
日 曜日

1 金 10:00 ～ 15:00

2 土 ～

3 日 ～

4 月 20:00 ～ 21:00

5 火 ～

6 水 ～

10:00 ～ 11:30

13:30 ～ 15:30

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

9 土 18:30 ～ 21:00

13:00 ～ 15:00

15:00 ～

11 月 20:00 ～ 21:00

12 火 ～

13 水 13:00 ～ 16:00

14 木 10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:50

12:50 ～

19:30 ～

～

16 土 18:00 ～ 21:00

9:00 ～ 12:10

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 14:00

20:00 ～ 21:00

19 火 ～

9:30 ～ 16:00

13:30 ～ 14:30

21 木 10:00 ～ 11:30

22 金 13:00 ～ 15:00

23 土 ～

24 日 ～

25 月 20:00 ～ 21:00

26 火 ～

13:30 ～ 14:30

28 木 10:00 ～ 11:30

29 金 ～

30 土  9:00 ～ 16:00

種別

地区

※収集日の朝８時までに必ず名前を記入して出してください。

※可燃物については、平成１９年度ごみ収集日程表をご覧ください。

 古関・久那土・下部地区のうち長塩・北川・市之瀬

 長塩・北川・市之瀬を除く下部地区

 下山地区全域・門内地区全域・塩沢・波木井・清子を除く豊岡地区

 梅平・大野・清子・和田・大島・角打・帯金・丸滝・塩之沢・八木沢・椿草里

 下部地区Ａ

 下部地区Ｂ

 身延地区Ａ

 身延地区Ｂ

身延地区Ａ 14日 21日
7日

身延地区Ｂ 15日 22日

6日

13日
26日 19日

中富地区 7日 1日 21日

20日 25日
12日 5日

下部地区Ａ 1日 7日
28日

下部地区Ｂ 4日 8日

金物類 ビン類 古紙類
ペット
ボトル

セトモノ
・ガラス類

プラスチック
製容器

ミックス
紙

第二回　灯　和　彩（ＡＫＡＲＩ　ＷＡ
ＩＲＯＤＯＲＩ）展　体験作品募集開始

なかとみ和紙の里
小学生灯り漉き体験：通常2,000円を1,000円に。
体験期間：7月30日（月）まで。詳細は裏面に。

なかとみ和紙の里　℡0556-20-4556

対象児：平成11年12月29日～平成19年3月28日生ま
れで、2回終了していない子（申し込みをした子のみ対象）

福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）

子育て教室 「すくすくクラブ」 下部保健センター
対象：就園前の乳幼児
内容：みんなで七夕飾り

福祉保健課　℡0556-20-4611

27 水 ポリオ予防接種 身延保健センター

いきいきエアロ教室 勤労青年センター体育館
教育委員会・国民健康保険共同による軽運動教室を
昨年に引き続き開催します。

国保老健担当　℡0556-42-4804

心配ごと相談日
下部保健センター・中富すこやか
センター・身延保健センター

どなたでも、どんな内容でも、どの会場でも相談をお受
けします。

社会福祉協議会　℡0556-20-3023

子育て教室 「すくすくクラブ」 身延保健センター
対象：就園前の乳幼児
内容：開放日（自由遊び）

福祉保健課　℡0556-20-4611

竜王社会保険事務所職員による年金相談会です。 町民担当　℡0556-42-4804

幼児歯科検診 身延保健センター 対象児：１歳３か月児～就学前 福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）

20 水
年金相談会 南部町森林組合

対象児：平成18年5月、8月、11月、平成19年2月生ま
れ

福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）

いきいきエアロ教室 勤労青年センター体育館
教育委員会・国民健康保険共同による軽運動教室を
昨年に引き続き開催します。

国保老健担当　℡0556-42-4804

18 月

乳児健診
　（４､７､１０､１３か月児）

中富すこやかセンター

日蓮大聖人が身延山に入られたことを記念して行われ
る年中行事。

身延山久遠寺　℡0556-62-1011

結婚相談日 身延地区公民館 身延分館
当日開催時間のみ受付
　℡0556-62-1395

17 日
身延山開闢会御入山行列

総門～御草庵
（雨天時身延山大学講堂～本堂）

身延山開闢会前夜祭 町営仲町駐車場 歌謡ショーや花火、出店等 観光課　℡0556-62-1116

限定100席　前売1,000円　当日1,500円 総合文化会館担当　℡0556-62-2110

身延山開闢会（～17日）

対象：就園前の乳幼児 社会福祉協議会　℡0556-20-3023

３歳児健診 ・ ５歳児健診 中富すこやかセンター
３歳児対象：平成15年12月～平成16年2月生まれ
５歳児対象：平成14年6月～7月生まれ
問診票・受付時間等は対象児に個人通知します。

福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）15 金

おもちゃ図書館 中富総合会館　１階和室Ａ

第１回　みのぶカプリスコンサート 総合文化会館　ホワイエ

子育て教室 「すくすくクラブ」 下部保健センター
対象：就園前の乳幼児
内容：開放日（自由遊び）

福祉保健課　℡0556-20-4611

行政相談日
久那土出張所
中富総合会館
身延保健センタ－

下部地区
中富地区
身延地区

℡0556-37-0002
℡0556-42-2337
℡0556-62-1111

いきいきエアロ教室 勤労青年センター体育館
教育委員会・国民健康保険共同による軽運動教室を
昨年に引き続き開催します。

国保老健担当　℡0556-42-4804

ひとり親家庭の方の相談を母子相談員がお受けしま
す。

子育て支援課　℡0556-20-4611

ミラノの休日～オペラ・散歩道～ 総合文化会館　ホール 全席自由　前売3,000円　当日3,500円 総合文化会館担当　℡0556-62-2110

10 日
ひとり親家庭相談日

下部保健センター
中富すこやかセンター
身延地区公民館 大河内分館

一色ホタルまつり 一色公民館 ホタルカゴ作りや歌謡ショー、出店等 観光課　℡0556-62-1116

対象：就園前の乳幼児 社会福祉協議会　℡0556-20-3023

心配ごと相談日
下部保健センター・中富すこやか
センター・身延保健センター

どなたでも、どんな内容でも、どの会場でも相談をお受
けします。

社会福祉協議会　℡0556-20-3023
8 金

おもちゃ図書館 中富総合会館　１階和室Ａ

対象：就園前の乳幼児
内容：開放日（自由遊び）

福祉保健課　℡0556-20-4611

児童相談日 身延地区公民館 大河内分館
県中央児童相談所からの巡回相談により、お子さんの
悩みごとなどの相談に応じます。

子育て支援課　℡0556-20-4611
7 木

子育て教室 「すくすくクラブ」 中富すこやかセンター

いきいきエアロ教室 勤労青年センター体育館
教育委員会・国民健康保険共同による軽運動教室を
昨年に引き続き開催します。

国保老健担当　℡0556-42-4804

連絡先

特設人権相談日
身延町開発センター
中富総合会館
身延保健センター

下部地区
中富地区
身延地区

℡0556-36-0011
℡0556-42-2337
℡0556-62-1111

行　　　　　事 時　　間 会　　場 該当者・該当地区・内容　等

　「第二回 灯和彩（あかり わ いろどり）展」（和紙の里）
　「下田原処理区 下水道供用開始」　　（環境下水道課）
　「第１回 みのぶカプリスコンサート」（総合文化会館）
                                  ◎詳しくは裏面をご覧ください。

■町県民税　　　 １期 (7月２日)　■学校給食費　　 ６月 (7月２日)
■国民健康保険税 １期 (7月２日)　■町営住宅使用料 ６月　  〃
■介護保険料　　 ２期 (7月２日)　■簡易水道使用料 ６月 (6月26日)
■保育料　　　　 ６月 (6月26日)　■下水道使用料　 ６月　　〃

　６月１日を基準日に、卸売業、小売業を営むすべての事業所を対象に
　「商業統計調査」が行われます。
　５月下旬ごろから調査員がお伺いしますので、ご協力をお願いします。



【出演】
　　オマタ　タツロウ（笛）
　　小俣　淳子（チェンバロ）

　　ＡＩＫＡ（ギター）

【曲目】
　　「グリーンスリーブル」
　　「コンドルはとんでいく」
　　「Ｇ線上のアリア」
　　「アメージング グレイス」
　　その他

☆オマタ タツロウ
　　　（富士吉田市生まれ）
　自然界にあるものを使って楽器（主に
笛）を作り、曲作りして、演奏している。
　リコーダーやオカリナ、リュートもオリジナ
ル曲で演奏し、他の分野のアーティスト
（詩人・俳優・写真家etc）とも共演。樹
海やアラスカ州での「オーロラコンサー
ト」などコンサートのスタイルも様々に展
開している。
　１３年度、全国植樹祭で天皇・皇后
両陛下の前でメイン奏者を務め、高い
評価を得る。

平成１９年６月１５日（金）

　　　　　　　　ＰＭ７：３０開演
会　　場　　身延町総合文化会館　ホワイエ

チケット　　前売1,000円　　当日1,500円
主催・チケット取扱い場所：
　　　　　　身延町総合文化会館
　　　　　　　　　　　　　（電話　0556-62-2110）

※カプリスとは仏語で気まぐれにの意
　今後、不定期にコンサートを実施予定
　愛称＝カプコン

下田原地区下水道供用開始（中富処理区）
　身延町下水道事業の中富処理区は、平成１４年７月１日から一部供用
が開始され、処理区域内の数多くの家庭で排水設備工事が進められてい
ます。この度、供用開始区域の拡大に伴い平成１９年６月１日から下田
原地区が新たに処理区域となりました。供用開始された地区の皆さんに
は、下水道への１日も早い接続をお願いします。なお接続にあたりまし
ては、身延町で指定した工事店（身延町下水道排水設備指定工事店）で
なければ施工することが出来ませんのでご留意ください。

下水道への早期接続のお願い（中富処理区）
　下水道が供用開始された区域の皆さんは、台所・浴室・トイレなど家
庭からの汚水を公共汚水ますへ排水するよう、排水設備を３年以内に設
置していただかなければなりません。また、汲み取り便所は同じく３年
以内に水洗便所に改造することが下水道法で義務付けられています。す
でに供用開始された地区の皆さんは、１日も早く下水道への接続をお願
いします。また、手打沢地区の平成１７年６月１日に供用開始された区
域の皆さんは、平成２０年５月３１日で供用開始から３年が経過します
ので、平成２０年６月２日までに接続され検査を終了しませんと、排水

設備助成金の交付を受けられなくなりますのでご留意ください。
　問い合わせは、環境下水道課 下水道業務担当までお願いします。
　　　　　　　　　　　　（電話0556-42-4814　FAX0556-42-4815）

供用開始
区域

身延町
　中富処理区

○体験期間　６月３０日（土）～７月３０日（月）
○対 象 者　小学生
○募集人員　先着３００名
○体 験 料　通常2,000円→1,000円（展示参加特別価格）
○申し込み　なかとみ和紙の里に期間中直接申し込み
※展示期間　８月４日（土）午後７時～９時
　 〃 場所　なかとみ和紙の里　中庭通路
　そ の 他　８月４日（土）午後７時半頃に上位１０名
　　　　　　を表彰します。
◎８月４日（土）午後９時から８月１２日（日）の返却期間に作品を取りに来

　られる方、または返送料自己負担可能な方を対象とさせていただきます。

問い合わせ先
　　なかとみ和紙の里
　　電話0556-20-4556
　　（火曜日定休）

６月は「土砂災害防止月間」、６月１日～７日は、「がけ崩れ防災週間」です。運動テーマ ： みんなで防ごう土砂災害


