
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

家族介護のための「ほっとスペース」を利用してみませんか？
　ほっとスペースは山梨市で介護をしている人の学びの場・交流の場です。内容は、日下部
記念病院・憩いの家 湯苗田（ゆなえだ）の専門職によるミニ講座と情報交換会です。介護
経験のある人が集まります。改めて学び、分かち合って息抜きをしませんか？感染対策のた
め、毎回 10名の予約制です。お気軽にご参加ください。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、やむを得ず中止する場合があります。

無料

必要

山梨市にお住まいのご家族の介護をさ
れている市内外の人・介護に興味のあ
る、山梨市にお住まいの人

開催日 会　　場 時　　間 　　　   内　　容
10 月 28 日㈮ 牧丘支所 2 階（第 1･2 会議室） 14：00 ～ 15：30  物忘れと認知症の違い
11 月 25 日㈮ 牧丘支所 2 階（第 1･2 会議室） 14：00 ～ 15：30  認知症について
12 月 23 日㈮ 街の駅やまなし（多目的コーナー） 14：00 ～ 15：30  関わり方の大切さ

令和 5 年 1 月 27 日㈮ 街の駅やまなし（多目的コーナー） 14：00 ～ 15：30  認知症の方への対応
令和 5 年 2 月 24 日㈮ 牧丘支所 2 階（第 1･2 会議室） 14：00 ～ 15：30  地域の中で暮らすために
令和 5 年 3 月 16 日㈭ 牧丘支所 2 階（第 1･2 会議室） 14：00 ～ 15：30  認知症と薬

日時　10 月　6 日㈭ 14:00 ～ 16:00（西川壽昭医師）
　　　11 月 10 日㈭ 13:30 ～ 15:00（中澤良英医師）
会場　市役所東館 2 階 介護保険課（要予約）

もの忘れ相談    

ミニ講座のみの参加も可能で
す。予約制のため介護保険課地
域包括支援担当まで事前に申し
込みください。

参加費

予　約

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

　 10広報やまなし

おすすめ recommended

10 月の休館日は…
3日㈪、11 日㈫、12 日㈬、17 日㈪、24日㈪、
31 日㈪と館内整理日の 28日㈮です。

English 
Book 
Club

【日時】10 月 8 日㈯
　　　 ①子ども向け▶ 10:30 ～ 11:00
　　　 ②大人向け　▶ 13:30 ～ 14:30

【場所】図書館ラウンジ　【定員】各 10 人
【対象】①小学校 3 年生～高校生、お子さんに英語
を伝えたい大人②英語の本を 1 冊読み切りたい、
昔見た「ローマの休日」を英語で読んでみたい人や、
英語の苦手意識を克服したい高校生や大学生など

【内容】①「ぼくはめいたんてい」
②「ローマの休日」※テキストは各自用意　　
ローマの休日 Roman Holiday

（Step Ladder Series）IBC パブリッシング出版
【講師】星野真理先生（山梨英和大学講師）
【申し込み】図書館カウンターまたはメール、電話

事前予約制 英語の読書会

パパかいぞくの
こもりうた

アントン・ロマーエフ：作
藤原　潤子：訳 

　夜になっても眠
る気のない、元気いっぱいのチビ海
賊。パパ海賊は子守歌を歌いますが、
歌詞からどんどん空想がふくらみ、
チビ海賊はますます興奮してしまい
…。一体、いつになったら眠るの？ 
パパと子どもの攻防が楽しい絵本。

小説
愚か者同盟

ジョン・ケネディ・トゥール
その少年は語れない

ベン H. ウィンタース

アイダホ　 エミリー・ラスコヴィッチ

残照　　　　　　　　　 本城　雅人

薬屋のひとりごと（12）　　日向　夏

文学・エッセイ
そして誰もゆとらなくなった

朝井　リョウ

日本人の真価　　　　　 藤原　正彦

75 歳、油揚がある　       太田　和彦

児童・一般・その他
忘れもの遊園地　　 　久米　絵美里

僕らが学校に行く理由　 渋谷　敦志

富士山測候所のはなし
佐々木　一哉

世界の偉大な日記図鑑　　　  DK 社

サステナブルな自炊生活
しらいし　やすこ

一般書 主な新着図書
おなかちゃん
猫月　うた：作

　おなかちゃんに
宿った小さな命は、
少 し ず つ 成 長 し、
外の世界へ出て行

きたがり…。4 人の子を持つ著者の
「赤ちゃんがいなくなっておなかは
寂しくないのかな」という思いから
生まれた絵本。

ぼくらに嘘がひとつだけ
綾崎　隼：著

　
　エリート棋士の
父 を 持 つ 京 介 と、
落ちこぼれ女流棋
士 の 息 子・ 千 明。

プロ棋士を目指し、奨励会の階段を
駆け上がる二人の天才少年に、出生
時の取り違え疑惑が浮上し…。運命
と闘う勝負師達の物語。

児童書
水平線
滝口　悠生：著

　 祖 父 母 の 故 郷・
硫黄島を墓参で訪
れたことがある妹
に、見知らぬ男か

ら電話がかかってきた頃、兄は不思
議なメールに導かれ船に乗った…。
枝分かれする時間、交差する人生を
映し出す長篇小説。

　この一冊に、ありがとう。
～図書館へフリーメッセージを送ろう！～

「この本おすすめ！」「出会えてよかった本」「こんな
本を読みたい」「図書館のここが好き」など、市立図
書館に向けたフリーメッセージを募集します。
募集したメッセージは、読書週間に、職員からの返信
コメントを付けて、図書館内に掲示します。

【募集期間】10 月 1 日㈯～ 11 月 3 日（木・祝）
【掲示期間】10 月 29 日㈯～ 11 月 29 日㈫
【応募方法】図書館内に設置されたコメント
用紙に記入し、回収ボックスに入れてください。

【場所】図書館ラウンジ・おはなしコーナー 【時間】
10:30 ～

10 月のおはなし会

  9 日㈰　 幼児向け（ぐれーぷ）
16 日㈰　 親子向け・英語（ぴーち）
22 日㈯　 幼児向け（くれよん）
25 日㈫　 乳幼児向け（ぐれーぷ）

※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。

11 広報やまなし

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    

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。）

【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

【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

地域元気あっぷ教室　10 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、希望者は介護保険課までご連絡くだ
さい。

対象者


