
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

医療と介護のなんでも相談    

体力測定

元気あっぷ教室

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

よるが
やってくる

下田　昌克：作
　
　今夜から
ひとりで寝

ることになった男の子。お母さんや
お父さんと一緒のときは平気なの
に、ひとりになると夜がいたずらを
仕掛けてきて…。さて、男の子は本
当にひとりで眠れるのでしょうか ?

小説
趙雲伝　　　　　       　  塚本　青史

漆花ひとつ　　　 　　　澤田　瞳子 

春のこわいもの　　　 川上　未映子

ロング・アフタヌーン　   葉真中　顕

包帯クラブ　　　　　 　天童　荒太

文学・エッセイ
釜石の風　　 　　　　　　照井　翠

センス・オブ・何だあ？
三宮　麻由子

父のビスコ　　　　 　　平松　洋子

児童・一般・その他
のいちごつみ　　　 さとう　わきこ

ようかいむらのふしぎとしょかん
たかい　よしかず

きみのなまえ　　　　 あんず　ゆき

図説武田信玄　 　　　　　平山　優

身近なものの撮り方辞典 100
大村　祐里子

一般書 主な新着図書
はやくしなさい！
中川   ひろたか：文

村上　康成：絵
　「はやくしなさ
い !」 ついお母さ
んが口にしてしま
う言葉。「なんで

はやくはやくばっかりいってるの ?」
という子どもの質問にお母さんはど
んどん空想を広げて答えて…。子ど
も時間と大人時間が寄り添う絵本。

アーチー若気の至り
P.G.ウッドハウス：著
森村　たまき：訳

　 気 が 好
よ

い だ け で
何 に も で き な い 青
年紳士アーチーは、
ニューヨークでホテ

ル支配人とひと揉めして相手を激怒さ
せる。向かった先のフロリダで恋にお
ち超スピード結婚。なんと花嫁はその
ホテル王の愛娘だった…。連作短編集。

おすすめ recommended
児童書

密室黄金時代の殺人
鴨崎　暖炉：著

　現場が密室である
限りは無罪であるこ
とが担保された日
本。密室殺人事件が

激増するなか、著名なミステリー作家
が遺したホテル「雪白館」で密室殺人
が起きた。現場はいずれも密室、死体
の傍らには奇妙なトランプが…。

　 12広報やまなし

5 月の休館日は… 
2 日㈪、6 日㈮、9 日㈪、16 日㈪、23 日㈪、
30 日㈪と館内整理日の 27 日㈮です。

  8 日㈰　幼児向け（ぐれーぷ）
10 日㈫　乳幼児向け（チェリー）
24 日㈫　乳幼児向け（ぐれーぷ）
28 日㈯　幼児向け（くれよん）

【場所】図書館ラウンジ・おはなしコーナー
5 月のおはなし会 【時間】

10:30 ～

事前予約制 英語の読書会
【日時】5 月 14 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

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

図書館で保存期間が終了した雑誌を無料配布します！
お一人 5 冊まで。

【日時】5 月 22 日㈰　13:00 ～ 16:00（12:30 整列開始）
【場所】市民会館 3 階 303 会議室

雑誌リサイクル 「Nate the Grate」
ぼくはめいたんてい
シリーズを読みます！

地域元気あっぷ教室　5 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　5 月 12 日㈭ 13:30 ～ 15:00（中澤良英医師）
　　　6 月   8 日㈬ 14:00 ～ 16:00（雨宮修二医師）
会場　市役所東館 2 階 介護保険課（要予約）

もの忘れ相談    

13 広報やまなし

　山梨市では令和4年度から年に2回、市主催の地域元気あっぷ教室などで体力測定、体調チェック、フレイ
ル予防のための講話などを行います。
　自分の体のことがわかれば健康になるための対策が出来ます。いつまでも健康に過ごせるようにまずは自分の
体のことを知ってみませんか？（新型コロナウイルス感染症などの状況によって休止する場合があります）

健康寿命を延ばそう！
～体力測定で自分の体チェック～

※新型コロナウイルス感染症対策としてお
住まいの地域ごとに日時、会場を介護保険
課で割り振りします。参加希望の人は、申
請書と日程表を郵送しますので、介護保険
課介護予防推進担当までご連絡ください。

教室開催場所

対象者

参加費

牧丘町総合会館（牧丘支所２階）
三富基幹集落センター
水口高齢者ふれあいプラザ
北公会堂

加納岩公民館
後屋敷公民館
山梨公民館

日下部公民館
日川公民館
岩手公民館

65歳以上の山梨市民

無料

問介護保険課地域包括支援担当 (内線1228)

内　容

１
リハビリの専門職がバランス能力
や歩行能力をチェックします！

２
簡単な質問にお答えいただき、結
果から日常生活のアドバイスやお
悩み相談を行います！

３
栄養士や歯科衛生士からフレイル
予防に役立つ食事の注意点やお口
の健康についてお話します！

体調チェック

フレイル予防講話


