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７月に市内の各保育園で「お楽しみ保育」が催されました。
例年よりも早い猛暑日の到来などで、非常に暑い環境の中での開
催となりましたが、
子どもたちは元気いっぱいに楽しんでいました。
７月 15 日、西保保育園 ( 樋口仁美園長 ) では、
「魚のつかみ取
り」が行なわれました。深さ約 20㎝の水を張った園のプールに、
約 50 匹のマスを放流。園児たちは、
「つめたーい」
「はやいはやー
い」
「なまぐさ～い」などと歓声を上げていました。
捕まえたマスは、その後の「屋台めぐり」で焼き魚として振る舞
われ、子どもたちはみんな、おいしそうに焼き魚を頬張っていました。

夏の風物詩、「花火」「盆踊り」！

万力公園で動物飼育教室を開催

県内花火大会のトップを切って、第 54 回笛吹川県下納涼

万力公園ふれあい動物広場で８月１日と８日、小学生を対象に小

花火大会が７月 23 日、万力公園東側河川敷で行なわれました。

動物の飼い方を学ぶ飼育教室が開催されました。

峡東地域の夏を代表するイベントとして親しまれている、

子どもたちに動物愛護の気持ちを育ててもらおうと万力公園が主

伝統的な花火大会。今年は震災地の復興に願いを込めて開催

催し、市内の小学１年生から６年生までの約 50 人が参加。動物広

され、
特大スターマインや５号玉の早打ちなど約 3,000 発が、

場の飼育員を講師に、ウサギやモルモットなどの小動物の習性や扱

夏の夜空を彩りました。

い方などを学んだ後、モルモットをひざに乗せたり、ヤギに餌をあ

会場は浴衣や甚平を着た親子連れやカップルでにぎわい、

げたり、動物とのふれあいを体験しました。

次々に打ち上げられる花火に歓声を上げ、夏の風物詩を堪能

教室の最後には、県内で１羽しかいないハリスホークの飛行ト

していました。

レーニングの披露が行なわれ、子どもたちは真剣な表情で見学して

花火打ち上げ前に行なわれた恒例の盆踊り大会には、ヴァ

いました。また、７月 27 日に広場に仲間入りしたカピバラも子ど

ンフォーレ甲府のマスコット「ヴァンくん」も駆け付け、約

もたちの人気を集めていました。

500 人の行列とともに、駅前広場から旧市役所庁舎前広場
ヴァンくんは子どもたちに大人気！

までを練り歩き大会に花を添えました。

初めてのモルモットはちょっぴりこわい！

夏の夜空を彩る大輪の花

根津邸で夕涼みコンサート開催

日川が２年連続優勝！

７月 31 日、根津記念館において、山梨市出身の音楽家とスペシャ

７月 16 日と 17 日、第７回山梨市少年野球大会（兼第 48 回山

ルゲストを迎えての「夕涼みコンサート」が開催されました。

日ＹＢＳ杯地区大会）が開催され、決勝で日川が日下部を破り、昨

出演は、山梨市出身の双子ユニット林久悦さん・由恭さん兄弟、

年に引き続き見事に優勝しました。

同じく市出身の MOYA さん、県内外で活躍する岩崎けんいちさ

21 日に、
吉田隼人主将
（日川小６年）をはじめとする選手 12 人が、

ん、弓場さつきさんに加え、スペシャルゲストとして井上侑さん、

長谷川秀一監督やコーチらとともに市役所を訪問し、竹越市長に優

ALLaNHiLLZ（アランヒルズ）の６組。

勝の報告をしました。

4 時間にわたり行なわれたコンサートには約 100 人が訪れ、音

同チームは 30 日から始まった第 48 回山日ＹＢＳ杯山梨県少年

楽とライトアップされた幻想的な風景とが融合した、他では味わう

野球大会に出場しました。

ことのできない空間の中で、それぞれのアーティストの歌や演奏に

初戦で八代（笛吹）に４－１と快勝。続く二回戦でたかね（北杜）

聴き入っていました。

に残念ながら敗れてしまいましたが、チームメイトと気持ちを一つ
にして戦ったことは、選手たちの心に大切な思い出として刻まれま
元気いっぱいの日川の子どもたち

まちのわだい
７月～８月

林兄弟（右・左）とアランヒルズ（中央２人）のセッション

した。

「お話し隊」が保育園にやって来た
絵本を積んだキャラバンカーが７月、市内の保育園や小学校など
にやって来ました。

採れたて野菜でカレーを調理
畑で収穫したての野菜を使いカレーを調理するイベントが７月
31 日、牧丘地域で開催されました。
ハウス食品（東京本社・東京都千代田区）が地元産の野菜を使い、

ている本の読み聞かせなどの活動で、20 日は窪平保育園（野沢治
美園長）を来訪しました。
同日は台風の風雨が心配されたため園舎内での開催でしたが、園
児たちは運び入れられたたくさんの絵本の中からお気に入りの一冊

を企画。首都圏から親子連れなど約 50 人が参加しました。

を選び、物語の世界に浸っていました。
朗読ボランティアの前川さんと松下さん、岩田隊長が絵本の読み

ミニトマトやジャガイモ、インゲンなどを収穫。オーチャードヴィ

聞かせや大型の紙芝居を始めると、子どもたちは夢中で聞き入り、

レッジ・フフに会場を移し、カレーづくりに挑戦しました。

時折大きな歓声をあげて喜んでいました。

子どもと一緒に参加者全員で野菜を切り、大鍋で炒めて煮込むと、

大きなジャガイモが土の中からごろごろと

全国訪問お話し隊」（岩田恵美子隊

おいしい夏野菜カレーを食べてもらおうと、消費者を対象にツアー
牧丘町杣口にある農業生産法人 hototo（水上篤代表）の畑で、

広報やまなし 2011.9-3

訪れたのは「本とあそぼう

長）。講談社が創業 90 周年記念事業として、平成 11 年から行なっ

「子どもたちが本を大好きになってくれると嬉しいです」と岩田

いいにおいが立ち込めてきておいしいカレーの出来上がり。収穫し

隊長。もう１台のキャラバンカーとともに２年間かけて全国の都道

たての夏野菜を使ったカレーは格別で、皆さん大満足の様子でした。

府県を一巡する予定です。
広報やまなし 2011.9-2

みんな、岩田隊長の紙芝居に夢中

進め方などを研修しました。

山梨市総合計画
審議会を設置

この計画を策定するにあた
り、市長の諮問に応じて、基本
計画案の審議を行なう審議会を
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医師会会長

飯島

す。点検・整備をこまめに行な
うことや、万が一の際に補修や
再建の助けとなる地震保険などの
経済的な手だてについても、家

宅の場合

で、建物が全く壊れないという

ということを基にしていますの

で人命に深刻な影響が及ばない

かってきます。

タンスがあなたの上に倒れか

族で話し合っておきましょう。

古い耐震基準の建物では十分

場合

起こりうる地震による被害を少
な強度が備わっていない場合も

ておくことで、災害時に安心し

耐震性がＯＫでも安心は禁物！

し で も 軽 減 す る た め、 今 一 度、

ことではありません。また、

て 暮 ら せ ま す。「 大 地 震 で は、

新しい耐震基準に基づいて作

身の回りのことを見直してみま
ありますから、必ず耐震診断を

地盤によっては想定以上の揺れ

大 地 震 で は、 テ レ ビ が 飛 び、

せんか？
受け、その結果に応じた補強を

家庭内に「安全空間」をつくっ

あなたのお宅は、何年に建てら

家具は必ず倒れるもの」と考え

しょう。その際にチェック・実
践すべき点は次の５つ。まずは
できる部分から始めましょう。
○家具は、倒れる向きを考えて
配置しましょう
○家具部屋を作りましょう（寝
室や居間として使用しない）
○作りつけの家具を使いましょう
○寝室には家具を置かないよう
にしましょう
○家具を置く場合は、固定して
転倒防止を図りましょう
●総務課行政防災防犯担当
（西館４階、内線２４４７）

広報やまなし 2011.9-4

改修の重要性、耐震補強方法な
市では、文部科学省の「小学

を委嘱しました。今後、審議会

校英語活動地域サポート事業」

での審議やパブリックコメント

どについての説明があり、参加

年度とする「第１次山梨市総合
などを行ない、平成

者はメモを取るなど真剣に話を
人の委員

計画基本計画」の前期５年が今

日に

語を母国語とする「外国語指導
年 度 終 了 す る た め、 社 会 情 勢、

設置し、７月

助手（ＡＬＴ）」、学級担任とＡ

年度を計画初

市は今後も、地震に備えた木
ＬＴの橋渡しをする「日本人英
でに計画を策定します。審議概

市では、平成

造 住 宅 の 耐 震 化 推 進 を 目 的 に、
市 民 ニ ー ズ の 変 化、 事 業 の 進
要などは、随時、市ホームペー

の採択を受け、「学級担任」、英

講座開催の要請を受け付けてい
語 指 導 助 手（ Ｊ Ｔ Ｅ ）」 の 役 割
捗、成果などを踏まえ、後期期

聞いていました。

きます。ぜひご活用ください。
分担を明確にした「山梨市小学

年度末ま

●都市計画課都市整備担当

裕海

大規模震災に備えて
ジに掲載します。

間（平成

年度）を見越し、

校英語活動案集」を作成。
～

（西館２階、内線２２４３）

平山

建築物防災出張講座
（西館４階、内線２４１６）

●政策秘書課政策形成担当

中村

後期基本計画の策定を進めてい

都市計画審議会会長

連絡
昌 訓 小中学校 PTA
協議会会長

ます。
欣也

現在、文部科学省の指定を受

上野

けて岩手小で行なっている、「読

眞 小中学校校長会会長

み 」「 書 き 」 を 取 り 入 れ た 教 科
としての英語の授業を、山梨北
中学区の他の小学校にも拡充す
るため申請手続き中です。
●学校教育課学校教育担当
（西館３階、内線２３１３）

議会９月定例会
日程（予定）

次の日程で開催予定です。日程
は変更となる場合があります。

日㈫ 決算特別委員会

日㈮ 常任委員会

日㈭ 一般質問

日㈬ 代表質問

９月２日㈮ 開会
９月
９月
９月
９月
日㈬ 決算特別委員会

日㈭ 決算特別委員会

日㈬ 閉会

坂 本

年月とともに住宅も変化しま

区長会三富地区会長

られた建物であっても、あくま

■それ以降に建てられたお宅の

昌江

日、北区公会堂で

この年以降に建てられている

村田

市は７月

かどうかが、自分の家の強さを

篤

光 樹 生活研究グループ会長

「建築物防災出張講座」を開催

日本には約２，０００の活断

水 上

水上

しました。地元の有志「北区ふ
れ あ い サ ロ ン 」 の 要 請 で 実 施。
県建築住宅課職員を講師に迎
人が参加しました。

講座では、地震の発生メカニ

小学校の先生を
対象に英語研修

市教育委員会と市小学校英語
日に市内小学校教師

教育推進委員会
（雨宮貴委員長）
は、７月
を対象とした、英語教育の研修
会を市役所で実施しました。
人の教師が出
９月

この日は、約
席し、英語指導助手と学級担任
９月
※今議会は節電対策で、各日程

９月

こと「コミュニケーションをと
とも午前９時から開会します。

役の教師が行なう模擬授業に生

る」ことなど、児童に分かりや
●議会事務局議事担当
（東館２階、内線１２１２）

すいように段階を追った授業の

層があると言われていて、日本
知る一つの目安となります。

～地震への備えは大丈夫ですか？～

のどこにいても、地震を経験す
■昭和

幹 夫 公募市民

区長会副会長

になり、建物に影響を与えるこ

都市整備担当（西館２階、内線

り、全国規模で大会が行なわれ、

彩

康子

行ないましょう。耐震診断に関

れましたか？

28
23

廣瀬

て、 部 屋 の 総 点 検 を 行 な い ま

年に、住宅の建物の強

28

政 尚 愛育会会長

（お手紙）
住基カード（住民基本台帳カード）での住民票（写し）などの発
行できる機械を設置してほしい。笛吹市や甲州市などは設置済み、
市民の利益を優先するべき。笛吹市ではコンビニエンスストアなど
でも発行できています。
（市長からの回答）
現在、
山梨市の住基カードの発行枚数は５月末日現在 1,829 枚で、
普及率 4.8 パーセントと残念ながら低水準です。先行して導入した
近隣市の利用状況について調査をしましたが、窓口交付に比べて、
自動交付機の利用やコンビニでの交付は非常に少ない状況です。こ
のような状況で、皆さまからお預かりしている税金を費やして行な
うことの意味合いが重要で、導入に多額の経費を要する自動交付機
の設置・コンビニ交付についてはさらに検討が必要だと考えています。
現在は節電対策のため休止していますが、水曜日に行なっていま
した、市民窓口の開庁時間の延長など市民サービスを充実し対応し
ていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いします。
担当：市民生活課市民担当（東館１階、内線 1142）
広報やまなし 2011.9-5

昭和
２２４３）まで。

ポンプ・ホースなどの操作を速

今 泉

28

齊藤

皆さんからいただいた「市長への手紙」の中から、
広報誌上で回答を希望するものなどを掲載します。
問い合わせ 政策秘書課広聴広報担当（西館４階、内線 2417）

さを定める基準が大きく変わり
ました。

山梨市消防団 消防ポンプ操法大会開催
消防操法とは消防団の訓練の

※消防操法とは？

防技術の向上と志気の高揚、適

一つで、基本的な操作の習得を

市消防団では、消防団員の消
切な消防活動の確保を目的と

法があります。
設置された防火水槽から給水
して、火災現場を想定した火点

日㈰

と呼ばれる的にめがけて放水

年９月

午前９時～
（少雨決行）

か てん

三富すももだいら

く正確に行なうとともに、動作

（西館４階、内線２４４９）

●総務課行政防災防犯担当

の的確さを競います。

し、撤収するまでの一連の手順

動作があらかじめ決められてお

防火水槽・火点の位置、台詞、

スポーツ広場

岩手分団、三富分団

日川分団、
後屋敷分団、

を演じます。

消防ポンプ操法の様子（後屋敷分団）

小型ポンプ操法

平成

可搬ポンプ操法と、ポンプ車操

目指すための手順であり、小型

皆さんの地域を守る消防団の

し、操法大会を開催します。

時
所
目

11

雄姿を、ぜひご覧ください。
日
場
種
出場隊

23

初 公募市民

24
区長会会長

ともあります。

年以前に建てられたお

る可能性があります。誰にでも

名

市長への手紙

56

県古紙リサイクル
共同組合理事長
保育サポート
磐
どんぐり代表

え、
住民約
ズム、建築物の耐震診断・耐震

19

審
山梨市総合計画審議委員（順不同・敬称略）

14
20

▼市立の全小学４年生へ
フルーツ山梨農業協同組合

「 ９ 月 １ 日 」 は防災の日です ！

【寄付一般】

氏
所属団体役職
名
氏

熱心に聞き入る北地区の皆さん

徒役で参加。
「聞く」
こと
「話す」

50

講

するお問い合わせは都市計画課

56

所属団体役職

25

仁

様… 図書 344 冊
中山
代表理事組合長

議
28 22 21 20 16 15 14

修

市政の
動き
♥♥♥善意をありがとう♥♥♥

はじめよう！
もっと、エコ生活
熱い日が続いているけど、我

使用量が減れ

成長しているよ！

いまもどんどん

設置したんだ。

の緑のカーテンを

今年は全長 ㍍

うん、そうだよ。

回収できるんだ！

かった費用も早く

か ら、 設 置 に か

電する量も増える

ば、電力会社に売

みんなでしっ

タオルを使って…。

▪進さんのエコポイント１！▪
エコハウスやまなしでの平成 年度
の年間発電量は、２，７４５㌗時でし
％とすると、売電量

た（最大出力は２㌗）
。
自己使用量を
は ２， ４ ７ ０ ㌗ と な り、 売 電 価 格 は
１０３，７４０円にも
なります！

▪進さんのエコポイント２！▪
緑のカーテンは、遮熱の効果がすご
いんだ！
布のカーテンと比べて、葉っぱは熱
℃ の と き に は、

を保ちにくいからなんだね。
例 え ば、 外 気 温 が
緑のカーテンの内側
では、 ℃近くまで
下がるよ！

▪進さんのエコポイント３！▪
先月号でも取り上げたとおり、一番
大事なのはごみを出さないこと！
そのためには、使い捨てのものでは
なくて、洗えば繰り返し使える物を利
もちろん、ご飯を

用するようにしよう！
残さず食べることも
大切だね！

によって建設された、全国 の

「環境省エコハウスモデル事業」

エコハウスやまなしと同様に、

を行なっています。

現在、エコハウスやまなしでは、「 のエコハウス展示」

全国のエコハウス、展示中！

シュじゃなくて、布製のお手ふきや

あ と、 手 や 体 を 拭 く の も テ ィ ッ

いましょうね。

くて、洗って繰り返し使える物を使

カップや箸は使い捨ての物じゃな

でしょ？

テンを作ったん

でも、緑のカー

いている市役所

お父さんが働

いるしの！

かりと節電して

が家の太陽光発電はがんばって
暑 い の は 嫌 だ け ど、 太 陽 が

いるわね～。
照っていたほうが発電するため
にはいいわよねぇ。

今年の夏は、庭に設置した緑のカー
テンのおかげで涼しくていいわね～。
最初は、ゴーヤを植えるだけで涼し
く な る な ん て 信 じ ら れ な か っ た け ど、
試してみたら効果テキメンでびっくり
しちゃったわ！

ねぇ、聞いてよ！
僕、運動会のリレー
でクラス代表に選ばれ
たんだよ！
あら、すごいじゃな
いの！
当日は、家族全員で
応援に行くからね。
お弁当も、がんばっ
て作るわよ～！

緑のカーテンコンテスト募集中！

日㈭か

22

エコハウスの資料展示です。

興味がある人は、ぜひエコハ
ウスやまなしにお立ち寄りくだ
さい。

日までに、住宅用太陽光発電システム

平成 年度までに住宅用太陽光
発電システムを設置した人へ
平成 年３月

桃子（長女・小３）

暑い日が続いていますが、皆さん
熱中症の対策はバッチリですか？
節電はもちろん大事ですが、健康
を第一に考えて、無理のない範囲で
さて、今回は３つのテーマについ

ご協力をお願いします。
て我が家の会話を紹介します。

じゃあ、浮いた
お金で、おいしい
ものをみんなで食
べに行こう！
えっ？もう私
がお洋服買うた
めに使っちゃっ
たわよ～♪

え ぇ、 ま た

～…。

もう動けないよ

弁当食べ過ぎて

う～ん…、お

続だよ～（泣）

これで５日連

ルーなの

ゴーヤチャンプ

母さん
ちょっと、お
【家族一同】
（怒）

よく見ると、ま
たゴーヤの実がで
きているわ！
よーし、今日の
夕飯はゴーヤチャ
ンプルーよ！

ほら、創。リレー
が始まるわよ！

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。

こ

え

を設置した人の補助金申請の受付が、９月末日をもって

!!

コーナーで紹介してみませんか。

Vol.13

終了しますので、お早めに申請を済ませてください。

!?

問い合わせ
環境課生活環境担当（西館１階、内線 2135）ＦＡＸ 2800

先月号でもお知らせしましたように、
市では
「緑のカー
日㈬までです。

テンコンテスト」を開催します。
募集期間は８月
件を「エコハウスやまなし」で９月

また、ご応募いただいた取り組みの中から、事務局が
厳選した

ら１カ月間展示して、投票による審査を行ないます。
投票は「エコハウスやまなし」にご来場いただいた人
に１人１票投票していただきます。
ぜひ「エコハウスやまなし」にお越しいただき、コン
テストに参加してください。

環境家計簿募集中！
県では、環境家計簿に取り組んでいただけるご家庭を
環境家計簿は、電気・ガス・ガソリンの使用量を調べ

募集しています。
ることによって、
二酸化炭素削減の推進を図るものです。

こ

え

‼

ご不明な点は市環境課新エネルギー推進担当までお問

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

え こ

環境家計簿の冊子は、環境課窓口・牧丘支所・三富支

待っているワン！

とある笑幸家の
日常会話
（４コマ風味）

35

進（香奈さんの夫）

い合わせください。

みんなのアイディア、

香奈（笑幸家の陽気なお母さん）

所・エコハウスやまなしで配布しています。

❖エコアイデア募集中！

40

10

20

一徹（香奈さんの父）
創（長男・中１）

はじめ

広報やまなし 2011.9-6
広報やまなし 2011.9-7
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32
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31

志な代（香奈さんの母）

31

22
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太陽光発電の巻
緑のカーテンの巻
運動会の巻

World

World

Kids'

Kids'

子どもと子育てのページ

山梨市立つつじ幼稚園
～平成 24 年度園児募集のお知らせ～

日本脳炎予防接種については、ワクチンによる副反応発生のため、平成 17 年５月から

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。

今年度、９歳・10 歳のお子さんについては、１期初回・１期追加接種の不足分について、
厚生労働省は積極的に接種するよう勧めていますので、該当のお子さんのいる保護者の皆

月１日生まれのお子さんについて、接種を希望する場合、20 歳未満までの間接種をうけ

35 人

ることができるようになりました。２期接種を希望する場合は１期接種を終えた９歳以上

（平成 20 年 4 月 2 日～

が対象です。

平成 21 年 4 月 1 日生まれ）

※必要な予診票を健康増進課で交付しています。詳しくはお問い合わせください。

※ 4・5 歳児については随時入園可（若干名）
入園説明会・幼稚園見学会
時

燥細胞培養ワクチン）による接種が順次開始されています。

今回、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した、平成７年６月１日から 19 年４

❶市内に在住する幼児

日

積極的勧奨の差し控えがされていましたが、
平成 22 年度から新しい日本脳炎ワクチン（乾

さんは、母子健康手帳で接種歴を確認し、１期不足分の接種を受けてください。

募集人員・対象者
❷ 3 歳児

子どもと子育てのページ

日本脳炎予防接種の
一部改正について

平成 23 年 9 月 22 日㈭

明るくて広い、プール！

受付：午後１時 45 分～

親子で楽しく給食会

問い合わせ

健康増進課健康支援担当（東館１階、内線 1166）

開始：午後 2 時～
場

所

つつじ幼稚園

遊戯室

今年も楽しかったね！～第 12 回やまなしし子どもフェスティバル～

※願書の交付も同時に行ないます。
願書の交付・受付期間

8 月６日、
市民会館において、
「第 12 回やまなしし子どもフェスティバル」が開催され、
多くの親子連れが集まりました。

平成 23 年 9 月 26 日㈪～ 10 月３日㈪

人形劇や紙芝居、恒例のおもちゃのかえっこコーナーなどみんなで楽しめる催しがたくさん。今年は、新たに「ミニ四

（土・日、祝日は除く）

駆ひろば＆プラモデルＳＤ教室」と「発電体験」コーナーを増設。お父さんやお兄ちゃんの参加も増えて、にぎやかで楽

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。

楽しい遊具がいっぱい

しい一日となりました。

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。
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

育てた野菜を収穫したよ

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。
保護者の責任で、送迎をお願いします。

毎週月曜日～金曜日の 5 日間（完全給食）

広報やまなし 2011.9-9

おもちゃのかえっこは大にぎわい

お話をする「市長さんと話そう」コーナー。お忙しい中、たくさんのご参加

食

山梨市立つつじ幼稚園

プラモデル組立に真剣！

会場にいらっしゃった子育て中のお母さん、お父さんと、竹越市長が直接

※通園バスはありません。

問い合わせ

バルーンアートの技に喝采

「市長さんと話そう」コーナーにご参加いただきありがとうございました。

通園方法

給

浴衣で楽しいサマーパーティー

をいただきました。
「新図書館に子どものコーナーを充実させてほしい」「育児学級でいろいろ
お話を聞き助かっています」「万力公園のトイレを子連れでも使いやすく、
きれいにしてほしい」「チャイルドシート貸出期間を半年から１年に延長し

☎ 0244

てほしい」など、たくさんの貴重な生の声をいただくことができました。

みんな
おいでよ！

市では今後も子育てに関する声を伺う機会を作っていく予定です。

広報やまなし 2011.9-8

開催日

山梨市役所西館
502 会議室

５日㈪

時

間

９：30 ～ 10：30

【もの忘れ相談】
認知症の早期発見・予防、支援方法を専門医などが助
言します（事前の予約が必要です）
。
日

９月１日㈭・７日㈬

程

山梨市地域包括支援センター

申込・問

（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294
【いきいき元気あっぷタイム】
健康などに関する話や体操をＣＡＴＶにて毎日放映し
ています。
10 チャンネル

チャンネル
放映時間

午前９時 30 分～、午後４時 30 分～
（毎回 20 分）

広報やまなし 2011.9-11

場

開催日

なくそう！高齢者の消費者被害

場

会

《ケースⅡ》

会

９月

近 年、 高 齢 者 が 消 費 者 ト ラ ブ ル の 被 害 に 遭 う

口腔ケア教室

地域の世話役の名前を出しながら、「義援金を

地域元気あっぷ教室

ケースが増加しています。高齢者は、
『お金』
『健

万円、Ｂさんは 万円出した」などと言っ

100

集めている」と言う人が家に来て、断ったのに「Ａ

さんは

て、なかなか帰ってくれなかった。

◉ひとこと助言

災害時の混乱や、被災者を支援したいという気

持ちにつけ込んだ便乗商法、義援金詐欺と疑われ

る相談が寄せられています。全てが義援金詐欺と

は限りませんが、個別に募金を集められた場合な

どは注意が必要です。募金先が信頼できる団体か

どうか、必ず確認しましょう。

山梨市地域包括支援センターでは、高齢者の総

合相談窓口として、介護や医療に関する心配ごと

以外に、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活

することができるよう、大切な権利や財産を守る

ための相談も受け付けています。相談内容によっ

て、適切な専門機関につなぎ、継続して支援して

いきます。

【その他の消費者被害に関する相談窓口】

・消費者ホットライン

☎０５７０‐０６４‐３７０

☎０５５‐２３５‐８４５５

・山梨県民生活センター

内線２２１９）

・市農林商工課商工労政担当

（西館２階

・各地区の消費生活相談員

10

康』
『孤独』の３つの大きな不安を持っています。

悪質業者は、高齢者の不安な気持ちをあおり、言

葉巧みに接近して信用させ、年金や貯金などの大

切な財産を狙っています。
最近、
国民生活センター

などに実際に寄せられた相談事例を、被害防止の

ために紹介します。

期間限定の健康食品の店へ行った。そこで友達

《ケースⅠ》

もでき、楽しくて毎日のように通っていた。店長

も優しく接してくれ、孫のようにかわいかったの

で、店長のためと思い健康食品を買い続けた。は

万円ほど購入した。

0
0
0

じめは現金で支払っていたが「金券の方が得だか

，

2

ら」と勧められ、金券に切り替えた。これまで現

金と合わせて

空き店舗などを短期間の会場として使い、講習

◉ひとこと助言

会などと称して人を集め、健康に関する情報提供

をしながら、サロンのような雰囲気を作り、高額

な健康食品などを契約させる手口です。店の楽し

い雰囲気に夢中になったり、店員と親しくなった

りして通いつめ、気付いたら大金をつぎ込んでい

たということが少なくありま

せん。また、特典が付くから

と大量に金券や商品券のまと

め買いを勧められても、後か

ら現金に戻すように申し出て

各地区の消費生活相談員は、広報７月号

ページをご確認ください。

11

も、応じてくれないこともあ

りますので注意しましょう。

いきいき Life

山梨市立図書館

山梨市地域包括支援センター
（東館１階、介護保険課介護予防担当内） ☎ 0294

間

13 日㈫・27 日㈫

10：00 ～ 11：30

老人健康福祉センター

７日㈬・21 日㈬

９：30 ～ 11：00

日下部公民館

２日㈮・16 日㈮

９：30 ～ 11：00

後屋敷公民館

13 日㈫・27 日㈫

13：30 ～ 15：00

日川公民館

８日㈭・22 日㈭

13：30 ～ 15：00

山梨公民館

７日㈬・21 日㈬

14：00 ～ 15：00

岩手公民館

２日㈮・16 日㈮

13：30 ～ 15：00

北公会堂

16 日㈮

13：30 ～ 15：00

水口高齢者ふれあいプラザ

21 日㈬

10：00 ～ 11：00

牧丘町コミュニティーセンター
（旧牧丘町保健センター）

14 日㈬・28 日㈬

13：30 ～ 15：00

西保公民館

8 日㈭・22 日㈭

13：15 ～ 14：30

三富基幹集落センター

6 日㈫・15 日㈭

10：00 ～ 11：30

山梨県整骨師会による体操教室
場

山梨市保健センター

開催日
27 日㈫

時

【８月のおはなし会】
❖乳幼児向き（チェリー）……………９月 13 日㈫
❖幼児・低学年向き（くれよん）……９月 24 日㈯
いずれも午前 10 時 30 分～ 11 時
【市立図書館開館時間】

間

13：30 ～ 15：00

❖「０・１・２歳のほん」コーナー❖
市立図書館では、小さい子どもたちも楽しめるよ
うに、
「０・１・２歳のほん」コーナーを設置して
います。週末は、家族みんなで市立図書館でのゆっ
たりとしたひとときを過ごしてみませんか。
➡子どもたちを膝の上に乗
せて、大きな絵本を親子で
一緒に読むことができる
「えほん」コーナー。

❖午前９時～午後５時（金・土は午後６時まで）
※ 23 日（金・祝）は祝日のため、午後５時までです。
※延長時間が変更になりました。
【市立図書館休館日】
❖９月５日㈪・12 日㈪・20 日㈫・21 日㈬・26 日㈪・
27 日㈫・30 日㈮
※ 20 日㈫・21 日㈬・27 日㈫は振替休館日、
30 日㈮は館内整理日です。

■一般書

加納岩公民館

会

●●●お知らせ●●●

おすすめ新着図書

９月
時

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

『ポニーテール』
重松

清：著

母を亡くした小学４年生のフミと、親の離婚で苗字も学校
も変えなくてはならなかった６年生のマキ。それぞれの父母
が再婚して「家族」となった２人の少女が過ごした始まりの
日々。この物語には仲直りの方法がいっぱい詰まっている。
家族の誕生を描く感動小説。

➡電車の形をした遊び心い
っぱいの本棚や、多くの親
子が一緒に楽しめる「かみ
しばい」も充実。

主な新着図書
日本の小説
風を断つ

池永

心に吹く風

宇江佐 真理

黄泉から来た女

内田

康夫

我が家の問題

奥田

英朗

鍵のかかった部屋

喜志

祐介

化合

今野

敏

密売人

佐々木

共鳴

堂場

瞬一

レイジ

誉田

哲也

恋かたみ

諸田

玲子

ジュージュー

陽

譲

よしもと ばなな

文学・エッセイ・手記・外国の小説など

■児童書
『てるちゃんのかお』
藤井 輝明：文
亀澤

裕也：絵

「あなたは顔で差別をしますか」いろんな子育てがあるけ
れど、てるちゃんのお母さんはこうでした。
「てるちゃんはてるちゃん。てるちゃんのいいところを、
いっぱいのばしていくの」。海綿状血管腫という病気で、顔
に大きなこぶのあるてるちゃん。いじめや差別を受けてきた
てるちゃんの個性をみつめ大切にのばし、大きな愛情で包み
育てた、お母さんとてるちゃんの物語。

たとえば君

河野

裕子

きょう一日。

五木

寛之

簡素が、いちばん！

橋田 壽賀子

感謝だ、ジーヴス

P.G. ウッドハウス

アンダーワールド USA ㊤㊦

ジェイムス・エルロイ

その他・一般
知識ゼロからの池上彰の世界経済地図入門
池上 彰
オールシーズンエコ節電の教科書

村井

哲之

赤ちゃんのまいにち小物

岡田

桂子

楽しさ届けるはじめての絵封筒

内尾

夕子

広報やまなし2011.9-10

安全×安心

各種相談
相

専門交通指導員の

ワンポイント・アドバイス

内

横断中の死亡事故…大半は横断後半に発生！
横断前には左右確認をし、車が来ていないことをしっかり確かめて、渡り始めは右側から来る車に
注意をし、横断後半は左から来る車の距離との安全を確かめながら渡りましょう。

交通安全スローガン

「心地良い

⑴夕暮れ時と夜間の歩行者・自転車乗用中の交通事故防止（全国重点）
☆特に反射材用品などの着用の推進および自転車前照灯の点灯の徹底
⑵全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（全国重点）
⑶飲酒運転の根絶（全国重点）
⑷二輪車の交通事故防止（地域重点）

交通マナーが
照らす未来（あす）」

◉期間 ９月 21 日㈬～９月 30 日㈮
※交通事故死ゼロを目指す日 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ことを目的とします。
◉運動の基本
子どもと高齢者の交通事故防止
◉運動の重点

【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

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

秋の全国交通安全運動

問い合わせ

談

ひとりで悩まない……！

日時・会場
９月 16 日㈮
午後１時 30 分～４時
市役所西館２階 203 会議室

結婚相談

パソコン
困りごと相談

こころの
健康相談

パソコンの操作方法に関する相談
※講師の都合により休む場合あり。
必ず事前確認を。

９月３・10・17・24 日㈯
午後１時～３時
市民会館４階Ｃ会議室

生涯学習課
生涯学習担当
（西館３階、☎⑳ 1488）

９月 15 日㈭
最近眠れない、イライラする、外出や
午前 10 時～ 11 時 30 分、
人と会うのがおっくうになったなど悩
午後１時 15 分～４時
んでいる人の相談に応じます。予約制。
市保健センター相談室

福祉事務所
（東館１階、内線 1137）
健康増進課
（東館１階、内線 1169）
介護保険課
（東館１階、内線 1178）

年金全般に関する相談。

９月 28 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

不動産相談

不動産全般に関する相談。

９月 20 日㈫ 午前 10 時～午後３
㈳県宅地建物取引業協会
時（正午～午後１時は休み）
☎ 055-243-4300
市役所西館２階 203 会議室

無料税務相談

税理士による税に関する相談。

９月８日㈭
午後１時～午後４時
市役所西館２階 203 会議室

年金相談

警察には、警察と皆さんを結ぶ「ホットライン」が２

をご利用ください！

つあるのをご存知ですか？

ハローワーク塩山では、山梨市との連携により、市

※ダイヤル回線の電話および一部のＩＰ電話では、「＃ 9110」

～こんな時は、もう１つの 110 番「#9110」へ～

は利用できません。警察署相談窓口をご利用ください。

◦暴力団についての相談や情報

日下部警察署管内交通事故発生状況（７月末日現在）

◦覚せい剤などの薬物の情報

件数（人数）

◦家庭内暴力などの相談

人身交通事故

◦行方不明者の相談や情報
◦警察に対する意見や要望
◦その他、防犯・家事・民事に関する相談

広報やまなし2011.9-13

など

役所本庁舎内に「山梨市地域職業相談室」を設置して
います。
相談室にはハローワーク塩山と同様に「求人検索用
パソコン」もあり、広く皆さんからの職業相談を受け
付けていますので、積極的にご利用ください。
場

所

市役所東館 2 階

内

容

職業相談、職業紹介業務

182 件

＋６

２人

＋１

負傷者

220 人

＋ 17

利用時間

物損交通事故

629 件

＋ 45

問い合わせ

死者

◦免許証の更新・失効についての相談

前年比

※日下部警察署管内……山梨市内および甲州市内

東京地方税理士会
甲府支部事務局
☎ 055-233-1318

『境界問題相談センターやまなし』
をご利用ください！

『山梨市地域職業相談室』

使い分けよう！ 2 つの 110 番

甲府年金事務所
☎ 055-252-1431 ㈹

土地・建物の表示に関する登記の相談。
10 月１日㈯
（土地の分割、地目の変更、新築建物の
山梨県土地家屋調査士会
無料登記相談
午前 10 時～正午、午後 1 時～ 3 時
登記、登記の抹消など）
☎ 6087（武井）
夢わーく山梨
秘密は厳守します。

▪警察相談専用電話「#9110」って知っていますか？

もう１つが、警察相談専用電話「#9110」です。

総務課
行政防災防犯担当
（西館４階、内線 2447）

相談は、できるだけ希望者本人が望ま
９月 10 日㈯
市民生活課
しい。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） まちづくり・協働担当
（3.5cm ×５cm 程度）
、印鑑（シャチ
市民会館３階控室
（東館１階、内線 1146）
ハタ不可）をお持ちください。

◆９月 11 日は「警察相談の日」です◆

1 つは、皆さんもよく知っている「110 番」
。

申込・問い合わせ

土・日・祝日、年末年始を除く毎日

利用日

「境界問題相談センターやまなし」では、土地の境界問
題に関するご相談をお受けしています。
当センターは、山梨県土地家屋調査士会が山梨県弁護
士会の協力を得て、土地の境界問題の解決を支援するた
めに設立しました。
境界問題でお困りの人は、まずお電話ください。
午前 9 時～正午、午後 1 時～ 4 時
※完全予約制です。なお、電話での相談はお受けしてい
ませんので、予約なしでお越しいただいても、相談を

午前８時 45 分～午後５時 15 分まで
山梨市地域職業相談室
☎⑳ 1358

毎週月曜日～金曜日（祝日は除く）

受付時間

お受けできない場合があります。
場

所

境界問題相談センター（甲府市国母８-13-30）

問い合わせ

境界問題相談センター
☎ 055-225-3737

広報やまなし2011.9-12

情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

市役所 1111

農業振興地域内農地からの除外（農振除外）申出を受け付けます
山梨農業振興地域整備計画に定められた農地（農振農
用地）を、宅地などに転用する場合には、農振農用地か

牧丘支所 3111

三富支所 2121

催

≪山梨地域≫特定計量器（はかり）定期検査のお知らせ
計量法の規定により、
「はかり」の定期検査を行ないますので、所定の日時に検査を受けてください。

し

日時・会場

下記の表で確認してください（正午～午後１時までは検査できませんのでご注意ください）
。

検査日

時

間

会

場

講座・募集
保険・

八幡公民館

午後１時 30 分～３時

JA フルーツ山梨

山梨支所共選所

９月 26 日㈪

午前 10 時～午後３時

JA フルーツ山梨

加納岩支所

９月 27 日㈫

午前 10 時～午後３時

JA フルーツ山梨

日下部支所

午前 10 時～正午

JA フルーツ山梨

日川支所統合共選所

午後１時 30 分～午後３時

JA フルーツ山梨

後屋敷支所

午前 10 時～午後３時

山梨市役所

９月 22 日㈭

９月 29 日㈭
９月 30 日㈮

市では、次の日程で個別案件の除外申出を受け付けま
すので、転用計画のある人は、申し出てください。
ただし、国との協議を要する大規模案件は、受け付け

④畑かん加入地は、移設について土地改良区などとの協
議がなければ受け付けられません。
⑤土地基盤整備・土地改良事業の受益に係る地区内農地

く書類があります。詳しくは申出書と一緒に配布する

および事業が完了した年度の翌年から８年経過してい

注意事項をお読みください。

ない農地は除外できません。

申出書受付期間・受付時間

10 月３日㈪～ 21 日㈮

必ず期間内に申請してください。
申出書配布（事前相談）
・受付窓口
農林商工課農地担当（西館２階）

受けなければなりません。新規に購入し、検定証印の

ません。

※土地登記簿謄本・公図・計画図など、添付していただ

※期間を過ぎての受け付けは行ないません。希望者は、

①取引や証明に使用している「はかり」は、全て検査を

㎡以内、農家住宅はおおむね 1,000㎡以内とします。
農地を持っている人の新たな申し出は、受け付けられ

９月１日㈭～

申出書配布（事前相談）期間

（土日・祝日は除く） 午前８時 30 分～午後５時

＜注意事項＞

ものは、受け付けられません）。
②申出農地の面積については、個人住宅でおおむね 500
③原則として、すでに除外されている農地・用途区域内

できません。

お渡しします。

東門内

①除外申出は、農地転用計画が具体的で確実性があり、
かつ緊急なものに限ります（具体的な事業計画のない

ら除外する手続きが必要です。

※申出書は、農林商工課窓口で事前相談を行なった後、

午前 10 時～正午

注意事項

⑥除外申出農地の隣接耕作者には、あらかじめ承諾を得
てください。
⑦除外が認められ、３年後までの間に転用されない場合
については、除外を取り消し、農振農用地に戻します。
問い合わせ
農林商工課農地担当（西館２階、内線 2215 ～ 2217）

税

日から１年を過ぎた「はかり」をお持ちの人は、この
機会に検査を受けてください。

健

②平成 22 年度から指定定期検査機関が検査を実施し、

屋外広告物
（看板）
を表示するには原則として許可が必要です！

検査手数料は現金での徴収となります。

～９月 10 日は「屋外広告物の日」～

※手数料については、右記一覧表を参照してください。
③「はかり」に付属している分銅や定量増おもりは、付

康

属しているおもり全部を使わないと検査ができません
ので、普段使っているおもりだけでなく、全部をお持

介護・福祉

ちください。

◦自家用広告物（自己の店舗などに表示するもので、そ
の所在・名称・商品名などを表示するもの）であって

います。

も表示面積などが制限されることや、許可が必要とな

屋外広告物を掲出するには、原則として知事（市町村

④「はかり」は汚れをよく落とし、
運搬するときはストッ

に権限が移譲されている場合には市町村長）の許可が必

パーをして（ついていないときは「はかり」の台と皿

要となります。

の間に新聞紙などを入れて指針がゆれないように）お

また、県では 9 月 9 日㈮に屋外広告物の記念行事と

持ちください。

して、市町村や民間事業者などの協力をもとに、屋外広

⑤印鑑を必ずお持ちください。

告物一斉活動を実施し、違反屋外広告物の簡易除去や屋

く

⑥電気式はかりについては、この検査とは別に、各商店

外広告物規制の普及啓発のための PR 活動を行ないます

などを計量士が巡回して検査します。会場に持ち込ん

ら

でも検査できませんのでご注意ください。
⑦ 250kg 以上の「大型はかり」は、
所在場所（設置の場所）

し

で受検するよう手続きをしてください。
⑧「はかり」を使用しなくなった人はご連絡ください。

お 知 ら せ

問い合わせ

良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の
防止を図るため「山梨県屋外広告物条例」が定められて

農林商工課商工労政担当（西館２階、内線 2219）

山梨県計量検定所

☎ 055-261-9130

花かげの湯の食事処については、今年５月から営業を休

やエビ天丼をぜひお試しください。
また、鼓川温泉については、引き続き
食事処「あぜ道」をご利用ください。

止していましたが、
新たに食事処
「白彩
（はくさい）
」
として、

問い合わせ

８月２日㈫からオープンしました。

観光課観光施設担当

うどんやそばをはじめ、ボリュームたっぷりの穴子天丼

広報やまなし 2011.9-15

（西館１階、内線 2143 ～ 2146）

などに基づく手続きが必要になる場合があります。
◦条例に違反する屋外広告物については、簡易除却や是
正指導の対象となります。
電光掲示広告物（LED 看板など）について
LED 看板のように絵や文字などの表示内容が変化す

ので、皆さんのご協力をお願いします。

るものは、景観上の問題はもちろん、信号機や標識の判

◦屋外広告物には、建物の屋上や壁に取り付けられたも

別の妨げになることや、運転者の注意力をにぶらせるな

のや、自立で建てられたもののほか、はり紙・はり札・

ど、安全上の問題も非常に大きいので、設置許可地域が

立看板・のぼり旗など、屋外で広告することを目的と

決められていますので、
下記までお問い合わせください。

して表示するもの全てが含まれます。

★今から屋外へ看板や電光掲示物を広告しようとしてい

◦屋外広告物の表示などが禁止される地域や、許可が必
要な地域があります。

「花かげの湯」食堂営業再開のお知らせ

る場合があります。
◦屋外広告物の許可申請のほかに、建築基準法や道路法

◦屋外広告物の表示などが禁止される物件（道路標識・
さく・街路樹など）があります。
◦許可が必要な地域では、高さや表示面積の制限があり
ます。
◦許可申請をする場合、表示面積などに応じて手数料が
かかります。

る場合、すでに表示しているが許可を取っていない場
合、不明な点などありましたら、下記まで気軽に相談
してください。
問い合わせ
山梨県県土整備部県土整備総務課
（美しい県土づくり推進室） ☎ 055-223-1325
峡東建設事務所
都市計画担当

都市計画・建築課
☎⑳ 2717

広報やまなし 2011.9-14

情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

市役所 1111

牧丘支所 3111

三富支所 2121

催し・講し
座
募座・募集
講

大腸がんのリスクは 40 歳代から高まり、早期の大腸
がんは自覚症状がほとんどありません。
的に検診を受ける必要があります。
このことから、今年度「がん検診推進事業」による大

公開します。

燥後、配達します。

⇒ http://www.pref.yamanashi.jp/

お住まいの地区の民生委

申込方法

問い合わせ

山梨労働局総務部企画室

対象品目

対象者が直接使っている寝

山梨県産業労働部労政雇用課

☎ 055-225-2851

☎ 055-223-1562

甲府労働基準監督署

※３枚以上の場合、半額は自己負担と
なります。

市が迷い犬を保護した場合、抑留犬

（東館１階、内線 1175）

保険・

施します。

保護された犬の飼育１日につき 1,000

実施日・地域

円（最大 4,000 円）の手数料が課さ

①９月 25 日㈰

税
健
康

※市外へ転出した場合は受診ができません。

く

介護・福祉

健康増進課健康支援担当（東館１階、内線 1166 ～ 1169）

ら

し

仕事探し応援！合同就職面接会
就職を希望する人と人材を求めてい
る企業のための面接会を開催します。
日

時

９月 14 日㈬

午後１時～４時（受付は正午から）
会

場

ベルクラシック甲府

（甲府市丸の内 1-1-17）
※駐車場に限りがありますので、公共
交通機関をご利用ください。
対象者
①平成 24 年３月に大学など ※ を新規

介護・福祉

敬老祝金の交付について

く

長寿を祝うとともに、多年にわたり社会に貢献されたこと
に感謝し、その労をねぎらうために、祝金を交付します。

ら

※ただし、山梨市に１年以上住民票のある人に限ります。

お 知 ら せ

満 88 歳の人
（T11.9.16 ～ T12.9.15 生）

10,000 円

20,000 円

市職員または地区民生委員
が訪問します。

満 100 歳の人
300,000 円
（M44.4.1 ～ M45.3.31 生）

９月 17 日㈯に訪問します。

問い合わせ

福祉事務所社会・長寿福祉担当（東館１階、内線 1136）

広報やまなし 2011.9-17

利用対象者

市内在住で、次の全てに

該当する人
①おおむね 65 歳以上の１人暮らしの
高齢者、高齢者のみの世帯、これに
準ずる世帯の高齢者ならびに身体障
害者
②心身の障害（介護保険の要介護認定
が「要介護３～５」）および傷病な
どにより、寝具類の衛生管理が困難
な人（高齢者のみの世帯の場合、同
居者も寝具類の衛生管理の支援が困
難な人）

飼い犬が逃げてしまったときは、す
ぐに市環境課までご連絡ください。
問い合わせ

日下部・八幡・後屋敷・岩手地区
② 10 月２日㈰
加納岩・山梨・日川地区
※地区によって実施日が異なる場合が
ありますので、詳細は各地区の区長

環境課生活環境担当
（西館１階、内線 2135）

職場でのトラブルで
お困りの皆さんへ

または保健衛生委員に確認してくだ
さい。
お願い
①河川清掃時に出る砂・泥・草は、袋
に入れずトラックへ積んでください。
②砂・泥・草以外のごみ（空きカン・

※大学など…大学院・大学・短大・高

事項について個々の労働者と事業者と

空きビン・金物類・植木くず・ビニー

専・専修学校・高等技術専門校など

の間の紛争（個別労働紛争）の解決を

ルなど）については、透明袋などに

支援するため、

仕分けして、土砂の上に載せて出し

②一般求職者
※求職者の人は事前の申し込みは必要
ありません。また、当日は雇用保険
受給資格証またはハローワークカー
ドをお持ちください。
主な内容
▶こちらは有料広告です。

し
満 77 歳の人
（S8.9.16 ～ S9.9.15 生）

交付方法
山梨地域は、地区公会堂で
巡回交付します。
牧丘・三富地域は、市職員
または地区民生委員が訪問
します。

寝具類の洗濯乾燥サービス
のお知らせ

れることとなりました。

山梨労働局では、労働関係に関する

に卒業予定の者

市祝金額

秋季河川清掃を実施します

例の一部が改正され、10 月１日から、

成人健康診査（集団健診）会場で申し込んで

対象年齢

の公示を行なっています。

お知らせ

めに、春に続き「秋季河川清掃」を実

負担金領収書です。

問い合わせ

飼い犬が保護されると
手数料がかかります

☎ 055-224-5620

が、平成 23 年３月に山梨市犬管理条

で交付）、健康審査の結果表、無料クーポン券、自己

※対象者には郵送します。

原則として２枚まで無料

用

快適で美しい生活環境を確保するた

てください。必要書類は、申請書（健康増進課の窓口

昭和 25 年４月２日～昭和 26 年４月１日

問い合わせ

育しても手数料はかかりませんでした

の返金をしますので、健康増進課窓口で申請を行なっ

昭和 30 年４月２日～昭和 31 年４月１日

ださい。

※入場無料

に市で実施する成人健康診査の、大腸

※すでに市の成人健康診査を受けた人には、自己負担金

昭和 35 年４月２日～昭和 36 年４月１日

rosei-koy/index.html

詳しくは、下記までお問い合わせく

これまで、公示期間中、市が犬を飼

でご確認ください）。

昭和 40 年４月２日～昭和 41 年４月１日

ます。

９月 16 日㈮

円）が助成されます（健診日程は情報カレンダーの裏面

昭和 45 年４月２日～昭和 46 年４月１日

または電話でお受けすることとしてい

検診手帳を送付しますので、この機会

ただき、受付時に提出してください。自己負担金（200

生年月日

下記のホームページで順次

申込締切

介護保険課介護予防担当

ください。健診受診時に無料クーポン券を必ずお持ちい

使用方法

参加企業

象者宅から寝具類を回収し、洗濯・乾

ものです。

大腸がん検診無料クーポン券交付対象者
前年度（平成 22 年４月２日～平成 23 年４月１日）
に 40・45・50・55・60 歳になった人

60 歳

と３月を予定）行ないます。業者が対

問い合わせ

がん検診を受診してください。

55 歳

分野のご相談を、専門の相談員が面談

を交付し、受診の促進と正しい知識の普及・啓発を図る

腸がん検診を実施します。

50 歳

性診断、ジョブカフェコーナー

費

市では、対象者に無料クーポン券、

自覚症状のない病気だからこそ早期発見のために定期

45 歳

寝具類の洗濯・乾燥を年２回（10 月

無料クーポン券（自己負担金を助成）」と「検診手帳」

んは胃がんに次いで２番目に多いがんとなっています。

40 歳

ナーでは、労働問題に関するあらゆる

具（敷き布団、掛け布団、毛布など）

この事業は、一定の対象年齢の人に、「大腸がん検診

がんによる死亡は全国で年間 30 万人を超え、大腸が

齢

企業との面接可）、職業相談、職業適

員・児童委員に申し込んでください。

がん検診推進事業に伴う大腸がん検診の
無料クーポン券・検診手帳を交付します！

年

サービス内容

企業担当者との面接（複数

○総合労働相談コーナーでの相談・

てください（土砂の下には入れない
でください）。

情報提供
○紛争調整委員によるあっせんなど
を無料で行なっています。
また、その他にも総合労働相談コー

問い合わせ
環境課生活環境担当
（西館１階、内線 2135）

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 2011.9-16

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

☎

座
催し・講し

い。期日までに提出がない場合は展示

作品を募集します！

申込・問い合わせ

※陶芸部在籍者は部長まで。

自衛隊山梨地方協力本部

４．洋楽の部

甲府募集案内所

募座・募集
講

今年度は 50 周年企画のため、募集

会館で開催する、総合文化祭の作品を

を行ないません。洋学部所属団体・個

募集します。

人のみで行ないます。

市内在住・在勤者に限りま

す。文化協会に所属していない人も大

※いずれの部も、市民会館では申し込
みできませんので、ご注意ください。

歓迎です！

共通提出先・問い合わせ

１．文芸の部

〒 405-8501（住所不要）

１人１編

①詩

保険・

（400 字詰原稿用紙２枚以内）

税

③短歌

雑詠２首以内

④俳句

夏・秋季雑詠３句以内

⑤川柳

雑詠３句以内

※いずれも未発表作品に限ります。
作品には住所・氏名（ペン

申込方法

健

ネーム）・電話番号を明記し、９月 12

は、下記までお問い合わせください。

できません。

10 月 13 日㈭から 16 日㈰まで市民

出品資格

「ねんきんネット」で
年金の加入記録が確認できます

市役所 1111 牧丘支所 3111 三富支所 2121

第 50 回山梨地区総合文化祭
作品・出演者募集！

山梨市役所

生涯学習課生涯学習担当

（西館３階、内線 2326）

☎ 055-228-6427

恩賜林御下賜 100 周年
県民自主企画応援事業を
実施します

請書ダウンロード」→「やまなしくら
しねっと」→「電子申請」→「山梨市」

金記録をインターネットでいつでも確認することができます。
例えば、
「厚生年金の加入記録を確認したい」ときや「国民年金保険料
の納め忘れがないか確認したい」ときなどにご利用ください。

→「申請・届出をする」→「平成 23
年度人間ドック申し込み」と進み、申
し込みを行なってください。
※右の QR コードで、
携帯電話からも申し

ご利用になるには、ユーザーＩＤ・パスワードが必要となります。お申
し込みは、日本年金機構ホームページでお願いします。
日本年金機構ホームページ

⇒

http://www.nenkin.go.jp/

また、一部の人（共済組合員の人など）につきましては、サービスを利
用することができない場合がありますので、ご注意ください。

申込到達後、２週間以内に受診票をお
送りします。受診票が届いたら、医療
機関へ受診の予約をしてください。

詳細につきましては日本年金機構のホームページをご覧ください。
問い合わせ

込みできます。
受診票の発送と受診予約

市民生活課年金・交通担当（東館１階、内線 1147・1148）
牧丘支所住民生活担当（内線 144・145）

受診期間

平成 24 年２月 29 日㈬ま

でに受診してください。
山梨厚生病院、加納岩

委託医療機関

三富支所住民生活担当（内線 317）

総合病院、ＪＡ山梨厚生連、クアハウ

か ら、 平 成 23 年 ３ 月 で 100 周 年 を

ス石和、塩山市民病院

迎えます。

内

これを記念し、次の 100 年に向け

平成 23 年度
自衛官募集案内
看護学生（男・女）

るため、「恩賜林御下賜 100 周年県民

日㈪必着で生涯学習課に郵送してくだ

市のホームページから「電子申請・申

インターネットサービス「ねんきんネット」に登録すると、ご自身の年

恩賜林が明治 44 年に御下賜されて

た森づくりの契機となるよう、多く

資格

⑵電子申請での申し込み

の県民の皆さんに参画いただき、100
周年の周知と森林に対する関心を高め

高卒（見込み含む）24 歳

自主企画応援事業」を実施します。

未満の者

募集内容

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、

健

康

容

①基本健康診査（血液検査、

心電図、眼底カメラなど）、②胃内視

平成 23 年度人間ドック
費用助成の申込受付中！

鏡検査、③胸部レントゲン、④大腸検
査、⑤超音波検査、⑥乳がん検診（女
性のみ、マンモグラフィ検診）、⑦子
宮がん検診（女性のみ）

市税完納者で、市国民健康保

※上記健診は、①～⑦で１セットです。
受診を希望しない検診があっても、

対象者

県内の民間団体が企画実施

軽乗用車、軽トラックなどに課される

険に加入している 40 歳から 74 歳の

負担金の金額は変わりません。

康
介護・福祉

さい。短歌・俳句・川柳は、それぞれ

試験

する森づくりなどのイベントの開催を

税金ですが、農耕作業用のトラクター

人（昭和 12 年４月１日～昭和 47 年

別のはがきを使用してください。

１次試験

10 月 22 日㈯

通じて、恩賜林への理解と 100 周年

やコンバイン、スピードスプレーヤー

３月 31 日生）

負担金

２．書道の部

２次試験

11 月 19 日㈯・20 日㈰

の周知を図り、森林に対する関心を高

なども、小型特殊自動車（農耕作業用

※「山梨市国民健康保険」以外の保険

払いください。

めていくことを目的に、イベント開催

自動車）として、軽自動車税の課税対

に加入している人は、保険事業者に

男性

経費（上限 20 万円）を助成します。

象となります。

お問い合わせください。

その他 「○○が痛い」「○○の調子が

作品

１人１点
（未発表の作品に限る）

体裁

軸装または額装

大きさ

受付
資格

①半切（180cm × 50cm）以内で

以内で、縦横自由

く

③全紙２分の１（90cm × 90cm）
以内

ら
し

申込方法

書体・課題は自由

その他

申込期間

受付

９月５日㈪～９月８日㈭

出してください。１団体１件のみの応

象となります。

次第受付終了）

未満の者

※応募多数の場合は、募集を終了する
場合があります。

お 知 ら せ

受付

票に必要事項記入の上、９月 12 日㈪
必着で生涯学習課へ提出してくださ
広報やまなし 2011.9-19

９月５日㈪～ 30 日㈮

防衛医科大学校

※書道部在籍者は幹事まで。

高卒（見込み含む）21 歳
未満の者

※詳しくは、下記までお問い合わせく
ださい。

１次試験

10 月 29 日㈯・30 日㈰

２次試験

12 月７日㈬～９日㈮

９月５日㈪～ 30 日㈮

※待遇・その他の詳細な内容について

現在、ナンバープレートを付けてい
ない農耕作業車をお持ちの場合は、届

員

９月末まで （定員になり

※定員に達しなかった場合は、翌月も
申し込みを受け付けます。

け出をお願いします。

申込方法

問い合わせ

⑴郵便での申し込み

税務課市民税担当

はがき、または封書に次の記入例のよ

（東館１階、内線 1126）

恩賜林御下賜 100 周年記念事業
実行委員会

うに記入し、郵送してください。

（山梨県森林環境部治山林道課内）

記入例
≪はがきの裏面≫
①郵便番号・住所
②申込者氏名（ふりがな）
③生年月日

④性別

⑤電話番号
⑥保険証の記号番号
（○○○○ー○○○○）
⑦受診予定日

≪はがきの表面≫

50

405-8501

山梨市役所

健康増進課 行
人間ドック申込

※「人間ドック申込」は朱書きで記入
してください。

てください（この場合は保険証が使え
ます）
。

問い合わせ

☎ 055-223-1662

試験

受付

９月 30 日㈮必着

応募期限

試験

資格

募とします。

高卒（見込み含む）21 歳

㈪必着で生涯学習課へ提出してくださ

生涯学習課窓口設置の出品

なく、お早めに医療機関で診療を受け

定

いにかかわらず、軽自動車税の課税対

12 月 13 日㈫～ 17 日㈯

申込方法

130 人（先着順）

るものであれば、道路を走行するしな

11 月５日㈯・６日㈰

自由

は、人間ドックや成人健診の受診では

助成金交付申請書に必要事

防衛大学校（一般）

20,950 円

受診している人は対象外です。

項を記載し、必要書類を添付の上、提

２次試験

作品

での移動が可能で乗用装置が付いてい

女性

おかしい」などの自覚症状がある場合

募集方法

１次試験

３．陶芸の部

までに開催できるものに限ります。

18,700 円

※今年度、市の実施する成人健診を

９月 24 日㈯・25 日㈰

生涯学習課窓口設置の出品

できません。

これらの農耕作業用自動車は、自力

推薦などが必要）

票に必要事項を記入の上、９月 12 日
い。期日までに提出がない場合は展示

※ただし、平成 23 年 11 月６日㈰

試験

資格

④色紙、短冊、折帖も可

高卒（見込み含む）21 歳
未満の者（高等学校長の

縦のみ
②半切２分の１（90cm × 50cm）

９月５日㈪～９月 30 日㈮

防衛大学校（推薦）

受診時に直接医療機関にお支

後期高齢者医療保険の資格を
お持ちの人へ
後期高齢者医療保険の保険証を
お持ちの人も人間ドックを受診で
きます。
自己負担金額や受診医療機関な
どは上記の内容と同じです。
ただし、申し込みについては、
あらかじめ医療機関などで予約を
した上で申請してください。
詳しくは、下記までお問い合わ
せください。
申込・問い合わせ
健康増進課健康企画担当
（東館 1 階、内線 1164・1165）
広報やまなし 2011.9-18

情報 やまなし
市外局番は 0553 です

催

催

☎

し

し

第 26 回下水道まつり
日

万力公園内のふれあい動物広場にお

講座・募集

峡東浄化センター

場

（笛吹市石和町東油川字北畑 417）
下水道施設見学会、下水道教

容

やまなし県民文化祭実行委員会事務局

保険・

９月 19 日（月・祝）

時

午後１時～

税

会

※雨天時、一部の催し物が中止となる

問い合わせ

健

協議会、㈶山梨県下水道公社
問い合わせ
峡東浄化センター ☎ 055-263-2738

場

万力公園管理事務所

いきいき山梨
ねんりんピック 2011

化担当） ☎ 055-223-1797

第７回市民親善ゴルフ大会
自称上級者から初心者まで、個人で

康

スポーツ・福祉・文化など、幅広い

女性初心者も大歓迎！ゴルフはとて
も楽しいですよ！
11 月９日㈬

時

春日居ゴルフ倶楽部

場

用いた救命講習会の受講

※当日、午前９時 15 分から同会場で

介護・福祉
く

市民総合体育館
９月 10 日㈯までに提出

申込締切

は、10 月号でお知らせします。

ら

※申込登録用紙は、市民総合体育館に

し

抽選会日時・会場

用意してあります。
９月 13 日㈫

午後７時 30 分受付

お 知 ら せ

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

雨宮正英

☎・ＦＡＸ 4134

第 11 回 山 梨 県 民 文 化 祭 の 部 門 別
スティック音楽祭を開催します。
10 月２日㈰

午後１時～５

日

坂本正秀

時（開場：午後０時 30 分）
会

広報やまなし 2011.9-21

時
場

市民会館

健康増進課健康企画担当

テーション（笛吹市役所春日居支所隣）

講座・募集
山梨青年土地家屋調査士会
無料市民公開講座
１．やさしい原子力・放射能のはなし
東京工業大学

小澤正基教授

２．やさしい刑事事件手続きのはなし
講師

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）

植木管理の基本知識、
道具の使い方、

定員：30 人

※コースの詳細は、お問い合わせくだ

心肺蘇生法や AED の使い方

学びます。

筆記用具、
運動ができる服装、

日

救命講習修了証カード（再講習の人）
定

各 15 人程度（講習料無料）

員

対

きる人

10 月３日㈪～ 17 日㈪の間

程

の８日間
会

場

対象者

① 2,700 円

受講料
山梨県総合教育センター

申込締切

（笛吹市御坂町成田 1456）

はがきまたは封書に記入例

パソコンの基本的な作業がで

象

② 700 円

10 月７日㈮

申込・問い合わせ

就業・就職を希望する 55 歳

峡東農務事務所

以上の高齢者（事前に公共職業安定所

峡東地域普及センター

☎⑳ 2707

９月の IT 講習会
講座名
WORD 初級入門講座

【会場】山梨市情報通信センター
対象者

パソコンの基本操作ができる人

申込方法
④氏名

（旧山梨市役所庁舎となり）
日 程

９月 21 日㈬
22 日㈭
28 日㈬
29 日㈭
の計４日間

募集締切

午前９時 30 分～
11 時 30 分

②郵便番号

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９日㈮

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・

テーマ
講師

内容・定員

植木と緑地管理技能講習会

≫≫ワープロソフト WORD の基礎から学ぶ講座です。

☎ 055-223-1450

問い合わせ
☎・ＦＡＸ 0966

生涯学習課スポーツ振興担当

長寿社会課企画在宅福祉担当

第４回アコースティック
音楽祭 2011

笛吹市春日居あぐり情報ス

容

問い合わせ

山梨県福祉保健部

フェスティバルとして、第４回アコー

申し込み

豪華賞品を多数用意しています！

（西館３階、内線 2332・2333）

問い合わせ

場

40 組 160 人

※申込方法など、詳細な内容について

スポーツフェアなど、盛りだくさん！

会

内

日

場

申込・問い合わせ

さい。また、希望者多数の場合は、

日時・クラス

会

10 月～平成 24 年３月

受講年数の少ない人を優先します。

募集人数

健康・福祉フェア、ふれあい

程

に必要な機械器具の安全な取扱方法を

います。

容

日

剪定の方法を習得し、さらに緑地管理

に沿って記入し、郵送してください。

内

お申し込みください。

山梨消防署２階講堂

申込方法

いずれも午後６時 15 分集合

改善研修会を開催します。

場

は年齢上位

小瀬スポーツ広場ほか

な経営を目指す人を対象に、農業経営

することができませんので、早めに

午後１時 30 分開始予定（３時間）

レー、新ペリア方式、同スコアの場合

場

今までの農業経営を見直し、企業的

会

で多くの人が楽しめる催しを企画して

会

９月 14 日㈬（必着）

（東館１階、内線 1164・1165）

み、高齢者を中心に子どもから大人ま

１部（39 歳以下） ９月 19 日（月・祝）

可能な場合は、
両方ご記入ください。

樹木の病虫害防除と安全管理、整枝・

時

峡東地域農業経営改善研修会
（農業簿記）

※⑦の希望日は、どちらの日でも参加

９月 26 日㈪・27 日㈫

日

㈳山梨県シルバー人材センター連合会
☎ 055-228-8383

※期限以内に到着しなかった人は受講

AED を用いた救命処置を
学びませんか

９月 16 日㈮

問い合わせ

救命講習会 行

土地・建物の表示に関する登記に

☎ 055-224-4819

無料

申込締切

健康増進課

申込期限

山梨青年土地家屋調査士会

20 人

員

受講料

山梨市役所

開催します。

問い合わせ

定

405-8501

了証番号と受講年月日）

土地家屋調査士による無料相談会を

※定員を超えた場合は抽選

午前９時～午後３時

50

の有無（有りの場合、修

ます。

競 技 方 法 18 ホ ー ル ス ト ロ ー ク プ

２部（40 歳以上） ９月 18 日㈰

署が実施した、AED を

ください。定員となり次第、締め切り

分野でたくさんのイベントを盛り込

９月 24 日㈯

⑥職業

⑦講習の希望日

第６回山梨市
ソフトバレーボール
フェスティバル

時

⑤電話番号

午後０時 30 分から入場可

持ち物

午前７時 30 分スタート
会

④性別

能となりますので、直接会場へお越し

申込方法

さい。

日

③生年月日

土地の境界に関する相談

もグループでも、ふるってご参加くだ
☎ 1560

②申込者氏名（ふりがな）

ついての相談

（山梨県企画県民部生涯学習課芸術文

万力公園ふれあい動物広場

たのしみ抽選会など

講堂

⑧平成 17 年度以降に消防

実行委員会事務局・アコースティック

目見えしました。

日

①郵便番号・住所

500 人

員

山梨県・やまなし県民文化祭

催

問い合わせ

参加者には、記念品を用意していま

定

11 団体

バラ」
（体長１m ほど）が、新しくお

来場記念特製パンなどの無料配布、お

山梨県、峡東流域下水道推進

公募による県内アコース

出演者

音楽祭実行委員会

展、御陣屋太鼓（石和南小）の演奏、

催

メインに使用した、生音による演奏会

東部アマゾン川に生息している「カピ

ちしています。

場合があります。

西洋・日本以外の民族楽器を

容

主

室、下水道相談コーナー、ミニ下水道

主

内

三富支所 2121

物お絵かき、動物紙芝居を開催します。

すので、ご家族そろっての参加をお待

山梨県立文学館

場

の登録が必要）

記入例
≪はがきの表面≫

≪はがきの裏面≫

（山梨県立美術館隣）

ティックバンド

※駐車場があります。
内

会

いて、ゲーム大会や動物のクイズ、動
また、山梨県下では初となる、南米

９月 10 日㈯

時

午後１時～５時

牧丘支所 3111

万力公園「動物愛護イベント」

９月 11 日㈰

時

午前 10 時～午後２時（雨天決行）
会

市役所 1111

日

山梨県弁護士会
堀内寿人弁護士

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

広報やまなし 2011.9-20

情報 やまなし
☎

市外局番は 0553 です

市役所 1111

牧丘支所 3111

三富支所 2121

催し・講し
座

第６回山梨市総合体育祭り

皆さんのご声援をお願いします !!

各地区の代表が熱戦を繰り広げます。市民の皆さんのご参加、ご声援
をお願いします。

募座・募集
講

【総合開会式】
日 時 ９月４日㈰ 午前８時 40 分
会 場 山梨北中学校校庭（雨天時は、市民総合体育館）
種

目

会

陸上競技

山梨北中学校
３決・決勝

球

予選

開始時間

９月４日

開会式終了後

９月４日

午前 10 時

8/23 ～８/28
９月４日

午後 ８時（ナイター）

税

決勝

市民小原スポーツ広場

予選

山梨南中学校

校庭

８/19 ～８/29

午後 ８時（ナイター）

壮 年

山梨南中学校

校庭

８/19 ～８/30

午後 ８時（ナイター）

実 年

山梨北中学校

校庭

８/ ６～８/11

午後 ８時（ナイター）

一 般
ソフトボール

開 催 日

校庭

市民スポーツ広場

今年で 27 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 人のランナーの参加の

午前 10 時 30 分

健

午前 10 時

ソフトテニス

山梨南中学校テニスコート

９月４日

午前 ９時

家庭婦人

市民総合体育館

アリーナ

９月４日

午前 ９時

一般男女

市民総合体育館

アリーナ

９月４日

午前 ９時

９月４日

午前 ９時 30 分

バレーボール
ソフトバレーボール

山梨北中学校

卓

牧丘Ｂ＆Ｇ海洋センター

９月４日

午前 10 時

笛川中学校

９月４日

午前 ９時 30 分

球

バドミントン

体育館
体育館

柔

道

市民総合体育館

武道館

９月４日

午前 ９時

剣

道

牧丘Ｂ＆Ｇ海洋センター

８月 28 日

午前 ９時

く

９月２日

午後 ７時

ら

弓

市民総合体育館

弓道場

９月４日

午前 9 時 30 分

し

９月４日

午前 10 時

相

小瀬武道館

９月３日

午後 7 時

撲

相撲場

お 知 ら せ

つなひき

市民総合体育館

射

中止

撃

アリーナ

９月３日

午後 7 時 30 分

―

―

ボウリング

山梨シルクロードボウル

８月 27 日

午後 6 時 30 分

グラウンド・ゴルフ

市民総合体育館

８月 27 日

午前 9 時

水

山梨市屋内温水プール

泳

軽スポーツ広場

※白抜き文字の競技は、開会式より前に決勝戦を行ないます。
問い合わせ

生涯学習課スポーツ振興担当（西館３階、内線 2332・2333）

広報やまなし 2011.9-23

８月７日

法喩庵公民館

牧丘第一
小 学 校

進入禁止
９：00〜
10：00

笛 川
中学校

進入禁止
９：30〜
10：10
窪平公民館

JA
SS

中牧公民館

牧丘支所

大型
進入禁止
８：00〜
12：00

県道塩平窪平線

花かげの湯

午前 9 時 30 分

根津記念館
９月のイベント情報
（月曜休館、☎ 8250）

開催日 ９月 18 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
問い合わせ
巨峰の丘マラソン大会
実行委員会事務局

140
GS

武道館

市民総合体育館 軽スポーツ広場

フルーツライン

井戸川

堀之内
団 地

（西館１階・観光課内、内線 2148）

日森農園直売所

市民総合体育館

ゲートボール

進入禁止
９：30〜
12：00

進入禁止
10：00〜
11：30
辻屋

銃 剣 道
道

屋敷

運送会社の制服を着た参加者も！

室伏公民館

進入禁止
９：30〜
12：00

牧丘トンネル

９月４日

※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。

辻屋公民館

介護・福祉

山梨北中学校テニスコート

とても人気のある大会です。
皆さんで大会を盛り上げましょう !!

フルーツライン

康

テ ニ ス

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

室伏トンネル

保険・

野

場

第 27 回
巨峰の丘マラソン大会

日

時

９月 11 日㈰

午後５時 30 分～８時

場

所

根津記念館青山荘

流

派

表千家

料

金

一服 500 円（入館料込）

☀敬老の日、65 歳以上の皆さんをご招待！

☀根津記念館「月見茶会」

敬老の日は、65 歳以上の皆さんの入館を

根津記念館の庭園で、夜空に浮かぶ月を

無料とします。この機会に、根津記念館を

愛でながら、お茶を楽しみませんか。

お楽しみください。

市文化協会茶道部による心を込めた一服と、

※ご利用の際は、年齢のわかるものをお持ちください。

邦楽部による琴と尺八の調べが、あなたを

実施日 ９月 19 日（月・祝）

幻想的な世界にご案内します。

※入館受付は、午後４時までとさせていただきます。

広報やまなし 2011.9-22

2011.9

こちらから➡

幸雄さん

講師：オリンピックメダリスト

池谷

★☆親子でエクササイズなう！☆★

親子体操教室

情報 やまなし

９月 17 日（土）

時 間 午後１時～２時 30 分
会 場 市民総合体育館アリーナ
対 象 親子 100 組
（歩行児から小学校低学年児童）
参加料 無料
申込方法 ９月 13 日㈫までに、福祉
事務所の窓口または電話でお申し込み
ください。
※定員になり次第締め切ります。

申込・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）

2011.9
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世帯と人口 （2011.8.1 現在）人口 37,868 人（ー 3） 男 18,209 人（＋ 7） 女 19,659 人（－ 10） 世帯数 14,475 世帯（＋ 14）

