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決意新たに、
大人への第一歩を踏み出す

特集

税の申告がはじまります。
準備はお早めに！

シリーズ にらさきを元気にする人たち⑦
NPO 法人韮崎子育て応援団

にら☆ぐるみん
平成 27 年成人式（1 月 11 日 東京エレクトロン韮崎文化ホール）
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年成人式

coming of age ceremony

平成
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成 年韮崎市成人式が
１ 月 日、 東 京 エ レ ク
トロン韮崎文化ホールで行わ
れ ま し た。 今 年 の 新 成 人 は
３８６人（男性１９３人、女
性１９３人）で、会場内は振
り袖やスーツ、羽織袴などに
身を包み、希望に満ちた表情
の新成人で賑わっていまし
た。
式典では、内藤久夫市長の
式辞のあと、新成人を代表し
て笹本千晴さんが 責
｢ 任を持
って日々の行動を選び、それ
ぞれの未来に歩みたい。また、
感謝の気持ちを忘れずに精進
し、韮崎で生まれ育ったこと
を誇りとして心に刻みたい。」
と誓いの言葉を述べました。
式典終了後には新成人の皆
さんの自主企画として、恩師
のビデオレターや、ビンゴゲ
ームが行なわれ、久しぶりに
再会した旧友と楽しいひと時
を過ごす姿が見られました。

平

決意新たに新成人３８６人が大人への第一歩を踏み出す

27

1. 新成人を代表して誓いの言葉を述べる笹本千晴さん。
2. 実行委員会の皆さんによるビンゴゲーム大会では、豪
華景品に会場も盛り上がりました。3 & 4. 華やかな振袖
に身を包み、輝く笑顔を見せてくれました。5. 成人とし
ての自覚をもって歩んでいくと抱負を語ってくれました。
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（竜岡）
（竜岡） 横内拓さん
宮川拓也さん

3

記念すべき第一歩を踏み出した新成人の皆さんに、
夢を伺ってみました。

水川優子さん（竜岡）

あなたの夢は何ですか？

藤原颯大さん（竜岡）
悟さん（旭）
吉田徹さん（竜岡） 福元啓

小林胡桃さん（竜岡） 清水栞名さん（竜
岡）

上甲安月さん 親子（旭）

左から 赤坂羽澄さん（中田）
山本あかねさん
（藤井） 岩下明日香さん
（藤井）
大柴舞由さん（大草） 坂本実梨さん（中田）
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所得税
住民税

準備はお早めに !

税

の申告がはじまります

（市・県民税）

税の申告は、平成 26 年 1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に得られた個人の収入や、控除・
必要経費等を記載して、市役所や税務署に提出をする手続きです。この申告に基づいて、所得税や
住民税、国保税などが確定します。正しい申告をするため、また申告時にあわてないためにも、必
要書類の整理や収入・支出金額の集計などは早めにご準備ください。

申告受付期間

※所得税の還付申告
医療費控除・住宅借入金等特別控除などの還付申告は、
２月 16 日以前でも甲府税務署で受け付けしています。

２月16日（月）～３月16日（月）

Ⅰ

申告が必要な人は、どんな人？
下のフローチャートを参考に、どのような申告をすべきかご確認ください。

ト

スター

Q平成26年1月1日～12月31日の間に収入がありましたか？
はい

A

Qそれは、どんな収入ですか？

A

遺族年金、障害年金、雇用保険（失業
保険）
、労災保険

B

給 与 、年 金（老 齢・企 業 ）
、事 業・農
業、不動産など

B

Q給与は年末調整をし
ていますか？

Q源泉徴収票は年金が

いいえ

１枚だけですか？

Q給与や年金などの収入すべ

いいえ

はい

ての源泉徴収票が併せて２
枚以上、もしくはそれ以外
に収入がありますか？
はい

いいえ

Q 住宅借入金特別控除、医

はい

Q 源泉徴収票は年金のみで
２枚以上ですか？

療費控除、雑損控除を受
けますか？

はい

Q

いいえ

はい

いいえ

年金は合計で400万円
以上ありますか？

いいえ

いいえ

Q 生命保険、扶養等各種控

はい

除を受けますか？
いいえ

申告期間内に
市役所税務課窓口で

住民税申告

①

確定申告

申告不要

はい

② 市の申告相談会で
住民税申告

①

確定申告

次のページで申告方法を確認しましょう！
■申告が遅くなると・・・
期限を過ぎてから申告書を提出すると納税通知書の届く時
期が遅くなったり、課税証明書が必要なときすぐに交付を
受けることができない場合がありますのでご注意ください。

※注意

このフローチャートは一般的な事例です。
その他のケースは、税務課までお問い合せください。
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Ⅱ

申告方法

■確定申告（P4 のフローチャート①に該当する方）
次の 3 つの中から選択してください
１. 自分で作成し、甲府税務署で直接申告（詳しくは甲府税務署までお問合せください）
２. インターネットで自宅から電子申告する（国税庁 HP：http://www.nta.go.jp/）
３. 下記（Ⅲ、Ⅳ）に掲載してある必要な持ち物を持って申告相談会に行き、相談しながら作成し、申告
する（相談会日程は P6 を参照）
■住民税申告（P4 のフローチャート②に該当する方）
下記（Ⅲ、Ⅳ）に掲載してある必要な持ち物を持って申告相談会に行き、相談しながら作成し、申告する
（相談会日程は P6 を参照）

Ⅲ

申告時に必要な持ち物（確定申告、住民税申告）

■すべての方に共通
◎各種控除に必要な書類
生命保険料・地震保険料等の控除証明書、社会
保険料・国民年金等の領収書、障害者手帳、医
療費の領収書など
※ 書類が不足すると控除の受付はできません。
◎印鑑
◎扶養控除・配偶者控除の認定は、所得要件があ
るため、被扶養者の所得がわかる書類
■営業等の所得がある方
◎収入支出がわかる書類
（決算書収支内訳書・領収書など）
※ 記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大
平成 26 年 1 月から白色申告者でも事業所得（営
業、農業）
・不動産所得または、山林所得を生ず
べき業務を行うすべての方が対象となります。
所得税及び復興特別所得税の申告の必要がない
方も対象となります。

Ⅳ

■農業所得がある方
◎収入支出がわかる書類
（収穫量・販売数量、自家消費量、経費などを
必ず集計してください。）
◎農協や市場などで発行する収支証明書や領収書
◎動力稲刈機や田植機などを買った、または買い
替えた場合の領収書
◎大型農業用機械（農業用自動車・トラクター・
コンバインなど）を買った場合は、販売証明書・
領収書および保険料の領収書
◎耕作委託料などを支払った場合は、その領収書
など（委託内容が明記されたもの）
◎堰費・土地改良費（維持管理費に限る）の領収
書

その他申告が必要な方

■太陽光発電の収入がある方
太陽光による売電収入がある
場合、その収入は雑所得となり、
収入・経費のわかるものを整理
して申告していただく必要があ
ります。
■介護認定を受けている方
認定を受けている６５歳以上の方で、常に就床
を要し、複雑な介護を必要とする方は、福祉事務
所の証明により、特別障害者控除を受けられます。
■住宅借入金等特別控除を受ける方
平成２６年中に家の新築・改築を行い、１０年
以上の借入があり、適用条件に合致する場合には、
次の書類をご用意のうえ、１０年間の控除を受け
ることが可能です。
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■給与所得がある方
◎所得税の源泉徴収票（原本）
※中途退職し、再就職されなかった方は、以前
勤務していた職場に請求してご用意ください。

◇必要書類（新築の場合）
住民票の写し、借入金の年末残高証明書、家屋
の売買契約書・土地の売買契約書（土地も同時
購入の場合）、家屋の登記事項証明書、土地の
登記事項証明書（土地も同時購入の場合）
＊改築や認定長期優良住宅などについては、税務
署までお問い合わせください。
＊平成２１年度税制改正において、平成２１年か
ら２５年までに居住し、所得税の住宅ローン減
税制度（住宅借入金等特別控除）を受けた方で、
所得税において控除しきれなかった金額がある
場合は、翌年度の個人住民税において税額控除
することとされました。（上限 97,500 円）
※ 平成 26 年４月以降に居住し住宅取得に係る
消費税が 8％の場合は上限が 136,500 円。

2015.2

Ⅴ

申告相談会の日程

相談受付時間 9時 ～16時

相談受付日

曜日

相談受付会場

2月16日
2月17日
2月18日
2月19日
2月20日
2月22日
2月23日
2月24日
2月25日
2月26日
2月27日
3月 2日
3月 3日
3月 4日
3月 5日
3月 6日
3月 9日
3月10日
3月11日
3月12日
3月13日
3月16日

月
火
水
木
金
日
月
火
水
木
金
月
火
水
木
金
月
火
水
木
金
月

穴山公民館（穴山ふれあいホール）
中田公民館
藤井公民館
穂坂公民館（穂坂コミュニティーセンター）
円野公民館（つぶらの会館）
市民交流センター「ニコリ」※ 休日対応日
清哲公民館（清哲会館）
神山公民館（武田の里ふれあいホール）
旭公民館
大草公民館（大草ふれあいセンター）
龍岡公民館

Ⅵ

※受付は、書類の提出が出来る方から順次受
け付けます。
※農業・営業所得などのある方は、収支をま
とめて、医療費控除のある方は合計額を計算
してから申告相談にお越しください。収支が
まとめられていない場合には、まとめていた
だいてからの受付となります。
なお、医療費控除をまとめる際には、人ごと、
病院ごとに領収書を整理し、計算をしてくだ
さい。
※会場で作成される方は、時間にゆとりをも
ってお越しください。

市役所４階大会議室

会場地図はこちらの QR
コードよりご確認できま
す。会場名をクリックす
ると地図が出ます。

その他の相談会

◇確定申告書作成相談会
税務署と県と市の共同開催で申告書作成相談会を
行います。（申告書の提出が可能です。）
※ 譲渡・贈与・相続についてはお受けできません。
■日時 2 月 2 日（月）
10 時～ 12 時・13 時～ 16 時
■場所 市民交流センター「ニコリ」1 階
■問い合わせ 甲府税務署 ☎ 055-254-6105
◇税理士会による無料申告相談会
（申告書の提出が可能です。）
◆還付申告相談（医療費控除）
■日時 2 月 12 日（木）・13 日（金）
10 時～ 12 時・13 時～ 16 時
■場所 甲府市総合市民会館１階多目的ホール
◆小規模納税者のための無料申告相談
所得税及び消費税、年金受給者及び給与所得者の
方の所得税の申告を対象として行います。

■日時・場所
1 月 28 日（水）～ 30 日（金）
甲府市総合市民会館３階大会議室
2 月 3 日（火）～４日（水）
甲府市北公民館３階大ホール
10 時～ 12 時 ･13 時～ 16 時
2 月 16 日（月）～ 20 日（金）
甲府市総合市民会館３階会議室④
※ 時間（共通）
10 時～ 12 時・13 時～ 16 時
◆税理士記念日無料税務相談
譲渡・相続・贈与等の相談も受け付けます。
（申告書の提出はできません。）
■日時 2 月 23 日（月）
10 時～ 12 時・13 時～ 16 時
■場所 山梨県税理士会館
■問い合わせ 東京地方税理士会甲府支部
☎ 055-233-1318

ご存知ですか？

医療費控除

平成 年中に、本人や本人
と生計を一にする配偶者や親
族のために支払った医療費
を 控 除（ 所 得 税 や 住 民 税 の 減
額）することをいいます。した
がって、
支払った医療費が返っ
てくるものではありません。
栄養ドリンクなどは対象と
なりませんが、市販の風邪薬
や胃腸薬も対象となります。
また、おむつについては医
師が発行した「おむつ使用証
明書」により対象となります。
医療費控除を受けるために
は確定申告が必要です。領収
書原本の提出が必須となりま
すので、控除を受ける場合に
は Ｐ ５ の Ⅲ の 持 ち 物 に 併 せ、
領収書などと事前に合計額を
集計した計算書などを各申告
会場、または、税務署へお持
ちください。
詳しくは、税務署もしくは
市役所へご相談ください。

■問い合わせ
＊甲府税務署
０５５ ２５４ ６１０５
＊税務課市民税担当
（内線１５３～１５５）
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■その他
クラブ入会には条件等があ
ります。入会案内を熟読さ
れた上でお申込ください。
また、定員を超える申込が
あった場合は、ご希望に添
えないこともあります。

冬季休業日の期間

１期間

1,000円

500円
学年末休業日及び
学校始休業の期間

１期間

1,000円

500円
100円

100円

第２子

授業のある日の利用
（放課後の利用）

日額

300円

200円

授業のない日の利用
（土曜日、夏休み等）

日額

600円

300円

1回

100円

100円

区分

延長利用（18 時 30 分以降）
の利用料

１回
延長利用（18時30分以降）の
利用料

第２子
第１子

子どもたちに豊かな放課後を

■入会方法
１月 日（金）より、各児
童センターにて申込書類一
式を配布します。
クラブの見学を兼ねて、各
児童センターへご来館くだ
さい。
■申込期間
１月 日（金）
～２月 日（金）
（月～金曜日 時～ 時）
10

■申込場所
希望する児童センター窓口

20

単位
区分

放課後児童クラブ員を募集
市では、仕事などで保護者
が昼間家庭にいない小学校児
童を対象に、授業の終了後や
長期休暇等に適切な遊びや生
活の場を提供し、児童の健全
な育成を図ることを目的とし
て、市内４つの児童センター
で放課後児童クラブを開設し
ています。
今回、次のとおり平成 年
度の入会児童を募集します。
■対象児童
保護者の就業・疾病・看護
等により留守家庭状態とな
る小学校１～６年生（平成
年度時点）の児童
※一時的にクラブの利用が必
要な場合（一日利用）につ
いても利用できます。
■開設時間
【月～金曜日】
時～ 時
【土曜日・学校長期休暇等】
７時 分～ 時

農業委員会
選挙人名簿の縦覧

毎年１月１日現在で調整
している「農業委員会委員
選挙人名簿」の縦覧を実施
します。
この名簿に登録されてい
ないと、農業委員会委員選
挙の有権者になれません。
登録漏れや誤りがあれ
ば、この期間中に異議の申
し立てができますので、必
ず縦覧しておきましょう。

■名簿の縦覧期間
登録漏れ、選挙権のない
者の登録、二重登録等を防
ぐための期間です。
３月 日に確定される選
挙人名簿に登録されない場
合は、農業委員の選挙に投
票することやリコール請求
することができなくなりま
す。
■縦覧日時
２月 日（月）
～３月９日（月）
８時 分～ 時
■縦覧場所
市役所３階 総務課
■問い合わせ
市選挙管理委員会
（内線３３３）

17

31

23

30

30

30

■問い合わせ
福祉課子育て支援担当
（内線１７４・１７５）

・第１子、第２子の数え方
同一世帯・同一クラブをきょうだいで利用する場合に、年少の児童から順
番に数えます。第３子以降は無料です。
・利用料の免除
「生活保護世帯」
、
「ひとり親世帯・障がい者または障がい児のいる世帯で、
市民税が非課税の世帯」は無料です。

N

1,500円

■１日利用（小学校１～６年生で月額会員以外）

※ 放課後帰宅せず直接来館する、授業の無い日に昼食を持参する場合
北西児童クラブ

50名

3,000円

韮崎市清哲町青木1078番地1
北西児童センター内
☎22-1775

第１子

第２
甘利児童クラブ

１期間

50名

単位

韮崎市大草町上条東割788番地
甘利児童センター内
☎23-1535

夏季休業日の期間

北東児童クラブ

50名

1,300円
長期休業
期間利用
料の加算

2,500円
50名

※ 小学校１～ 6 年生の放課後留守家庭等の児童
定員

月額

韮崎市藤井町駒井2248番地1
北東児童センター内
☎23-5550

50名
第１
甘利児童クラブ

■年間利用（月額会員）
■市内の児童クラブ一覧

27

※土曜日の利用は事前登録制
で、韮崎児童センターでの
合同開催になります。

7

19

基本利用料

韮崎市本町2丁目1番7号
韮崎児童センター内
☎22-7687
韮崎児童クラブ

19

30

住所・電話番号
児童クラブ名

27

12

■パブリックコメント
◇計画（案）閲覧場所
・市ホームページ
・１階情報公開コーナー
・建設課窓口 市
( 役所２階）
※窓口での閲覧及び提出は、
土・日曜、祝日は除く
◇意見書提出期間
２月１日（日）～ 日（土）
８時 分～ 時 分
※窓口での提出は、土・日曜、
祝日を除く
28

見直しについては、広く市
民の皆さんのご意見を伺った
うえで進めるため、次のとお
り説明会及びパブリックコメ
ントを実施します。
皆さんのより良いご意見を
お待ちしております。

1 日（日）

◇提出方法
書式は任意ですが、住所、
氏名、連絡先をご記入のうえ、
郵送、ＦＡＸ、電子メール、
または建設課窓口に直接ご持
参ください。
※郵送の場合、当日消印有効
■問い合わせ・提出先
建設課都市計画担当
（内線２５０・２５１）
ＦＡＸ ２３ １２１５
kensetsu@city.nirasaki.
lg.jp

－

3月

15

■説明会

28 日（土）

19:30 ～

説明会の日程は次のとおり
ですので、ご都合に合わせて
ご参加ください。

2 月 20 日（金） 14:00 ～

17

市民協働のまちづくり

都市計画道路は、都市の骨
格となる道路として、市街地
の整備、将来的な交通需要へ
の対応など長期的な視点で計
画をする道路です。
市では、これまで順次整備
を進めてきましたが、未整備
区間が残っていることに加え
て、社会情勢等も大きく変化
していることから、現在都市
計画道路の計画の見直しを進
めています。

27 日（金） 14:00 ～

韮崎市民交流センター
ニコリ ３階 多目的ホール
※説明会の内容は全て同
じです。
22 日（日）

19:30 ～
21 日（土）

所
場
時
日

30

都市計画道路の見直しについて、
皆さんのご意見をお聞かせください

2015.2

ルールを守って出しましょう！

２月は蛍光灯・乾電池など有害ごみの収集月

2 月は各地区及び拠点でのリサイクル会場で、蛍光灯や乾電池、水銀式体温計や鏡など有害ゴミの
収集を行います。
次回は 9 月となりますので、この機会にお忘れのないように排出してください。
なお、排出の際は、必ず箱やビニール袋から出した
状態で排出場所に備えられたコンテナ等の回収容器に
入れてください。
また、割れてしまった蛍光灯や電球、グローランプ
は、不燃ごみとして排出をお願いします。
収集場所や日程については、各戸配付してあります
平成 26 年度ごみ・資源物収集日程表をご覧ください。

■問い合わせ
環境課環境政策担当（内線 131・132）

8

ネパール・インド料理

古着・エコショップ

カフェ・喫茶店

犬の美容院・犬用品

居酒屋

地域を活かし、地域に生きる

商店街空き店舗対策事業費補助金

市では、商店街の活性化と活力あるまちづくりを推進するためまちなかの商店街にある
空き店舗に出店される方に補助金を交付しています。

業 種

居酒屋

LED照明製造販売

韓国家庭料理

居酒屋

カフェ・喫茶店

空き家・空き店舗を有効活用しませんか？
空き家を「売ろうかな」
「貸そうかな」とお悩みの方！

※契約に関するトラブル等
は、責任をもって「所有者等」
と「利用希望者」の当事者間
で解決をお願いします。
☆空き家を買いたい・借りた
い方へ
「空き家バンク制度」の利
用にあたっては、空き家に定
住（ 定 期 的 に 滞 在 ） す る こ
と、地域の活性化につながる
よう、地域住民の方と協調し
て生活することが要件となり
ます。その点をご理解いただ
いた上で、利用を希望される
方 々 に 情 報 提 供 い た し ま す。
登録物件の見学等を希望さ
れ る 方 は、「 空 き 家 バ ン ク 利
用申込書」を企画財政課企画
推進担当へご提出ください。
■申し込み・問い合わせ
企画財政課企画推進担当
（内線３５６）
※「登録申込書」「利用申込書」
は企画財政課窓口または、市
ホームページからダウンロー
ドできます。

お茶販売

●これまでの補助実績
●対象事業
小売業・飲食業のほか商店街のイメー
店舗名
ジアップにつながる事業
お茶の春木屋
本町一丁目
●対象店舗
百文家
富士見一丁目
ま ち な か の 指 定エリア内にある店舗
㈱エスコ
本町一丁目
で、空き店舗として半年を経過したも
小料理 比呂
水神一丁目
の。
韓国料理
キムチ
富士見一丁目
●補助額 家賃および店舗改装経費
ピッコロ フィオレ 若宮三丁目
・家賃 月額家賃の２分の１
（限度額 月額 ５万円 1 年間）
NAN HOUSE
富士見一丁目
・店舗改装費 ２分の 1
（限度額 50 万円） CLOVER
中央町
※その他詳細についてはお問い合わせく
ひよこ豆
中央町
ださい。
ランラン
中央町
■問い合わせ
古巣汰屋
中央町
商工観光課商工労政担当
（内線 215・216）平成 26 年 12 月末現在

空き家バンクに登録を！

方法／希望価格／建物等の概
要（階数、構造等／利用状況／
設備状況／主要施設等までの
距離／位置図及び間取り図／
写真）
④物件の交渉
登録された物件に対して利
用希望があった場合、市より
物件所有者へ利用希望者の連
絡先などを通知します。
物件交渉は、登録時に選択
された契約方法により次のい
ずれかの方法で行われます。
◇当事者間で行う場合
物件所有者へ市から通知
後、両者で交渉となります。
◇宅建協会の仲介を依頼する
場合
物件所有者へ市から通知
後、宅建協会登録の不動産業
者 が 交 渉 を 仲 介 し ま す。（ 法
律で定められた仲介手数料が
発生します。）
※市は売買・賃貸の仲介など
契約交渉の関与はしません。
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現在、空き家バンクの利用
希望に対し、登録物件の数が
大変不足しています。
空き家の所有者で貸し出し
が可能な方には登録をお願い
すると同時に、皆さんのご近
所に空き家がある際には、所
有者に登録を呼びかけるなど
のご協力もお願いします。
☆空き家バンクへの登録方法
①申込書の提出
「空き家バンク登録申込書」
に必要事項を記入のうえ、企
画財政課企画推進担当へ提出
してください。（郵送可）
②現地調査・登録
市が現地調査に伺い、物件
の 確 認 を 行 っ た 上 で、「 空 き
家バンク」へ登録します。
③物件情報の公開
市ホームページ等を通じて
次の物件情報を公開します。
・登録番号／賃貸又は売却の
別／住所地（字まで）／契約

頑張るあなたを応援します！

団員の士気を高め、災害に備える

１月 日、市営総合運動場において、新春を飾る韮崎市消防
団出初式が挙行されました。
式典では、長年にわたり消防団員として活躍された団員の表
彰が行われたほか、昨年９月に開催された「山梨県消防団員操
法訓練大会」で４位の成績を収めた旭分団の選手による小型ポ
ンプ操法も披露され、きびきびとした団員の動きに会場から拍
手が送られていました。

廣島喜功・平賀規道

●韮崎分団

防犯功労者表彰

望月由穂・石川浩一

●旭分団

吉岡大悟・越石宏幸

岩本豪志・岡薫

団長表彰

青柳浩幸・青木弘義

横森雄一郎・小林重治

●韮崎分団

山梨県消防協会峡北支部長表彰

篠原賢一

山本真司・杉谷亮平

古屋博也
●韮崎分団

●藤井分団

●大草分団

小林達雄・嶋津信太郎

佐久雄太・横内郷志・石原昌美

●竜岡分団

●中田分団
眞壁一仁

秋山昌紀・久保寺唯之・保坂太郎

上野幸司・石澤高志

●穴山分団
藤巻光希

乙黒康正

●藤井分団

●円野分団
功刀隆文

井田学・保阪寿男

深澤英史・矢巻建一

●中田分団

中山正樹・長田久・伊藤勝巳

八巻英二・増田徹

横森勇人・横森裕二・三枝鉄也

宮川慶文・横森光宏

忠木泰敏・穐山博之・山下大輔

●清哲分団

名取一也・大柴一晃

嶋津俊康

藤島博幸・藤巻英司

木下義則・横内栄一郎・渡邉立哉

●穂坂分団

●神山分団

佐野和也・武川健

矢崎道和・矢崎好弘

清水誠・向山陽一郎

●旭分団

●穂坂分団

●大草分団

●円野分団

向井啓明・石合賢

守屋忠司・秋山昌彦

高山謙・小野和重

濟藤竜仁・小林幸司

一木淳・堀内敏仁

●旭分団

●神山分団

清水大輔

鈴木新也・山本健一

功刀政司・矢﨑大地

●穴山分団

●円野分団

阿部純一・大村健一郎

新藤収・伊藤仁

●藤井分団

中嶋利次・今福和彦

●清哲分団
●清哲分団

久末陽介・田中努

湯舟哲也

●神山分団

堀井則明

越石久
●中田分団

生山秀樹・米良圭介

髙添秀文・由井健二

●穴山分団

矢嶋紀彦・小林照和

峡北消防本部消防長表彰

●竜岡分団

山寺英一郎
大柴宏之・佐藤雅之

三枝克彰・雨宮彰・柳本一幸

●韮崎分団
●穂坂分団
向山恒貴

●中田分団

石井智教

牛留如心・橋本真一

斉藤高士・矢崎一樹

●旭分団

土屋幸浩

坂本健久・佐藤亜弥

佐野和也・野澤純一

●竜岡分団

赤沼丈史

●藤井分団

細田純一・清水学

●大草分団

矢島宏和・樋口二生

●大草分団
●中田分団

久保田繁男・細窪康弘

●竜岡分団

小野貴史
●穴山分団

坂本篤彦

●穴山分団

清水克夫・花輪泰彦

上野純也
水上賢蔵・小澤昭彦

●円野分団

石井智洋・内藤宏貴

中島順

●円野分団

依田和久

石原浩二・海瀬英樹

●清哲分団

坂本和之・上野真

●神山分団

黒澤篤志

●藤井分団

小林典孝・向山将司

●穂坂分団

鈴木英和・矢崎彰人・中村隆昭

高野雅也・岩下元弘

淺川智・五味圭太

●清哲分団

竹田康彦・藤島直人

●神山分団

向山光太

斉藤高士・土屋幸浩

●清哲分団

矢崎道和・樋口誠
市長表彰

志村肇則・矢崎好弘

●神山分団

●韮崎分団

●旭分団

●旭分団

矢崎一樹・鈴木京輔

●大草分団

金井洋介（竜岡分団）

土屋武士・渡邉佳寛

米山治良・中嶌賢

木内吉英・城寶隆司・長坂直人
●穂坂分団 廣瀬寛・横森幸久

●竜岡分団

仲沢政幸（藤井分団）

●大草分団

●藤井分団

小泉浩一

鈴木京輔（大草分団）

湯舟敏（旭分団）

保坂貢司（竜岡分団）

中北地域県民センター所長表彰

●竜岡分団

岩下昌弘・森本純一
金澤一男・平賀信一

●中田分団

山形勝

新海弘人・岩下哲也

●穴山分団

宮野正巳・大柴行弘

●穂坂分団

鈴木英和・忠木浩紀・平賀忠雄

●韮崎分団

山梨県消防協会長表彰乙種功労章

飯野孝司（ラッパ隊長）

消防団活動への長年の功績に対して
表彰状が授与された、竜岡分団の金
井洋介分団長
望月和明（藤井分団）

山梨県消防協会長表彰甲種功労章
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●円野分団

（敬称略）

日頃の訓練成果を披露する消防団員

韮崎市消防団出初式を開催

2015.2

10

あなたも地域の守り手になりませんか？

消防団員を募 集
市
崎
韮

第

8

回

!?

にらさき遺産めぐり

写真：馬滑石

諏訪の神様が馬にのってやってきた

ながりがあったことを感じ取
ることができるのが、御名方
神社の魅力の一つといえま
す。（記事 文化財担当 閏間）

11

ます。その一つが穴山町伊藤
窪の御名方神社です。
鳥居にかけられた額を見る
と、「 黒 駒 明 神 」 と 彫 ら れ て
います。昔、諏訪の神様が黒
駒に乗って現在の神社の場所
に舞い降りたことから、神社
を建立し黒駒明神という名前
になったと伝えられていま
す。境内には、馬蹄石や馬滑
石といった馬と関わりの深い
言い伝えを持つ石がまつられ
ています。
少し前まで馬がいる暮らし
が当たり前だった時代です
が、馬と人は古くから深いつ

■日時 4 月 4 日（土）
①会場整理・運営
14 時 30 分～ 20 時
②運行補助 14 時～ 17 時
③祭り案内業務
3 日（金）15 時～ 19 時
4 日（土）10 時～ 17 時 30 分
④救護補助 14時30分～ 20時
■募集人数
① 80 人、② 30 人、③ 10 人、
④ 10 人
※ 原則 18 歳以上の方
■応募方法
は が き に 住 所・ 氏 名・ 年 齢・
性 別・ 電 話・ 希 望 業 務（ ③ は
希望日記載）
・過去の経験の有
無を明記のうえ郵送で申し込
み FAX・メールも可
■申込期限 3 月 10 日
（火）必着
■申し込み・問い合わせ
〒 400-0031
甲府市丸の内 1-8-17
信玄公祭り実行委員会
ボランティア係
☎ 055-231-2722
055-221-3040
m-maruyama@yamakansk.jp

御名方
（みなかた）
神社

ボランティアスタッフ募集

韮崎をはじめ山梨県が名馬
の産地として有名だったこと
をご存知でしょうか？
たとえば、馬の牧場が奈良・
平安時代に、現在の穂坂地域
にあって、穂坂の牧として育
った馬は朝廷などに献上され
ていました。
また、聖徳太子が、信濃や
富士山を巡った時にまたがっ
た馬が甲斐の黒駒だったとい
う言い伝えを聞いたことのあ
る方も多いのではないでしょ
うか。
それゆえ、韮崎には馬にま
つわる遺産が数多く残ってい

第 44 回 信玄公祭り

消防団は、地域を熟知している皆さんを必要として
います。
■消防団とは
消防本部や消防署と同様、消防組織法に基づき、
それぞれの市町村に設置される消防機関です。
地域における消防防災のリーダーとして、平常時・
非常時を問わず、地域に密着し、市民の安全と安心
を守るという重要な役割を担っています。
■活動内容は
火災現場での消火をはじめ、地震や風水害といっ
た自然災害発生時の警戒巡視、避難誘導、災害防御
など、様々な現場で活動しています。また、広報活動、
防火指導等地域住民への啓発活動も行っています。
■消防団の待遇は
普段は、仕事を持ちながら、非常勤公務員として
活動する消防団員には、年額報酬、退職報償金や出
動手当が支給され、消防活動時等の受傷などは公務
災害の補償対象になります。
■問い合わせ
総務課防災交通担当（内線 339・399）

アメリカ合衆国カリフォルニア州・フェアフィールド市

ホストファミリーの皆さんと記念撮影

月 日から１月 日にかけて、姉妹都市であるフェアフィールド市へ「姉妹都市中学・高校
生派遣事業」の交換留学生として派遣された６名の生徒たちが、 日間のプログラムを終え、無
事帰国しました。フェアフィールド市でのホームステイ体験を通じて、それぞれが学んだことや
感じたことなど、感想が寄せられましたのでご紹介します。

ホームステイ体験記

姉妹都市交換留学生

2015.2

12

20

11

滞在中、一番楽しかったの
は現地の学生やホストファミ

韮崎西中学校
瀧口 美沙
３週間もの日々を異国で過
ごすことは初めてで、とても
緊張しました。しかしホスト
ファミリーとは本当の家族の
ように打ち解けることができ
ました。うれしいこと、考え
させられたこと、大変なこと、
た く さ ん の 経 験 を し ま し た。
また、本場でクリスマスを
過ごし、よりアメリカの文化
を感じることができました。

充実した３週間

23

リー、仲間と話したことです。
夜遅くまで家族と語り合った
ことは絶対に忘れることがで
きません。
この３週間は今までの人生
で最も楽しい日々でした。こ
の 経 験 を 周 り の 方 々 に 伝 え、
将来に活かしたいです。本当
にありがとうございました。

ホームステイを終えて

韮崎東中学校
宇野 海杜
僕がアメリカに行こうと思
ったきっかけは、自分の兄の
ホームステイの体験談を聞い
ておもしろそうだと思ったか
らです。
アメリカに行く前は好奇心

や不安の入り混じった複雑な
気持ちで、出発が迫ってくる
と、だんだんと不安な気持ち
が増えて行きましたが、いざ
出発してアメリカに行ってみ
ると不安な気持ちはなくな
り、様々な事にチャレンジし
てみたくなりました。
僕のホストファミリーはと
ても優しくて、いつも僕の希
望を聞いたりして気遣ってく
れました。まるでもう一つの
家族ができたように感じられ

アメリカでのクリスマスを体験 滞在先ではホストフ
ァミリーとのプレゼント交換を楽しみました

12

ました。
３週間はあっという間に過
ぎて、とても短く感じました
が、とても充実した時間を過
ごす事ができました。このホ
ームステイ体験で出会った人
達との思い出が僕の一生の宝
物になりました。

を広げることができました。
今後は、この経験を活かし、
大好きな英語を今まで以上に
勉強したいと思います。
また、たくさんの人と交流
がずっと続くようにして行き
たいと思います。

アメリカで学んだこと
韮崎西中学校
花輪 あゆみ
３ 週 間 の ア メ リ カ 滞 在 で、
私はたくさんの経験をするこ
とができました。
中でも、特に印象に残って
いる事は、フェアフィールド
市内の高校を訪問したことで
す。どの高校にも個性的な生
徒や魅力的な先生がたくさん

いました。
また、最初に訪問したとき
は、日本の学校との違いにと
ても驚きました。しかしなが
ら、みんなたくさん話しかけ
てくれたり、校内を案内して
くれたり、とても優しく接し
て く れ て う れ し か っ た で す。
たくさんの人と仲良くなるこ
とができよかったです。
この３週間で学んだこと
を、今後の生活に活かしてい
きたいと思います。

派遣事業を終えて

韮崎高等学校
松田 和史
私は今回の派遣事業で自ら
の 五 感 を 最 大 限 に 活 用 し て、
アメリカ合衆国の全てを感じ

と る つ も り で 出 国 し ま し た。
そして、帰国した今、最も
強く感じるのは、親切な心に
国籍は関係がないということ
です。フェアフィールド市の
職員の方々をはじめ、面倒を
みてくれたホストファミリ
ー、訪問した学校の生徒たち、
彼らはみんな、私たちを温か
く 迎 え て く れ ま し た。 私 は、
文化や言語が違っても人を想
う心は同じだと思いました。
そして、今度は今年の夏に
６名の学生が韮崎にやってき

13

一生の思い出

韮崎東中学校
坂本 萌夏
私はこの３週間で異文化を
肌で感じるすばらしい経験が
できました。
最初は英語が聞き取れなか
ったり、自分の伝えたいこと
が伝わらずに大変なこともあ
りましたが、だんだんと意思
が伝えられるようになり本当
に嬉しかったです。
特に学校訪問では、たくさ
んの人とコミュニケーショ
ン を 取 る こ と が で き ま し た。
色々な人と会話をすること
で、自分の英語がまだまだな
ことを感じたり、自分の視野

フェアフィールド市長を表敬訪問
フェアフィールド市長（写真中央） 韮崎フェアフィールド姉妹都市実行委員
会会長 アーレッタ・コートライト氏（写真左から２番目）

大きなジェリーベリー工場があることでも知られるフ
ェアフィールド。

2015.2
ます。韮崎市の素晴らしさを
体感してもらうと同時に、私
が感じた事と同じ事を感じて
もらえるようにしたいと思い
ます。
最後に、はじめは３週間は
長いと感じましたが、過ごし
てみると充実していて、あっ
という間でした。今ではフェ
アフィールド市が第二の故郷

韮崎高等学校
五味 なる海
私 に と っ て 初 め て の 海 外、
初めてのホームステイ、初め

かけがえのない３週間

のように感じます。
また、この交流が長く続く
よう、力添えをしたいです。

サンフランシスコの日帰り観光へは、現地の学生も参加してくれました

ての留学。この３週間は私に
とってかけがえのないものに
なりました。サンフランシス
コやモントレーなどの素晴ら
しい景色は、今でも忘れられ
ません。
また、ホームステイ先のホ
ストファミリーや、フェアフ
ィールドの皆さんはとても温
かく迎えて下さり、楽しい時
間を一緒に過ごすことができ
ました。
その反面、英語を使っての
日常生活の会話をすることに
難しさを感じました。そして、
日本とアメリカの文化の違い
や、環境の違いも体感し、ま
たとない素晴らしい経験がで
きたと思います。
ここで学んだことはこれか
らに活かし、自分の夢に向け
て努力していきたいです。
最後に、この留学を企画し
て く だ さ っ た 皆 さ ま、 家 族、
一緒に行った仲間、フェアフ
ィールドの皆さまに感謝した
いと思います。本当にありが
とうございました。

スケジュール

12/20 フェアフィールド市到着

21 Family Day・ウェルカムディナー

※Family Day：ホストファミリーと過ごす日

フェアフィールド市が位置するソラノ郡庁舎で記念撮影

・モントレー小旅行
・ニューイヤーズイブパーティ

28～31

フェアフィールド市役所訪問・市内
観光
22

23 サンフランシスコ観光

24～25 Family Day

26 フェアフィールド観光

27 Family Day

1/1～4 Family Day

・学校訪問
5～9 ・フェアウェルパーティ
・学校訪問及び州議会議事堂見学

10 フェアフィールド市出発

11 韮崎市到着

14

子

シリーズ にらさきを元気にする人たち⑦

10

な

気軽に声をかけられる環境作
りをしている。例えば、市内
の商店の方々を子育て応援団
として登録し、定期的に商店
主との交流やお店の特徴を活
かした体験教室なども開催し
ている。そうすることで、お
互いを知り合い、気軽に声が
かけ易くなると同時に、お母
さん方も商店を知るきっかけ
になり地域活性化も期待でき
るのだとか。
また、先日は若宮八幡宮に

初詣に出かけ、宮司さんから
地域の歴史などについて学ぶ
というイベントも企画した。
「自分の住む地域を知るこ
と が、 地 域 と 繋 が る 第 一 歩。
街と人が繋がって、魅力がい
っぱいで子育てに優しいまち
韮崎をつくって行きたい」と
話すにら☆ぐるみんの皆さん。
お互いに支えあい地域ぐる
みで子育てをサポートする。
まさににら☆ぐるみんだ。
（取材・記事広報担当 歌田）

にら☆ぐるみんの皆さん（後列右から２番目が理事長の多田さん）

地域ぐるみ、韮崎ぐるみ

ＮＰＯ法人韮崎子育て応援団

にら☆ぐるみん
つ

今月は、こういった現代の
子育てを取り巻く課題を、「地
域の繋がり力」を高めること
で解決しようと立ち上がった
「にら☆ぐるみん」の皆さん
にスポットを当ててみた。
「にら☆ぐるみん」はもと
もとは、市民交流センター二
コリの子育て支援センターの
職員が中心となって、昨年の
月に設立されたＮＰＯ法人
である。
理 事 長 の 多 田 麗 奈 さ ん は、

「昔は近所には子どもたちを
叱る怖いおじいさんがいたも
のですが、逆を言えば、地域
に子どもたちを見守る目があ
り、そうした中で子どもたち
も、社会におけるルールを知
らず知らずのうちに学んでい
たのですね」と話す。
「にら☆ぐるみん」もこれ
を今の時代に取り戻そうと考
えたそうで、地域の方々や商
店街の方々が、子育てをする
お母さん方や、子どもたちに

「繋ぐ」
育 て は、 母 親 や 父 親 だ
けでするものではない
と私は考える。
最近では核家族化が進んで
育児をする母親が孤立してし
まい、最悪の場合、虐待や育
児放棄といった話もよく耳に
することがあるが、子育てに
は、親だけでなく周りがあた
たかく見守ることが必要では
ないだろうか。
ただし、見守るとは、見て
いるだけではなく、いざとい
う時に声をかけたり、手助け
をすることであり、他人事と
してではなく、子どもを地域
の財産として地域全体で子育
てを支えることだと思う。
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若宮八幡宮で宮司さんから話を聞く初詣の参加者
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日本市民スポーツ連盟（ＪＶＡ）認定大会

自己の限界へチャレンジ！地元の魅力を再発見！

第 15 回

武田の里ウォーク参加者募集

（土）
（日）
・19 日
【雨天決行】
４月 18 日

だくさん

ントも盛り
ベ
イ
!
春
ぐ
す
もう
恒例の「武田の里ウォーク」を今年も開催します。諏訪
高島城から新府桃源郷まで、約50㎞の踏破を目指すウルト
ラウォーキングや、市内の史跡や桜の名所など、約15㎞を
巡るエンジョイウォークにチャレンジしてみませんか？
コ ー ス 名
距
離

武田ロマン街道
ウルトラウォーキング
約50km

武田ロマン街道
エンジョイウォーキング
約15km

開

4月18日（土）～19日（日）

4月19日（日）

受 付 時 間

20時～20時50分

7時30分～8時20分

受 付 会 場

長野県諏訪市 諏訪市武
道館（諏訪市役所隣）

韮崎中央公園陸上競技場

定

員

先着600名
（定員になり次第締切）

定員なし

料

3,000円

1,000円

参

催

加

日

参 加 資 格

高校生以上で健康につい
て異常の無いことを確認
された者

健康について異常の無い
ことを確認された者
（ただし、小学生以下は
保護者が必ず同行するこ
と。）

ス タ ー ト

諏訪高島城
22時
（21時から出発式）

ゴ

韮崎新府桃源郷（新府共選場）
【制限時間：14 時】

ー

ル

参加賞ほか

韮崎中央公園陸上競技場
9時
（8時30分から出発式）

・申込者全員に記念品を差し上げます。
・制限時間内に踏破した方全員に踏破証を授与します。
・参加者にはゆ～ぷるにらさき（温泉施設）の当日優待
券を贈呈します。

■問い合わせ

■申込期間 ２月 2 日
（月）～３月 20 日
（金）
■申込方法
◇郵便振替
市役所窓口、市営体育館に備え付けの
申込用紙に必要事項を記入のうえ、参加
料をお振込みください。
◇直接申込
武田の里ウォーク実行委員会事務局
（市営体育館内）に参加料を持参のうえ
直接お申し込みください。
９時～ 17 時（土・日曜、祝日は除く）
◇インターネットから申込
http://www.sportsentry.ne.jp
（携帯電話からも可能）

■注意事項
・申し込み後の取り消しや当日不参加の場
合、参加料の返金はできません。
・参加者本人が必ず実施要項・参加規則を
承知のうえお申し込みください。
・ウルトラウォーキング参加者でご希望の
方には、韮崎から出発地までの専用バス
を用意します。（利用料 1,000 円／1人）

武田の里ウォーク実行委員会事務局（市営体育館内） ☎ 22-8062

22-0498
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皆のもの～ であえ～！ 出逢え～ !

武将 DE 恋活

in

甲州軍団出陣

山梨の春を代表するイベント「第 44 回信玄公祭り甲州軍団出陣」に、韮崎市の「甘利備前守虎泰隊」の
武者として参加しながら、あなたにぴったりの素敵なパートナーを見つけてみませんか？
戦国武将に興味のある歴女、歴士の方はもちろん、男女の出逢いを求めている多くの皆さんのご参加をお
待ちしています。

武将 DE 恋活とは？

テアトル石和の「シネ婚」が韮崎で出張開催！
映画を観てから婚活パーティー。
あなたもぜひ「ニラ婚」で素晴らしい出会い
を見つけてください！
鑑賞映画は

■日
時
■場
所
■参 加 料

2 月８日（日） 14 時～ 19 時
市民交流センター 二コリ
男性 5,000 円 女性 2,000 円
※ 映画入場料他すべて含む
■参加条件 20 才～ 49 才の独身男女
■申込期限 2 月 7 日（土）
■申し込み・問い合わせ
テアトル石和 ☎ 055-269-8733

17

19
21

■定員
組（先着順）
※お一人でのご参加も可
■申込期限 ２月 日（金）
■参加料 無料
※温かい飲み物（フリードリ
ンク）をご用意しています。
■申し込み・問い合わせ
韮崎市観光協会
（商工観光課内）
☎２２ １９９１

『マダムインニューヨーク』

13

15

－

ニラ婚2015

27

～オリオン座の大星雲と木星を観よう～

韮崎でシネ婚

夜空に輝く星を眺めなが
ら、ファミリー、カップルで
宇宙のお話をしませんか？
※雨天・曇天の場合は、室内
で星空やオーロラのスライ
ドを見ながらの鑑賞会。
■日時
３月 日（金） 時～ 時
■場所 穂坂自然公園
■ナビゲーター
牛
   山 俊男氏（自然写真家・
環境カウンセラー）

映画×婚活

早春の星空観察会

■開 催 日 4 月 4 日（土） ※ 午前 8 時 30 分韮崎市役所集合
戦国武将の甲冑を身にまとい武者行列に
■開催場所 韮崎駅前広場及び甲府市内
参加しながら、異性とのコミュニケーシ
ョンを通じて素敵なパートナーを見つけ
■募集人員 男女合計 37 名
るための、体験型恋活イベントです。
■参 加 料 無料
■参加条件 ・男性：市内在住者または市内の企業等に勤務する 20 歳～ 45 歳位までの独身男性
・女性：20 歳～ 45 歳位の独身女性（※ 住所は問いません）
※ 男女ともに申込者多数の場合には、市内在住者を優先して選考します。
・事前に開催する説明会（後日通知）に参加できる方
・当日の全日程（右表）に参加できる方
タイムスケジュール
■申込方法 商工観光課で配布及び韮崎市観光協会 HP からダウン
※ 時間は前後します
08:30 〜 参加者集合・着付け
ロードした申込書に必要事項（簡単なプロフィール等）
10:00 ～ 戦勝祈願（武田八幡宮）
をご記入のうえ、郵送・持参・メール・FAX のいずれ
11:30 ～ 韮崎市内パレード
かでお申し込みください。
12:00 ～ 昼食
■申込期限 2 月 25 日（水）
12:45 ～ 記念撮影
■そ の 他 申込者が少数の際には中止の場合があるとともに、参
13:00 〜 出陣式（韮崎駅前広場）
加者の中に恋活に関係のない一般の参加者が含まれる
14:30 〜 甲府陣屋で交流タイム
場合もあります。また、山梨住みます芸人の「ぴっか
16:30 〜 信玄公祭り甲州軍団出陣
り高木といしいそうたろう」が、皆さんの出逢いをサ
20:30 〜 韮崎市内にて恋活パーティー
ポートします。
22:00
終了予定
■申し込み・問い合わせ
武田の里まつり実行委員会（商工観光課内）
☎ 22-1991 FAX23-1215 メール takedanosato@nirasaki-kankou.jp

－

７６７６

子育て支援センター
問合せ☎２３

にら★歩歩くらぶ

７月 日（水）
８月 日（水）
９月 日（水）
※日程が変わる場合あり
■時間
時～ 時
■募集人員
市内在住の１歳以上の未就
園児とその保護者
組
■会費 ２，５００円
■入会時用品代 ５００円
■ 申 込 期 間 ２ 月 日（ 火 ）
～ 日（金）
※募集要項・申し込み書は子
育て支援センターで配布

中央公民館

「筆ペン講座」（全２回）

問合せ☎２０ １１１５

－

－

１１２１

ニコリ主催イベント
問合せ☎２２

毎月開催の「にら☆ちびキ
ッズクラブ」が４月からリニ
ューアルし、市内在住者を対
象に全 回コースで会員募集
し、開催します。
未就園児とその保護者によ
る親子スキンシップ遊び、体
操やリズム遊び、その他製作
活動など様々な遊びをみんな
で体験します。

16 26 15

筆ペンで名前を書くことが
苦手と思っている方、書道の
経験がなくてもコツさえつか
めば大丈夫！
市販の筆ペンを使い、氏名の
書き方を、丁寧に指導します。
■日時 ２月 日（火）・３月
３日（火） 時～ 時
■場所 ニコリ１階会議室５
■参加費 無料
■持ち物 筆ペン
■定員
名
■申込開始日 ２月２日（月）
※定員になり次第締切
■講師 田中志津先生

韮崎市スポーツ
推進委員を募集

スポーツ推進委員とは、スポ
ーツの推進や、市民へのスポー
ツ指導や助言を行うことを目的
として、教育委員会が委嘱する
非常勤職員です。
この度、市では新たにスポー
ツ 推 進 委 員 を 募 集 し ま す の で、
多くの方のお申し込みをお待ち
しています。

１日から平成

■募集人数 ５名程度
■任期 ２年間（平成 年４月

■応募期間

年３月

２月２日 月
( か
)ら
３月 日（金）

日）

・各地域でのスポーツ教室、健
康づくりの指導や、市主催の
スポーツ事業への協力。
※年 回程度で１回の就労時間
は概ね２時間～半日ほど

■主な活動

・

・市内在住で、地域スポーツに
対する熱意と行動力のある
方。
歳以上の健康な方。

■応募資格

規定に基づき、年額報酬等が
支払われます。

■報酬等

27

31

そこで今月は「短い」をキ
ーワードに様々な資料を集め
ました。
わずか数ページの物語、俳
句、 ダ ッ ク ス フ ン ド の 足 …。
「短い」中に込められた様々
な魅力をご堪能ください。
■展示期間
１月 日 土
( ～
)
２月 日（木）

朗読のつどい（無料）

市学芸員の名取さんが、民
俗 資 料 館「 通 称・ に ら み ん 」
館内を楽しく案内してくれま
す。みんなで郷土の歴史探索
に行こう！
■日時 ２月 日（木）
時 分～ 時 分
※ 時 分民俗資料館集合
■対象 未就園児の親子とそ
の保護者 組
■持ち物 水分、だっこひも
※展示室が２階のため階段が
あります。
30

日（水）
日（水）
日（水）

29

14 19

にら☆ちびキッズクラブ
よりお知らせ

13 13

■日程

４月
５月
６月

12

お肌をキレイに小じわ予防！

－

４９４６

３つの朗読ボランティアグ
ループ（こぶしの会、さざな
みの会、ひびきの会）の皆さ
んの出演です。
■日時 ２月 日 土
( )
時～ 時
■場所 図書館会議室
■内容（作品名・朗読者）
「釣忍」
山本周五郎作
朗読 植松喜久江氏
「潮騒」
重松 清作
朗読 春藤博子氏
「ゴールまで」
内海隆一郎作
朗読 保阪えみ子氏
※朗読会は毎月第３土曜日に
開催しています。

13

15

20 10

10

フェイシャルホーム
マッサージ講座
自宅で簡単にできるマッサ
ージやスキンケアを学べる
講座です。
■日時 ２月 日（土）
時～ 時 分
■場所 １階 会議室５・６
■費用 １，０００円
※マッサージングパック５日
分もプレゼント
■定員
名
※定員になり次第締切
■持ち物 ヘアターバンやヘ
アピン（髪をとめられるも
の ）、 フ ェ イ シ ャ ル タ オ ル
１枚、化粧道具（貸出可）
■講師 吉原裕子先生

市立図書館
問合せ☎２２

「あなたのショート
ストーリー」展

２月展示

30

12

24

31

26

14

28

14

10

20

20 30

6

13

20

■問い合わせ

教育課スポーツ振興担当
☎２２ ０４９８

－

２ 月 は 一 年 で 最 も 短 い 月。

20

30

21

15

15

17 20 22

2015.2

18

願いします。
■日時 ２月 日（日）
■場所・時間
・北巨摩合同庁舎を 時にス
タート
・ゴール会場 市営体育館
（ 時 分終了予定）
※道路規制により、当日は混
雑が予想される場所があり
ます。ご理解とご協力をお
願いいたします。
■問い合わせ
市体育協会
☎２２ ０４９８

みそ作り体験教室

−

相続登記お済ですか
相談会

−

13

■申し込み・問い合わせ
農林課農林振興担当
（内線２２３）

11

リサイクル登美の坂

■参加費 無料
■内容 成年後見制度の上手
な活用法について
■講師 宮澤伯夫先生
（県司法書士会 リーガルサ
ポート山梨会員）
■申込期限 ２月 日（金）
■申し込み・問い合わせ
福祉課障がい福祉担当
（内線１８２・１８３）
保健課介護支援担当
☎２３ ４３１３

出張回収にも伺います。お気軽にお電話ください。

相続・不動産登記・会社登
記・成年後見・金銭トラブル
等に関する相談会を次のとお
り開催します。
■日時 ２月 日 水
(）
時～ 時
■場所 市民交流センター
■相談員 県司法書士会
峡北支部会員
■問い合わせ
県司法書士会相談センター
☎０５５ ２５３ ２３７６

☆☆☆引越しのお手伝いいたします☆☆☆

不用品はございませんか？

−

家電製品、自転車、バイク、金属全般まで
買取いたします

広告入り窓口封筒の
無償提供者を募集

市では、窓口で交付された
各種証明書を入れる「広告入
り窓口封筒」の無償提供者を
次のとおり募集します。
個人または法人で、広告に
よるＰＲ等をお考えの事業者
は、ぜひご応募ください。
■無償提供していただく封筒
広告入り窓口封筒
Ａ５サイズ対応 ２万枚
■無償提供の期間
５月１日から一年間
■募集期間
２月 日（火）～ 日 水
( )
※詳細は、２月５日（木）よ
り市ホームページに掲載
■申し込み・問い合わせ
市民課市民担当
（内線１２３）

有料広告

13

−

25

ガールスカウト体験
１日スカウトデー料理会
ガールスカウトは様々な活
動を通して、少女や女性の生
きる力を伸ばす活動です。
体験会では、楽しく調理実
習しながら「食」について学
びます。（市外も参加
）
■日時 ２月 日（土）
時～ 時 分
■場所 市民交流センター
■参加要件 年中児以上
■持ち物 エプロン 三角巾
マスク 水筒
■問い合わせ
ガールスカウト
山梨県連盟第９団 小池
☎２２ ０３４４

知的障がい・精神障がい・
認知症などの判断能力が低下
している方の権利を守り、法
的に支援する成年後見制度に
ついて理解を深めるための研
修会を開催します。
■日時 ２月 日 金
(
)
時～ 時
保健福祉センター
■場所

10

O
K

30

16

甲斐市龍地 88-1（年中無休）

電話 0551-28-6262

15

30

21

成年後見制度を学ぼう

−

12

10

穴山町ふれあいホール運営
協議会では市と共催で、みそ
作り体験教室を開催します。
■日時 ２月７日（土）
時 分～
■場所
穴山町ふれあいホール
■定員
名（先着順）
■費用 ２、０００円
（味噌４㎏ 昼食付）
■持ち物 三角巾やエプロン
等作業できる服装
■申込期限 ２月５日（木）

10

14

30

10

30

韮崎市社会福祉大会

15

市の社会福祉関係者が一堂
に会し、社会福祉活動に取り
組む個人・団体などに感謝し、
市民福祉の更なる発展のため
社会福祉大会を開催します。
■日時 ２月 日（金）
時 分～ 時 分
■場所 東京エレクトロン
韮崎文化ホール
■内容
・式典
・甘利小児童及び韮崎西中生
徒による作文発表
・基調講演 予
( 定）
「脳に効く笑顔」で病気予
防・介護予防
講師 望月 美由紀氏
（本市在住の道化師）
■参加費 無料
■問い合わせ
市社会福祉協議会
☎２２ ６９４４
16

市内一周駅伝競走大会

30 27

各町対抗により健脚を競う
駅伝大会を開催します。
皆さんの温かいご声援をお

19

−

12

20

16

13

に らさき 写真掲 示板

Photo Message

函館市七尾町の渡辺嘉代子さん（下祖母石出身）

故郷を思い、「下祖母石音頭」を作詞

北海道函館市七尾町の渡辺嘉代子さんが、生まれ故郷の下祖母石地区で
当時家が隣同士だった伊藤孟男さんの依頼で、盆踊り用の曲「下祖母石音
頭」を作詞しました。
渡辺さんは 26 歳まで下祖母石地区に住んでおり、結婚を機に七尾町に
移り住んだとのことで、亡くなった長女を偲んで書いた追悼歌が評判とな

「下祖母石音頭」を作詞した渡辺嘉代子さん ( 写真中央）

るなど詩心に優れ、それが縁で声を掛けられたといいます。また、４番まである歌詞には、下祖母石地区に広がる “七里岩台地”
やそばを流れる “釜無川” 遠くに望む “富士山” などの情景が盛り込んであり、またサビの部分は「ころん、ころんと立ち上がる、
立ち上がる」で締めくくり、どんな困難にも負けない下祖母石の心意気を表現しているそうです。
「下祖母石音頭」は今年の下祖母石地区の盆踊り大会で使われる予定で、渡辺さんは「昔の故郷を思い出しながら書きました。
下祖母石地区での盆踊りが楽しみ」と話しているとのことです。

“ 家族仲良く” が長生きの秘訣

1 月 6 日、満 100 歳になられた長寿のお祝いに、

内藤市長が山田まさ子さん ( 本町 1 丁目）のお宅を
訪問しました。
山田さんは、暇さえあれば新聞を読んだり、テレ
ビを見たり、時にはペットの犬に餌をあげたりして
いるそうで、いつも家族に囲まれて暮らしているそ
うです。
これからも元気に長生きしてください。

元気に「よいしょー！」

1 月 10 日、市民交流センターニコリで新年恒例の
餅つき大会が開催されました。
会場では、たくさんのちびっこ達が集まり順番にお
餅をついていて、自分の身長位ありそうな杵を力いっ
ぱい持ち上げてお餅をついている様子に、周囲からは
「よいしょー！」の声援が響き渡っていました。
つきたてのお餅はその場であんこ餅にして食べるこ
とができ、会場を訪れた川端美羽ちゃん、紗羽ちゃん
姉妹は「つきたてのお餅は美味しいね」と感想を語っ
てくれました。

「広報にらさき」に掲載する有料広告を募集

国民健康保険より
1 月に国民健康保険で支払った額（保険者負担額）は、
137,762,773 円（前年同月比 11.22% 減）で、１人
あたりの保険者負担額は、17,394 円（前年同月比
8.55% 減）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。
市の人口

１月１日現在

（前月比）

男

１５，２５０人

－３７人

女

１５，５０２人

－１９人

計

３０，７５２人

－５６人

１２，４０３世帯

－１０世帯

世帯数
●発行：韮崎市
●問い合わせ：

■掲載位置
２色刷りページとし、色、ページ及び位置は市が指定
■デザイン及び内容
広報にらさきのデザインと調和のとれたもの
■規格（基準） １枠縦 50 ミリ × 横 85 ミリ
■掲載料（１枠あたり）
■掲載期間

10,000 円／月額

■問い合わせ

原則 3 ヶ月
企画財政課企画推進担当（内線 356）

407-8501 山梨県韮崎市水神一丁目 3-1 ●編集：企画財政課企画推進担当
0551-22-1111
0551-22-8479 ●URL：http://www.city.nirasaki.lg.jp/

●毎月 1日発行

2

CALENDAR

抜き取ってご利用ください

2015
如

月

月

月

●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

火

水

木

相談等

※祝日は実施しません

〔毎月第４木曜日・要予約〕 〔毎月第 2・4 火曜日〕
〔毎週月・火・水曜日〕
■学校教育相談（第３月曜除く） ■無料法律相談
■消費生活相談
9時30分～16時
13時～16時
９時～16時
市民交流センター相談室２
市役所4階401会議室
問：商工労政担当（内線 216）
問：☎23－5653
問：企画推進担当（内線356） 〔毎月第２・４木曜日〕
〔毎月第１・２月曜日〕
子育て相談
〔毎週月・木曜日〕
母子健康手帳交付・
10時30分～11時30分
■行政相談（祝日の場合は翌週）
13時～15時
問：☎23－7676
妊婦・一般健康相談
市役所１階１０２会議室
9時30分～16時
問：企画推進担当（内線 356）
●行政相談
13時～15時
102会議室
休館：

2

2月3日
にら★歩歩くらぶ
15時30分〜16時の間
雲岸寺の節分会に出かけましょう
15時15分 ニコリ1階
受付の辺りに集合
定員15組【要予約】
持ち物：水分・防寒具
●女性議会
13時～17時
市役所5階議場
●行政相談
13時～15時
102会議室

9

3

●特設人権相談所
10時～15時
ニコリ1階会議室
避難訓練
11時～12時
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】

4

にら★ちび
ベイビーくらぶ
10時30分～11時30分
～6～12か月～
交流会・手型サービスなど
おやつ代100円
定員10組【要予約】
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
定員10組【要予約】
休館：

10

●無料法律相談受付日
8時30分～
定員：6名
●消費生活相談
9時～16時
102会議室
1歳6か月児健診
13時～
対象：平成25年7月生まれ
小児科医師・歯科医師の診
察、個別相談

休館：

還付金詐欺にご注意！

金

休館：

土

今月の納税

〔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

5

ディズニー博士が
やってくる♪
10時30分～11時30分
ディズニーのことなら何で
もお任せあれ♪のディズ
ニー博士による楽しい講座
定員10組【要予約】
まちなか市民会議
19時～21時
交流会 NAN HOUSE

納期限（口座振替日）
3月2日（月）
※固定資産税
第4期
※国民健康保険税 第8期
※介護保険料
第6期
※後期高齢者医療保険料

第8期
収納課
収納徴収・管理担当
（内線163～166）

6

●老壮大学
13時～15時30分
ニコリ3階多目的ホール
「人生花を咲かせる生き方」
講師：小林良正氏

2月10日
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
みんなでセンターをきれ
いにしましょう
【予約不要】

えいごdeおはなし会
11時～11時20分
対象：乳幼児

12

休館：

2月13日
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】

13

1

企画展「－緑と水と太陽－
燦めく日々 櫻井孝美」展
韮崎大村美術館
開催期間：3月15日（日）
まで
2月展示「あなたのショー
ト・ストーリー」
2月26日（木）まで
（P18参照）

休館：

7

「ひまつぶシネマ」
上映会
9時～17時
『トラップ一家物語』・随時
上映

休館：

休館： （午前）

11

日

8

●男女共同参画・
減災フォーラム
13時30分～16時30分
東京エレクトロン韮崎文化
ホール 小ホール
定員300名【要申込】
事前予約で託児可

休館：

14

ma-ma made
「ひまつぶシネマ」
10時～11時30分
上映会
離乳食にもＯＫ！とりわけ
9時～17時
できる「食べるスープ作り」 『A to Zで見る東京スカイ
ニコリ1階調理室
ツリー』・随時上映
講師：小沢理絵氏
おはなし会
定員8名【要電話予約】
14時～14時30分
参加費300円
対象：幼児～小学校低学年
持ち物：エプロン・三角巾
おはなしが終わった後、折
り紙作り
育児学級
【申込不要】
13時30分～14時30分
出産後の様子や育児のこと
休館：
など

15

●市内一周駅伝
競走大会
8時～14時 市内一円
よりみちアート
「ひつじのロボウッド」
13時～15時
大好評のロボウッドがひつ
じバージョンで登場！
講師：羽中田桂子氏
材料費300円【予約不要】
※数に限りがあります
休館：

明るくエネルギーに満ちた作品の数々は、おおら

「―緑と水と太陽―
燦めく日々 櫻井孝美 展」
■開催期間

かで、観ていると元気付けてくれているようです。
本展では初期から新作まで、約20点を展示して

３月15日（日）まで

います。

櫻井孝美は昭和19年に埼玉に生まれ、現在は

■開館時間

10時～17時（入館は16時半まで）

富士吉田市にアトリエを構えて制作しています。

■休館日

水曜日

「富士山」や家族の入浴の様子を描いた「浴室シ

■入館料

大人

510円

小・中・高

彩と自由な表現方

市内在住・在学の小中学生無料

210円

法で描かれる作品

＊１年間何度でも入館できる大変お得な年間パス

は、自然や人間へ

ポート（大人１名3,080円）も受付中です。

の賛歌が感じられ

■お問い合わせ（水曜日除く、10時～17時）

家族の日々の様
子を主題とした、

韮崎大村美術館
櫻井孝美《朝日》1994年 油彩(学)北里研究所
大村美術品コレクション

電話・FAX

２３―７７７５

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

下痢、おう吐、腹痛があり、感染性胃腸炎と
診断されました。感染性胃腸炎とはどんな病
気ですか？

A.

感染性胃腸炎とは、主にウイルスなどの微生物を原因とする胃腸炎の総
称です。特にノロウイルスは感染力が強く、学校や社会福祉施設などで

集団発生することもあり、ピークを迎える冬場に注意が必要です。例えばノロ
ウイルスは１～2日間の潜伏期間を経て典型的には嘔
気、おう吐、下痢、腹痛、37度台の発熱がみられます。通常は症状は1～2日で
軽快しますが、中には症状が５～６日間続くこともあります。感染経路はウイル
スに汚染されたカキなどの貝や魚介類を生または不十分な加熱処理で摂取した場
合と感染した人の便やおう吐物に触れた手指等を介してウイルスが経口的に入っ
た場合です。特別な治療法はなく、対症療法が中心となりますが、特に高齢者は
脱水に注意が必要です。予防は、石けんなどで十分に手洗いやうがいをすること
が大切です。またトイレや衣類などの消毒も重要です。

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。

電子レンジのトラブル

リーズ」などの作品で知られており、明快な色

ます。

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

韮崎市立病院 内科 副院長
三澤 明彦

今や電子レンジは家電品では欠かせない存在になっています。た
だ、ちょっとした使い方の間違いで事故につながることもあります。
電子レンジは、食品に含まれている水分を電波が振動させて、摩
擦熱を発生させることによって、食品を加熱します。水分が少ない
食材を少量加熱した場合、短時間で水分が蒸発し、食品が焦げたり、
煙が出たりすることもあります。
原因としては、3つのことが考えられます。
・説明書の禁止事項が分かりにくい
・説明書と違う使い方をした
・庫内に汚れが付いたまま使用した
ある20代の女性が買ったばかりの電子レンジでジャガイモを加
熱していたところ、電子レンジ内から発煙、火災報知機が鳴り消防
車が駆けつけるという大騒動になりました。女性は、カレーを作っ
ていたところ、ジャガイモだけが固いので、耐熱皿に入れ、肉ジャ
ガの自動設定で加熱したものです。
説明書には、肉ジャガの設定の場合、調味料を含む材料をすべて
耐熱皿などに入れ、40～60分加熱するとありました。また、この
設定でカレー調理の仕上げにも使えると記載されていました。
この例では、カレー調理の仕上げにも使えるという記載が、ジャ
ガイモ単体の加熱にも自動設定で使えるという誤解を招いた模様で
す。手動設定で様子を見ながら加熱していたら、このような事故は
起こらなかったかもしれません。
対処法：
・自動の加熱設定は定められたもの以外に使用しない
・少量の食品は手動の設定で様子を見ながら加熱する
・飲み物やとろみのあるものは加熱前によくかきまぜる
・庫内をこまめに掃除する

2月のごみ収集日程
対象地区
韮崎

（祖母石・岩根を除く）

穂坂・藤井・中田・
岩根
穴山・円野・清哲・
神山・祖母石
旭・大草・龍岡

休日・夜間の救急医療連絡先
可燃

不燃

原則週2回

原則月2回

2日、 5日
9日、12日
16日、19日
23日、26日

4日

18日

ー

3日

4日、18日

ー

25日

10日

4日

ー

17日

ー

18日

24日

3日、 6日
10日、13日
17日、20日
24日、27日

可燃粗大

不燃粗大

年6回
年6回
（2月に1回） （2月に1回）

資源リサイクル
地区

25日

拠点

自己搬入の日
第４土曜日

2月28日（土）
●市役所裏駐車場
9時～11時
7日、14日、21日、
エコパークたつおか
28日
へ直接搬入。
（☎22-3437）
13時～ 16時
●龍岡公民館グラウンド 運転免許証により、韮崎市民
であることを確認します。
14日、28日
13時～16時
※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。

●峡北消防本部テレホンガイド

☎0551-22-8181
平日
土日祝

午後5時15分～翌朝8時30分
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。

こぶし号 老人福祉センターバス
（2 月巡回日程）
◇CRAZY KEN BAND
SPARK SHOW 2015
2月11日（水・祝）17時開演・大ホール
クレイジーケンバンド、山梨公演決定!!
独自のサウンドで聴く人を魅了し続けるク
レイジーケンバンド。贅沢かつ濃厚な音楽
をぜひ韮崎でお楽しみください！
【全席指定】6,900円
※年齢制限なし。但し、ご入場される全て
のお子様のチケット必要。
◇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
ファンタジーミュージカル
オズの魔法使い
2月21日（土）14時開演・大ホール
世界中で愛され子供から大人まで多くの
人に共感を呼んでいる、不朽の名作「オズ
の魔法使い」をミュージカルでお届けしま
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。
◇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8日（日）14時開演・会議室
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。
【全席自由】500円
☆ 2月3日（火）10時より発売開始
◇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
☆ 2月14日（土）
10時 よ り 発 売
開始（当ホール
の発売日初日は
電話予約のみ受
付）

◇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
☆ 2月22日（ 日 ）
10時 よ り 発 売 開 始
（当ホールの発売初
日は窓口販売のみ）
©Marie Staggat-DG

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 １０日 （火）・２４日 （火）
富士見、岩下、上の山

１２日 （木）・２５日 （水）

穂坂町、権現沢、上の原、上今井、原、長久保

１３日 （金）・２６日 （木）
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
１６日 （月）
藤井町全区

２日 （月）・１７日 （火）

中田町全区・穴山町全区

３日 （火）・１８日 （水）

円野町全区・清哲町全区・神山町全区

４日 （水）・１９日 （木）
旭町全区 

５日 （木）・２０日（金）

大草町全区・竜岡町全区

９日 （月）・２３日 （月）

●老壮大学

６日（金）

●静心寮
問い合わせ
東京エレクトロン韮崎文化ホール
☎２０－１１５５
２２－１９１９

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）

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
16
休館：

18

パパ・ママ教室
13時30分～
Eコース2回目
赤ちゃん抱っこ体験や母乳
栄養について
●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
「おひとりさまの終活～自分
らしい老後と最期の準備」
講師：中澤まゆみ氏
休館： （午前）

24

歯科衛生士さんと
おしゃべり
10時30分～11時30分
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
4か月児健診
13時～
対象児：平成26年10月生
まれ
小児科医師の診察、相談
休館：

25

ママとこどもの
音楽会～歌の
おにいさんと遊ぼう♪～
10時30分～11時30分
ニコリ3階多目的ホール
うたのお兄さんと遊ぼう♪
出演：若林秀和氏
定員30組【要予約】
●無料法律相談
13時～16時
401会議室
休館： （午前）

2月25日
誕生会（2月生まれ）
13時30分～14時30分
2月生まれのお子様のお
祝い
材料費100円
定員10組【要予約】

2月26日
だっこの会
11時～11時30分
対象：乳幼児
わらべ歌、絵本の読み聞
かせ、手遊びなど
【申込不要】

2月18日
にら★ちびキッズくらぶ
10時30分～11時30分
～1歳以上～
1歳以上の親子集まれー！親子でたっぷり遊べます
材料費100円 定員15組【要予約】

23

●消費生活相談
9時～16時
102会議室
よちよち教室
13時～
ニコリ「読み聞かせの部屋」
対象児：平成26年
3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：

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

19

26

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

20

「ひまつぶシネマ」
上映会
9時～17時
『うっかりペネロペ（楽し
くて大忙し）』・随時上映
サリー＆タケ
腹話術とバルーンアート
13時～15時
興味津々の腹話術＆わくわく
どきどきのバルーンアート♪
講師：相吉くに子氏＆丈雄
氏【予約不要・参加無料】
休館：

21

27

28

22

休館：

2月21日
ネーミングライツ記念公
演：ファンタジーミュー
ジカル『オズの魔法使い』
14時開演
【要整理券】
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】（P18参照）

「ひまつぶシネマ」
2月19日
上映会
にら★歩歩くらぶ
9時～17時
13時30分～14時30分
『宮西達也劇場おまえうま
学芸員さんの案内付きで
そうだなVol.1』
・随時上映
民俗資料館を探検！
定員15組【要予約】
持ち物：水分・抱っこひも
13時20分 韮崎市民俗資料館駐車場集合
すくすく教室 13時～
対象児：平成26年7月生まれ 離乳食指導や試食など
休館：

☎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

☎２２ー１２２１

にら★ちび
ベイビーくらぶ
13時30分～14時30分
～0～5か月～
交流会・手型サービスなど
おやつ代100円 定員10
組【要予約】
3歳児健診
13時～
対象児：平成24年1月生まれ
小児科医師・歯科医師の診
察、個別相談など
休館：

韮崎市立病院 本町３丁目５番３号

17

のびのび教室
13時～
対象児：平成25年
1月生まれ
親子遊びや歯科相談など

休館：
診察科目

診察日

受付時間

内科

午前 8時30分～
午前11時30分

小児科
外科
整形外科
眼科

月曜～金曜

※眼科
金曜は午前8時30分～午前11時

脳神経外科
放射線科
リハビリテーション科
泌尿器科

※小児科（午後）
午後３時30分～午後４時30分

木曜

スポーツ外来

木曜（午後）

リウマチ外来

木曜（予約制）

：穂坂自然公園
利用時間：4月～11月
12月～3月
農林課 農林振興担当
（内223〜225）

※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

9時～17時
冬季休館

：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
持物：母子健康手帳、バスタオル、
保険証、印鑑

休診日
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。

○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）

