団

潤
朋輝
哲朗
拓也
清隆
和城
俊
優希
武彦
幸寛

米良 圭介
石合
卓
小泉 智士
山形喜久太
真壁 隆之
山形 智樹
阿部 洋介
石井 信一
藤巻 英司
雨宮 博一
功刀 崇裕
大村健一郎
矢崎 大地
飯室 和樹
小倉 秀俊
長田
司
湯舟 洋貴
飯野 政寛
佐々 亨平
田中
賢
中山 昌平
岩出 俊介
深沢 義典

☆新入団員辞令
韮崎分団

穂坂分団

保坂
原
清水
坂本
石川
大澤
横森
大柴
廣瀬
相山

藤井分団

中田分団
穴山分団
円野分団
清哲分団

保坂 純矢
向山
輝
横森 一郎
天野
雅
清水 将一
小澤 大地
名取 稔彦
向山 良祐
大藤 拓磨
髙梨
亮
宮﨑 博州
山田 健心
長谷川拓哉
山本
努
小澤 達貴

神山分団

旭 分 団

大草分団

竜岡分団

雨宮 良樹
田邊
諒
功刀 晃太
駒井 陽平
石井 岳斗
上野健太郎
小野 北斗
矢崎 拓也
堀内 知明
高橋
翼
田中 宏和
清水 雄太
水川 美秋
野口 康介
秋山 昌也

7

災
防

12

民生委員・児童委員
担当地区

関係機関
状況把握

◦障がい者のいる世帯

情報提供

◦妊産婦のいる世帯
◦生活困窮世帯
◦その他の世帯

相談援助

■問い合わせ

民生委員・児童委員

◦母子世帯、父子世帯

連携・協力

主任児童委員

◦子どものいる世帯

地区担当

◦高齢者のいる世帯

◦市役所
◦福祉事務所
◦保育園
◦教育委員会
◦学校
◦幼稚園
連携・協力
◦社会福祉協議会
◦医療機関
◦児童相談所
◦保健所
など

心配ごと、悩みごとを一人で抱えていませんか？

談・教育相談等を行っています。

毎年、５月 日は「民生委
員・児童委員の日」です。民
生委員・児童委員は、安全・
安 心 の ま ち づ く り を 目 指 し、
関係機関と連携し様々な取り
組みを推進しています。
■民生委員・児童委員
市内では厚生労働大臣より
任命された１１１名の方が現
在活動しています。地域福祉
推進のため、地域住民の相談
役、行政など関係機関とのパ
イプ役として、高齢者等の見
守り活動を行っています。
※相談業務にあたるため、特
別職の地方公務員という立
場で、守秘義務が課せられ
ています。
■主任児童委員
民生委員・児童委員のうち、
厚生労働大臣より指名された
名の方が、児童福祉を専門
に活動し、虐待防止・育児相

民生委員・児童委員は、各
地区に配置されていますの
で、お住いの地区担当の方が
不明な場合は、お問い合わせ
ください。

22

支えあう 住みよい社会 地域から

民生委員制度・住民基本台帳の閲覧状況

福祉課 社会福祉担当（内線 181）

住民基本台帳の閲覧状況を公表
平成 29 年度の住民基本台帳の一部の写しの閲覧は 9 件でした。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧取扱要綱第 6 条に基づき公表します。
住民基本台帳の閲覧状況
閲覧年月日

申出者の氏名（法人の場合は、その名称及び代表者の氏名）

利用目的の概要

閲覧に係る住民の範囲

平成29年 5月10日

株式会社インテージリサーチ
代表取締役社長 井上孝志
（委託元：国土交通省観光庁観光戦略課）

「観光消費動向調査」に係る
対象者抽出のため

下祖母石・一ツ谷の
男女

「テレビ視聴に関する調査」の
対象者抽出のため

龍岡町の16歳以上の
男女

「県民意識調査」の対象者抽出のため

市内全域の18歳以上の
男女

「救急に関する世論調査」の
対象者抽出のため

龍岡町の18歳以上の
男女

平成29年 6月 8日

公益財団法人山梨総合研究所
（委託元：山梨県知事 後藤 斎）

平成29年 7月 4日
平成29年 7月 6日
平成29年 8月 9日
平成29年10月 5日

一般社団法人中央調査社
大室 真生（委託元：野村総合研究所）

会長

会長

一般社団法人中央調査社
真生（委託元：内閣府大臣官房政府広報室）

大室

会長
会長

大室

一般社団法人中央調査社
真生（委託元：東京大学社会科学研究所）

平成30年 1月17日

■問い合わせ

「2017年10月東京オリンピック・パラリンピ 若宮・岩下の20歳以上
ックに関する世論調査」の対象者抽出のため
の男女
「暮らしのなかの困りごとに関する
全国調査」の対象者抽出のため

富士見の20歳以上の
男女

「県政モニター」の
候補者抽出のため

市内全域の18歳以上の
男女

一般社団法人中央調査社
真生（委託元：公益財団法人塩事業センター）

「家庭用塩の消費実態に関する調査」の
対象者抽出のため

大草町の20歳以上の
男女

一般社団法人中央調査社
真生（委託元：ＮＨＫ放送文化研究所）

「2018年３月東京オリンピック・パラリンピ
ックに関する世論調査」の対象者抽出のため

大草町の20歳以上の
男女

大室

山梨県総合政策部広聴広報課
課長 平塚 幸美

平成29年11月21日
平成29年12月13日

一般社団法人中央調査社
真生（委託元：ＮＨＫ放送文化研究所）

会長

大室

会長

大室

市民生活課 戸籍住民担当（内線 123 ～ 126）
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私立幼稚園の入園料・保育料補助
幼稚園に在園するお子さんの保護者の方へ

私立幼稚園の入園料・保育料の一部を補助

市では、私立幼稚園の入園料・保育料を補助する就園奨励費補助事業を実施しています。補助を希望する
場合は、通園先の幼稚園にお問い合わせください。
今年度から、下表の第③区分第１子と第２子に該当する世帯への補助限度額が引き上げられました。詳細
は、下記の表でご確認ください。
■補助対象世帯
市内に住所があり、私立幼稚園に在園している２歳児～５歳児（平成 24 年４月２日から平成 28 年４
月１日生まれ）のいる世帯。※２歳児は、３歳になる誕生月から補助対象になります。
■補助の内容 私立幼稚園の入園料・保育料
■補助区分および補助限度額
下記の表でご確認ください。（世帯の課税状況等に応じて補助限度額が異なります）
※保育料等の支払額が表の補助限度額に満たない場合は、平成 30 年度で実際に支払っ
た入園料・保育料が補助額になります。
■その他
子ども・子育て新制度に移行した幼稚園に在園している園児は、補助金の対象となりませんので、ご注
意ください。
幼稚園就園奨励費補助限度額

※色の付いた部分の限度額が引き上げられました。

課税区分（世帯合計）
① 生活保護世帯
市民税非課税世帯
②
市民税の所得割が非課税世帯
当該年度に納付すべき市民税所得割課税額が
③
77,100 円以下の世帯
当該年度に納付すべき市民税所得割課税額が
④
211,200 円以下の世帯
⑤ 上記に該当しない世帯

補助限度額（園児一人あたりの年額）
在園中の第 1 子※
在園中の第 2 子※
在園中の第 3 子以降※
308,000 円
308,000 円
308,000 円
272,000 円
308,000 円
308,000 円
272,000 円
308,000 円
308,000 円
187,200 円

247,000 円

308,000 円

62,200 円

185,000 円

308,000 円

ー

154,000 円

308,000 円

【ひとり親世帯、在宅障がい児（者）のいる世帯で下記の課税区分に該当する場合】
課税区分（世帯合計）
市民税非課税世帯
市民税の所得割が非課税世帯
当該年度に納付すべき市民税所得割課税額が
③
77,100 円以下の世帯

②

補助限度額（園児一人あたりの年額）
在園中の第 1 子※
在園中の第 2 子※
在園中の第 3 子以降※
308,000 円
308,000 円
308,000 円
308,000 円
308,000 円
308,000 円
272,000 円

308,000 円

308,000 円

※第何子目かの数え方、課税区分によって異なります。
・第①～③区分の世帯は、保護者と生計を一にするすべての兄・姉を含めて年齢の高い順に数えます。
・第④～⑤区分の世帯は、小学校 3 年生以下の兄・姉を含めて年齢の高い順に数えます。
●所得割額は世帯の合計額で判定します。
●住宅借入金等特別控除を受けている場合は控除前の所得割額を用いて判定します。

■問い合わせ

福祉課 子育て支援担当（内線 173 ～ 175）

30

9

10

歯 と口 の
健康週間

12

歯の無料健康相談

毎年６月４日～ 日は歯と
口の健康週間です。それに合
わせて「歯の無料健康相談所」
を左記のとおり開設しますの
で、お気軽にご来場ください。
■日時 ６月３日（日）
９時 分～ 時 分
■会場
市民交流センターニコリ
１階オープンスペース他
■内容 歯科医師による健診
および相談、無料フッ素塗
布、洗口等
■問い合わせ
健康づくり課 健康増進担当
（保健福祉センター内）
☎２３‐４３１０
30

子育てボランティア・小児救急医療・市議会合同研修

韮崎市子育てボランティア養成講座 参加者募集
平成 30 年度「子育てボランティア養成講座」
（第 10 期
生）の募集が始まります。
講座を修了すると、韮崎市子育て支援センター内での親
子サポート、韮崎市内のイベント、ファミリーサポートの
一時預かりなどの活動にボランティアとして参加できま
す。
■対

象

■場

所

■講 座 日
■時
■定
■申 込 受

程
間
員
付

■問い合わせ

韮崎市にお住まいの方
子どもが好きな方
子育て支援に関心のある方
韮崎市子育て支援センター
『にら★ちび２』（市民交流センター２階）
6 月 19 日（火）～ 22 日（金）の 4 日間
10 時～ 15 時
6名
5 月 2 日（水）～ 6 月 12 日（火） 9 時～ 17 時
※韮崎市子育て支援センターまで直接お越しください。詳細をご説明します。
韮崎市子育て支援センターにら★ちび ☎ 23-7676

小児救急医療体制について
【お子さんの休日・夜間の急な発熱などには】
小児科の専門看護師による電話相談
【平 日】19 時～翌朝７時
【土曜日】15 時～翌朝７時
【休 日】 9 時～翌朝７時
■電話番号
◦携帯番号（短縮ダイヤル）の場合 ☎＃8000
◦ダイヤル回線の場合 ☎055-226-3369
【お子さんの休日・夜間の急病時には】
甲府地区小児初期救急医療センター
甲府市幸町 14-6（甲府市地域医療センター内）
※明らかに重症な場合、迷わず、119 番をご利
用ください。
■問い合わせ
健康づくり課 健康増進担当 ☎ 23-4310
県庁医務課 ☎ 055-223-1480
※県庁医務課HP http://www.pref.yamanashi.jp/
imuka/82789260079.html

市民参加による市議会議員との
合同研修会を開催
市議会では、これからの議会運営に関わる議員定
数等について調査・研究を進めており、その一環と
して学識者を講師にお招きし、市民の皆さんにもご
参加いたただき、議員との合同研修会を開催します。
たくさんの方のご参加をお待ちしています。
■日時 5 月 20 日（日）14 時～ 16 時
■場所 東京エレクトロン韮崎文化ホール
2 階 会議室 1 ～ 4
■講師 江藤 俊昭 氏
（山梨学院大学法学部政治行政学科、大学
院社会科学研究科 教授）
■講演 「いま、求められる議会の役割とは？」
～議員定数のあり方を考える～
■主催 韮崎市議会議員定数等調査特別委員会
※事前の申込は不要ですが、満席の場合には、
入場をおことわりすることがあります。

■問い合わせ

議会事務局（内線 513・514）

障害者扶養共済制度

（しょうがい共済）
について

障がいのある方を扶養して
いる保護者が、毎月一定の掛
金を納めることにより、万一
（ 死 亡・ 重 度 障 害 ） の こ と が
あったとき、障がいのある方
に終身一定額の年金を支給す
る任意加入の制度です。

■制度の主な特色
①保護者が死亡または重度障
害になったとき、障がいの
ある方に毎月２万円（２口
加入の場合は４万円）の年
金が生涯にわたり支給され
ます。
②掛金が割安です。
例：保護者が 歳で加入した
場合・月額９，３００円
③掛金の全額が所得控除の対
象となることから、所得税・
住民税の軽減につながりま
す。また年金に対しては所
得税、住民税、相続税、贈
与税がかかりません。
④県が条例に基づき実施して
いる公的制度です。

■問い合わせ
福祉課 障がい福祉担当
（内線１８２・１８３）
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ミアキスマイル・にらさきサンライズトレーニング
Miacis 卒業生へのインタビュー

過去 ミアキスの活動で学んだこと
文化祭の企画書を書いていく中で、
保健所や学校との関わりで必要な手続
きなどの社会のシステムや、大人がど
う働いているのか知ることができまし
た。主体的に行動する大切さや好きな
ことを発信する楽しさも知ることがで
きて、夢の実現に少し近づきました。

「階段の途中」
取材された人（左）

取材した人（右）

名前：宮川智花

名前：佐藤杏

所属：玉川大学芸術学部

所属：中央高校

出身校：韮崎高校

出身校：韮崎東中学校

好きな食べ物：からあげ

好きな食べ物：たまご

趣味：散歩

趣味：寝ること

現在（3 月取材時点）

ところで、行動力はどこから？

大学の春休みで帰郷して、ミアキス
でダンスのワークショップをしていま
す。部活の先輩のような存在であるス
タッフの皆さんに相談しながら、将来

実はインドア派で家にいる間に SNS
で知る人の活動に刺激を受けて、自分

ダンスの先生になるために、実際にダ
ンスを教えてみて中高生の反応を見た
り需要と供給を考えたりしています。

も行動しようと思います。綿密な計画
を立てないと不安になる方です。一人
ではできないことでも、やりたいとい
う気持ちを発信すれば、協力してくれ
る人がいるのが力になっています。

将来 ありたい姿
東京で経験を積んだ後、山梨に戻っ
てきてジャズダンスの先生になりたい
です。今後のミアキスでは今回のよう
に自分のやりたいことを発信したり、
他の人の発信するものに参加していき

2018 年 5 月 5・6 日

5 月のミアキスイベント

『ゴールデンウィーク特別合宿 in 愛宕山』
ミアキスの H30 年度中高生スタッフ 6 人が初めて自分
たちで企画する、中高生の中高生による中高生のため

の合宿！中高生は誰でも参加可能！新しい友だちと出
詳しくはMiacis
（☎45-9919）
まで。
会えるチャンスです！詳しくは
Miacis
まで。

たいです。今までお世話になった分、
自分も恩返ししていきたいですね。

NIRASAKI SUNRISE TRAINING
－ にらさきサンライズトレーニング －

早朝の優しい陽射しは本当に気持ちいいです
よ！
世界で活躍するトレイルランナーで北杜高校
教諭の山本健一先生（旭町在住）と一緒に、先
生おすすめのランニングコースやサイクリング
コースを一緒に走りながら韮崎の朝を思い切り
楽しみませんか。
大勢の方の参加をお待ちしています。
ⓒ SHO Fujimaki

月 日
5 月 13 日（日）
6 月 24 日（日）
7 月 22 日（日）
8 月 19 日（日）
9 月 22 日（土）

時 間
6：00 ～ 8：00
4：30 ～ 7：00
4：30 ～ 7：00
4：30 ～ 7：00
5：00 ～ 7：00

ⓒ SHO Fujimaki
■参加対象者
健康に興味のある方で、5キロ程度のウォー
キング、10キロ程度のランニングと、40キ
ロ程度のサイクリングに興味のある方。
（内容が変更となる場合があります。）
■持 ち 物 飲み物やタオル、小銭など
■参加方法 事前申込は不要です。開催日の開
催時刻の10分前程度に集合場所
へお越しください。

トレーニング場所（内容）
穂坂自然公園（トレイルランニング）
韮崎市内（ロードバイクサイクリング）
甘利山（ヒルクライムウォーキング）
甘利山（ヒルクライムランニング）
韮崎市内（ウォーキング＆全身運動）

詳しいメニュー等は、山本健一公式facebookページで随時更新します
ので、総合政策課人口対策担当までお問い合わせください。
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集合場所
穂坂自然公園
韮崎市役所
甘利山公園線入口ゲート
甘利山公園線入口ゲート
韮崎市役所

■問い合わせ
総合政策課 人口対策担当
（内線 358）

戦国ヒルクライム IN 韮崎・甘利山

戦国ヒルクライム IN 韮崎・甘利山
～甲斐の国

激坂決戦～

ヒルクライムは、山地や丘陵など自然の地形を活かした登坂コ
ースで、タイムを競う自転車競技です。
韮崎・甘利山大会は、
最長コース距離 11.7 ㎞、標高差 1,138 ｍ、
平均勾配 9.5％を誇り、全国屈指のコースとの評価を得ています。
年齢、性別、競技経験ごとに参加部門が選べ、「武田の里・にら
さき」にふさわしい賞も多数ご用意しています。
今年は、トライアルとしてママチャリ部門（ショートコース）
も設けます。
あなたも真夏の激坂にチャレンジしてみませんか？

7月21日土 受付
7月22日日 競技・パレード
■会
場 みだい体育センター ～ 甘利山広河原駐車場
■エントリー締切 6 月 27 日（水）
エントリーは
http://www.tour-de-nippon.jp/series/nirasaki/entry/
ショートコースエントリーは、直接産業観光課へ電話で申込。
カテゴリー

ロード

競技内容

ジュニア
ショート
（ママチャリ）

定員

出場資格

Ａ

高校生～29歳

高校生～29歳

Ｂ

30～39歳

30～39歳

Ｃ

40～49歳

40～49歳

Ｄ

50～59歳

Ｅ

60歳～

Ｆ

女子

重量級
（80kg） NEW
ＭＴＢ

参加料／人

男子
女子

既定距離の走
行タイムを競
うヒルクライ
ムレース

表彰対象

50～59歳

6,500円
600人

60歳～
女子
高校生以上

上位３位
女子上位６位

高校生以上

中学生
（男女）
小学５－６年
（男女）
中学生以上 NEW

ヒルクライム
体験レース

3,500円

中学生

3,000円

小学５－６年

1,000円

30人程度

中学生以上

※新設ショートコース対象（ママチャリ・電動アシスト・レンタバイク）

ボランティア募集
大会中、ボランティア活動を行っていただける方を募集します。
■活動内容
◦イベント会場およびゴールでの作業 ◦コース安全管理、
交通誘導
◦参加者の受付、完走証引渡し、計測チップ回収等作業
■応募資格 高校生以上の健康な方
■応募締切 6 月 22 日（金）
■応募方法 電話または FAX
※活動内容等の詳細は、後日応募者へ通知します。

申し込み・問い合わせ

産業観光課 観光担当（内線 213・214）FAX23-1215
2018.5
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南アルプスユネスコエコパーク

南アルプスユネスコエコパーク
甘利山グリーンロッジ５月１日オープン！
「山梨百名山」のひとつでもある甘利山は、６月中旬ごろレンゲツツジの大群落によって山頂一帯が真紅
に染まります。高山植物の宝庫としても知られ、夏から秋にかけては貴重な植物が咲き誇ります。また、山
頂からは富士山や八ヶ岳など、大パノラマを望むことができます。自然観光やハイキングの拠点として、ご
家族・グループで、ぜひご利用ください。
■開 設 期 間
■問い合わせ
■申 し 込 み
■利 用 料 金
施

設

大部屋

個

室

5 月 1 日～ 10 月 31 日
産業観光課 観光担当（内線 213・214）
甘利山グリーンロッジ ☎ 090-8595-6141

※甘利山公園線の工事が5月下旬まで行わ
れており、迂回路での通行となります。
迂回路は表示に沿ってお進みください。

単位

使用者・部屋区分

宿 泊
（1 人 /1 泊）

小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、
特別支援学校その他これらに準ずる学校の
児童または生徒
その他

使用料
市内

市外

300 円

300 円

1,100 円

1,700 円

宿 泊
（1 部屋 /1 泊）

4 人部屋（5 人）

5,000 円

7,000 円

8 人部屋（9 人）

10,000 円

14,000 円

休 憩
（1 部屋）

4 人部屋

1,500 円

2,500 円

8 人部屋

3,000 円

5,000 円

炊事場

1 人分

100 円

100 円

シャワー

1人

100 円

100 円

寝

1組

300 円

300 円

具

※使用者・部屋区分欄の（ ）は、エキストラベッド使用時定員です。
※シャワーご利用の方は、タオルをご持参ください。 ※宿泊者以外の炊事場供用時間は、10 時から 16 時まで。
※自炊施設のため、食材は各自でご持参ください。
※小学校就学前の乳幼児は、施設使用料無料です。

とっておきの1枚を応募してみませんか？

美しい富士山を望むまち 韮崎の四季 フォトコンテスト
韮崎市には数々の富士山絶景ポイントがあり、また、わに塚のサクラ・新府桃源郷・甘利山のレンゲツツジ・鳳
凰三山・武田の史跡など、四季折々のフォトロケーションにも恵まれています。
大自然と歴史のロマンに包まれた〝韮崎の四季〟を写真で表現してみませんか !?
■応募期限
■テ ー マ

平成31年１月25日（金）※郵送の場合は当日消印有効
市内の絶景ポイントから見る一押しの富士山や、四季を通じて撮影した
風景・人物・行事・祭りなど、いずれも未発表の作品で、市の観光ＰＲ
等に使用可能な作品。
■応 募 先 山梨フジカラー取扱店
もしくは韮崎市観光協会（平日８時30分～17時15分）
■規
定 ①プリント４切・ＲＰプリント４切（白黒可）デジカメ撮影可（デジタ
ル銀塩方式プリント） ※ワイド４切は不可。
②入賞作品は返却しません。
③入賞作品のすべての版権は市に帰属します。
■問い合わせ 韮崎市観光協会（〒407-8501 韮崎市水神1-3-1 ☎0551-22-1991）

13

平成 29 年度推薦作品
「林道の春」

まちかどトピックス
MACHIKADO TOPICS

「幸福の小径」で立体作品をお披露目！
市では、韮崎市まちなか美術館の実現に向けた事業として、名誉
市民大村智博士のノーベル医学・生理学賞受賞を記念し、『幸福の
小径』に立体作品を設置しました。
3 月 31 日（土）に披露式典が開催され、国内外で活躍する 9 名
の作家の作品がお披露目されました。
立体作品は、「世界の平和」と「人類の幸福」をテーマに誰もが
優れた芸術作品に触れ、心豊かに過ごせるようにと思いを込めて、
制作されました。
式典後には、作家の方から作品に込められた想い等が語られ、韮
崎市長賞を受賞した竹腰耕平先生は、制作期間中穴山町に滞在し、
地元の方々の協力を得ながら制作に打ち込んだことを紹介してくだ
さいました。
大村智博士は「それぞれの作品はとても個性的で、いろいろな想
いが込められている。作品に込められた想いを想像することが面白
いので、何度でも訪れて作品に向き合ってほしい。」と語られました。
皆さんもぜひ『幸福の小径』に足を運び、立体作品を自分の目で
見てそれぞれの感性で作品を感じてください。

第 70 回山梨県消防記念日式典開催
3 月 17 日（土）、甲府市のコラニー文化ホール
で第 70 回山梨県消防記念日式典が開催されました。
式典では、株式会社内藤ハウスが市内での火災を
早期に発見し消火活動を行ったことにより、山梨県
知事から表彰状が授与されました。

100 歳おめでとうございます ‼
3 月 1 日（木）、神山町の樋口しげ子さんが 100
歳になられました。
樋口さんは、習字や編み物が得意で、健康の秘訣
は「好き嫌いなく何でも食べること」と話してくれ
ました。これからも元気で長生きしてください。

災害時における協定書を締結
■学校法人日本航空学園との協定
大規模な地震、風水害等の発生または発生の恐れのある際、目
視での現場確認が困難な場合に、無人航空機による空撮調査を実
施することで、災害の拡大防止及び早期復旧への支援を目的に、
３月７日（水）、「災害時における被害調査の支援に関する協定」
を締結しました。
■韮崎市自動車事業協議会との協定
大規模災害が発生した場合に備え、自主防災組織の保有する資
機材の点検整備や、車載式ジャッキの無償提供をはじめ、発災時
には通行の障害となる車両の移動・排除などの支援を目的に、3
月 12 日（月）、「災害時における緊急応援活動の実施等に関する
協定」を締結しました。

2018.5
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まちかどトピックス
MACHIKADO TOPICS

地域に貢献！穴山駅で清掃活動！
3 月 28 日（水）
、社会福祉法人信和会穴山の里と
わ～く穴山の里の利用者の皆さんにより、穴山駅構内
の清掃活動が行われました。
この清掃活動は昭和 61 年、障害者支援施設穴山の
里開設から 30 年以上にわたって地域への社会貢献や
住民との交流を目的に行われており、昨年度には、
「鉄
道の日」鉄道関係功労者国土交通大臣表彰も受賞しま
した。

市内の小学校へ体育用品を寄附
東京エレクトロン テクノロジーソリューションズ株式
会社より、市内の小学校 5 校へ体育用品をご寄附いただき、
3 月 29 日（木）に寄附受納式が行われました。
田原副社長は「子どもたちの教育・健康増進に役立てて
ほしい」と語られました。一輪車や竹馬、スケート靴など
各学校が希望する物品 1,967,112 円相当をご寄附いただ
きました。

わに塚のサクラライトアップ点灯式
3 月 31 日（土）神山町にあるわに塚のサクラのライ
トアップ点灯式が行われました。例年に比べて暖かい日
が続いたことによりライトアップ当日から満開で、たく
さんの方がお花見に訪れてくださいました。また、童謡
歌手の若林秀和さんとピアノ演奏者の青木陽香さんによ
るミニコンサートも開催され、幻想的な雰囲気の中での
音楽とサクラのコラボレーションが多くの来場者を魅了
しました。

～子供たちに夢を～ 富士島建設小学校へ行く！
３月 14 日（水）、韮崎北東小学校の 4 年生オープンスペース
にて富士島建設（株）による出前授業が行われました。
北東小の学区内で行われている「国道 141 号線相垈交差点の
道路工事」について、工事の進捗の様子や、今後どのように利用
しやすくなるのかを自社で制作したポスターを使って分かりやす
く紹介しました。子どもたちは、完成予想図や実際に使用してい
る重機のポスターに興味津々！！自分たちの住むまちについて楽
しく学べる時間となりました。また、全校児童がいつでも見られ
るよう、ポスターは校内中央廊下でも展示しています。
今回、こうした出前授業や中央廊下でのポスター展示を行う
きっかけとなったのは、自分たちの住むまちがどのようにして守
られていて、日々安全で住みよいまちとなるよう努力されている
かを韮崎市の未来を担う子どもたちへ伝えたい！という想いのも
とです。今後も市内における建設工事をより子どもたち目線で、
身近に感じてもらえるよう、小学校への出前授業や現場見学会な
どを企画して取り組んでいく予定です。
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市民交流センターニコリ

イベント

４月
～５月

■展示期間

日（土）
日（水）

「きつねの窓」
安房 直子
朗読 望月スミ子
「八重垣姫」 近松 半二
朗読 植松喜久江

作
氏
作
氏

子育て支援センター共催
『 親子で楽しもう！リズム
体操 ♪ 』（無料）

30 26

ニコリ主催イベント
３日間限定！ブックカフェ
“ No-La
”へようこそ！

■日時 ６月 日（火）
時 分～ 時 分
■場所 ニコリ３階
多目的ホール
■定員 ０～３歳児親子 組
■持ち物 運動ができる服装
・飲み水・室内履き
■講師 県エアロビック連盟
理事長 斎藤晴美 先生
■申込 ５月 日（金）から

30

問合せ☎２２ １ｰ１２１

■持ち物 タオル、飲料水
■服装 動きやすい服装
■場所 ニコリ１階音楽室１
■講師 沢田美千代 先生

30

タブレットの基本操作や、
暮らしに役立つ便利で楽しい
アプリの使い方を学んでみま
せんか。
■日時 ６月 日・ 日・７月
２日・９日いずれも月曜日
時～ 時
■場所 ニコリ１階会議室８
■定員
名
■教材費 １，３８２円
■使用機種 ｉｐａｄ ｐｒｏ
■講師 向山幹夫 先生
■申込 ５月７日（月）から

『 タブレット初心者講座』
（全４回）

25

中央公民館

16

11

日頃の運動不足の解消に、
リズム体操でいい汗をかきま

健康講座『 爽快！リズム体操
でいい汗かこう！』
（全２回）

25

問合せ☎２０ １
ｰ１１５

15

学んでにっこり
韮崎市内を歩いて
韮崎市を学ぼう！

30 10

11

11

まなびｎｏサロンＣＯＣＯつな

30 22

本格エスニック！
タイ料理教室

①
「しゃべらん会」
（無料）
毎月第２木曜日に楽しいお
しゃべりができる会を開いて
います。家にこもりがちな方
やお友達を作りたい方など、
どなたでも自由にお越しくだ
さい。
■日時 ５月 日（木）
時 分～ 時
■場所 ニコリ１階会議室１
（時間内出入り自由）
②
「刺し子を楽しもう！」
初心者向けの、優しくて可
愛い刺し子を体験しませんか。
■日時 ６月 日（金）
時 分～ 時 分
■場所 ニコリ１階会議室５
■定員
名
■材料費 ２５０円（布・縫
い針・糸代）
■持ち物 まち針・ハサミ・
指ぬき・定規・チャコペン
■講師 ＣＯＣＯつな
貝瀬千春 さん
５月７日（月）から
■申込

10

本格的なタイ料理３品を作
ります！料理初心者さんも大
歓迎です。
■日時 ６月 日（日）
時～ 時
■参加費 ２，０００円
■定員
名
※最少催行人数４名
■持ち物 エプロン、三角巾、
ハンカチ
■場所 ニコリ１階 調理室
■講師 梅木幸恵 先生

どこへ行っても大混雑のＧ
Ｗ。図書館のブックカフェに
ゆったりまったり本を読みに
きませんか？英字新聞でエコ
バッグを作るワークショップ
も行います。お楽しみに！
■日時 ５月３日（木）～５
日（土） 時～ 時
〇英字新聞ｄｅエコバッグワ
ークショップの開催は５月
４日（金）のみ
時～ 時
（先着順４～５名ずつ・随時
入替制）※持ち物不要
■場所 ニコリ２階会議室９
■対象 当日、本を１冊以上
借りた方にドリンクチケッ
トをお渡しします。
■席数 約 席
申込不要・無料

朗読のつどい（無料）
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５月は市内３つの朗読ボラ
ンティアグループの出演です。
■日時 ５月 日（土）
時～ 時
■場所 ニコリ２階会議室９
■内容（作品名・朗読者）
「巨男の話」 新美 南吉 作
朗読 金
亮子 氏

13

10

12

18

※申込はニコリ１階総合受付
にて申込書を記入し参加費
をお支払いください。

大村記念図書館
問合せ☎２２ ４
ｰ９４６

『 ヴァンフォーレ応援 』展示
５月から全５回のＶ Ｆ共催
イベント「スポーツのチカラ」
が開催されます。選手たちお
すすめ本の展示も行います。
皆でＶＦを応援しましょう。
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15
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■日時 ５月 日（日）
■参加費 １００円
■定員
名
■持ち物 筆記用具、飲料水、
タオル、帽子、雨具、常備
薬 等
■講師 韮崎市教育委員会
閏間俊明 氏
■内容 穂坂地区を歩きま
す。詳細はお問い合わせく
ださい。

20

初心者歓迎！
フラダンス教室

23

11

45

20

14

20

ハワイの心地よい音楽に合
わせて、人と自然を愛する気
持ち「ＡＬＯＨＡ」を育んで
一緒に楽しく踊りましょう♪
■日時 ６月４日・ 日・
日、７月２日・９日・ 日・
日、８月６日
（月曜日全８回）
時 分～ 時 分
■参加費 ８，０００円
■定員
名
※最少催行人数５名
■対象 女性
25

30

30

15

30

19
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（参加費無料・要申込）
■日時 ５月 日（金）
時 分～ 時 分
にら★ちび２（２階）
子育て中の方
■場所
■対象

にら★ちび森の♥公園くらぶ
たからものをさがそう！
たからものいれを作って、
みんなでおさんぽにでかけよ
う♪おもしろいもの、おきに
いりのものを見つけてみよ
う！（参加費無料）
■日時 ５月 日（火）
時～ 時 分
■集合 韮崎中央公園ＳＬ前
時集合（雨天中止）
■定員
組（要予約）
■持ち物 着替え、タオル、
飲み物、帽子、日焼止め
森の子育ちサークル
「うじゅっこ」

■ 持 ち 物 汚 れ て も い い 服、
靴（長靴）、着替え、帽子、
お弁当、水筒、軍手

うじゅうの森ホリデ～★
『 森のシンガーソングライ
ター証さんの野草教室＆ご
ろんコンサート』
今回は山田証さんを講師
に迎えて、野草教室ワーク
ショップと森を学ぶごろんコ
ンサートをします。
■日時 ５月６日（日）
時～ 時
■定員
組限定（要予約）
■参加費 親子２，５００円
■持ち物 汚れてもいい服、
帽子、軍手、敷物、足元の
しっかりした靴、防寒具、
シャベル、マイ皿、マイカ
ップ、マイ箸やスプーン、
お弁当、飲み物など

森の子育ちサークル
「うじゅっこ」
入会のご案内

－食改推の簡単レシピ！－
知っ得！食育ひろば

せんか？
■日時 ６月 日 土( ・) 日
（土） 時～ 時 分
■場所 ニコリ３階
多目的ホール
■定員
名
■参加費 無料
■持ち物 運動ができる服装
・飲み水
■講師 県エアロビック連盟
理事長 斎藤晴美 先生
■申込 ５月７日（月）から

子育て支援センター
問合せ☎２３ ７ｰ６７６

トワイライトひろば
月２回、閉館後の子育てひ
ろば・子育て相談をしていま
す。園帰りにもお気軽にお立
ち 寄 り く だ さ い 。（予 約 不 要・
無料）
■開催日 ５月 日（木）・
日（木） 時～ 時
■場所 にら★ちび２（２階）

みんなで話そう！
にらさき子育てすくすく♥
スマイルミーティング

■対象 ０～３歳児と保護者
■年会費 １，０００円
■参加費 １回３００円
（一家族）
■活動日 水曜日 時 分～
時（月１～２回）
※要予約イベントについては
電話またはＨＰでお申し込
みください。

45

30 11

森の中でお子さんの育ちを
楽しむ親子会員制サークルで
す。仲間と一緒にのんびり楽
しみましょう♪
■５月の活動内容
①５月 日（水）
さつまいもを植えよう
②５月 日（水）
夏野菜のたねをまこう
■時間
時 分～ 時 分
■定員 未就園の親子 組
■参加費 会員
３００円
非会員 ５００円

14

10

ご存知ですか？
おからは豆腐を作る過程で豆乳を搾った際に残ったもの。特に食物繊維
が豊富で、お腹の調子を整え、便通を促す働きなどがあります。牛乳を使
うことで食感がしっとりと食べやすく、また調味料を減らしても満足感の
ある味に仕上がります。ご家族みんなで楽しめる一品です。

【作り方】
①油揚げ・にんじん・こんにゃ
くは細切りにする。椎茸はか
さ・軸ともに細切りにする。
②鍋におからを入れ弱火で煎
る。水分がとんでサラサラし
てきたら、先ににんじんを加
え炒め、 次に椎茸・こんにゃ
く・油揚げを順に加えしんな
りする程度に炒める。
③調味料を加え、焦げないよう
に弱火で４～５分ほどよく混
ぜながら炒る。味見をして物
足りなさがあれば、塩少々（分
量外）加え味を調節する。
④器に盛り付け、小口切りにし
た万能ねぎを散らす。
【栄養量 （１人分）】
エネルギー
㌔㌍
食塩相当量 ０．４㌘

【材料（4 人分）】
・生おから …… 150ｇ
・油揚げ ……… 1/2枚
・にんじん …… 30ｇ
・椎茸 ………… 30ｇ（約2枚）
・こんにゃく … 50ｇ
・万能ねぎ …… 2本
〈調味料〉
・牛乳 ………… 300ｍｌ
・しょう油 …… 大さじ1
・砂糖 ………… 大さじ1

■問い合わせ
健康づくり課 健康増進担当
☎２３ ４ｰ３１０

60

10 10

30

30

30

市議会議員さんと子育てに
ついてお話しする会をひらき
ます♪普段の育児の中で感じ
る想い、これからのこどもの
将来に思うことなど…あなた
の考えを伝えてみませんか？
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「しっとり五目おから」

馴染み深い家庭料理を牛乳でアレンジ！

お知らせ

インフォメーション

空き店舗・空き事業所の
有効活用を図りませんか？

information
不明な点がある方はお気軽に
ご利用ください。
■日時 ５月８日（火）
９時～ 時
■場所 市役所４０３会議室
■持ち物
「 ね ん き ん 定 期 便・ ね ん き
ん 特 別 便 一 式 」、「 年 金 証
書」、「印鑑」、「年金手帳（お
持ちの場合）」など
■問い合わせ
市民生活課 国保年金担当
（内線１２７～１２９
・１３７）
集

■問い合わせ
総合政策課 政策推進担当
（内線３５６）
募

国際交流してみませんか
ホストファミリー募集！
市では、姉妹都市であるア
メリカ カリフォルニア州フ
ェアフィールド市と学生の派
遣交流を行っており、今年も
７月上旬から約３週間、引率
者を含む７～８名が韮崎市を
訪れます。
日本にいながら多様な価値
観や文化を共有できる、素敵
な体験をしてみませんか？ご
応募をお待ちしています。
■期間
７月 日（火）～ 日（月）
【 日間・予定】
■応募締切 ５月 日（木）
※総合政策課に直接申込
■申し込み・問い合わせ
国際交流実行委員会事務局
総合政策課 政策推進担当内
（内線３５６）

シルバー人材センター
講習会

■定員
名
（書類選考で決定します）
■申込締切 ５月 日（月）
②調理補助講習会（無料）
食品衛生責任者資格取得
■日程 ７月４・５・ ・ 日
時～ 時
■会場 市民交流センター
ニコリ
■定員
名
（書類選考で決定します）
■申込締切 ６月１日（金）
■要件 シルバー就業を希望
する 歳以上の方
（事前にシルバー人材セン
ターに登録が必要です）
■問い合わせ 山梨県シルバ
ー人材センター連合会

11

■日時 毎週土曜日
時～ 時
■場所 市民交流センター
ニコリ１階
※無料ですので、どなたでも
お気軽にご参加ください。
■問い合わせ
☎２２‐４１７９（落合）

囲碁の集い

☎０５５‐２２８‐８３８３

10

イベント

ＮＩＲＡマルシェで
楽しもう

今年度もＮＩＲＡマルシェ
を開催します。グルメや雑貨

などの販売店が多数出店しま
す。ご家族、お友達をお誘い
のうえおいでください！
■日時 ５月 日（土）
時～ 時
■場所 市民交流センター
ニコリオープンテラス・屋
内スペース
■今後の予定
７月７日（土）
９月 日（土）
月 日（土）
■問い合わせ
産業観光課 商工労政担当
（内線２１６）

19

11

15

①トレイルランニング
体験教室
世界的トレイルランナー山
本健一先生による初心者向け
のトレランを体験してみませ
んか？
※運動に適した服装でご参加
ください。
■日時 ５月 日（日）
時～ 時
■定員
名（要申込み）
■参加費 ２００円
②森の健康ウォーキング教室
新緑に染まる自然公園内で
健康に役立つ歩き方を学んで
みませんか？
※ウォーキングに適した服装
でお越しください。

穂坂自然公園イベント情報
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６月１日は
「人権擁護委員の日」

15

10 22

30 10

市では、市内にある空き店
舗や空き事業所を有効活用
し、地域経済の活性化を図る
ため、現在使われていない店
舗等を利用したいと考えてい
る方に、お貸しいただける方
を募集しています。
ホームページサイト「韮崎
市まちなか空き店舗・空き事
業 所 情 報 」 に 情 報 を 掲 載 し、
広く情報発信を行いますの
で、 登 録 を 希 望 さ れ る 方 は、
お気軽にお問い合わせくださ
い。
■韮崎市まちなか空き店舗
・空き事業所ホームページ
http://nirasaki-akitenpo.
info/
■問い合わせ
産業観光課 商工労政担当
（内線２１６）
談

29

相

①造園管理講習会（無料）
■日程
６月 ・ ・ ・ 日
９時～ 時
■ 会 場 シ ル ク の 里（ 中 央 市 ）
28

13

30

10

21

26
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人権擁護委員は法務大臣か
ら委嘱された民間の人たち
で、本市では８名が人権相談
を受けたり、啓発活動を行っ
たりしています。６月１日が
人権擁護委員の日であること
から、全国一斉で相談窓口を
開 設 し ま す。 相 談 は 無 料 で、
秘密は厳守されます。安心し
てご相談ください。
■日時 ６月１日（金）
時～ 時
■場所 ニコリ１階会議室
■相談担当者
韮崎市人権擁護委員

10

25

16

ねんきん無料相談
社会保険労務士による「ね
んきん定期便・ねんきん特別
便」などに関する相談会を開
催します。年金について何か

10

広 報
にらさき

18

2018.5

■日時 ５月 日（日）
時 分 開場
時
開演
■会場 東京エレクトロン韮
崎文化ホール 大ホール
■演奏曲 海の男達の歌、リ
トル・マーメード・メドレ
ー、ダンシング・ヒーロー
※韮崎駅から無料のシャトル
バスが出ます。 時 分韮
崎駅出発。帰りは演奏会終
了次第運行。
■問い合わせ
韮崎高等学校吹奏楽部
☎２２‐２４１５（仲田）

■問い合わせ
韮崎市郷土研究会事務局
清水 亘
☎０９０‐９０１２‐７７３４

花の谷造りの参加者募集
ヒガンバナ植え付け体験

■集合場所 韮崎市穴山町７
１１０番地付近（穴山駅前
から、市道 号線を北へ５
５０ｍ直進し、Ｔ字路を右
折後直進約３５０ｍ先。右
側駐車場に受付あり。）
■持ち物等 長靴、軍手、タ
オ ル、 作 業 し や す い 服 装、
飲料水
■参加費 無料
■申し込み・問い合わせ
穴山公民館（主事 河西）

☎０９０‐５５６０‐３８１２

親子森を楽しむ会
■日時

６月２日（土）
９時～ 時

■場所
山梨県富士山科学研究所
■対象
県内の小学生とその保護者
■内容
自 然 観 察 路 を 散 策 し た り、
ネイチャーゲームや森の中
の物を使って工作をしま
す。幅広い観点から自然に
ついて楽しく学べる内容に
なっています。
■参加費 無料（先着順）
■申し込み・問い合わせ
山梨県富士山科学研究所
環境教育・交流部
教育・情報担当

☎０５５５‐７２‐６２０３

（前月比）
男 １４，９４５人（うち外国人261人） １９人増
女 １５，０２１人（うち外国人294人） ２６人減
計 ２９，９６６人（うち外国人555人）
７人減
世帯数 １２，７２２世帯
９５世帯増

大村智博士ノーベル賞受賞
記念地域事業として、ふるさ
との景観向上を図るため、ヒ
ガンバナの球根を植え付けて
花の谷を造ります。
■日時 ５月 日（日）
時～ 時
■場所 穴山町次第窪
「花の谷」
号線北側）

●市の人口 4月１日現在

（市道

☎２０－２２２２

韮崎高等学校吹奏楽部
第 回定期演奏会

■日時 ５月 日（日）
時～ 時
■定員
名（要申込み）
■参加費 １００円
③ごま豆腐作り体験教室
手作りごま豆腐を作ってみ
ませんか？
※汚れてもよい服装でお越し
ください。
■日時 ５月 日（日）
時～ 時
■定員
名（要申込み）
■参加費 ３００円
■問い合わせ
穂坂自然公園
ふれあいセンター
☎３７‐４３６２

韮崎市郷土研究会
創立 周年記念の集い

■問い合わせ：ゆ～ぷるにらさき

27

57

12

日時：５月７日
（月）
～31日
（木）

16

15

ふるさと韮崎を研究しよう。
■日時 ５月 日（土）
時 分 受付
時
開始
■会場 ニコリ３階
多目的ホール
■内容
○アトラクション
韮崎シティジュニアコーラ
スの皆さんによる合唱
○記念講演
演題 「温故創新」
講師 山梨日日新聞社
取締役論説委員長
向山文人氏

ゆ～ぷるにらさきでは、温泉井戸等の修
繕のため、下記の期間、臨時休業いたしま
す。
お客様には大変ご迷惑をお掛けいたしま
すが、ご理解とご協力をお願いいたします。

30 13

30 19

17 16

２０

14 13

12
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登山のキホンを学ぼう
初心者向け講習会（無料）
■日時 ５月 日（水）
時 分～ 時 分
■場所 市民交流センタ―
ニコリ会議室６
■定員
名
※定員になり次第締め切り
■申し込み・問い合わせ
メールアドレス
nirasakicity.jinkou@gmail.
（①氏名 ②住所 ③電
com
話番号を記載）
韮崎市山岳事業
山ＮＯＢＯＲＯ担当
☎３０‐４３２１
㈱まあめいく

■協力

19

30

★いざというとき連絡が取れるように、「１７１災害用伝言サービス」を家族で体験しましょう。

４月に韮崎市国民健康保険で支払った額
（保険者負担額）
は、
154,155,972円（前年同月比 8.20%増）で 、1人あたり
の保険者負担額は、22,073円（前年同月比 12.01%増）で
した。引き続き健康に気をつけ医療費の節約にご協力くだ
さい。

●国民健康保険より

20

52

臨時休業のお知らせ

20

12

27

12

30 16

11

ゆ～ぷるにらさき

20 10

20 10

18

25

われたことがきっかけで韮崎
市への移住を即決し、すぐに
「お試し住宅」を利用しまし
た。さらに、決め手となった
のはタロット占いです。

― 韮崎市の魅力って…

●毎月 1 日発行

●発行：韮崎市 〒407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目 3-1 ●編集：総合政策課政策推進担当
0551-22-1111
0551-22-8479 ●URL：http://www.city.nirasaki.lg.jp/
●問い合わせ：

― 今井さんの夢は…
いずれは市内で起業をした
いです。東京と神奈川で 年
間、チラシやホームページな
どを作成するグラフィックデ
ザインを行ってきたので、そ
の経験を活かし、子どもの未
来の可能性を広げられるよう
な仕事ができたらと今は思っ
ています。漫画も描きたいで
す。

― 韮崎に来て…

４月２日（月）、韮崎市イメージキャラク
ター・ニーラに特別住民票が交付されました。
ニーラの特別住民票は記念品として皆さん
に配布しています。どなたでももらうことが
できますので、市役所受付へお気軽にお声か
けください。
市民生活課 戸籍住民担当

平成 28 年中における
月別の林野火災の発生件
数をみると、３～５月の
間の発生件数が全体の過
半数を占めています。
（消
防白書より）これは、春
を迎えての火入れや山菜
採りなどの入山者が増加
するためと考えられてい
ます。
この時期に、林野火災
への防火意識を高め、火
災を起こさないよう努め
ましょう。
総務課 危機管理担当
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人がほがらかなことです。
会う人がみんな自由でゆるや
かな感じに驚いています。そ
して野菜や果物の味が濃い、
自然の景色が豪華などなど…
全部が揃っているとても便利
な田舎だと思いました。こじ
んまりとした穴山駅の駅舎と
その先に雄大にそびえたつ鳳
凰三山に大自然の偉大さを感
じられるこの風景が最近見つ
けた韮崎の大好きな景色です。
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私 と 同 じ よ う に 、「 思 い が
けずひょんなことから移住し
たけれど、いいまちで良かっ
た」という方が多いことに驚
いています。住んで間もない
ですが、観光だけではなく暮
らしにも最適な土地という印
象を抱きました。これから深
く韮崎を知っていきたいです。

小さな火 大きな森を 破壊する

ニーラに特別住民票が
交付されました！
春は林野火災が多発するシーズンです

vol.

「 い い ま ちで 良 かった」
市では、平成 年度より、
人口対策担当を新たに設置し、
人口減少社会において、市民
の皆さんにとっては「住みよ
いまち」
「住み続けたいまち」
を、移住・定住を希望する皆
さんにとっては「魅力的なま
ちづくり」を目指してきまし
た。
こうしたなか、韮崎市に移
住・定住することを決め、新
たに韮崎市民としてチーム韮
崎の一員となった移住者の皆
さんにスポットを当ててご紹
介します。私たちには当たり
前で普段は気づかない韮崎の
魅力を移住者の目線で、再発
見していきます。
第１回目は、４月より、新
たに韮崎市移住・定住相談窓
口の相談員として活動をはじ
めた『今井喜和子（いまいき
わこ）』さんをご紹介します。

愛知県から山梨県への引越
しを以前から考えていました。
東京都有楽町にある「ふるさ
と回帰支援センター」で窓口
の担当者から「あなたには韮
崎市が一番おすすめ！」と言

― 移住のきっかけは…
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