
介護保険課介護予防推進担当
内線1231～1233

地域包括支援センター
☎� 0294

日時　毎週火曜日 9:00 ～ 12:00
会場　市役所東館 1 階 
相談スタッフ　
市立牧丘病院医師・医療ソーシャルワーカー

医療と介護のなんでも相談    

山梨市立図書館
Yamanashi City Library

9：00 ～ 19：00
TEL： 0553-22-9600
FAX：0553-23-3506
E-MAIL：lib@city.yamanashi.lg.jp
〒 405-0031　万力 1830 番地

感染症拡大の状況により、やむ
を得ず中止となる場合がありま
す。最新情報は図書館ホームペ
ージをご確認ください。感染症
対策へのご協力をお願いします。

お知らせ information

だれかさんの
かたっぽてぶくろ
すずき  みほ：作
　
　 ま こ ち ゃ

んはお気に入りのてぶくろをして散
歩にでかけました。途中で、かたっ
ぽだけのてぶくろがひっかけてある
のを見つけて…。落とし物から広が
る想像力と、つながる優しさがつ
まった絵本。

小説
0（ZERO）　　　　　       堂場　瞬一

砂嵐に星屑　　　　　　 一穂　ミチ

その午後、巨匠たちは、     藤原　無雨

僕は失くした恋しか歌えない
小佐野　彈

青の呪い　　　　　　　 　神永　学

文学・エッセイ
ないものねだるな　　 阿川　佐和子

ふたつの波紋　
伊藤　比呂美・町田　康

菊池寛が落語になる日
春風亭　小朝

児童・一般・その他
アブナイこうえん　　　　 山本　孝

ねこまたごよみ　　　 石黒　亜矢子

ひとりでがんばらない！
藤田　孝典

おべんとうの教科書　
ほりえ　さちこ

マイフィンランドルーティン 100
週末北欧部 chika

一般書 主な新着図書
カイマンのクロ
マリア・エウヘニ
ア・マンリケ：文
ラモン・パリス：絵

　宝石店の若旦那ファオロは、みな
しごの赤ちゃんカイマンを家に連れ
て帰り、クロと名付けて大切に育て
た。かわいがられ、人になついたク
ロは、ファオロの後をついてまわり
…。ベネズエラで本当にあった、人
とワニの友情物語。

アキレウスの背中
長浦　京：著

　 公 営 ギ ャ ン ブ
ル対象のマラソン
レース。出場する
アスリートにテロ
組織から脅迫状が

届く。警察庁が極秘に立ち上げた組
織横断チーム MIT を率いる女性刑事
は、アスリートを守れるか。『別冊文
藝春秋』連載を加筆修正し単行本化。

おすすめ recommended
児童書

タイムマシンに
乗れないぼくたち
寺地　はるな：著

　一人ぼっちのつも
りだった。だけど、
そうじゃなかった
…。人知れず抱えて

いる居心地の悪さや寂しさ。そんな感
情に寄り添い、ふと心が軽くなる瞬間
を鮮やかに掬

すく

い取った短編 7 編を収
録する。『別冊文藝春秋』掲載を書籍化。

　 14広報やまなし

4 月の休館日は…
4日㈪、11 日㈪、18 日㈪、25 日㈪と
館内整理日の 29日（金・祝）です。

10 日㈰　幼児向け（ぐれーぷ）
12 日㈫　乳幼児向け（チェリー）
26 日㈫　乳幼児向け（ぐれーぷ）

【場所】図書館ラウンジ・おはなしコーナー
4 月のおはなし会 【時間】

10:30 ～

事前予約制 英語の読書会
【日時】4 月 9 日㈯  10:30 ～ 11:00
【場所】図書館ラウンジ　【定員】10 人
【対象】小学校 3 年生～高校生、お子さんに英語を伝えたい大人
【申し込み】メールまたは電話

English Book Club

English Book 
Club

4 月 23 日㈯～ 5 月 12 日㈭はこどもの読書週間です。
2022 年・第 64 回標語…『ひとみキラキラ 本にどきどき』

こどもの読書週間

事前予約制

くれよんさんによる読み聞かせと万華鏡作りを行います♬
【日時】4月30日㈯  13:00開場  13:30開始（14:30終了予定）
【場所】市民会館　401 会議室　【対象】幼児～小学校低学年
【定員】1 家族 4 人まで。15 家族。　【申し込み】4/9 ㈯受け
付け開始。メールまたは電話で❶代表者名❷参加人数（子ども・
大人それぞれ）❸連絡先をご連絡ください。

図書館子どもまつり

事前予約制

図書館の仕事を体験してみたい！という小学生を募集！
【日時】5 月 7 日㈯　❶ 9:30 ～ 11:00  ❷ 14:00 ～ 15:30
【対象】市内在住の小学生　« 各回 5 人ずつ »
【申し込み】4 月 15 日㈮からメールで受け付け。❶参加者
氏名❷学年❸連絡先❹住所 ( 地区名まで）をご連絡ください。

小学生司書体験

地域元気あっぷ教室　4 月　
　身体を動かしたストレッチや筋トレ、脳トレの教室
を各地区で開催しています。65 歳以上の人ならどな
たでも無料で参加できます。現在は新型コロナウイル
ス感染防止対策として、参加を申し込んだ人の住所を
もとに介護保険課で個々に日程と会場を指定して開催
していますので、希望者は下記までご連絡ください。

【申込・問い合わせ】介護保険課介護予防推進担当（内線 1232）

※新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため上記の教室・相談などが中止になる場合があります。
　詳しくは介護保険課 ( ☎ � 1111 ㈹ ) までお問い合わせください。

フレイル予防体操  ～みんなで元気になろう～          
　隙間時間にできる 3 分体操を CATV の『お知らせ山
梨市』10 チャンネルで毎日放映します。ご覧ください！
放映時間　8:30 ～、12:30 ～、20:30 ～
（番組編成により放映しない場合があります。）

【奇数月】　　　　　　　　
第1週：首すっきり体操
第2週：正しいスクワット
第3週：腹筋を強くしよう
第4週：足のつれ さよなら体操

【偶数月】　　　　　　　　
第1週：肩まわりすっきり体操
第2週：腰痛改善ストレッチ
第3週：尿もれ さよなら体操
第4週：メタボ さよなら体操

日時　4 月 22 日㈮ 14:00 ～ 15:30 （要予約）
会場　街の駅やまなし 多目的ホール 
山梨市で介護をされている人の学びの場、交流の場です。

ほっとスペース    

15 広報やまなし

　「もの忘れ相談」では、認知症の専門医などが、認
知症の予防・早期発見、支援方法などの相談に応じ
ます。また、簡単な認知症の検査も受けることがで
きます。

もの忘れ相談

中澤医師
13:30-15:00

5/12㈭

7/7㈭

9/8㈭

11/10㈭

㈭1/12
令和5年

3/2㈭
令和5年

8/4㈭

6/8㈬

10/6㈭

12/7㈬

2/7㈫
令和5年

飯島医師
14:00-16:00

雨宮医師
14:00-16:00

西川医師
14:00-16:00

加々美医師
14:00-16:00

鶴田医師
14:00-16:00

同じことを何度も言ったり、同じものを何度
も買ってくる。

今まで好きだった趣味などへの興味や関心が
なくなった。

おしゃれや清潔感など身だしなみに気をつか
わなくなった。

ささいなことで怒りっぽくなり、イライラし
て落ち着かない。
財布が見当たらない時など、盗まれたと人を
疑うようになった。

つじつまの合わない作り話をするようになっ
た。

本人の気づき

家族など周囲の気づき

直前にしたことや話したことを忘れるように
なった。

置き忘れやしまい忘れなどで、探し物をする
ことが増えた。

知っているはずの人やものの名前が出てこな
くなった。

日付や曜日を間違えたり、慣れた道で迷うよ
うになった。

今までできていた家事、計算、運転などでミ
スが多くなった。

少し複雑な話題になると理解できなくなった。

令和 4年度 相談予定表
（1日 2件まで）

下記の項目に当てはまる場合は、
認知機能が衰えている可能性があります。

一度ご相談を。

要予約
費用
会場

介護保険課　地域包括支援担当

市役所東館２階　介護保険課

☎㉒1111（内線1228～ 1230）
※家族のみのご相談も可能です。

無料


