み

ね

山口県美 祢 市の小中学生人 52 人が８月７日～９日、
山梨市を訪れました。
美祢市にある鍾乳洞・秋吉台の研究が有名で、山梨市
の名誉市民でもある故小澤儀明博士がご縁で、平成 14
年から始まったこの交流も今年で 10 回目。訪問団によ
る交流を１年交代で続けています。夏休み中の市内の
小学生 26 人と中高生のジュニアリーダー７人が参加し
て、美祢市の子どもたちと山梨の名物料理であるほうと
うづくりやブドウ狩りを楽しみました。
美祢市の小学５年生の女の子は「ブドウ狩りは初めて。
たくさん食べられて幸せです」と話していました。
子どもたちは愛宕山少年自然の家で一緒に宿泊し、
キャンプファイヤーを楽しむなど交流を深めました。

2012
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地震、風水害などの自然災害は突然やってきます。
「防災の日」に合わせて、家庭や地域、職場などで

避難場所や非常用品の確認を行なってみましょう。

りはじめる

め、避難の準備をお願いします。

いる人や座っている人に家具が直

家具が倒れてきたときに、寝て

①沢や井戸の水がにごる

▼地滑りの前兆現象

③山鳴りがする

位が下がる

をしてください。

せんが、必要に応じて早めの避難

時に出されます。拘束力はありま

安全のため、早めの避難を促す

▼避難勧告

日本は地震大国です。
日本には、
撃しないように、また、出入り口

②雨は降り続いているのに川の水

約２千の活断層があると言われて
をふさいでしまわないように、向

①がけから小石が落ちてくる

▼がけ崩れの前兆現象

いて不明な場合は、市のホーム

※お住まいの地域の避難場所につ

ます。速やかに避難してください。

ペ ー ジ 文 末 の 問 い 合 わ せ ま で、

お問い合わせください。

❖自宅で備える❖

災害の被害を軽減するには「自

で、「 共 助 」 は 地 域 や 身 近 に い る

助」は一人一人が自ら取り組む事
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うにしたりして、工夫しましょう。

おり、日本のどこにいても地震を

▼家具の向きと配置

経験する可能性があります。

▼避難指示

②がけから水が湧き出ている

危険が迫っているときに出され

近年、全国で大雨の被害が相次

③斜面から水が噴き出す

②地割れができる

■住宅の耐震性は大丈夫ですか？

いでいます。台風や集中豪雨、寒

年に、住宅を建てるとき

に建物の強さを定める基準が変わ

③がけに割れ目が見える

昭和
りました。それ以前に建てられた

気 の 流 れ 込 み に よ る 突 風 な ど は、

災気象情報を入手し、早めの対策

ページでご確認いただくか、次

家に住んでいる場合は、必ず専門

■最新の情報を入手しましょう

①日本付近に前線が停滞している

を行なうことで、風水害による被

■集中豪雨の発生するとき

す。耐震診断結果により、耐震改

とき（特に梅雨期の終わり頃）

ラジオやテレビなどで最新の防

修を行なう際に補助金が受けられ

台風が通過している最中や、雨

者同士が一緒に取り組むこと、「公

助・共助・公助」が不可欠です。「自

が強く降っているときに、外の様

害を減らすことができます。
②台風が近づいているときや、台

子を確認しに外出することは控え

風が上陸したとき
次々と雷雲が発生するとき

③大気の不安定な状況が続き、

助」は国や県、市町村が取り組む

大災害が発生すると、水、電気、

■ライフラインの停止や避難

ことが一番大事です。

のためには、あなたが無事でいる

ど災害の被害は軽減できます。そ

ましょう。河川や用水路などの状

台風や集中豪雨などにより、災

■避難について

ことです。３つの連携が円滑なほ

ただくか、都市計画課都市整備担

濫したりすることもあります

況を確認することは危険です。

当（西館２階、内線２２４３）ま

■集中豪雨が起こると…

②床下・床上浸水が起こることも

①川の水かさが急に増えたり、氾

地震の際に、多くの人が倒れて

き、市では防災無線やホームペー

害が発生する恐れが高まったと
③ 道路が冠水することもあります

あります
います。日頃から家具の固定や配

ジ、ツイッター、ケーブルテレビ

ガス、通信などのライフラインが

などで避難についての情報をお知

停止する可能性があります。復旧

に、水や食料、生活用品を備蓄し

らせします。

事 態 の 推 移 に よ っ て 避 難 勧 告・

ておきましょう。また、避難を想

までの間、自宅で生活できるよう

れが発生することもあります。

▼土石流の前兆現象

指示を行なうことが予想されるた

▼避難準備情報

④地盤がゆるみ、土石流やがけ崩
ておきましょう。
▼家具を置かない
きるだけ家具を置かないようにし

①川の流れがにごり、流木が混じ

寝室や子ども部屋などには、で
たり、背の低い家具だけを置くよ

■土砂災害の前ぶれは？

置 を 見 直 し、
「安全空間」を作っ

を失ったり、大けがをしたりして

きた家具の下敷きになって尊い命

■耐震性がＯＫでも安心は禁物

でお問い合わせください。

やまなし７月号４ページをご覧い

る場合もあります。詳しくは広報

が家の耐震診断」を実施していま

市では、
毎年無料の耐震診断
「わ

特に注意が必要です。
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家の耐震診断を受けましょう。

❖風水害❖

きや配置に工夫をしましょう。

❖地震❖

震
地

９月１日は防災の日

風水害

確認してみよう！「災害に備える」チェックリスト

□

身元や連絡先の分かるカードなど

□
食品

□

病院の診察券など

□
貴重品（預金通帳、印鑑、現金）

□

携帯ラジオ

□
救急用品

□

メモ帳、筆記用具

□
軍手

□

笛

□
懐中電灯

□

水

□
下着

□

チョコレートなど

□
予備電池

□

口を覆うハンカチなど

□
まっち、ろうそく（火をつけるもの）

□

ウェットティッシュ

□

□
□

□
□

□
□

□

（あなたにとって必要なものを記入しましょう）

３．避難場所までの経路を確認している

□

４．家族の安否確認の方法を話し合っている

□

定した非常持ち出し品は前もって

リュックに詰めるなどの準備をし

ておきましょう。

▼備蓄のポイント

防災のために特別なものを用意

するのではなく、できるだけ、普

段の生活の中に組み込んで、平時

に無意識に更新されるものを中心

にまかないましょう。

テ ィ ッ シ ュ、 ト イ レ ッ ト ペ ー

【安価で収集しやすいものの例】

パー、ラップ、ゴミ袋、ポリタンク

▼非常持ち出し品のポイント

すぐに必要になるもの、なけれ

ば困るものは何かを考えて、用意

しましょう。

【なければ困るものの例】

常備薬、入れ歯、補聴器など

▼災害は家族が一緒にいるときに

起こるとは限りません

安否確認の方法、集合場所など

を 決 め て お き ま し ょ う。 そ の 際、

被災地域に電話が殺到すると、回

線がつながりにくくなり、消防や

警察などの緊急連絡に支障を及ぼ

すことにも配慮しましょう。

安否確認には「１７１災害用伝

言ダイヤル」などのサービスを利

用しましょう。

問い合わせ
総務課行政防災防犯担当
（西館４階、内線２４４７）
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認
確
否

□

飲料水

（あなたにとって必要なものを記入しましょう）

安
・
難
避

外出時に携帯したいもの
非常用持ち出し品

１．自宅からの避難場所を確認している（避難場所を記入しましょう）

□
２．会社や学校など外出先からの避難場所を確認している（避難場所を記入しましょう）

□

癒
し

び

楽しみ

学

山梨市次世代エネルギーパークで
市では、平成 20 年６月に認定された「山梨市次世代
エネルギーパーク計画」をもとに、太陽光・木質バイオ

を体験してみませんか！

察、環境教育などを通して新たな学びと交流の場の創出
を図る活動を行なってきました。

マスなどの再生可能なエネルギー資源を生かした、新た

このたび、市内の新エネルギー施設の整備に一定のめ

な低炭素社会・持続可能な社会のモデルを構築し、情報

どが立ち、計画の中心施設となるエコハウスやまなしの

発信していくことを目指してきました。

資料展示の完成をもって、
「山梨市次世代エネルギーパー

また、平成 21 年度に立ち上げた「学ぶ交流事業」の
中では、学ぶ交流事業検討協議会※が中心となり、観光
施設、農業体験などを組み合わせ、エコツアーや行政視

ク」としてオープンします。このオープンに合わせ、市
内で新たに認定された森林セラピーロードのご案内と、
次ページで紹介のイベントを開催します。

❖山梨市次世代エネルギーパーク一覧
乙女湖・乙女高原

◦森林セラピー乙女湖ロード

西沢渓谷

◦森林セラピー基地

森林セラピー巨峰の丘ロード
鼓川温泉
みとみ笛吹の湯

飯島製材所

◦木質ペレット製造装置

花かげの湯

山梨フルーツ温泉ぷくぷく
笛吹川フルーツ公園
ＢＴＬ

街の駅やまなし

（バイオマストゥリキッド）

◦地域交流センター
◦太陽光発電設備
◦ペレット冷暖房設備

実証実験施設

バイオオイル実証実験施設

エコハウスやまなし

バイオディーゼル燃料製造施設
万力公園

◦カピバラの湯（仮称）
◦森林セラピー万葉ロード

根津記念館

◦エネルギーパーク受付
◦資料展示
◦太陽光発電設備
◦ペレットストーブ
◦ソーラーエコキュート
◦エコ住宅建築技術

※学ぶ交流事業検討協議会とは…

学識経験者、地場産業関係者、関連する取り組みを行なっている団体などの代表者、関係行政

団体の職員および市職員などで構成された、新エネルギーの活用と普及啓発の取り組みに、森林
セラピーなどの既存の取り組みを連携させ、新たな学びの場と交流の場を創出することを目的に
設立された組織です。
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山梨市次世代エネルギーパーク
オープニングイベント
✿オープニング式典

✿記念講演

「山梨市次世代エネルギーパーク」の

「山梨市次世代エネルギーパーク」のオープンを記念し、やま

オープニングにあたり、式典を執り行な

なしエコネットワーク代表で山梨大学名誉教授の鈴木嘉彦先生の

日

時

10 月 20 日（土）

日

時

10 月 20 日（土） 午前９時 40 分～ 11 時 10 分

会

場

街の駅やまなし

内

容

山梨市地域新エネルギービジョンから次世代エネルギー

います。

午前９時～９時 40 分

記念講演会を開催します。
会

※どなたでもご参加いただけます。

場

（事前申込不要）

街の駅やまなし

パークの推進、学ぶ交流事業の立ち上げについて

※どなたでもご参加いただけます（事前申込不要）。

✿次世代エネルギーパーク施設体験会（日帰り）
会

次世代エネルギーパーク施設の紹介・体験、森林セラ

内

場

ピー万葉ロードの体験会を行ないます。

一般の人はもちろん、
行政視察・研修などのモデルコー

街の駅やまなし

容

ほか

次世代エネルギーパーク施設の紹介・体験
森林セラピー万葉ロード体験

スとして、各種団体、教育機関、旅行業関係者などの多

申込方法

日

話でお申し込みください。

参加自由ですが、昼食のセラピー弁当をご希

望の場合は、事前に環境課新エネルギー推進担当まで電

くの皆さんのご参加をお待ちしています。
時

など

10 月 20 日（土）

午前 11 時 20 分～午後４時頃（予定）

スケジュール
▶街の駅やまなし
ガイダンス
（10 分）

徒歩
20 分

▶エコハウスやまなし
施設・展示資料見学
（30 分）

▶万力公園
カピバラの湯
（仮）
オープン（30 分）
徒歩
５分

▶万力公園
セラピー弁当の
昼食（50 分）

▶街の駅やまなし
ペレット冷暖房設備
の見学（20 分）

▶万力公園
徒歩
森林セラピー
万葉ロード散策（60 分） 20 分

▶街の駅やまなし
意見交換
（20 分）

✿次世代エネルギーパーク施設体験会（１泊２日）
集合場所

次世代エネルギーパーク関係施設の紹介・体験、西沢

内

渓谷での森林セラピーなど体験できる１泊２日の体験会
を開催します。

参加費

一般の人はもちろん、
行政視察・研修などのモデルコー

環境課新エネルギー推進担当まで電話でお申

変更となる場合があります。

28 日：午後４時 30 分終了予定

※市で保険に加入します。

※バスでの移動は廃食油から精製したＢＤＦ燃料を使用したスクールバスを使います。

▶街の駅やまなし
ガイダンスとペレット
冷暖房設備の見学（30 分）

５分

無料（宿泊のみ参加者各自で用意）

※２日目の西沢渓谷での森林セラピーは、天候により

27 日：午後１時集合

※日程は、変更となる場合があります。

バス

など

追ってご案内します。

10 月 27 日（土）～ 28 日（日）

スケジュール

西沢渓谷森林セラピー体験

し込みください。注意事項などの詳細な内容については、

くの皆さんのご参加をお待ちしています。
時

次世代エネルギーパーク施設の紹介・体験

申込方法

スとして、各種団体、教育機関、旅行業関係者などの多
日

容

街の駅やまなし

▶ＢＤＦ製造施設
見学
（20 分）

申込・問い合わせ
広報やまなし
2012.9-5

バス
10 分

徒歩
５分

▶エコハウスやまなし
施設・展示資料見学
（30 分）

▶街の駅やまなし
森林セラピー
ガイダンス（30 分）

宿泊

徒歩
20 分

▶万力公園カピバラ
の湯（仮）見学
と散策（30 分）

▶西沢渓谷（昼食）
森林セラピー体験
（５時間 30 分）

バス
10 分

バス
10 分

▶飯島製材所
ペレット製造
施設見学（30 分）

▶みとみ笛吹の湯
入浴と意見交換
（１時間 20 分）

環境課新エネルギー推進担当（西館１階、内線 2133 ～ 2135）

♥♥♥善意をありがとう♥♥♥

９月

９月

９月
日㈫

日㈪

日㈮

決算特別委員会

決算特別委員会

決算特別委員会

▶ネパールの小中学生が来市しました

本会議（閉会）

まちのわだい

28 25 24 21
日㈮

ますので、お申し出ください。

９月

に担当職員が確認をさせていただき

市政の動き

一緒に掲載しています。手続きの際

※９月市議会定例会は節電対策

をいただいた場合、故人のお名前も

のため、各日程とも午前９時

※「故人の遺志」という形でご寄付

から開会します。

た人・団体のみ、紹介しています。

平成 年９月市議会

の中から、広報誌への掲載について承諾をいただい

24

●議会事務局議事担当

このコーナーでは、市にご寄付いただいた皆さん

議

定例会日程（予定）

（東館２階・内線１２１２）

【お知らせ】

９月定例会は、次の日程で開

催予定です。

本会議（代表質問）

ます。

日㈫

本会議（一般質問）

※日程は変更となる場合があり

日㈬

常任委員会

本会議（開会）

日㈭

20 19 18

９月３日㈪

９月

９月

９月

【寄付一般】
▼市政発展のための資金として
故勝村力様のご遺志として
勝村 みどり 様（大野）………… 300,000 円
▼市立小中学校へ
日本郵便…郵便事業㈱山梨支店
支店長 塚越 政純 様…… ハガキ 1,210 枚
▼市立の全小学４年生へ
フルーツ山梨農業協同組合
代表理事組合長 中山 仁 様…図書 343 冊

７月～８月

紅富士太鼓（本部大月市・会長石岡博実さん）と交流があるネパー
ルの小中学生らが、７月 20 日に市役所を表敬訪問しました。
交流は平成 15 年、大月ロータリークラブが現地の学校に楽器を
寄贈した際、石岡さんが同行したのを契機に始まり、継続的にチャ
リティーコンサートの実施や子どもへの和太鼓の指導を行なってき
ました。その後、紅富士太鼓のネパール支部が結成され、相互に交
流を開始。同じく支部がある山梨市との交流も始まりました。
この日は、ネパール人の小中学生と教師など６人が石岡さんとと
もに竹越市長を訪問。独特な形のネパールの国旗と、鈴が取り付け
られたオブジェを市長に手渡しました。一行は来日中、B&G 海洋
センターで市内の小中学生と太鼓の練習を行ない、25 日に帰国の
途に就きました。

紅富士太鼓が縁となって山梨市を訪問

◀シニアソフトボール県大会で優勝
６月 10 日から 24 日にかけて行なわれた、第 26 回山梨県シニ
アソフトボール大会で山梨市シニアが優勝しました。
７月 24 日、有賀毅監督と市体協役員らが市役所を訪れ、竹越市
長に優勝の報告をしました。
創部３年目にして初めてつかんだ栄冠。有賀監督は「山場は優勝
候補と当たった準々決勝と準決勝。投手力を中心に打線が奮起し、
勝つことができた」と振り返ります。
チームは９月 29 日から香川県丸亀市で行なわれる全国大会に出
場します。有賀監督は「とにかく初戦を突破したい」と意気込みを
竹越市長に優勝報告をする有賀監督（左）

語りました。
広報やまなし 2012.9-6

◀日川が３連覇・山梨市少年野球大会
７月 14 日と 15 日、第８回山梨市少年野球大会（兼第 49 回山
日 YBS 杯地区大会）が開催され、日川野球スポーツ少年団（佐藤
晃監督）が決勝で後屋敷を破り、見事に３連覇を果たしました。
28 日から行なわれた山日 YBS 杯に、日川は選手・保護者で身延
山の階段を上って優勝祈願を行ない出場。小瀬球場で実施された初
戦で小立（富士河口湖町）と対戦しましたが、残念ながら敗れてし
まいました。主将の藤井章史くんは「足があり、とても守りづらかっ
た。負けてしまったが最後まで元気にプレーできた」と試合を振り
３連覇、通算 11 回目の優勝を果たした日川

返りました。チーム一丸となって戦ったことは選手たちの心に大事
な思い出として刻み込まれました。

▶夏の到来を告げる、花火大会・盆踊り大会開催
７月 28 日、峡東地域の夏の風物詩「笛吹川県下納涼花火大会＆
盆踊り大会」が開催されました。伝統の大会も今年で 55 回目を迎
え、夜空に広がる満開の花火を見ようと市内外から詰め掛けた来場
者でにぎわい、旧市役所前のお祭り広場では、たくさんの人がかき
氷や焼きそばなどを美味しそうに頬張っていました。
花火の前に行なわれた盆踊り大会には、約 500 人が参加。今年
から導入されたやぐら車の上では太鼓が打ち鳴らされ、山梨市駅か
ら旧市役所までをにぎやかに練り歩きました。花火が打ち上げられ
ると、観客は色取り取りの大輪の花に歓喜の声をあげていました。

花火を堪能する観客（万力大橋東詰）

◀ママさんバレー、八幡クラブが全国大会組別準優勝
７月 24 日から三重県伊勢市で行なわれた、第 43 回全国ママさ
んバレーボール大会に八幡クラブ（武井和枝監督）が山梨県代表
として出場し、全 48 チームをＡからＤの４組に分けて行なわれた
トーナメントのＢ組で準優勝しました。八幡は準決勝までをすべて
をストレート勝ちし、決勝は鹿児島県代表と対戦。惜しくも敗れて
しまいましたが、好成績を残しました。
８月９日、監督、選手と体協役員らが市役所を訪問し、竹越市長
に試合結果の報告をしました。古屋紀美主将は「忙しい中、支えて
いただいた周囲の方や家族に感謝している。チームとして、とても
大会の成績報告で市役所を訪れた八幡クラブ

団結できた。秋に行なわれる大会でも県でナンバーワンを目指した
い」と喜びを語りました。

▶牧丘ミニバスが関東大会準優勝
牧丘ミニバスケットボールスポーツ少年団（向山真悟監督）が、
そう さ

７月 28 日と 29 日に千葉県匝瑳市で行なわれた第 31 回関東ブロッ
クスポーツ少年団競技別交流大会に山梨県代表として出場し、準優
勝しました。大会には１都７県から９代表が参加。３チーム３組に
分かれて予選リーグを争い、決勝リーグで順位を決定しました。牧
丘は予選リーグを１位で決勝リーグに進出。惜しくも優勝は逃しま
したが、準優勝の栄冠を勝ち取りました。
８月９日、監督と保護者、選手たちが市役所を訪問、竹越市長に
大会の結果報告をしました。飯嶋華王主将は「多くの人に支えても
らい準優勝ができた。冬の関東大会では優勝を狙いたい」と元気よ
く語りました。
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成績報告のため市役所を訪れた牧丘

はじめよう！もっと、エコ生活‼ Vol.24
緑のカーテン特集号 part ５ ～緑のカーテンコンテスト～
今年の夏も緑のカーテンに取り組んでいる人がたくさんいらっしゃるようですね！そこで、昨年に引き続き「緑のカーテ
ンコンテスト」を開催します。ご自慢の緑のカーテンを応募してみませんか？

▪緑のカーテンコンテスト▪
▪緑のカーテンコンテスト
▪
募集期間

９月１日㈯～７日㈮

応募方法

氏名・住所・電話番号・実施場所・実施の規模・育成した植物名・購入
したもの（およその経費）
・育成の工夫・効果や感想を記入の上、写真
（Ｌサイズ：89mm × 130mm・３枚以内）を添付して環境課の窓口ま
たはエコハウスやまなしまでご応募ください。

展示と投票

ご応募いただいた作品は、９月 15 日㈯から９月 30 日㈰までの期間に
エコハウスやまなしに展示し、来場者の投票によって最優秀賞を決定し
ます（応募多数の場合は投票前に 10 件程度に絞らせていただきます）
。

※参加賞としてエコグッズをプレゼントします！
※表彰は 10 月上旬を予定しています。

▪昨年度の様子▪
昨年度の緑の
カーテンコンテス
トはすごかったわ
ね！
え

こ

「一般の部」
最優秀賞
中澤安隆さん

香奈（笑幸家の陽気なお母さん）

「一般の部」も
「 事 業 所・ 学 校 の
部」も立派じゃっ
たのぉ！
一徹（香奈さんの父）

今回のコンテス
ト の 参 考 に、 昨 年
度の各部門の最優
秀賞作品を紹介し
ます！

「事業所・
学校の部」
最優秀賞
山梨県立
日川高等学校

進（香奈さんの夫）

問い合わせ

環境課生活環境担当、新エネルギー推進担当
広報やまなし 2012.9-8
（西館１階、内線 2133 ～ 2135）

★エコ生活クロスワード Part ５- 中級編 - ★
正解をエコハウスへお持ちいただいた人先着 10 人に、リサイクルステーションで回収したミックス紙で作ったティッ
シュを差し上げます !!
２

４
Ａ

５

＜縦のカギ＞
１．浅草名物の土産物として知られていて、
さくさくとした食感が特徴の雷○○○。

Ｂ

２．あっ、うっかり消しちゃうとこだった！

３

電子ファイルは○○○○のまま閉じると
消えてしまいます。ご注意を！
３．物事の良さを積極的に認めた上で、さら

１
Ｃ

に良くしていこうとするさま。
「○○○○的な意見をのべる」
４．○○○○○はがきは、郵便局に持ってい
（手数料がかかります）
５．1997 年に開催された COP3 において採
択され、2005 年２月に発効した二酸化

Ｅ

炭素など６種類の温室効果ガスを、先進
国全体で削減することを義務づけた議定
書です。「○○○○議定書」

＜横のカギ＞
Ａ．甲州八珍果の一つで、あま～いものとしぶ～いものがあります。干したものは高級品です。

今回はヒントなしです！

Ｂ．ウグイスの鳴き声です。
「ほう○○○○」
Ｃ．太陽から降り注ぐ生物にとって有害な波長の紫外線の約 99％を吸収し、生物を
守っている大気圏にある○○○の濃度が高い層のことです。
Ｄ．省エネのためにも、使っていない電気製品の○○○○○は抜いておきましょう。

今回のプレゼントはこれ !!

Ｅ．時代劇などで、夜道を歩いてバッサリ切られる！「○○切り」

解答

地球に優しいエコティッシュ !!
200 組（400 枚）×６パック !!

✂切り取り線

❖エコアイデア募集中！

皆さんのご応募、
お待ちしています！

みんなのアイデア、
待っているワン！
え

こ

皆さんのご家庭で実践している「エコアイデア」を、笑幸さん一家の
コーナーで紹介してみませんか。
無理なく、楽しく、エコ生活できるエコアイデアを募集しています。

問い合わせ
環境課生活環境担当（西館１階、内線 2135）ＦＡＸ 2800
広報やまなし 2012.9-9

✂切り取り線

くと新しいはがきに交換してくれます！

Ｄ

World
Kids'

❖ポリオ予防接種は生ワクチンから
「不活化ワクチン」に替わります

子どもと子育てのページ

定期予防接種として実施しているポリオ生ワクチン（経口投与）の予防接種は９月から、より副反応の少ない不活化ワ
クチン（注射）に切り替わります。
■不活化ワクチンに切り替わる理由
今まで行なってきたポリオ生ワクチンは、腸の中で増える間に病原性（毒性）を強めることがあるため、頻度は少ない
ものの、投与を受けた人や保護者など周りの人にワクチンの副反応がおこることが報告されていました。このため、ポリ
オウィルスの毒性をなくし（不活化し）
、免疫をつくるために必要な成分だけを取り出して作った、より安全なポリオ不
活化ワクチンに替わります。
■接種回数、使用するワクチン
９月に導入されるのは「単独不活化ポリオワクチン（注射）
」です。この不活化ワクチンは計４回の接種が必要となります。
❖今までにポリオ生ワクチンを全く受けていない場合は、４回の不活化ワクチンの接種を受けてください。
❖ポリオ生ワクチンをすでに１回受けている場合は、４回の不活化ワクチンの内の１回の接種を終了したものとするので、
３回の不活化ワクチンの接種を受けてください。
❖不活化ワクチンを今までに受けたことがあるお子さんは、回数確認のため、健康増進課まで必ず連絡してください。
※ポリオ生ワクチンの投与をすでに２回受けている場合は、不活化ワクチンを接種する必要はありません。
■接種対象年齢
■接種間隔

生後３カ月から、７歳６カ月未満のお子さん

単独不活化ポリオワクチンは、初回３回、追加１回の計４回の接種が必要です。
❖初回（３回）
：20 日以上あける（できれば 56 日までの間に受ける）
❖追加（１回）
：初回３回目から、12 カ月から 18 カ月の間に受ける

■対象者への通知

対象者には、８月末に予診票などの通知を郵送予定です。

■今後は、市のポリオ生ワクチン投与（集団接種）は中止されます。
９月１日からは、単独不活化ポリオワクチンに移行されるため、ポリオ生ワクチン投与の集団接種は中止されます。広報
やまなし４月号でお知らせした、10 月４日㈭、11 日㈭のポリオ生ワクチン投与は行ないませんので、ご注意ください。

問い合わせ

健康増進課健康支援担当（東館１階、内線 1166 ～ 1169）

❖作って！遊んで！楽しかった !! ～第 13 回やまなしし子どもフェスティバル～
8 月４日、市民会館において、
「第 13 回やまなしし子どもフェスティバル」が開催されました。
毎年恒例のおもちゃのかえっこやバルーンアート、縁日ひろばや人形劇など、１日遊んでも遊びきれない楽しいイベン
トが盛りだくさんのフェスティバルになりました。

歯はきれいかな～？

県産材で紙飛行機を作るよ

マッサージ気持ちいいね♪

バルーンアートに挑戦！

おばあちゃんとおもちゃを手作り

みんなの味方もやってきた！

広報やまなし 2012.9-10

World
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子どもと子育てのページ

みんなおいでよ！

❖山梨市立つつじ幼稚園

～平成 25 年度園児募集のお知らせ～

今年の４月で創立 50 周年を迎えたつつじ幼
稚園は、ご家庭との連携を大切にしながら、遊
びを中心とした保育を行ない、子どもの心に寄
り添い、生きる力の基礎となる教育に努めてい
ます。
募集人員・対象者

親子で楽しい給食会➡

❶市内に在住する幼児
❷ 3 歳児

35 人

（平成 21 年 4 月 2 日～
平成 22 年 4 月 1 日生まれ）
※ 4・5 歳児については随時入園可（若干名）

➡広いプールでたくさん泳ごう！

入園説明会・幼稚園見学会
日

時

平成 24 年 9 月 21 日㈮
受付：午後１時 45 分～
開始：午後 2 時～

場

所

駐車場

つつじ幼稚園

遊戯室

浴衣で楽しいサマーパーティー➡

園庭

※願書の交付も同時に行ないます。
願書の交付・受付期間
平成 24 年 9 月 21 日㈮～ 10 月３日㈬

➡育てたとうもろこしを収穫！

（土・日、祝日は除く）
時間はいずれも午前 9 時～午後 5 時、
つつじ幼稚園で行ないます。
入園の決定
心身の発育状況を考慮したうえで決定しま
すが、定員を超えた場合は抽選となります。

親子で一緒に盆踊り➡

保育料・諸経費（月額）
保育料

9,000 円

（所得によって減免があります）
諸経費

5,200 円

（給食費 4,000 円、その他諸経費 1,200 円）
保育時間
年間を通して、午前 8 時 30 分～午後 3 時
※希望保育を午後 4 時まで行ないます。
通園方法
保護者の責任で、送迎をお願いします。
※通園バスはありません。
給

食
毎週月曜日～金曜日の 5 日間（完全給食）

問い合わせ

山梨市立つつじ幼稚園
広報やまなし 2012.9-11

☎ 0244

たのしいよ !!

山梨市立図書館

万力 1830（市民会館内）☎ 9600（月曜休館） http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/library/index.html

❖幼児・低学年向き（くれよん）…………９月 22 日 ( 土・祝 )
いずれも午前 10 時 30 分～ 11 時
【市立図書館開館時間】

の人向けに「大活字本」のコーナー
を設置しています。小さな文字を読
むと疲れてしまい本を読むことを諦
めてしまった人、本の世界をもう一
度楽しんでみませんか。
「沈まぬ太陽」

❖午前９時～午後５時（金・土曜日は午後６時まで）

（山崎豊子：著）
の 1 行目の文

【市立図書館休館日】

字の大きさを

❖９月３日㈪・10 日㈪・18 日㈫・19 日㈬・24 日㈪
28 日㈮
※ 18 日㈫・19 日㈬は振替休日、28 日㈮は館内整理日
のためお休みです。

比較しました。
大活字本のコーナーは
カウンターの左奥の棚

右の文字が大
活 字 本 で す。
➡

にあります。

濃厚なブルーの空に、雪山のような雲が動き、果てしない草原に、灼けつく太陽の陽炎が波打っ

❖乳幼児向き（チェリー）…………………９月 11 日㈫

❖「大活字本」のコーナー ❖

市立図書館では、お年寄りや弱視

ている。視界を遮る何ものもない。

【９月のおはなし会】

濃厚なブルーの空に、雪山のような雲が動き、

●●●お知らせ●●●

主な新着図書

おすすめ新着図書
■小説
『冥土めぐり』
鹿島田 真希：著
脳の病気を抱え介護が必要な夫をもつ女性の視点で描か
れている。主人公は夫と 8 年ぶりに１泊 2 日の小旅行に
出かけ、幼少時に家族と訪れたホテルに泊まり家族の過去
と向き合う。裕福だった過去に執着する母と弟、その過去
を克服し主人公が現在を見つめ直す救済の物語。
第 147 回芥川賞受賞作品。

■児童書
『ブラスデイズ』
中山 智幸：著
熊本県、北倉高校吹奏楽部の合言葉は、
「今日の最高は、
明日の最低！」。破天荒な部長と個性的な顧問のもと、最
高の演奏を目指して地道な練習に励んでいる吹奏楽部が繰
り広げる青春群像グラフィティ。

日本の小説
花宴

あさの

あつこ

ロスジェネの逆襲

池井戸

潤

青い島の教室

池永

陽

月と雷

角田

光代

確証

今野

敏

キシャツー

小路

幸也

迷宮

中村

文則

中山

七里

静おばあちゃんにおまかせ

にれ

修羅の宴

楡

周平

葉室

清須会議

三谷

りん

千鳥舞う

麟

幸喜

文学・エッセイ・手記・外国の小説など
とにかく散歩いたしましょう

小川

洋子

もう、忘れたの？

酒井

順子

中年心得帳

林

餓鬼道巡行

町田

黄金の少年、エメラルドの少女

真理子
康

イーユン・リー

その他・一般
最新 47 都道府県危険度マップ
寿命 1000 年

稲垣

ジョナサン・ワイナー

アイデアリメイク

森

超える力

室伏

人間っていいな！

秀輝

恵美子
広治

「感動物語」編集部：編
広報やまなし2012.9-12

くらかが紹介者である知人に入り、紹介によって加

間

時

～なくそう！高齢者の消費者被害～
独」の３つの大きな不安を持っています。悪質 業 者

入者を増やしていくらしい。説明時に見せられたパ

必要なだけ受けることができる」などと介護サービ

は高齢者の不安な気持ちをあおり、言葉巧みに 接 近

ンフレットは回収されたので詳細はわからない。老

近年、高齢者が消費者トラブルの被害に遭う ケ ー

し、信用させ、年金や預貯金などの大切な財産を狙っ

後の保障は手厚い方が心強いので、倒産の心配がな

スについての勧誘を受けた。納めた費用のうち、い

ています。最近、国民生活相談センターなどに 実 際

ければ加入したいが、大丈夫だろうか。

総合相談窓口として、介護や医療に関する心配ごと

４日㈫・20 日㈭

スが増加しています。高齢者は「お金」「健康」「孤

に寄せられた相談事例を被害防止のために紹介 し ま
◦ひとこと助言◦

ビスを受ける前に退会を申し出たのに一切返金さ

・事例のほかに、高額な入会金を支払った後、サー

す。
【ケースⅠ】

・たとえ知人からの勧めであっても安易に応じず、

れないといった相談も寄せられています。
契約前にサービスの具体的な内容や中途解約時の

夫が生前に契約したことがあるという業者が 、 電
話で「通常価格より安くするから」と健康食品 を 勧

返金などについて十分確認しましょう。よくわか
らない場合は契約しない、といった慎重な対応が

めてきた。すでに常用している健康食品がある か ら
た覚えはない」と伝えると、「確かに注文している。

必要です。

と断ったのに、後日商品が送られてきた。「注文し
代 金 は ２ 万 円。 支 払 わ な い と 訴 え る 」 と 脅 さ れ た 。
経済的にゆとりがないので、そんなに高い健康 食 品
◦ひとこと助言◦

以外に、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活す

「山梨市地域包括支援センター」 では、高齢者の

・消費者が承諾していないにもかかわらず一方的

ることができるよう、大切な権利や財産を守るため

を注文するはずがないのに商品が届いてしまっ た 。

に商品を送りつけられた場合、代金支払いの 義 務

の相談も受け付けています。相談内容によって、適
切な専門機関などト連携し、継続して支援していき
ます。

広報やまなし 2012.9-13

はなく、受け取る必要もありません。
し ょ う。 業 者 名 や 連 絡 先 を 確 認 し て お く こ と も

山梨県整骨師会による体操教室

13 日㈭・27 日㈭

25 日㈫

13：30 ～ 15：00

27 日㈭

山梨市保健センター

（毎回 20 分）

・勧誘されても必要なければはっきりと断りま
大切です。

・商品が届いてしまっても、安易に受け取らないよ 【その他の消費者被害に関する相談窓口】
◦山梨県県民生活センター
☎０５５ ２
( ３５ ８
) ４５５
◦市農林商工課商工労政担当
（西館２階、内線２２１８・２２１９）

ています。

西保公民館

９月 13 日㈭、19 日㈬

開催日

13：15 ～ 14：30

13：30 ～ 15：00

助言します（事前の予約が必要です）
。

場

10：00 ～ 11：30

12 日㈬・26 日㈬

（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294

13 日㈭・27 日㈭

認知症の早期発見・予防、支援方法を専門医などが

堀内公会堂

山梨市地域包括支援センター

申込・問

うにしましょう。

知人から「国の介護保険で受けられる介護サ ー ビ

【ケースⅡ】

◦各地区の消費生活相談員
広報７月号７ページをご確認ください。

三富基幹集落センター

牧丘町コミュニティーセンター

【いきいき元気あっぷタイム】

９：30 ～ 10：30
13：30 ～ 15：00
13：30 ～ 15：00
10：00 ～ 11：00

日川公民館

【もの忘れ相談】

会

午前９時 30 分～、午後４時 30 分～

放映時間

13：30 ～ 15：00

５日㈬・19 日㈬
７日㈮・21 日㈮
28 日㈮
19 日㈬

14 日㈮・28 日㈮

山梨公民館
岩手公民館
北公会堂
水口高齢者ふれあいプラザ

程

10 チャンネル

13：30 ～ 15：00

13：30 ～ 15：00

日

スには限りがある。入会時に高額な費用を納め て お
けば、それ以上の介護サービスが必要になったとき、

健康などに関する話や体操をＣＡＴＶにて毎日放映し

チャンネル

９：30 ～ 11：00

11 日㈫・25 日㈫

日下部公民館

後屋敷公民館

５日㈬・19 日㈬

９：30 ～ 11：00
11 日㈫・25 日㈫

10：00 ～ 11：30

加納岩公民館

老人健康福祉センター

します。

間
時
開催日
場

「口腔ケア教室」を開催

会

民館）は前半の時間で

山梨市地域包括支援センター

いきいき Life

９月
地域元気あっぷ教室
９月 25 日㈫（後屋敷公

（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294

各種相談
相

談

内

ひとりで悩まない……！

容

行政相談委員による国・県・市などの仕
事についての苦情や要望。

行政相談

日時・会場

申込・問い合わせ

９月 21 日㈮
午後１時 30 分～４時
市役所西館２階 203 会議室

相談は、できるだけ希望者本人が望まし
９月 22 日 ( 土・祝 )
い。登録希望者は、履歴書用写真
午後２時～６時（受付は５時まで）
（3.5cm ×５cm 程度）
、スナップ写真、
市民会館３階控室
印鑑（シャチハタ不可）をお持ちください。

結婚相談

パソコン
困りごと相談

パソコンの操作方法に関する相談
９月１・８・29 日㈯
講 師 ちどりネット
午後１時～３時
※申込不要。ただし講師の都合により、
市民会館４階Ｃ会議室
休む場合あり。必ず当日の事前確認を。

こころの
健康相談

最近眠れない、イライラする、外出や人
９月 20 日㈭
と会うのがおっくうになった、ストレス
午前９時～ 11 時 30 分
があるけれど誰に相談してよいかわから
午後１時 15 分～４時 15 分
ないなど悩んでいる人の相談に応じます。
市保健センター相談室
予約制。

年金相談

年金全般に関する相談。

総務課
行政防災防犯担当
（西館４階、内線 2447）
市民生活課
まちづくり・協働担当
（東館１階、内線 1146）

市民会館

９月 26 日㈬ 午前９時 30 分～
午後４時 ( 正午～午後１時は休み )
甲州市役所
９月 20 日㈭ 午前 10 時～午後３時
（正午～午後１時は休み）
市役所西館２階 203 会議室

☎ 9611

福祉事務所
（東館１階、内線 1137）
介護保険課
（東館１階、内線 1178）
健康増進課
（東館１階、内線 1169）
甲府年金事務所
☎ 055-252-1431 ㈹
㈳県宅地建物取引業協会
☎ 055-243-4300

不動産相談

不動産全般に関する相談。

峡東地区特設
登記相談

登記事項証明書の見方のほか、土地の地目
９月 13 日㈭
変更や建物取り壊しなどの表示、相続登記
午後１時 30 分～３時
や抵当権抹消登記などの登記手続に関する
市役所西館２階 203 会議室
相談。

特設人権相談

家族関係、いじめ、ストーカー、セクハラ、10 月 11 日㈭
騒音、悪臭、その他、人権に関すること全般。午前 10 時～午後３時
人権擁護委員、法務局職員が対応。
市民会館３階控室

無料税務相談

税理士による税に関する相談。

９月 20 日㈭ 午後１時～４時
市役所西館１階 101 会議室

東京地方税理士会
甲府支部事務局
☎ 055-233-1318

無料個別
法律相談

個別の各種登記・後見人・その他。
相談内容は厳守します。

９月 29 日㈯ 午後１時～４時
市民会館３階Ｂ会議室（学習室）

山梨県司法書士会峡東支部
☎ 5599

甲府地方法務局登記部門
☎ 055-252-7186
福祉事務所
社会・長寿福祉担当
（東館１階、内線 1135）

◎平成 24 年度動物愛護デー◎
＜日

時＞

９月 23 日㈰午前 10 時～午後３時

＜場

所＞

アイメッセ山梨（甲府市大津町 2192-8） ☎ 055-243-1811

＜内

容＞

第 34 回動物愛護図画コンクール表彰式、長寿犬飼育者表彰式、犬ねこ無料健康相談、ポニー体験乗馬、
動物のお医者さん体験コーナー、犬ねこ飼い方相談、動物クイズ、動物をつくろう、動物カルタ

＜主

催＞

山梨県、
（公社）山梨県獣医師会

＜後

援＞

山梨県教育委員会、山梨県市長会、山梨県町村会

＜問い合わせ＞

県衛生薬務課

＜協

力＞

など

山梨県動物愛護管理連絡協議会

☎ 055-223-1489
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安全×安心
専門交通指導員の

ワンポイント・アドバイス
平成 24 年９月 21 日㈮～９月 30 日㈰

＜運動の目的＞

この運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守
と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環
境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図る
子どもと高齢者の交通事故防止

＜運動の重点＞

①夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
②すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶
④二輪車の交通事故防止

交通事故死ゼロを目指す日
平成 24 年９月 30 日㈰

山梨県のチャイルドシート着用率 47.4％

全国ワースト９位！

急ブレーキやもらい事故から小さな命を守るのはチャイルドシートです。ちょっとそこまでの
運転でも、いざというときのためにチャイルドシートを正しく装着させましょう。

交通マナーが
あ す
照らす未来」

ことを目的とします。
＜運動の基本＞

交通安全スローガン

＜期間＞

「心地良い

秋の全国交通安全運動

【問い合わせ】 市民生活課年金・交通担当（東館 1 階、内線 1148）

「こんにちは、日下部警察署です。
」
☎ 0110

問い合わせ

◆９月 11 日は警察相談の日です◆
❖警察相談専用電話「#9110」を知っていますか？❖
警察には、警察と皆さんを結ぶ「ホットライン」が２
つあるのをご存じですか？
◦１つは皆さんがよく知っている「110 番」
◦もう１つが警察相談専用電話「#9110」

使い分けよう！

❖こんな時は、もう１つの 110 番 「#9110」へ❖
◦暴力団についての相談や情報
◦覚せい剤など薬物の情報

件数（人数）

◦行方不明者の相談や情報

人身交通事故

◦免許証の更新・失効についての相談

死者

◦警察に対する意見や要望
など

※ダイヤル回線の電話及び一部の IP 電話については「#9110」
はご利用できません。警察署窓口をご利用ください。
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日下部警察署・生活安全課
日下部警察署管内交通事故発生状況（７月末日現在）

◦家庭内暴力などの相談

◦その他、防犯・家事・民事に関する相談

2 つの 110 番！

154 件

前年比
－ 28

２人

±0

負傷者

191 人

－ 29

物損交通事故

644 件

＋ 15

※山梨市の交通事故危険ポイントは山梨中央銀行日下部
支店前交差点です。ご注意ください。

就業構造
基本調査

平成 24 年 10 月１日現在で

就業構造基本調査を行ないます

働く未来を考える

平成 24 年就業構造基本調査を実施します。
平成 24 年 10 月 1 日「就業構造基本調査」が全国一斉

日本の就業構造が明らかになります。

調査員が伺いましたら、ご回答をお願いします。

・歌田、下栗原の一部
・上神内川、下石森、大野の一部

に行なわれます。
対象地域にお住まいの皆さんのところに、

・落合（山梨厚生病院を含む）の一部

８月下旬から統計調査員が準備調査のために訪問しますの

・南、江曽原の一部

で、ご協力をお願いします。

・西 60 番地（市営藤の木団地）の一部

調査票に記入していただいた内容は、統計法によって厳
重に保護されます。調査員をはじめとする調査関係者が調
査で知り得た内容を他に漏らしたり、統計を作成・分析す

・牧丘町杣口、倉科の一部
・三富上柚木の一部
３．調査の方法

る目的以外に調査票を使用することは絶対にありませんの

山梨県知事から任命された統計調査員による、次の 2

で、安心して提出してください。

段階方式で行ないます。

就業構造基本調査とは？
この調査は、国民の就業及び不就業の状態を調査し、各
地域における就業構造の実態を明らかにすることを目的と
しています。その結果は、各種雇用対策、少子・高齢化対

①準備調査（調査期間：8 月下旬～ 9 月上旬）
担当地区のすべての世帯を訪問し、世帯主名を把握す
るとともに調査のお知らせを行ない、世帯名簿を作成
します。
②実地調査（調査期間：9 月中旬～ 10 月上旬）

策などの基礎資料になります。また、昭和 31 年から行な

準備調査で作成した資料を基に抽出した世帯に対し、

われており、平成 24 年調査は 16 回目にあたります。

調査票の配布・回収を行ないます。
４．調査結果の利用

１．調査の期日
平成 24 年 10 月１日現在で実施します。

国や県などの雇用施策、経済施策など各種行政施策の基
礎資料として利用されます。

２．調査の対象
総務省が定める方法により選定した、抽出単位に居住す

５．就業構造基本調査について

る、市内 16 地域の 15 歳以上の世帯員の人。

詳しくは総務省統計局のホームページをご覧ください。

▶調査対象地区（統計調査区一連番号順）

http://www.stat.go.jp/data/shugyou/2012/index.htm

・小原西、七日市場の一部

問い合わせ

・県営東山梨ぬくもり団地、東後屋敷の一部

財政課経営管理担当（西館４階、内線 2427）

「おもてなしのシンポジウム」を開催します！
平成 22 年度に策定した観光指針の目標像である「おも
てなしの心をおみやげに」の実現に向け、
「おもてなしの
シンポジウム」を実施します。
日

時

９月 22 日（土・祝） 午後１時 30 分～４時

場

所

市民会館ホール

主

催

山梨市・
（財）自治総合センター

内

容

◆第３部

シンポジウム

▶テーマ：山梨市観光戦略
「おもてなしの心をおみやげに」の実現に向けて
▶パネラー：竹越久高市長、冒険家・風間深志さん、
作詞家・覚和歌子さん、陸上選手・鈴木徹さん、
お笑い芸人・マキタスポーツさん
▶コーディネーター：ＹＢＳアナウンサー

◆第１部

山梨市観光大使任命式

◆第２部

基調講演

▶講師：冒険家・風間深志さん

▶演題：山梨市観光戦略「おもてなしの心をおみやげに」
の実現に向けて

・浅川初美さん
問い合わせ
観光課観光企画担当
（西館１階、内線 2147）
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情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

市役所 1111

牧丘支所 3111

催し・講し
座

国道 411 号の通行止め

お知らせ

第 68 回 国 民 体 育 大 会 自 転 車 競 技

講
募座・募集

山梨南中学校制服リサイクル
バザーにご協力を

（ロード・レース）リハーサル大会実
施のため国道 411 号の一部（奥多摩

保険・

程

９月９日㈰

日㈰に行なわれる学園祭「友輝祭」で、

場

所

東京都西多摩郡奥多摩町地

制服・体育着などのリサイクルバザー

内・奥多摩湖周辺道路

を実施します。
「子どもが卒業してし

・国道 411 号の一部：午前 10 時～正午

まい不要になった」
「成長に伴い着ら

・奥多摩周遊道路：終日

れなくなった」など、まだまだ十分に

※詳細は奥多摩町ホームページをご覧

ら、ぜひご協力ください。

ください。
問い合わせ

税

山梨南中で使える、制服、体

収集品

育着、体育館履き、通学かばん、ネク

生涯学習課スポーツ振興担当

・砂・泥・草以外のごみ（空きカン、
空きビン、金物類、植木くず、ビニー
ルなど）については、透明袋などに
仕分けして、土砂の上に載せて出し
てください（土砂の下には入れない
でください）。
問い合わせ
環境課生活環境担当
（西館１階、内線 2135）

９月 10 日～ 16 日は
自殺予防週間です
毎年多くの人が自ら命を絶っていま
す。一人では抱えきれない悩みや苦し

健

※寄付していただく品物は、子どもた
ちが気持ちよく使えるように、洗濯
した清潔なものをお願いします。

康

９月６日㈭まで

に、山梨南中にお届けください。
９月８日㈯・友輝祭の体育の

実施日

に入れずトラックへ積んでください。

（西館３階、内線 2332・2333）

タイやボタンなどの小物

収集期日・収集場所

・河川清掃時に出る砂・泥・草は、袋

への通り抜けができません。
日

使える制服や体育着などがありました

お願い

湖周辺）が通行止めとなり、東京方面

山梨南中学校では、９月８日㈯と９

三富支所 2121

秋季河川清掃を実施します
快適で美しい生活環境を確保するた

み、まずは、相談してみませんか？
こころの健康相談統一ダイヤル
☎ 0570-064-556

めに、
「秋季河川清掃」を実施します。

◆山梨県自殺予防推進大会のお知らせ

実施日・地域

日

時

9 月 10 日㈪

午後１時～午後 4 時 30 分

▶９月 23 日㈰

介護・福祉

部の昼休み（天候状況により９日㈰に

日下部・八幡・後屋敷・岩手地区

場

所

甲府市総合市民会館芸術ホール

変更になる場合があります）

▶９月 30 日㈰

内

容

講演：「一人ひとりが自殺予

加納岩・山梨・日川地区

防の集約」、講師：高橋祥友

※地区によって実施日が異なる場合が

※入場無料、どなたでも参加できます。

場

山梨南中正面玄関横テント

所

問い合わせ
山梨南中学校☎ 0173

ありますので、詳細は各区長または

問い合わせ

担当

保健衛生委員に確認してください。

県障害福祉課☎ 055-223-1495

三森、長嶋、篠原

く
ら

山梨消防署・山梨市消防団からお知らせ

し

あなたの家の住宅用火災警報器は「寝室」と「階段」に設置されていますか？

お 知 ら せ

住宅火災による死亡原因の約半数は、就寝中の火災の
発生に気が付かず逃げ遅れたことによります。住宅用火
災警報器は、火災からあなたやあなたの大事な家族、財
産を守る見張り番です。必ず設置しましょう！
消防法により、全ての住宅の「寝室」「階段」に住宅
用火災警報器の設置が義務付けられています。

問い合わせ

山梨消防署予防係☎ 0119・総務課行政防災防犯担当（西館４階、内線 2449）

広報やまなし 2012.9-17

乳がん巡回検診を実施します！
今年度は乳がん検診車による乳がん検診を、市役所と牧丘町コミュニ
ティセンターで実施します。完全予約制（検査所要時間 10 分程度）で

寝具類の洗濯乾燥サービス
当する人
① 65 歳以上の一人暮らし高齢者、あ
るいは高齢者のみの世帯の高齢者

行ないますので、待ち時間が少なくオススメです！
検診内容

※視触診は乳腺専門医師が行ないます

検診
項目

検査内容

検診費用 市負担金

自 己
受診対象
負担金

39 歳以下：問診、視触
5,040 円 4,240 円
乳がん 診、超音波検査
20 歳以上
800 円
検 診 40 歳以上：問診、視触
の女性
6,825 円 6,025 円
診、マンモグラフィー検査
検診日程・会場
◆ 20 歳～ 39 歳の人
検診日
受付会場
受付時間
定員
11 月５日㈪ 市保健センター
午後１時 30 分
各日
～４時 25 人
11 月 12 日㈪ 牧丘町コミュニティセンター
◆ 40 歳以上の人
検診日
受付会場
受付時間
定員
10 月５日㈮ 市保健センター
11 月２日㈮ 牧丘町コミュニティセンター 午後１時 30 分
各日
～４時 25 人
11 月５日㈪ 市保健センター
11 月 12 日㈪ 牧丘町コミュニティセンター
申込方法 健康増進課や各支所の窓口、または電話でお申し込みください。
９月３日㈪～各検診日の 10 日前まで（土・日・祝日を除く）

申込期間

※定員になり次第、受付を終了しますのでお早めに。
持ち物

市内在住で、次のすべてに該

対象者

①自己負担金、②乳がん検診受診票（申込後、郵送します）、

③がん検診無料クーポン券（事前配布されている人のみ）
申込・問い合わせ
健康増進課健康支援担当（東館１階、内線 1166 ～ 1169）
牧丘支所住民生活担当（内線 141）三富支所住民生活担当（内線 315）

②要介護認定において要介護３以上の
認定または同等の虚弱や心身の障害
および傷病などの理由により寝具類
などの衛生管理が困難で、親族など
の支援が困難な高齢者
寝具類の洗濯・乾燥を

サービス内容

年２回（10 月と３月を予定）行ない
ます。業者が対象者宅から寝具などを
回収し、洗濯・乾燥後、配達します。
お住まいの地区の民生委

申込み方法

員児童委員に申し込んでください。
申込締切

９月 14 日㈮

対象品目

対象者が直接使用している

寝具（敷き布団、掛け布団、毛布など）
費

用

原則として２枚まで無料（大

きい寝具や３枚以上の場合、半額は自
己負担となります）
問い合わせ
介護保険課介護予防担当
（東館１階

内線 1175）

お知らせ
文化財の新指定

介護・福祉
敬老祝い金の交付について

をねぎらうために祝金を交付します。
今年度から、満 77 歳の祝金は廃止

❖永昌院総門

は金額が変わります。

◆種別：建造物、◆規模：四脚門、切

※満 88 歳は１年以上、新 100 歳は

妻造、鉄板葺（旧茅葺）、◆特徴：江

ともに、多年に
献されたことに
感謝し、その労

財となりました。

と な り、 満 88 歳 と 新 100 歳 の 祝 金

長寿を祝うと
わたり社会に貢

新たに、次の２件が山梨市指定文化
◆所在地：矢坪 1088

10 年以上、山梨市に引き続き住所

戸時代中期に建てられたとみられる、

のある人が対象です。

市内でも有数の古い総門です。木鼻の

問い合わせ

絵様などに時代の特徴が現れ、古い部

福祉事務所社会・長寿福祉担当

材がよく残っています。

（東館１階、内線 1136）

❖洞雲寺のシダレザクラ

◆所在地：

牧丘町北原 1116 ◆種別：天然記念物
対象年齢
満 88 歳の人
（大正 12 年９月 16 日～
大正 13 年９月 15 日生れ）

市祝金額
10,000 円

新 100 歳の人
（明治 45 年４月 1 日～
150,000 円
大正２年３月 31 日生れ）

交付方法
９月中旬頃、市職員または
地区民生委員が訪問します。

９月 15 日㈯に訪問します。

◆規模：樹高 15.6m、目通り 3.83m、
根回り 3.83m ◆特徴：本堂西側にそ
びえる巨木で、牧丘町室伏の「乙ヶ妻
のシダレザクラ」と同規模の大きさを
持ちます。
問い合わせ
生涯学習課文化財担当
（西館３階、内線 2322・2324）
広報やまなし 2012.9-18

情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

催し・講し
座

健

市役所 1111

牧丘支所 3111

⑵電子申請での申し込み

康

市のホームページから「電子申請・

人間ドック費用助成申込受付中

三富支所 2121

療機関へ受診予約をしてください。
※転入者は転入翌月の 22 日以降発行。

申請書ダウンロード」→「やまなしく

受診期間

らしねっと」→「電子申請」→「山梨市」

平成 25 年２月 28 日㈭まで

→「申請・届出をする」→「24 年度

内

容

①基本健康診査（血液検査、

講
募座・募集

人間ドック申し込み」で申し込み。

心電図、眼底カメラなど）
、②胃内視

市税完納者で、市国民健康保

※右の QR コードで、

鏡検査、③胸部レントゲン、④大腸検

険加入の 40 歳から 74 歳の人（昭和

携帯電話からも申し

査、⑤超音波検査、⑥乳がん検診（女

13 年４月１日～ 48 年３月 31 日生）

込みができます。

性のみ、マンモグラフィ検診）、⑦子

対象者

※市の国保以外の保険に加入の人は、
保険事業者にお問い合わせください。
定

900 人（先着順）

員

宮がん検診（女性のみ）

⑶電話での申し込み
受付可能ですが、混み合い担当につ

※上記健診は、①～⑦で１セットです。

ながらない場合がありますので、でき

受診を希望しない検診があっても、

保険・

申込期間

平成 25 年１月 31 日㈭まで

るだけ⑴、⑵の方法でお願いします。

申込方法

⑴郵便での申し込み

※健診費用の助成は年１回です。人間

はがき、または封書に記入例のよう

税

に記入し、郵送してください。
≪はがきの裏面≫

記入例

≪はがきの表面≫

①住所

50

健

②申込者氏名

405-8501

山梨市役所

（ふりがな）

健康増進課 行

③生年月日

人間ドック申込
（↑朱書き）

④電話番号

負担金の金額は変わりません。
負担金

男 性：18,700 円、 女 性：

ドックと集団健診など、重複して受

20,950 円

診することはできません。

お支払いください。

山梨厚生病院、加納岩

委託医療機関

受診時に直接医療機関に

後期高齢者医療保険の保険証をお持

総合病院、ＪＡ山梨厚生連（甲府市）、

ちの人も人間ドックを受診できます。

クアハウス石和（笛吹市）
、塩山市民

詳しくはお問い合わせください。

病院（甲州市）

申込・問い合わせ

受診予約

申込到達後、審査をして受

康

診票を送付します。内容を確認して医

介護・福祉

試してみてね！食育レシピ

Vol.15

「豚肉と夏野菜のチーズ焼き」

健康増進課健康企画担当
（東館 1 階、内線 1164・1165）

エネルギー：196kcal
脂質：12.9㌘

①

フライパンにサラダ油大さじ１を入れ、火にかける。

②

塩、こしょうをした豚肉を、フライパンに並べる。

③

トマト、なすは 3 ミリ厚の半月切り、長ねぎは斜め薄切り

たんぱく質：14.4㌘

塩分：1.1㌘ ※栄養表示は１人分です

く

にする。
④

③を②の上に並べふたをして弱火で 10 分ほど熱し、野菜

ら

に火が通ったらチーズをのせ、ふたをしてチーズがとろけ

し

るのを待つ。
⑤

チーズがとけたら、めんつゆをなべ肌から回しかける。

★ポイント★

お 知 ら せ

野菜のうまみを引き出すために、ふたをして弱火でゆっくり
焼きましょう。
※今回は日川地区の食改さんのレシピを紹介しました。
市では、日曜日が家族や仲間との時間がとりやすいと考えて、
毎月第１日曜日を「家族や仲間と楽しく、和やかに食卓を囲む日」
として推進しています。
９月２日㈰はみんなでたのしく食事をしましょう !!
問い合わせ

広報やまなし 2012.9-19

健康増進課健康支援担当（東館１階、内線 1166）

材料（４人分）
・豚肉：切り落とし（180㌘）
・塩：少々

・こしょう：少々

・サラダ油：大さじ１（12㌘）
・トマト：中１個（120㌘）
・なす：中１本（80㌘）
・長ねぎ：3/4 本（80㌘）
・ピザ用チーズ：80㌘
・めんつゆ：小さじ２

９月の IT 講習会

【会場】山梨市情報通信センター

講座名

対象者

インターネット活用講座

日 程

パソコンの基本操作ができる人

学ぶ講座です

④氏名

募集締切

９月 19 日㈬、20 日㈭、

≫≫インターネットの検索の仕方やさまざまな活用方法について

申込方法

（旧山梨市役所庁舎となり）

24 日㈪・25 日㈫の計４日間
午前９時 30 分～ 11 時 30 分

はがき・電子メール・電子申請（やまなしくらしねっと）にて「①受講希望講座名

⑤年齢

参加者負担金

⑥職業

⑦電話番号

⑧パソコン所有の有無

９月６日㈭

②郵便番号

③住所

⑨操作歴」を記入し、申し込んでください。

3,000 円（講習会受講代として、初回講習時に集金）

※各日程とも 10 人程度募集。応募者多数の場合は抽選、また受講者が少ない場合は中止となることがあります。

※「山梨申請予約・ポータルサイトやまなしくらしねっと」をご利用ください。市ホームページ上にある「電子申請・
申請書ダウンロード」のバナーから「やまなしくらしねっと」へとリンクしています。

（HP アドレスは最終ページに掲載）右の QR コードで、携帯電話からの申し込みもできます。

申込・問い合わせ

〒 405-8501（住所不要） 山梨市役所財政課電算システム担当（西館４階、内線 2430）
または市情報通信センター（☎⑳ 1222） E メールアドレス

itkosyu@city.yamanashi.lg.jp

第８回山梨市民親善ゴルフ大会

行するしないに関わらず、軽自動車税

どを、電話またはファクスでご連絡く

個人でもグループでも、ふるってご

現在、ナンバープレートを付けてい

ださい。後日、詳細について打合せを

参加ください。女性初心者も大歓迎！

ない農耕作業車をお持ちの場合は、届

行ないます。

日

代表者の氏名・日中連絡の

申込方法

つく電話番号・発表内容・所要時間な

10 月１日㈪

申込締切

午後５時

11 月７日㈬

時

午前７時 30 分スタート

※応募多数の場合は先着順となります。
会

春日居ゴルフ倶楽部

場

申込・問い合わせ

参加資格

市内在住者・在勤者

生涯学習課生涯学習担当

競技方法

18 ホールストロークプレー、

（西館３階、内線 2327・ＦＡＸ 5357）

峡東地域農業経営改善研修会
農業経営を見直し、企業的な経営を
目指す人を対象に研修会を開催します。
日

程

11 月～平成 25 年３月

会

場

笛吹市春日居あぐり情報ス

テーション
（笛吹市役所春日居支所隣）
内容・定員
①パソコン簿記入門コース
（全 10 回程度） 定員：20 人
②パソコン簿記フォローアップコース
（全６回程度） 定員：30 人
※コースの詳細は、お問い合わせくだ
さい。また希望者多数の場合は、受
講年数の少ない人を優先します。
対

パソコンの基本的な作業がで

象

きる人
① 3,200 円

受講料

② 700 円

10 月 19 日（金）

新ペリア方式 同スコアの場合年齢上位
40 組（160 人）

募集人員

※申込方法など、詳細な内容について
は 10 月号でお知らせします。

の課税対象となります。

け出をお願いします。
問い合わせ
税務課市民税担当
（東館１階、内線 1126）

国民年金の後納制度が始まります
これまでは、国民年金保険料を納め
忘れたまま２年を超えると保険料を納

問い合わせ

めることができませんでしたが、平成

生涯学習課スポーツ振興担当

24 年 10 月 か ら ３ 年 間 に 限 り、 過 去

（西館３階、内線 2332・2333）

10 年以内の納め忘れた保険料を納める
ことができる後納制度が始まります。

保険・税
農耕作業用小型特殊自動車も
軽自動車税の届け出が必要です
軽自動車税は一般にオートバイ、軽
乗用車、軽トラックなどに課される税

保険料を納めることで、将来の年金
額を増やしたり、年金の受給権の確保
につなげることができるようになりま
す。ぜひ、この機会にご利用ください。
後納保険料を納付できる期間
平成 24 年 10 月１日～
平成 27 年９月 30 日までの３年間
※すでに老齢基礎年金を受給している
人は利用できません。

金ですが、農耕作業用のトラクターや

申込先

コンバイン、スピード・スプレーヤー

甲府年金事務所☎ 055-252-1431

なども、小型特殊自動車（農耕作業用

問い合わせ

自動車）として軽自動車税の課税対象

国民年金保険料専用ダイヤル

申込・問い合わせ

になります。これらの農耕作業用自動

☎ 0570-011-050

峡東農務事務所

車は、自力での移動が可能で乗用装置

市民課年金・交通担当

申込締切

峡東地域普及センター

☎⑳ 2707

が付いているものであれば、道路を走

（東館１階、内線 1147・1148）
広報やまなし 2012.9-20

情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

座
催し・講し

催

市役所 1111 牧丘支所 3111 三富支所 2121

い。期日までに届かない場合は展示でき

し

ません。短歌・俳句・川柳は、それぞれ
別のはがきを使用し、短歌・俳句・川柳
のいずれで応募かを明記してください。

第２回万力公園
動物愛護イベント

２．書道の部

募座・募集
講

万力公園内の「ふれあい動物広場」

作

品

１人１点（未発表作品に限る）

体

裁

軸装または額装

以内で縦のみ

で、ゲーム大会や動物のクイズ、動物
お絵かき、小動物とのふれあいを実施

①半切（180cm × 50cm）

大きさ

②半切２分の１（90cm × 50cm）以
内で、縦横自由

します。昨年、山梨県下で初めてお目

保険・

見えした「カピバラ（愛称：ハッピー）
」

③全紙２分の１（90cm × 90cm）以内

など動物のお絵かきをしたり、ウサギ

④色紙、短冊、折帖も可

などの小動物とふれあったり、楽しい

その他

思い出をつくりませんか。

申込方法

税

参加者には記念品を用意していま
す。家族そろってご参加ください。
日

９月 22 日（土・祝）

時

３．陶芸の部
作

自由

品

健

問い合わせ

康

万力公園管理事務所

☎ 1560

共通申込方法を参照

４．写真の部
作

品

１人１～２点

規

格

半切、Ａ３、Ａ３ノビで額装

のみ
共通申込方法を参照

申込方法

介護・福祉

講座・募集

５．洋楽の部
洋楽部では 10 月 27 日㈯午後１時

第 51 回山梨地区総合文化祭
作品・出演者募集！

から、
市民会館で音楽会を開催します。
多くの市民の皆さんと共に演奏を楽し
むため、在籍者以外の出演者を募集し
ます。
募集内容

歴史と文化財～」をテーマに、さまざ
まな角度から連方屋敷を検証します。
日

時

９月 23 日㈰午後１時～４時

会

場

市民会館千鳥の間（入場無料）

講師・講演内容予定（敬称略）
①三澤達也（山梨市教育委員会）「連
方屋敷の概要・発掘調査の成果から」
②萩原三雄（山梨文化財研究所所長）
「連方屋敷と山梨における戦国期以前
の城館跡」③堀内真（山梨県立博物館）
「御幸祭の発生と連方屋敷前を通る御

独唱・独奏・重唱・重奏・

研究会理事長）「南北朝から室町中期
の連方屋敷を取り巻く歴史環境と周辺
文化財について」
連方屋敷から出土した遺物の展示
日

時

９月 13 日㈭～ 23 日㈰

午前９時～午後５時
場

所

市民会館展示室（入場無料）

※市民会館休館日は見学できません。
問い合わせ
生涯学習課文化財担当
（西館３階、内線 2322・2324）

生涯学習フェスティバル
ステージ発表者募集

会館で開催する、総合文化祭の作品・

合唱・合奏（１ステージ、入退場を含

ら

出演者を募集します。

め 10 分以内）

なしし生涯学習フェスティバル」にお

※応募者多数の場合は時間について相

けるステージ発表者を募集します。

し

く

10 月 12 日㈮から 15 日㈪まで市民

「連方屋敷～山梨市に残された中世の

幸道について」④清雲俊元（山梨郷土

※陶芸部在籍者は部長まで。

万力公園ふれあい動物広場

場

共通申込方法を参照

申込方法

午後１時～
会

書体・課題は自由

2012 山梨県考古学協会
地域大会

会に所属していない人も大歓迎です！

市内在住・在勤者

応募資格

文化協

１．文芸の部

お 知 ら せ

１人１編

⑴詩

（400 字詰原稿用紙２枚以内）
⑵短歌

雑詠２首以内

⑶俳句

夏・秋季雑詠３句以内

⑷川柳

雑詠３句以内

談させていただきます。
申 込・ 問 い 合 わ せ

平成 25 年２月に開催する、「やま

日

25 日㈫に音楽会実行委員長・藤原節

午前 10 時～正午
※持ち時間は、ステージ上での準備時

子（☎・ＦＡＸ 2651）まで
共通（２～４）申込・問い合わせ
生涯学習課にある出品表に必要事項
を記入の上、９月 10 日㈪必着で生涯

平成 25 年２月 17 日㈰

時

９ 月 15 日 ㈯ ～

間も含めて１組 20 分程度。
会

市民会館ホール

場

発表分野

音楽（歌・楽器演奏など）
、

踊り、劇など

※いずれも未発表作品に限ります。

学習課に提出してください。

申込方法

〒 405-8501（住所不要）

味や習い事で培った成果を発表したい

山梨市役所

人、観客の皆さんに楽しんでもらいた

作品には住所・氏名（ペン

ネーム）・電話番号を明記し、９月 10
日㈪必着で生涯学習課に郵送してくださ
広報やまなし 2012.9-21

生涯学習課生涯学習担当

（西館３階、内線 2326）

年齢・性別は問いません。日々の趣

い人を、幅広い年齢・分野で募集します。

第二夜

根津記念館
９月のイベント情報

９月 23 日㈰

午後６時開場・６時 30 分開演
出

（月曜休館、☎ 8250）

演

覚和歌子（詩人）
小林真人（ピアノ）

山梨市出身のおふたりは、
小学校の同窓生。

☀根津記念館企画展「妣田圭子回顧展」
多くの人に愛されながら昨年４月に 99 年の生涯を閉じ

覚和歌子さん

お互いに関心を寄せて
いたという先輩と後輩。

た妣田圭子さんを偲び、回顧展を行ないます。
期

間

９月 22 日（土・祝）～ 11 月 25 日㈰

楽しいコラボレーション

場

所

根津記念館展示棟・企画展示室

が期待できそうです。
☀根津記念館「月見茶会」

☀根津記念館ライトアップコンサート 2012
好評をいただいている根津記念館ライトアップコンサート。

日

時

午後６時～８時 30 分

今年は新たな共演企画を組んでみました。
入場料

有料です。各日、前売：1,500 円、当日：1,800 円、

中学生以下無料（要整理券）
第一夜
演

場

所

根津記念館青山荘

流

派

裏千家

お茶代

小林真人さん
一服

500 円（入館料込）

根津記念館の庭園で、夜空に浮かぶ月を愛でながら、お

９月 22 日（土・祝）

茶を楽しみませんか。市文化協会茶道部による心を込めた

午後６時開場・６時 30 分開演
出

９月 30 日㈰

大沢聡（オカリーナ）

一服と邦楽部による琴と尺八の調べがあなたを幻想的な世

宮崎仁（打楽器）

界にご案内します。

山本雅一（ピアノ）

☀敬老の日、65 歳以上のみなさまをご招待！

生活の拠点を市内・県内に置き
ながら、全国そして世界に向けて

大沢聡さん

敬老の日は、65 歳以上の皆さんの入館を無料とします。
この機会にぜひご来館ください。

活躍しているオカリーナ奏者の大沢聡さんと、打楽器奏者

※ご利用の際は、年齢のわかるものをお持ちください。

の宮崎仁さん、作曲家の山本雅一さん。山梨を代表する３

実施日

催

し

山梨の遺跡 2012 巡回パネル展
昨年度に山梨県埋蔵文化財センター

９月 17 日（月・祝）

午前９時 30 分～午後４時 30 分（受付：午後４時まで）

人のアーティストが初共演。

室、下水道相談コーナー、ミニ下水道

１部（39 歳以下） ９月 17 日（月・祝）

展、マイエコバッグづくり、来場記念

いずれも午後６時 15 分集合

品プレゼント、おたのしみ抽選会など

会

※雨天時、一部の催し物が中止となる

申込締切

場合があります。
主

催

協議会、
（公財）山梨県下水道公社
問い合わせ

を開催します。山梨市からは西関東道

桂川清流センター☎ 0554-26-3401

膳棚遺跡のパネルが展示されます。
日

時

10 月３日㈬まで

午前９時～午後５時（入場無料）
場

所

市民会館ロビー

※市民会館休館日は見学できません。

９月 10 日㈪までに提出

※申込用紙は、市民総合体育館に用意

山梨県、桂川流域下水道推進

が県内各地で調査した遺跡のパネル展
路建設地の上コブケ遺跡、
廻り田遺跡、

市民総合体育館

場

してあります。
抽選会日時・会場
９月 13 日㈭

第７回山梨市ソフトバレー
ボールフェスティバル

市民総合体育館会議室
参加料

１チーム 2,000 円

主

催

山梨市バレーボール協会

主

管

山梨市ソフトバレーボール連盟

申し込み

古屋秀樹

問い合わせ

日時・クラス

午後７時 30 分受付

２部（40 歳以上） ９月 16 日㈰

☎・ＦＡＸ 3654

雨宮正英

☎・ＦＡＸ 090-4063-5472・ 4134

生涯学習課文化財担当
（西館３階、内線 2322・2324）

下水道まつり
日

時

９月９日㈰

午前 10 時～午後２時（雨天決行）
会

場

桂川清流センター

（大月市梁川町塩瀬 800）※駐車場有
内

容

下水道施設見学会、下水道教

時計の修理・腕時計の電池交換受付中！
補聴器の聞こえの相談など、
安心の認定補聴器技能者が
対応いたします。

藤原時計店
山梨市一町田中 1085-1
お気軽にお電話ください

☎0553-22-0701
広報やまなし 2012.9-22

◀こちらは有料広告です。
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催し・講し
座

第 28 回 山梨市巨峰の丘マラソン大会

講
募座・募集

皆さんのご声援をお願いします !!
今年で 28 回目を迎える巨峰の丘マラソン

大会が、全国各地から約 2,600 人のランナー

保険・

の参加のもと開催されます。

起伏が激しく、巨峰畑の中を駆け抜ける

コースがとても人気のある大会です。

税

皆さんで大会を盛り上げましょう !!

康

※交通規制があります。
係員の誘導に従い、
ご協力をお願いします。

く

辻屋
フルーツライン

ら

法喩庵公民館

県道塩平窪平線

進入禁止
９：30〜
12：00

井戸川

中牧公民館

堀之内
団 地

牧丘第一
小 学 校

進入禁止
９：00〜
10：00

牧丘トンネル

辻屋公民館

進入禁止
10：00〜
11：30

室伏公民館

進入禁止
９：30〜
12：00

屋敷

フルーツライン

介護・福祉

笛 川
中学校

進入禁止
９：30〜
10：10
窪平公民館

JA
SS
牧丘支所

大型
進入禁止
８：00〜
12：00

花かげの湯

140
GS

日森農園直売所

お 知 ら せ

◀こちらは有料広告です。

し

問い合わせ
巨峰の丘マラソン大会
実行委員会事務局
（西館１階・観光課内、内線 2148）

室伏トンネル

健

開催日 ９月 16 日㈰
メイン会場
牧丘第一小学校
（スタート・ゴール）
スタート時間
午前９時 30 分 ５km コース
午前９時 40 分 20km コース
午前９時 50 分 10km コース

広報やまなし 2012.9-23
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ダンスを通じて親子で触れ合ってみませんか？
パパイヤ鈴木さんから親子でできるダンスを教えてもらいます！
さぁ、親子でレッツダンス！

９月 29 日（土）
時 間 午後１時 30 分～（開 場：午後１時）
会 場 市民総合体育館
定 員 親子 100 組（定員になり次第締切）
※子どもの対象は歩行児から小学校低学年まで
申込方法 電話または窓口にてお申し込みください。
持ち物 上履き、ダンスのできる服装でお越しください

問い合わせ

福祉事務所子育て支援担当（東館１階、内線 1151・1152）
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「広報やまなし」2012 年 10 月号は９ 月 21 日金発行予定です。

いつでもどこでも気軽に情報を！
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世帯と人口 （2012.8.1 現在）人口 37,550 人（ー 17） 男 18,065 人（－ 12） 女 19,485 人（ー 5） 世帯数 14,509 世帯（＋ 9）

