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PICK UP living
暮 ら し を 考 え る

環境コラム

health
　　　　　  つくってみろし。食育レシピ vol.130

オニオンリングINFORMATION
PICK UP health

◎八幡地区の食生活改善推進員さんからのレシピです。作ってみてください。

☜市ホームページで毎月レシピを更新中！
市公式 LINE アカウントに「食育レシピ」と入力すると、
これまでに紹介してきたレシピを見ることができます。
　　                  市公式 LINE 友だち登録募集中！☞

 エネルギー 465kcal たんぱく質 5.37g
 脂質 25.8g 炭水化物 50.7g 食塩 1.3g
                               　　   （栄養価は１人分）

材料（2 人分）
玉ねぎ  　　　1 個
薄力粉　      100g
片栗粉　  大さじ 2
コンソメ顆粒   小さじ1

水（冷）　　100ml
マヨネーズ　 大さじ2
サラダ油　  　適量
塩　　　　　  適量

ポイント
最初に粉をまぶしておくことで、溶いた衣が
つきやすくなります。マヨネーズを卵の代わ
りに使うことでカリッと揚がります。

山梨市は「2050 年二酸化炭素
排出実質ゼロ」を目指します！

やまなし「ゼロカーボンシティ」宣言

受け取る方法を少し工夫するだ
けで、確実に１回で受け取れる
ようになります！今日から一緒
に取り組んでみませんか？

　血圧を把握しておくことは、自分のからだの状態を知っていること
につながります。毎日の血圧測定で、生活の中で自分のからだに目を
向ける習慣を取り入れ、重症化を予防しましょう。

　置き配とは、玄関前・車庫・物置
など、あらかじめ指定したところに
荷物を届けてもらうサービスです。

❶時間帯指定・置き配システムの活用

　自分の生活リズムに合わせて受け
取りができて便利です。

❷コンビニ受け取り・営業所受け取り
　宅配ロッカーの活用

　コンパクトに折りたためるものも
売られていて、玄関先にスペースが
なくても利用できます。

❸宅配 BOX を設置する

　荷物のお届けを事前に通知する
サービスで、日時指定の変更なども
できます。

❹宅配事業者のお届け通知サービスの利用

　事前に送ることを伝えて、時間帯
指定の希望を確認しましょう。

❺誰かに荷物を送るときにも一工夫

❶玉ねぎは幅 1cm 程の輪切りにして、ばらばらにほぐす。❷ポリ
袋に薄力粉、片栗粉、コンソメ顆粒を入れ振り混ぜる。❸❷の入っ
た袋に玉ねぎを入れて振り、全体に粉をまぶす。まぶせたら玉
ねぎを取り出す。❹ボウルに冷水、マヨネーズ、❸のポリ袋に残っ
た粉を加え、だまが無くなるまでよく混ぜ衣を作る。❺衣に玉ねぎをくぐ
らせる。❻鍋底から 3cm 程度のサラダ油を入れて 170℃に熱し、❺の玉
ねぎを入れてこんがりと色づくまで２～３分揚げ、好みで塩を振る。
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はじめよう。高血圧対策！最終回。
血圧測定を通して自分のからだに目を向ける習慣を！

　血圧手帳などを活用して、血圧を記録する習慣を付けましょう。血
圧は入浴や喫煙、飲酒、カフェインの摂取などにも影響を受けます。
また、怒ったときや悲しいときにも変化します。血圧を測った時の状
況を日記のようにメモしておくと、より鮮明に身体や生活の状態をか
かりつけ医に伝えることができます。

測った血圧は、生活習慣と合わせてメモするとよくわかる！

　高血圧の治療をしている人の中には、「高血圧だけ」という人より
も、血糖値や中性脂肪・悪玉コレステロールなどの脂質、肝機能の数
値も「ちょっと高め」という人が多くいます。年に一度の特定健診は
必ず受診し、全体的な状態を把握していきましょう。

血圧だけでなく、全身の状態を確認しましょう

できるだけ 1 回で
受け取りませんか？

vol.14

　近年、インターネット通販の普及
などで宅配便の取り扱い個数が急
増しています。とこ
ろが、荷物全体のう
ち約２割が再配達に
なっているといわれ
ています。
　宅配の荷物を１回
で受け取ることにより、CO2の排
出量を抑えるだけでなく、ドライ
バーの負担軽減にもつながります。

年間 72 個（月 6 個）の
宅配便をすべて 1 回で受け取った

場合、１人当たり 7 キログラムの
CO2 が削減できるよ！

家庭で血圧測定するときのポイント
足は組まない

腕に力を入れない

背筋を伸ばして

背もたれ付きの
椅子

腕に巻くところは
心臓と同じ高さ

1～2分安静後

支給額　児童１人当たり５万円
１. ひとり親世帯分
　■支給対象者：以下の①②のいずれかに該当する人
　　①公的年金などの受給により、令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
　　②令和４年４月分の児童扶養手当を受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計
　　が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準の人
２. ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分
　■支給対象者：対象児童【令和４年３月 31 日時点で 18 歳未満の子（障害児については 20 歳未満）】　
　の養育者であって、以下のいずれかに該当する人
　・令和４年度分の住民税均等割が非課税である人
　・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和４年度分の住民税均等割が非課税である
　者と同様の事情にあると認められる人（家計急変者）
３. 申請方法
　　申請書および必要書類を子育て支援課まで郵送または直接窓口へ提出してください。
　　※申請書および必要書類の内容は市ホームページで公開しています。
４. 申請期限：令和５年２月 28 日㈫まで
５. 支給日：申請受付後に審査を行い、支給の可否および支給日について通知します。
６. 注意事項
　・6/22 および 7/22 に先行して支給された人は対象外です。
　・令和４年度の住民税の申告をしていない人は、申告後に申請を行ってください。
　・申請に不備や疑義があった場合、内容の確認や追加で必要書類を提出してもらうことがあります。
　・給付金を受け取った後に受給資格がないことが判明した場合、返金していただく必要があります。
　（虚偽の申告を行った結果、不正受給となった場合、1 人の児童について二重に受給した場合など）
問子育て支援課子育て支援担当　内線 1155・1158

子育て世帯生活支援特別給付金の申請のお知らせ
（ひとり親世帯分・ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）

令和４年度　市立図書館 子ども読書活動推進事業

　児童文学作家
　いとうみくさん講演会「物語を書くということ」

　「車夫」シリーズや「羊の告解」など多くの人気作で感動を生みだしている児童
文学作家のいとうみくさんが山梨市にやってくる！
　2021 年には「きみひろくん」でひろすけ童話賞
　2022 年には「あしたの幸福」で河合隼雄物語賞を受賞
　作家になったきっかけや作品に込めている思い、大切にしていることなどお話し
いただきます。
▶日時：10/2 ㈰　13：30 ～ 15：00　講演会終了後、書籍販売・サイン会あり
▶会場：市民会館 303 会議室
▶対象：小学校高学年～大人（定員 90 人）
▶参加費：無料・要予約申込
▶予約申込・問い合わせ：山梨市立図書館　☎ 22-9600　　メール　lib@city.yamanashi.lg.jp

撮影　森清
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新型コロナウイルス感染症対策事業

　　市出身で県外居住の
　　　　　学生に応援便を送付します！

　

　新型コロナウイルス感染症の影響により学
業や生活に制限を強いられている、山梨市出
身で県外居住の学生に対して市特産品を送付
し、応援する「山梨市ふるさとやまなし学生
応援便事業」を行います。
▶市特産品：シャインマスカット１房
▶送付対象者：送付対象者は、次のいずれに
　も該当する人
　①平成 16 年 4 月 1 日以前に生まれた人で、
　　申請時に大学、短期大学、大学院、専修
　　学校などに在学している学生
　②在籍している学校などへ入学する前に、
　　本市に住所があった人
　③申請時において、県外に居住している人
　④親が本市に住所がある人
　　（保護者がいない場合はこの限りではあ
　　りません）
▶申請・受領者：該当する学生本人
▶申請期間：9/10 ㈯まで受付中
▶申請方法：市ホームページの「山梨市ふる
　さとやまなし学生応援便」ページに掲載す
　る「電子申請サービス」から申請
▶申請内容　※全て必須項目となります
　①申請内容については、申請フォームに次
　　の事項を記入してください。
　●氏名、郵便番号、住所、電話番号、メー
　　ルアドレス、生年月日、学校名、学年
　●本市に在住する、保護者の氏名・住所
　　※保護者がいない場合は帰省先住所
　②添付書類
　●学生証や在学証明などの画像データ
　●申請者が県外において生活していること
　　が確認できる書類の画像データ
　※アパートなどの入居契約書、光熱水費の
　　請求書や領収書など。いずれも本人氏名
　　と生活する県外所在地が記載されている
　　ことを条件とし、当該住所地と応援便送
　　付先住所が同一である必要があります。
▶発送時期
　概ね９月中旬以降に商品を送付します。
▶その他：詳細は、市ホームペ
　ージ「山梨市ふるさとやまな
　し学生応援便」案内ページを
　確認してください。
問政策秘書課政策調整担当　内線 2415

住民税非課税世帯等に対する各種給付事業
　新型コロナウイルス感染症の影響による失業や収入減少の中
で、食費の物価高騰などに直面した人が、速やかに生活・暮らし
の支援を受けられるよう、住民税非課税世帯または均等割のみ課
税世帯に対して各種給付金を支給します。

▶給付金額
　対象世帯１世帯につき 100,000 円（国および市独自給付）
　対象世帯１世帯につき 15,000 円（県独自給付）
▶支給対象世帯
　１．令和４年度の住民税が非課税または均等割のみ課税世帯
　※対象の世帯には、市から確認書を送付します。
　※令和３年度に 10 万円の支給対象となった世帯は、令和４年

度の国および市独自給付の対象外です。
※均等割のみ課税とは……住民税が年間 5,500 円のみ課税さ

れている人をいいます。
※１月２日以降に転入された人は、転入前の市区町村で所得

課税証明書を取得し確認してください。
※離婚や DV により別居した人で、本人は非課税でも元配偶

者が課税者であった場合は相談により受給できる場合があ
ります。

２．家計急変世帯
これまで一定の収入があり、令和４年度の住民税が課税さ

れている世帯であっても、令和４年１月以降に新型コロナウ
イルス感染症の影響を受けて、収入が減少した世帯

　※世帯主による申請が必要です。
≪家計急変の例≫
　新型コロナウイルス感染症の影響による失業、勤務時間の短
縮、自己都合による退職後に再就職が困難、自営業の売上減少、
仕入れ価格などの高騰による利益の減少など
▶申請要件
　令和４年１月から９月までの任意の１か月の収入（または所
得）がそれ以前と比べて減少し、住民税非課税または均等割のみ
課税世帯と同様の事情にあること。世帯員個人ごとに判定しま
す。
　※収入が減少したことの証明書類をご提出ください。
　※上記の他にも申請要件がありますので、詳しくはお問い合わ
　　せください。
▶申請期限
　①非課税相当の世帯：9/30 ㈮
　　月収の目安：単身者の場合 77,500 円以下
　　本人と扶養者 1 人の場合 114,800 円以下
　②均等割のみ課税相当の世帯：1/31 ㈫

月収の目安：単身者の場合 83,300 円以下
本人と扶養者 1 人の場合 141,600 円以下

▶その他：詳細は、市ホームページを確認するか下記までお問い
合わせください。

問福祉課社会福祉担当　内線 1132・1134　

締め切り
間近！

家族や友人に該当者がいる場合
は、周知にご協力ください！

10 月の成人健診の予約案内（完全予約制）健
　すべての会場が完全予約制です。
　問診票は、予約された人のみ郵送します。
　大腸がん・喀たん検査の検査セットは、健診当日ではなく、事前に郵送します。
　10 月以降の日程や検査項目、対象者などの詳細は、広報 5 月号と一緒に全戸
配布した健康カレンダーをご確認ください。
▶ 10 月の成人健診日程　
　会場：山梨市役所保健センター（※ 10/19 ㈬のみ牧丘支所）

▶予約方法：上記の予約受付期間内に窓口もしくは健康増進課までお申し込みく
ださい。（平日 8：30 ～ 17：15）
　予約時に受診希望の検査項目をお伝えください。
　健診日の 10 日前に、時間を記載した「予約票」および「問診票」、申込者には「検
査セット」を郵送します。

　※健幸得々キャンペーン実施中！詳しくは裏表紙をご覧ください。

▶申し込み・問い合わせ　
　健康増進課健康企画担当　内線 1162・1163・1171

日　時 対象地区 健診機関 予約受付期間 送迎（要予約） 骨粗
鬆症

10/3 ㈪ 三ケ所・上之割

山梨
厚生病院

9/5 ㈪～ 12 ㈪ 後屋敷公民館
8：00 ー

10/4 ㈫ 岩手地区

9/7 ㈬～ 14 ㈬

岩手公民館
8：00 ○

10/5 ㈬ 万力 1.2.3 区 万力 2 区公民館
8：00 ー

10/17㈪ 七日市場・下井尻
小原東 4.5.6 区 9/13 ㈫～ 21 ㈬ ー ○

10/18㈫ 大野・上石森　
下石森 9/15 ㈭～ 22 ㈭ 山梨厚生病院

8：00 ー

10/19㈬ 牧丘地区※ 9/16 ㈮～ 26 ㈪ ー ○

10/20㈭ 八幡地区
JA

厚生連

9/20 ㈫～ 27 ㈫ 石原なちこ体育
館　8：30 ○

10/24㈪ 下神内川 2.7 区
加納岩地区 9/26 ㈪～ 10/3 ㈪

JA フルーツ山梨
加納岩支所
8：30

○

10/26㈬ 大野・中村
上栗原・下栗原

山梨
厚生病院

9/27 ㈫～ 10/4 ㈫ 市民総合体育館
8：00 ー

10/29㈯ 市内全域 9/29 ㈭～ 10/6 ㈭ ー ○

10/31㈪ 鴨居寺・東後屋敷 9/30 ㈮～ 10/7 ㈮ 後屋敷公民館
8：00 ー

会場：保健センター　※ 10/19 ㈬のみ牧丘支所

健診受診者には、先着 2,000 人に市特定健診マスコット
キャラクター「Dr. しば」をデザインしたオリジナルハン
ドタオルをプレゼントします！

　学校における「いじめ」や、家庭内
における児童虐待等の事案は、依然と
して数多く発生していることから、こ
れらの子どもをめぐる様々な人権問題
の解決を図るための人権相談活動を強
化することを目的として、全国一斉「子
どもの人権 110 番」強化週間を実施
します。
▶実施機関：甲府地方法務局・山梨県
　人権擁護委員連合会
▶日時：8/26 ㈮～ 9/1 ㈭
　8：30 ～ 19：00
　 た だ し、 土・ 日 は、10：00　～
17：00
　「子どもの人権 110 番」強化週間以
　外は、平日 8：30 ～ 17：15
▶相談担当者：山梨県人権擁護委員連
　合会「子ども人権委員会」所属人権
　擁護委員・甲府地方法務局職員
▶相談電話番号：0120-007-110
問福祉課社会福祉担当　内線 1134

子どもの人権 110番

　市内には、法務大臣から委嘱された
14 人の人権擁護委員がいます。７月
１日付けで次の人が委員に委嘱されま
した。
　・日川地区　松本純也　（新任）

▶人権擁護委員とは
　人権擁護委員は、地域の皆さんから
人権相談を受け、問題解決のお手伝い
をしたり、法務局の職員と協力して人
権侵害から被害者を救済したり、地域
の皆さんに人権について関心を持って
もらえるような啓発活動を行ったりし
ています。
　また、あらゆる人々の人権を守るた
め、毎日の暮らしの中で起こる人権に
関する問題（いじめ、体罰、差別問題
など）について、相談を受けています。
　相談は無料で秘密は厳守しますので
お気軽にご相談ください。
問福祉課社会福祉担当　内線 1134

「人権擁護委員」を
紹介します福
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ｉ 入札結果をお知らせします（6 月入札）
問管財課契約担当
　内線 2346

※最新の入札結果は市ホームページで公開しています。

■ 10 月１日からの新しい保険証を郵送します　　　　　　　　　　　　　　
　令和４年 10 月１日からの窓口負担割合の見直しに伴い、令和４年度はすべて
の人に保険証を２回交付します。１回目に郵送しました保険証は有効期限が「令
和４年９月 30 日」となっています。２回目に交付する保険証は、９月中旬頃に
郵送し、有効期限が「令和５年７月 31 日」となります。

■医療機関等での窓口負担割合について　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　令和４年 10 月１日から病院などでの窓口負担割合が、現在の「１割」または「３
割」に、新たに「２割」が追加され、「１割」「２割」「３割」の３区分となります。
　現役並み所得者（３割負担）を除き、一定以上所得のある人は、窓口負担割合
が「２割」となります。

■窓口負担割合が「２割」になる人には、負担軽減措置があります
　窓口負担割合が「２割」になる人の急激な自己負担額の増加を抑えるために、
令和４年 10 月１日から令和７年９月 30 日までの３年間は、外来医療の負担増
加額の上限を１か月あたり 3,000 円までとし、上限を超えて支払った金額は高
額療養費として払い戻します。詳細は、保険証に同封される文書をご確認くださ
い。

問市民課国保年金担当　内線 1145 ～ 1148 

後期高齢者医療保険に加入している皆さんへ
（75 歳以上の人と一定の障害のある 65 歳以上の人）保

入札
番号 工事・委託名 場　所 落札者名 契約金額（円）予定価格（円）入札日

11 橋梁長寿命化計画更新業務委託 北　他 ㈱サンポー 17,380,000 21,197,000

R4.6.26

12 下水道春－２処理 67 ～ 70 号実施設計業務委託 正徳寺 ㈱エイト日本技術開発
山梨営業所 7,535,000 7,931,000

13 林道東山中部線舗装測量設計業務委託 牧丘町北原 ㈱峡東測量設計 5,115,000 5,742,000

14 三ヶ所地内用排水路測量設計・用地調査業務委託 三ケ所 ㈱峡東測量設計 7,700,000 8,547,000

15 市道加納岩小学校西通り線（第 3 期）詳細設計他業務委託 下神内川 ㈱峡東測量設計 13,970,000 15,334,000

16 ( 都 ) 加納岩小学校西通り線水路用地測量業務委託 下神内川 ㈱峡東測量設計 3,080,000 3,476,000

17 令和 4 年度山梨市下水道台帳更新データ作成業務委託 下水道事業計
画区域 ㈱パスコ　山梨支店 1,430,000 1,474,000

18 乾徳公園建物撤去移設工事 三富徳和 ㈲中村架設工業 8,800,000 8,888,000

19 乾徳公園駐車場整備工事 三富徳和 ㈱広瀬土木 22,880,000 23,430,000

20 下水道梨 -3-2 処理 200・201 号第 6 工区工事 七日市場 ㈱藤プラント建設 24,530,000 25,267,000

21 下水道梨 -3-4 処理 8 号第 5 工区工事 三ケ所
鴨居寺 ㈲中村架設工業 11,110,000 11,440,000

22 水道施設中央監視システムクラウド化工事 小原西・南
牧丘町杣口 シンク・エンジニアリング㈱ 10,780,000 11,462,000

23 市内一円安全施設設置（その１）工事 牧丘町西保中
他 交通工業㈱ 1,210,000 1,397,000

24 七日市場地内配水管布設替工事 七日市場 ㈱奥井商工 13,002,000 13,024,000

25 三富上釜口地内配水管布設工事 三富上釜口 ㈲岩間商興 3,267,000 3,333,000

　現在お持ちの「重度心身障害者医療費助成受給資格者証」の有効期限は、10
月 31 日です。現受給者には更新手続きの通知を郵送しますので、更新の手続き
を行ってください。　
▶更新手続きに必要なもの
　①更新申請書　②同意書　③重度心身障害者であることを証明するものの写し
　（各種福祉手帳、障害基礎年金証書と支払通知書など）
　④現在加入している健康保険証の写し　⑤限度額適用認定証の写し
※加入している健康保険などにより、更新手続きに必要な書類が異なります。
　詳しくは、市から送付する通知をご確認ください。
※コロナウイルス感染予防のため、通知に同封された封筒で提出をお願いします。
※加入保険証などに変更がある人は、変更届出が必要です。更新申請書、保険証、
　印鑑、お持ちの重度医療受給者証を持参の上、窓口で手続きをお願いします。
▶提出期限：10/6 ㈭
▶変更申請窓口：福祉課障害福祉担当　牧丘・三富支所　住民生活担当
▶新しい受給資格者証：10 月下旬に郵送します。
※現在受給していない人で、この制度に該当すると思われる人は、お気軽にお問
　い合わせください。
▶受給資格：市内に住所があり、次に該当する人
・ 身体障害者手帳１～３級所持者
・ 療育手帳Ａ判定所持者
・ 精神障害者保健福祉手帳１～２級所持者
・ 障害基礎年金１～２級受給者
・ 特別児童扶養手当受給対象児童
※上記の要件を満たしていても、所得制限により非該当になる場合があります。

重度心身障害者医療費
助成制度更新申請のお知らせ福 問福祉課障害福祉担当

　内線 1137 ～ 1139 敬老祝金の支給について福
　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支給
します。

問福祉課社会福祉担当　内線 1132

88 歳の人
（S8.9.16 ～
S9.9.15 生）

新 100歳
（T11.4.1 ～
T12.3.31 生）

市祝
金額 10,000 円 150,000 円

在住
条件 1年以上 10年以上

支給
方法

9月中旬頃、指定
された口座に振
込。口座届が未
提出の人はお早
めにご返送くだ
さい。

9/10 ㈯、ま
たは 18㈰に
慶祝訪問しま
す。（日程は
後日連絡）

※在住条件…山梨市に引き続き住所が
　ある年数

▶こちらは
有料広告です

有料広告募集中
お 店 の PR な ど に
ご活用ください
問政策秘書課
　広聴広報担当　
　内線 2416

　市では 7/28 に水道審
議 会 を 開 催 し ま し た。　
市長から名取会長に「水
道料金の見直しについて
審議会の意見を伺いた
い」と諮問書が手渡され
ました。この日は、水道
の現状と課題や経営の状
況が説明されました。
　同審議会は、10 月末
までに 5 回程開催し、答
申をいただく予定です。 （50 音順、敬称略）

▼水道審議会委員（◎会長、○職務代理）
氏　名 備　考

雨宮　昌子 商工会　女性部長
飯嶋　美紀 男女共同参画推進委員会　副会長
大宮山　磐 都市計画審議会　前会長
奥平　幸男 区長会　副会長

○ 奥平　洋子 消費生活協力員会　会長
◎ 名取　茂久 区長会　会長

芳賀　庸訓 区長会　副会長
萩原　雅子 食生活改善推進員会　前会長
松下　慶麿 元市代表監査委員
米倉　仁 商工会　会長

水道審議会が開催されました
（水道審議会委員の紹介）暮 問水道課庶務担当

　内線 2118・2119

山梨市公式 LINE
友だち登録募集中

毎週水曜日、最新情報を配信中！

山梨市競争入札参加資格
定期審査を実施しますi

　山梨市が行う競争入札における参
加資格の審査については、平成 28 年
度から山梨県市町村総合事務組合に
おいて共同実施しています。
　今回、ご案内する定期審査は、令
和５・６年度分の参加資格について
資格審査するものです。
▶申請期間：10/3 ㈪～ 28 ㈮
▶ 申 請 書 類 提 出 期 間：10/31 ㈪ ～
11/16 ㈬
▶定期審査実施内容：9/1 ㈭に組合
ホームページに申請の手引など詳細
を掲載します。
　申請予定事業者は、申請の手引を
お読みいただき、申請・提出書類の
準備などを行ってください。
▶問い合わせ：〒 400-8587　
　甲府市蓬沢 1-15-35　
　山梨県自治会館 2F　山梨県市町村
総合事務組合業務課　
　☎ 055-268-3446

　結核とは、結核菌によって主に肺に
炎症が起こる病気です。昔の病気と思
われがちですが、現在も毎年全国で約
1 万 6 千人、山梨県でも約 80 人が新
たに結核を発病しており、命を落とす
こともある重大な感染症です。
　結核の症状は、2 週間以上続く痰・
咳・倦怠感・寝汗・微熱・体重が減る・
血痰等があります。このような症状が
あった場合は、早めに医療機関を受診
しましょう。
　しかし、結核は症状が出ない場合
もあります。早期発見には、１年に 1
回胸部レントゲン検査を受けることが
重要です！市の集団健診会場では、胸
部レントゲン検査を 100 円で受診す
ることができます。（年度末 21 歳以
上の人）
　集団健診についての詳細は、広報 5
月号と一緒に配布した健康カレンダー
や、市ホームページをご覧ください。
問健康増進課健康企画担当
　内線 1162・1163・1171

9 月 24 日～ 30 日は
結核予防週間です健
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　「ねんきんネット」はご自身の年金
に関する情報をパソコンやスマートフ
ォンから、確認できるサービスです。
◆将来受け取る年金見込額が知りたい
　様々な条件で、将来受け取る老齢年
金の見込額を試算できます。
◆自分の年金記録を確認したい
　最新の年金記録を確認できます。
◆保険料の支払い漏れや届け出漏れを
　確認したい
　国民年金保険料の未納や免除、学生
納付特例制度または納付猶予制度の適
用期間などについて、今後納付する月
数や金額の確認ができます。
◆「ねんきん定期便」を確認したい
　誕生月に郵送されるハガキ版の「ね
んきん定期便」を電子版（PDF ファ
イル）で確認できます。
◆年金振込通知書などを確認したい
　「年金振込通知書」などの各種通知
書を確認できます。
◆通知書の再交付申請をしたい
　通知書の再交付申請ができます。
◎再交付申請ができる通知書
　社会保険料 ( 国民年金保険料 ) 控除
証明書、公的年金等の源泉徴収票、年
金額改定通知書、年金振込通知書、年
金決定通知書、支給額変更通知書
▶ねんきんネットホームページ
　http://www.nenkin.go.jp/n_net/
問市民課国保年金担当 
　内線 1145 ～ 1148
　牧丘支所・三富支所住民生活担当
※ねんきんネット用ナビダイヤル
　☎ 0570-058-555

「ねんきんネット」を
ご活用ください！年

　国民年金基金は、国民年金に加入し
ている自営業の皆さんと、その家族な
どが、任意に加入して積み立てを行
い、老後に国民年金に上乗せの年金と
して受けられる、公的な年金です。

〈メリット〉
・掛金の全額(上限：年額81.6万円)が
　所得から控除され、所得税・住民税
　ともに軽減
・受け取る年金も「公的年金等控除」
　の対象で、遺族一時金は全額非課税
問全国国民年金基金山梨支部
　☎ 0120-65-4192
　甲府市丸の内 2-14-13 ダイタビル６階

国民年金基金のご案内年

　後期高齢者を対象とした後期高齢者
医療制度への関心を高めるため、日々
の生活をテーマにした作品を募集しま
す。
▶募集内容
　「私の趣味」をテーマにした川柳
▶応募期間：9/1 ㈭～ 10/14 ㈮必着
▶応募資格：山梨県後期高齢者医療制
度の被保険者
▶応募方法：作品（川柳）とペンネー
ム、住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号、職業を記入の上、郵送（は
がき）または電子メールで送付してく
ださい。※１人２点まで
　※展示などで名前を使用することが
ありますので、本名での記載を希望し
ない人は必ずペンネームを書いてくだ
さい。
①郵送の場合
　郵便はがきに、上記の必要事項を記
載し、郵送
   【宛先】〒 400-8587　
　甲府市蓬沢一丁目 15 番 35 号
　山梨県自治会館 2 階　山梨県後期
高齢者医療広域連合　総務課総務担当
②電子メールの場合
　メールの本文に、上記の必要事項を
記載し、送付
　・メールの題名は「川柳応募」とし
　てください。
　【応募先メール】
　kouho@yamanashi-iryoukouiki.jp
▶表彰：広域連合長賞（1 人）、副広
域連合長賞（1 人）、広域連合議長賞（1
人）、広域連合副議長賞（1 人）、入選

（10 人程度）
※受賞作品の決定、発表は令和５年 1
月頃を予定しています。受賞者には直
接通知するほか、山梨県後期高齢者医
療広域連合ホームページで発表しま
す。
問山梨県後期高齢者医療広域連合
総務課総務担当　☎ 055-236-5671

山梨県後期高齢者医療広
域連合「川柳を募集！」募

　犬または猫を飼おうと考えている
人、上手に付き合いたいと考えている
人に向けて教室を開催します。
▶日時：9/24 ㈯
◆猫の飼い方教室 9:30 ～ 11:30
　受付：9:00 ～　（開講式　9:20）
　講師：林　文明（ノア動物病院）　
◆犬のしつけ方教室　13:30 ～ 15:30
　受付：13:00 ～　（開講式 13:20）
　講師：小川　容往（日本ペットドッ
　グトレーナーズ協会会員ドッグトレ
　ーナー）
▶会場：市民会館 4 階 401 会議室
▶参加料：無料
▶定員：各 50 人（先着順・予約制）
▶持ち物：筆記用具
▶申し込み締め切り：9/16 ㈮
▶注意事項：飼い猫および飼い犬の同
伴はできません。
▶申し込み・問い合わせ：環境課生活
環境担当　内線 2253・2254

犬のしつけ方教室
猫の飼い方教室募

　認知症の高齢者や精神的な疾患を抱
えている人たちの生活サポートについ
て学んでみませんか？？
◆受講対象者：市内在住者で、次の全
てに該当する人
　①年齢 20 歳以上で令和 4 年 4 月 1
　日現在 75 歳未満の人
　②原則として、全てのカリキュラム
　を受講できる人
　③民法第 847 条に定める後見人欠
　格事由に該当しない人
　※全 8 回の講座履修者には修了証
　をお渡しします。
◆研修日程・会場
　研修日：10/19 ㈬、27 ㈭、
　11/10 ㈭、21 ㈪、12/8 ㈭、12 ㈪、
　令和 5 年　1/19 ㈭、26 ㈭
▶時間：13：00 ～ 17：00
▶会場：市役所西館 5 階　会議室
▶定員：10 人　受講料：無料
▶申し込み方法：「市民後見人養成フ
ォローアップ講座受講申込書」を介護
保険課窓口に持参または FAX のいず
れかで提出してください。
　受講申込書は、介護保険課窓口にあ
ります。
問介護保険課地域包括支援担当内
　成年後見支援センター　内線 1228

山梨市市民後見人養成
フォローアップ講座講

つつじ幼稚園
入園希望者説明会

日時：9/22 ㈭　14：00 ～
問つつじ幼稚園 

☎ 22-0244

▶窓口受付日時：9/4 ㈰・９/24 ㈯　13:00 ～ 17:00　
▶受付業務：マイナンバーカードの申請、交付、更新、
　　　　　　マイナポイントの申し込み支援など
▶予約方法：平日 8:30 ～ 17:15 に、電話で予約をしてください。
　※交付申請の際は、顔写真を撮影（無料）します。

手続きに必要なもの

マイナンバーカード関係手続き内容

交付
申請

受
取

電子証明
書の更新

暗証番号
再設定

マイナポ
イント

申込支援

本人確認書類（運転免許証など） ○ ○ ○ 〇 －

通知カードまたは個人番号通知書、
住民基本台帳カード △ △ － － －

個人番号カード交付通知書
電子証明書発行通知書兼照会書 － ○ － － －

マイナンバーカード △ △ ○ 〇 〇

※ ○は全ての人、△はお持ちの人のみ必要です。
※「電子証明書の更新」には、ご自身で設定した暗証番号が必要です。忘れた場合は、「暗
　証番号再設定」の手続きが必要となり、マイナンバーカード以外の本人確認書類が必
　要となります。
※マイナポイント申込支援では、お選びいただいたキャッシュレス決済サービスの決済
　ID やパスワードが必要になる場合があります。
※公金受取口座の登録には、本人名義の通帳またはキャッシュカードをご持参ください。

マイナンバーカード関係の手続きが休日にもできます！
※完全予約制　問市民課市民担当　内線 1142 ～ 1144

　期間限定（9 月末まで）で企業・
団体・ご家族・ご友人など、マイ
ナンバーカードの申請を希望する
人が 3 人以上いる場合、市が出
張して申請のお手伝いをします。
　カードは後日、ご自宅へ郵送し
ますので、市役所へ出向くことな
くカードを受け取ることができま
す。顔写真の撮影も無料で行いま
すので、ぜひ「らくらく出張申請
お手伝い」をご利用ください。
▶申請できる対象団体
　マイナンバーカード申請を希望
する人が 3 人以上いるグループ
問市民課市民担当　内線 1143

「らくらく出張申請お手伝い」
をご利用ください！

あなたのお宅に出張します！

9 月 10 日は下水道の日
下水道接続のお願いi

　下水道法では、公共下水道が整備
された地域において、浄化槽を使用
している場合は、遅滞なく公共下水
道に接続することが義務付けられて
います。
　下水道課では下水道が利用できる
地域において、随時職員が訪問し、接
続のお願いを行っています。（訪問す
る職員は、身分証を携帯しています。）
　下水道に接続すると、悪臭や害虫
の発生を抑え、生活環境がよくなり
ます。また、側溝や河川がきれいに
なり、自然環境を守ることにもつな
がります。
　下水道の役割をご理解いただき、
清潔で住みよい街にするため、下水
道への早期接続をお願いします。
問下水道課管理担当 
　内線 2122 ～ 2124

令和４年度下水道排水設備
工事責任技術者認定試験i

　下水道の排水設備工事を施工する
指定工事店には、「下水道排水設備工
事責任技術者」の資格を有する者の
専属が必要です。この試験は、その
責任技術者としての技能を認定する
ものです。
　今年度は、次の日程で実施します。
▶受付期間：9/15 ㈭～ 10/6 ㈭
▶講習会：10/25 ㈫　
　10：00 ～ 16：00
▶試験：11/24 ㈭　
　14：00 ～ 16：15
▶場所：アイメッセ山梨（４階大会
　議室）甲府市大津町 2192-8
※申込用紙は、申し込み先ホームペ
ージからダウンロードしてください。
https://www.yamanashi-swc.or.jp/

▶申し込み・問い合わせ　
　（公財）山梨県下水道公社
　笛吹市石和町東油川字北畑 417
　☎ 055-263-2738

「QR コード付き交付申請書」
で簡単に申請ができます

　
現在、マイナンバーカード未申請の

人に「QR コード付き交付申請書」が
順次送付されています。
　スマホなどで簡単に申請ができるの
で、ぜひご活用ください。

マイナンバーカードを作りませんか？　マイナポイント対象のカード申請期限は９月３０日㈮まで

　農業に伴い発生した廃棄物（廃棄果
実含む）は、法律に基づき産業廃棄物
および事業系ごみに分類されます。
　個人農家が排出しても同様に扱われ
るため、ごみ収集停留所に出すことは
できません。農業系廃棄物の適正な処
分をお願いします。
問環境課生活環境担当　内線 2254

ごみ収集停留所に
農業ごみは出せません暮

　マイナンバーカードをお持ちの人
は、新型コロナワクチン接種証明書を
近くのコンビニの端末で取得可能とな
りました。
　詳しくは、厚生労働省
ホームページで、確認し
てください。
問健康増進課感染症対策担当　
　内線 1165

ワクチン接種証明がコン
ビニで取得できます暮
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　山梨県では「信玄公祭
り」のお手伝いをいただ
くボランティアを募集し
ています。

▶募集業務・人員：会場警備係 100
人※いずれも原則として 18 歳以上
70 歳未満の人
▶日時：10/29 ㈯　
　14：00 ～ 19：30（予定）
▶応募方法：ハガキ、ＦＡＸまたはメ
ールで、住所、氏名、年齢、性別、電話、
　過去の経験の有無を明記の上、下記
まで
▶宛先：〒 400-0031　甲府市丸の内
1-6-1　やまなし観光推進機構内
信玄公祭り実行委員会ボランティア係
メール：a-shimizu@yamakan-sk.jp

▶締め切り：9/22 ㈭必着 
▶申し込み・問い合わせ
　信玄公祭り実行委員会　
　☎ 055-231-2230　　　
　FAX 055-221-3040

第 49 回（令和４年度）
信玄公祭りボランティア
スタッフ募集

募

　10/9 ㈰のファジアーノ岡山戦は「山梨市＆富士吉田市サンクスデー」と
して開催されます。市では、ヴァンフォーレ甲府を応援するために、先着
500 人を無料招待します。J1 昇格を目指し戦うヴァンフォーレ甲府を熱い
声援で後押ししましょう。
▶日時：10/9 ㈰　13:05 キックオフ
▶会場：JIT リサイクルインクスタジアム（小瀬競技場）
▶対象者：市内在住の小学生以上（１人につき２枚まで）
▶申し込み方法：チケットは電子チケットのみ、紙チケットはありません
　チケットの取得については、専用サイトにアクセスして取得を行っていた
だきます。詳細は 9/5 ㈪ 9：00 ～市ホームぺージに掲載します。チケット
の申し込みは 9/25 ㈰ 10：00 受付開始になります。（取得についてはＪリ
ーグ ID の登録が必要となります。ID の登録は事前にできます。）
問生涯学習課スポーツ振興担当　内線 2331

ヴァンフォーレ甲府　山梨市サンクスデーに
先着500人を無料招待します！

花かげホールをひとりじめしませんか？（要申し込み）
　花かげホールの舞台で、あなたの音色を響かせてみませんか？
▶日程：① 9/25 ㈰　② 10/29 ㈯　※詳しくは市民会館 HP から
▶申し込み・問い合わせ　市民会館　☎ 22-9611

講 「毎日を楽しく！学びでもっとポジティブに！」
成人大学講座　いきいき魅力発見楽部受講者募集 !!

▶対象：18 歳以上の人
▶定員：各回 30 人　
▶受講料：無料
▶会場：市民会館 303・401 会議室　
▶日程（講座受講には事前申し込みが必要）

　※初回に開講式、最終回に閉講式を行います。
▶申込方法：電話、FAX、メール（FAX・メールは、題名を「成人大学申し込み」
　とし、名前、年齢、住所、電話番号、参加希望の講座名を明記してください）
▶申込締切：9/13 ㈫
★定員を超えた場合は、①市内在住の人、②全講座に出席できる人を優先とし、
　抽選により決定します。申込締切日以降、案内通知をお送りします。
▶申し込み・問い合わせ：生涯学習課生涯学習担当　内線 2327　FAX � 5357
　メール：shogaigakushu@city.yamanashi.lg.jp 

日時 タイトル・講師・内容

1

10/4
㈫

あなたに合った歩き方レッスン
講師：一般社団法人　正しい足の文化を創る会認定講師　
柳田恵理子さん

13:30
～

15:00

健康のためのウォーキングなのにその歩き方で大丈夫？ウォーキングは
簡単で効果的な健康法。足の理論、自分に合った歩き方と安全に楽しむ
コツを実際に体を動かしながら、靴の選び方、履き方も含めて学びます。

【持ち物：運動靴（靴ひもやマジックテープで足首をしめることができる
靴）、運動ができる服装、飲み水】

2

10/13
㈭

考えてみよう！やさしいＳＤＧｓ入門講座
講師：ＮＰＯ法人　ＳＤＧｓネットワークやまなし代表理事
内田智之さん

13:30
～

15:00

ニュースや新聞でよく見かける「ＳＤＧｓ」という単語。気になっては
いるけれど具体的にはどういった取り組みなのかわからない…。そんな
疑問を解決します。ＳＤＧｓの基本について学んでみませんか。
※「ＳＤＧｓ」とは、2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す
国際目標のことです。

3

10/18
㈫

もっと知ろう野菜のチカラ！
講師：料理研究家、野菜ソムリエ　
守屋若奈さん

13:30
～

15:00

野菜の持つチカラについて学び、もっと美味しく、健康的に食事をしま
せんか？
野菜の栄養素や健康食のレシピを楽しく学び、ご家庭での料理のレパー
トリーを広げましょう！

課
外
講
座

10/26
㈬

体も脳もシャキッと！ストレッチ講座
講師：健康運動指導士、シナプソロジーアドバンス教育トレーナー
小澤智子さん

18:30
～

20:00

ストレッチ方法やシナプソロジーを学びます。また、音楽に合わせて楽
しみながら体を動かしてみませんか。体と脳を活性化させて、体力づく
りに挑戦してみましょう！

（シナプソロジーとは、２つのことを同時に行う、左右で違う動きをする、
など普段慣れない動きをすることで脳の活性化を促す方法です。）

4

11/1
㈫

「鎌倉殿」と甲斐源氏安田義定
講師：文化財担当職員

13:30
～

15:00

今年話題となっている源頼朝や北条義時の時代、本市ゆかりの武将が平
家追討で屈指の功績をあげているのをご存知ですか。甲斐源氏安田義定
の活躍ぶりと、義定に関わる史料や伝承、史跡などを通じて、「鎌倉殿」
成立の様子について考えてみませんか。

令和４年度 自衛官募集募
▶資格：海・高卒 ( 見込み含 )23 歳未満
　　空・高卒 ( 見込み含 )21 歳未満
▶試験：1 次 9/19（月・祝）
　2 次 10/15 ㈯～ 20 ㈭
　3 次 [ 海 ]11/18 ㈮～ 12/14 ㈬
　　　 [ 陸 ]11/12 ㈯～ 12/15 ㈭
▶受付：7/1 ㈮～ 9/8 ㈭

■航空学生

▶資格：18 歳以上 33 歳未満
▶試験：1 次 9/15 ㈭～ 18 ㈰
　　　　2 次 10/8 ㈯～ 23 ㈰
▶受付：7/1 ㈮～ 9/5 ㈪

■一般曹候補生

▶資格：18 歳以上 33 歳未満
▶試験：受付時にお知らせします。
▶受付：年間を通じて行っています。

■自衛官候補生

●推薦
▶資格：高卒 ( 見込み含 )21 歳未満の
　成績優秀かつ生徒会活動などに顕著
　な実績を修め、学校長が推薦できる人
▶試験：9/24 ㈯・25 ㈰
▶受付：9/5 ㈪～ 9 ㈮
●総合選抜
▶資格：高卒 ( 見込み含 )21 歳未満
▶試験：1 次 9/24 ㈯
　　　　2 次 10/29 ㈯・30 ㈰
▶受付：9/5 ㈪～ 9 ㈮
●一般
▶資格：高卒 ( 見込み含 )21 歳未満
▶試験：1 次 11/5 ㈯・6 ㈰
　　　　2 次 12/6 ㈫～ 10 ㈯
▶受付：7/1 ㈮～ 10/26 ㈬

■防衛大学校学生

▶資格：高卒 ( 見込み含 )21 歳未満
▶試験：1 次 10/22 ㈯
　　　　2 次 12/14 ㈬～ 16 ㈮
▶受付：7/1 ㈮～ 10/12 ㈬

■防衛医科大学校医学科学生

▶資格：高卒 ( 見込み含 )21 歳未満
▶試験：1 次 10/15 ㈯
　　　　2 次 11/26 ㈯・27 ㈰
▶受付：7/1 ㈮～ 10/5 ㈬

■防衛医科大学校看護学科学生

　自衛隊山梨地方協力本部
　☎ 055-253-1591

◆申し込み・問い合わせ

遊休農地の全体調査および
利用意向調査を実施しますi

　農業委員会では、毎年遊休農地対
策として全体調査を行っています。 
　調査にあたり農業委員や事務局職
員が農地に立ち入ることもあります
ので、所有者の皆さんのご理解とご
協力をよろしくお願いします。
　全体調査の結果に基づき、遊休農
地の所有者に対し、利用意向調査を
実施します。この利用意向調査に対
し遊休農地を貸付する意志を示さず、
遊休農地を解消しないなどの場合に
は、農地中間管理機構から勧告を行
い、課税が強化される場合がありま
す。
　なお、農地が遊休化すると、病害
虫の発生など周辺の営農や生活環境
に支障が生じますので遊休化しない
ように適正管理をお願いします。ま
た、地域内の遊休農地を再生し活用
したい人は支援策などがありますの
で、ご相談下さい。
問農林課農地担当　内線 2216
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14,845 世帯（+11） 男 16,213 人（-5）女 17,456 人（-15）計 33,669 人（-20）山梨市の人口
（8月１日現在）

世帯数 人　口

▶日時：9/16 ㈮　13:30 ～ 15:00
　※受付 13:00 ～
▶会場：市民会館 303 会議室
▶講演内容
第１部　演題：「高齢者がキャッシュ
　レス社会を生き抜くために」～キャ
　ッシュレス ( デジタル ) 新時代の扉
　を開くため～
講師：本田万壽男さん ( 昭和町在住・
　(一社)消費者市民社会 (ASCON) 所属 
　消費者問題選任講師 )
第２部　演題：「コロナフレイルを乗
　り切る健康長寿の 3 つの秘訣 !」か
　けがいのない大切な命を自分で守る
　心と体づくり
講師：渡辺光美さん ( 甲府市在住・健
　康安全教育アドバイザー )
▶参加料：無料・申し込み不要
問市文化協会山梨地区副会長　鮫田
　☎ 090-6187-2534

市文化協会
山梨地区「講演会」催 催 ４年ぶりに開催！

やまなしし生涯学習フェスティバル発表者募集

　おうち時間で学んだ成果を、生涯学習フェス
ティバルで発表してみませんか？

▶開催日：令和 5 年 2 月 25 日㈯、26 日㈰
▶会場：市民会館
▶募集内容

部　門 内　容 備　考

作品展示
写真、イラスト、模型などの作品展示
※展示区画は、最少約 4.2m × 3m、最大
約 7.4m × 3m です。

当日の作品説明や実演なども
ご検討ください。

ブース運営

会場内の会議室スペースなどで体験教室な
どを実施

【過去の実施例】
趣味の教室（手芸・切り紙など）、昔遊び
体験、和楽器体験など

※道具の使いまわしをしな
い、感染症対策をとれるもの
を募集します。
※応募する際に感染症対策を
具体的に記載してください。

（A4 版１枚程度・様式問わず）

ステージ
発表

市民会館ホールのステージにて、合唱・楽
器演奏・ダンスなどの発表

※コロナ感染症拡大状況によ
っては、ステージでの発表で
はなく、ＣＡＴＶ収録による
発表になる場合があります。

▶応募要件
　・市内在住、在学、在勤の個人・団体
　・入場料は無料　※体験料を集める場合は材料費のみにしてください。
▶募集期間：8/24 ㈬～ 9/12 ㈪
▶応募方法
　※所定の応募用紙に必要事項を明記し、郵送、FAX、メール、または生涯学習
　課に直接お持ちください。応募用紙は、市役所東館入口・生涯学習課窓口・各
　支所・各地区公民館・街の駅やまなし・夢わーく山梨などで配布します。
　市ホームページからもダウンロードできます。
　※開催趣旨に基づき選考し、選考結果は 10 月中旬頃通知します。
　※詳細は市ホームページに掲載します。
▶申し込み・問い合わせ：生涯学習課生涯学習担当　内線 2326
　メール shogaigakushu@city.yamanashi.lg.jp

募 山梨市民会館 45 周年！　
思い出の写真＆エピソードを募集します

　今年 9/30 ㈮で竣工 45 周年を迎える市民会館では、市民の
皆さんの思い出の写真やエピソードを募集します。集まった写
真やエピソードは、市民会館に展示します。
▶募集写真
　開館昭和 52 年～令和４年の期間に、山梨市民会館で撮影したもの
　※結婚式や発表会、成人式、グループ活動、遠景に市民会館が写ったものなど
▶応募期間：9/3 ㈯～ 19（月・祝）まで
▶応募方法：
　市民会館にご連絡の上、プリントした写真かデジタルデータを窓口に持参
　※一人１枚まで、写真はモノクロ・カラー不問
　※お持ちいただいた写真はその場でデータを取り込み返却します。
　※記録メディアは、CD-R をご利用ください。USB メモリは受付できません。
▶展示期間：9/30 ㈮～ 10 月末（予定）
　その他応募の規定などは、市民会館ホームページもしくは窓口までお問い合わ
せください。
▶問い合わせ・申し込み：市民会館　☎ 22-9611

第 17 回山梨市総合体育祭り
（中止になりました）

　9/4 ㈰に開催を予定していました
「第 17 回山梨市総合体育祭り」は、
新型コロナウイルスの急激な感染拡
大により中止となりました。
問生涯学習課　内線 2331

♥善意をありがとう♥
このコーナーでは、市にご寄付いただいた
皆さんの中から、広報紙への掲載を承諾い
ただいた人・団体のみを紹介しています。

【寄付一般】
▼市政全般資金として
　故　中村　幸雄　様　（東）
のご遺志として
　名取　富子　様 10,000,000 円
▼社会福祉資金として
　故　吉本　雪子　様　（三ケ所）
のご遺志として
　吉本　義行　様……100,000 円
▼コロナウイルス対策用品として
　㈱ノルコーポレーション
　代表取締役社長　吉住　健治　様
　バイバイウイルス除菌消臭ミスト
　10,000 本

以前の発表のようす

市民総合体育館
牧丘 B&G 海洋センター　
アクティブシェイプ教室

募

根津記念館イベント情報催
 ■早田貫一水彩画展

　根津記念館特別企画展「シベリア抑
留を描く - 早田貫一水彩画展 - 」が好
評開催中です。
　ロシア軍によるウクライナ侵攻が続
く中、かつて第二次世界大戦敗戦後の
日本兵が体験した悲惨な歴史を描いた
絵画を展示しています。平和の尊さに
ついて改めて考えませんか。
▶期間：9/11 ㈰まで開催中
▶場所：展示棟「八蔵」内企画展示室
▶協力：平和祈念展示資料館
 

 ■敬老の日　65 歳以上入館無料

▶日時：9/19（月・祝）
▶対象者：65 歳以上の人
　 令 和 4 年 度 中（4/1 ～ 3/31） に
65 歳になる人も対象
※年齢確認のため、身分証（免許証、
保険証など）の提示をお願いします。
問根津記念館　☎ 21-8250

　令和４年 10 月１日現在で、国民
の就業・不就業の実態を明らかに
することを目的に『就業構造基本
調査』を実施します。
　調査の対象は、無作為に選ばれ
た世帯の 15 歳以上の世帯員です。
　調査をお願いする世帯には、９
月下旬から調査員がお伺いします
ので、ご協力をお願いします。
問商工労政課商工労政担当 
　内線 2362

市議会 9 月定例会
会期日程（予定）i

　9 月定例会は、次の日程で開催する
予定です。（都合により変更となる場
合があります）
▶開催日
　8/29 ㈪　本会議（開会）
　9/13 ㈫　本会議（代表質問）
　9/14 ㈬　本会議（一般質問）
　9/15 ㈭　常任委員会
　9/16 ㈮　常任委員会
　9/20 ㈫　決算特別委員会
　9/21 ㈬　決算特別委員会
　9/22 ㈭　決算特別委員会
　9/30 ㈮　本会議（閉会）
▶開催時間
　各日程とも 10:00 開会
　（決算特別委員会は 9:00 から）
問議会事務局議事担当
　内線 1212・1213

泳ぐって楽しい！初心者
子ども水泳教室開催募

　市教育委員会では、毎年好評の初
心者水泳教室を開催します。
　抵抗力や免疫力を高めてくれる水
泳は、成長期の子どもにぴったり！
楽しく泳いで、水泳の技術を身に付
けましょう。
▶参加資格：市内在住・在学の年長
児から小学 3 年生まで
▶開催内容

【A クラス】
　参加目安：潜ることができる
　開催日：10/18・25
　　11/1・8・15・22 ㈫ 

【B クラス】
　参加目安：潜ることができない
　開催日 10/13・20・27
　　11/3・10・17 ㈭ 

【C クラス】
　参加目安：潜ることができない
　開催日 10/14・21
　　11/11・18・25・12/2 ㈮
▶募集人数：各クラス先着 10 人
▶会場：山梨市屋内温水プール
※施設の状況などにより会場が変更 
　になる場合があります。
▶時間：18:10 ～ 19:30
▶参加費：500 円（保険料含む）
▶申込期間：9/8 ㈭～ 10/3 ㈪まで
▶申込方法：電話・FAX・窓口で受け
付けます。電話の場合は必要事項を
お知らせください。FAX・窓口の場合
は、申込用紙に記入して提出してく
ださい。用紙は窓口で配布するほか、
市ホームページからダウンロードで
きます。
▶持ち物：水着、スイミングキャップ、
　バスタオル、マスク、マスク入れ
▶その他：実施にあたり、感染症予
　防対策を行います。
▶申し込み・問い合わせ：生涯学習
課スポーツ振興担当　内線 2331　
　FAX:0553-23-5357

　「脂肪燃焼アップ！アクティブシェ
イプ教室」を行います。踏み台を昇り
降りして足腰を中心に鍛えます。　
　夏の疲れた体を整え、脂肪燃焼し、
体の調子を良くしていきます。
▶内容：脂肪燃焼アップ
　・有酸素運動で効果的に脂肪燃焼
　アップ
　・筋力トレーニングで、カラダを
　引き締める
　・無理なくシェイプアップ
▶日程：9/13 ㈫～　参加者随時募集
　　※基本毎週火曜日
▶時間：市民総合体育館 
　20：15 ～ 21：00
牧丘 B&G 海洋センター 
　20：00 ～ 20：45
▶受講料：１回 無料体験
※詳細はフィッツのホームページから
▶申し込み・問い合わせ
　市民総合体育館　　　☎㉒ 5600
　牧丘 B&G 海洋センター ☎� 4411

フィッツ HP


