
日 曜日

1 日 8:00 ～ 11:30

2 月 20:00 ～ 21:00

3 火 ～

4 水 ～

5 木 10:00 ～ 11:30

～

8:30 ～ 20:00

7 土 ～

8 日 ～

13:00 ～ 14:00

20:00 ～ 21:00

10 火 ～

8:30 ～ 17:30

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 16:00

12 木 10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

14 土 ～

15 日 13:00 ～ 16:00

16 月 20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 12:30

13:30 ～ 14:30

18 水 ～

19 木 10:00 ～ 11:30

20 金 10:00 ～ 11:50

21 土 ～

22 日 7:00 ～ 20:00

23 月 20:00 ～ 21:00

24 火 ～

9:30 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

26 木 10:00 ～ 11:30

8:30 ～ 10:30

13:00 ～ 15:00

8:30 ～ 10:30

9:00
13:00

～
～

12:00
16:00

8:30 ～ 10:30

13:00 ～

8:30 ～ 10:30

20:00 ～ 21:00

31 火 8:30 ～ 10:30

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

申込者（予約者） 福祉保健課　℡0556-20-4611

 下部地区Ａ

 下部地区Ｂ

19日
5日

20日

4日

 身延地区Ａ

 身延地区Ｂ

身延地区Ａ 12日

身延地区Ｂ 13日

24日 17日

2日

30日

中富地区 13日 6日 19日

11日

18日 －
10日 3日

下部地区Ａ 4日 9日
26日

下部地区Ｂ 5日 11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

生活習慣病予防健診 なかとみ和紙の里 申込者（予約者） 福祉保健課　℡0556-20-4611

生活習慣病予防健診 中富すこやかセンター 申込者（予約者） 福祉保健課　℡0556-20-4611

申込者（予約者） 福祉保健課　℡0556-20-4611

生活習慣病予防健診 中富すこやかセンター 申込者（予約者） 福祉保健課　℡0556-20-4611

生活習慣病予防健診 中富すこやかセンター

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

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

生活習慣病予防健診 中富すこやかセンター

子育て教室「すくすくクラブ」 身延保健センター

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

和紙の日特別企画！！
「親子和紙灯気球体験２００７」

なかとみ和紙の里

教育委員会・国民健康保険共同による軽運動教室を去年
に引き続き開催します。

国保老健担当　℡0556-42-4804勤労青年センター体育館

『参議院議員通常選挙』投票日 町内２１投票所
昭和６２年７月２３日以前に出生した人で、平成１９年４月４
日以前に町の住民基本台帳に登録され、引き続き住所を
有している人

町選挙管理委員会　℡0556-42-4800

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

対象：就園前の乳幼児 社会福祉協議会　℡0556-20-3023

国保老健担当　℡0556-42-4804

参加を希望される方は、身延山観光協会までお申込みくだ
さい。

身延山観光協会　℡0556-62-0502身延山五重塔心柱奉曳式 町営仲町駐車場～三門

（海の日）
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去年
に引き続き開催します。

対象：就園前の乳幼児 社会福祉協議会　℡0556-20-3023

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

当日開催時間のみ受付
　℡0556-62-1395

下部地区
中富地区
身延地区

℡0556-38-0101
℡0556-42-2337
℡0556-62-1111

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
古関出張所
中富総合会館
身延保健センタ－

町村職員統一試験受付開始（８月１
日まで／土・日・祝日は除く。）

対象児：平成18年6月、9月、12月、平成19年3月生まれ 福祉保健課　℡0556-20-4611

公演が中止となりました。払い戻しについては、総合文化
会館までお問い合わせください。

総合文化会館担当　℡0556-62-2110

左記のいずれの会場でも投票することができます。（土・日
も投票できます。）

町選挙管理委員会　℡0556-42-4800

子育て教室「すくすくクラブ」 中富すこやかセンター
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　　　　　事 時　　間 会　　場 該当者・該当地区・内容　等 連絡先

粗大ごみの収集について 町内１０ヶ所

金

町内全域 環境下水道課　℡0556-42-4814

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去年
に引き続き開催します。

国保老健担当　℡0556-42-4804

6

乳児健診
　（４､７､１０､１３か月児）

中富すこやかセンター
（受付時間）

月9

『参議院議員通常選挙』
期日前投票（～21日まで）

中富総合会館、下部支所及び身延
支所

《公演中止》
羽田健太郎・中島啓江「音楽の旅」

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去年
に引き続き開催します。

国保老健担当　℡0556-42-4804

対象：妊婦、産婦
内容：「鉄分、カルシウム足りてますか？～妊娠中や出産
後に必要な栄養の話」

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延町役場（本庁舎） 総務課：庶務担当　℡0556-42-4800

水11

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

金13

母親学級「マザースクール」 中富すこやかセンター

おもちゃ図書館 中富総合会館　１階和室Ａ

結婚相談日

火17
幼児歯科検診 身延保健センター 対象児：1歳３か月～就学前 福祉保健課　℡0556-20-4611

（受付時間）

身延地区公民館 身延分館

年金相談会 南部町森林組合

子育て教室「すくすくクラブ」 身延保健センター

おもちゃ図書館 中富総合会館　１階和室Ａ

いきいきエアロ教室

小学生対象の親子による灯気球作り。（体験料500円）
午前、午後とも各先着5名　点灯飛行は、8/4（土）19：30～

なかとみ和紙の里（火曜日定休）
　℡0556-20-4556

水25

土28

金27

対象：就園前の乳幼児
内容：絵本ってこんなに楽しいよ♪

福祉保健課　℡0556-20-4611

ふるさと民謡まつり 総合文化会館　ホール 全席指定　前売　会員2,000円　一般2,500円　当日3,000円 総合文化会館担当　℡0556-62-2110

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去年
に引き続き開催します。

国保老健担当　℡0556-42-4804

日29

月30

７月１日より、山交タウンコーチ（株）にて運行している路線バス「身延循環
線（身延山始発着～下山～波高島～身延駅を循環する路線）」が、新早川
橋（飯富地内）まで路線を延長します。
●詳しくは、山交タウンコーチ（株）身延営業所まで、℡0556-62-0064

■固定資産税　　 ２期(７月31日)　■学校給食費　　 ７月(７月31日)
■国民健康保険税 ２期(７月31日)　■町営住宅使用料 ７月　  〃
■介護保険料　　 ３期(７月31日)　■簡易水道使用料 ７月(７月26日)
■保育料　　　　 ７月(７月26日)　■下水道使用料　 ７月　  〃

「身延山五重塔心柱奉曳式」 （観光課・身延山観光協会）
                                  ◎詳しくは裏面をご覧ください。




