
日 曜日

8:30 ～ 17:30

21:00 ～ 22:00

10:00 ～ 11:30

14:00 ～ 15:00

3 金 ～

9:00 ～ 21:00

10:00 ～ 16:00

18:30 ～

5 日 9:00 ～ 15:00

6 月 20:00 ～ 21:00

7 火 ～

8 水 13:00 ～ 16:00

9 木 10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

一部 10:30 ～

二部 14:00 ～

三部 18:00 ～

12 日 ～

13 月 ～

14 火 ～

15 水 ～

16 木 18:00 ～

17 金 10:00 ～ 11:50

18 土 8:30 ～ 10:30

8:30 ～ 10:30

13:00 ～ 16:00

～

8:30 ～ 10:30

20:00 ～ 21:00

21 火 8:30 ～ 10:30

22 水 8:30 ～ 10:30

10:00 ～ 11:30

8:30 ～ 10:30

8:30 ～ 10:30

13:00 ～ 15:00

8:30 ～ 10:30

18:00 ～

26 日 8:30 ～ 10:30

13:00 ～ 14:00

20:00 ～ 21:00

28 火 ～

29 水
9:30

13:00
～
～

12:00
16:00

30 木
10:00
13:00

～
～

12:00
15:00

31 金 ～

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

土25
身延ふれあいコンサート（自衛隊） 総合文化会館ホール 全席自由　入場無料（入場整理券が必要） 総合文化会館担当　℡0556-62-2110

文化勲章を受章されたかな書壇の最高峰杉岡先生をはじ
め、臨池会の先生方の作品を一堂に展覧。その最終日です。

なかとみ現代工芸美術館
　℡0556-20-４555

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

申込者(予約者) 福祉保健課　℡0556-20-4611

日19

土11 総合文化会館担当　℡0556-62-2110

社会福祉協議会　℡0556-20-3023

福祉保健課　℡0556-20-4611

4 土

映画「ハッピーフィート」 総合文化会館ホール

和紙の日２００７
INなかとみ和紙の里

なかとみ和紙の里

「地上デジタル放送」
　　周知広報イベント

道の駅・富士川ふるさと工芸館
　　　　　　（富士川クラフトパーク）

なかとみ和紙の里で、和紙の日（8/4）にちなんだイベントを行
います。ご家族そろって、お楽しみください。

なかとみ和紙の里　℡0556-20-4556

おしゃれ工房夏スペシャル『甲州・伝
統の手工芸を訪ねて』（再放送）

NHK教育テレビの番組の中で「西嶋和紙」と「なかとみ和紙の
里」の施設内が紹介されます。（１日の再放送です。）

なかとみ和紙の里　℡0556-20-4556

おしゃれ工房夏スペシャル『甲州・伝
統の手工芸を訪ねて』

NHK教育テレビの番組の中で「西嶋和紙」と「なかとみ和紙の
里」の施設内が紹介されます。(内容：予定）

なかとみ和紙の里　℡0556-20-4556

木2

水1

金10

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24

木23

生活習慣病予防健診 身延町総合文化会館

月27

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

乳児健診
中富すこやかセンター

身延町総合文化会館

生活習慣病予防健診 下山小学校体育館

対象児：平成18年7月、10月、平成19年1月、4月生まれ 福祉保健課　℡0556-20-4611
　（４、７、10、13ヶ月児） （受付時間）

月20

生活習慣病予防健診 申込者(予約者)

結婚相談日 身延地区公民館 身延分館

いきいきエアロ教室 勤労青年センター体育館

“かな書壇の最高峰”　杉岡華邨と
臨池会選抜展　最終日

なかとみ現代工芸美術館

申込者(予約者) 福祉保健課　℡0556-20-4611

当日開催時間のみ受付
　℡0556-62-1395

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

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

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（自由遊びの日）

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おもちゃ図書館

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。

中富総合会館　１階和室Ａ

いきいきエアロ教室

連絡先

町村職員統一試験「受付締切」 身延町役場（本庁舎） 総務課：庶務担当　℡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（自由遊びの日）

福祉保健課　℡0556-20-4611

行　　　　　事 時　　間 会　　場 該当者・該当地区・内容　等

地上デジタル放送に関するご相談（受信の仕方など）にお答
えします。皆さんお気軽においでください。

ＮＨＫ甲府放送局　℡055-222-1315

第24回　下部温泉やまめ祭り 下部温泉郷　リバーサイドパーク やまめ釣り大会・やまめつかみ取り大会等 下部観光協会　℡0556-20-3001

全席自由　大人 800円　小学生以下 300円 総合文化会館担当　℡0556-62-2110

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

国の行政機関等の業務に関する意見や要望をお聞きしま
す。

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

行政相談日
身延町開発センター
中富総合会館
身延保健センタ－

（下部地区）
（中富地区）
（身延地区）

日光江戸村忍者ショー 総合文化会館ホール
全席自由　会員1,500円　一般2,000円
　　　　　　　中学生1,000円　小学生以下 500円

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おもちゃ図書館 中富総合会館　１階和室Ａ

下山愛宕祭典花火大会 下山新町
火薬が貴重だった戦時中でも、県内において唯一許可された
長い継続の歴史を有する祭典です。花火大会は20：30～

申込者(予約者) 福祉保健課　℡0556-20-4611生活習慣病予防健診 身延町総合文化会館

身延町総合文化会館生活習慣病予防健診

対象：就園前の乳幼児
内容：水遊び

福祉保健課　℡0556-20-4611中富すこやかセンター子育て教室「すくすくクラブ」

生活習慣病予防健診 身延町総合文化会館 申込者(予約者) 福祉保健課　℡0556-20-4611

生活習慣病予防健診 身延町総合文化会館

申込者(予約者) 福祉保健課　℡0556-20-4611

生活習慣病予防健診 豊岡公民館 申込者(予約者) 福祉保健課　℡0556-20-4611

年金相談会 南部町森林組合

生活習慣病予防健診 中富すこやかセンター

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いきいきエアロ教室 勤労青年センター体育館

献血 中富総合会館
対象者：16歳～64歳までの健康な方
内容：２００ｍｌ、４００ｍｌ、成分献血

福祉保健課　℡0556-20-4611

金物類 ビン類 古紙類
ペット
ボトル

プラスチック
製容器

ミックス
紙

下部地区Ａ 3日 9日
23日

下部地区Ｂ 6日 10日
15日

7日14日

中富地区 8日 3日 16日

28日 21日

 身延地区Ａ

 身延地区Ｂ

身延地区Ａ 20日

身延地区Ｂ 22日

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

 下部地区Ａ

 下部地区Ｂ

23日
2日

24日

1日

8日

みのぶ荘・ケアハウスみのぶにおいて、盆踊り大会が開催されます。
当日は、日蓮宗山梨県第一部社会教化事業協会によるバザーも同時開
催されますので、地域の皆様、ぜひご来場ください。
●問い合わせ先　みのぶ荘　℡0556-62-3131

■町県民税　　　 ２期(８月31日)　■学校給食費　　 ８月(８月31日)
■国民健康保険税 ３期　  〃　　　■町営住宅使用料 ８月　  〃
■介護保険料　　 ４期　  〃　　　■簡易水道使用料 ８月(８月27日)
■保育料　　　　 ８月(８月27日)　■下水道使用料　 ８月　  〃

「峡南広域行政組合職員募集」
「大島農林産物直売所」ほんわかメニュー
「県立農業大学校学生募集」　　　　　　　ほか
                                  ◎詳しくは裏面をご覧ください。



８月は「道路ふれあい月間」です。道路愛護活動にご協力ください。【８月１日～８月３１日まで】

　峡南広域行政組合では、次により職員を募集します。

○職　　　　種　　消防職

○採用予定人員　　若干名

○受 験 資 格

　　・昭和５８年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた者。

　　　【消防職Ａ】大学を卒業した者（短期大学を除く）、又は平成２０年３月までに卒業見込みの者。

　　　【消防職Ｂ】上記以外の者で高等学校を卒業した者、又は卒業見込みの者。

　　・峡南広域行政組合管内に居住している者、又は居住し得る者。

　　・普通自動車運転免許所有者、及び免許取得見込みの者。

　　※他に受験資格要件がありますので、詳細については峡南広域行政組合事務局までお問い合わせください。

○試験の日時及び場所

　　【第一次試験】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【第二次試験】

　　　　日時：８月２６日（日）午前８時３０分受付　　　　　　　日時：１０月上旬予定

　　　　場所：山梨大学

○受 付 期 間　　７月１１日（水）から８月１日（水）まで

　　　　　　　　　〔受付時間は午前８時３０分～午後５時３０分（土曜日、日曜日、祝祭日は除く）〕

　【問い合わせ先】　峡南広域行政組合事務局総務課　℡0556-32-5011
　　　　　　　　　　　　　（西八代郡市川三郷町岩間４９５　市川三郷町役場六郷庁舎　２階）

　　　農業大学校が変わります！

平成20年度から、専門学校として「養成科」「専攻科」を新設し、未
来の農業を担う人材を養成します。これにより4年制大学への編入も可
能となり、卒業生には「専門士」の称号が付与される予定です。
【募集人員・出願資格】
　■養成科　（30名）　◇果樹学科 20名　・　園芸学科（野菜・花きコース） 10名
　　　　※高等学校卒業者（卒業見込みの者）
　■専攻科　（若干名）　◇落葉果樹学科　（若干名）
　　　　※短期大学以上で農業課程を修めた卒業者（卒業見込みの者）
【入学試験日程】
　○平成19年10月26日　　養成科〈推　　薦〉 ・ 専攻科〈一般Ａ〉
　○平成20年 1月17日　　養成科〈一般前期〉 ・ 専攻科〈一般Ｂ〉
　○平成20年 2月29日　　養成科〈一般後期〉 ・ 専攻科〈一般Ｃ〉
【問い合わせ先】　　山梨県立農業大学校　℡0551-32-2269

募集期間　9月3日（月）～9月21日（金）

東海大学付属 望星高等学校

単位制による通信制課程の高校で、向上心や学
習意欲のある方々に「いつでも・誰でも・どこ
でも」学習の機会を提供しています。
【学習方法】
　○放送を聴く（衛星ラジオ）
　○月2～3回、日曜日に登校する
　○学習レポートを提出する
※学校説明会も9月2日（日）に開催予定です。
　詳細はお問い合わせください。
【問い合わせ先】
　東海大学付属望星高等学校　℡054-261-2950
　○ホームページ　　http://www.bosei.tokai.ed.jp/

一度来てみて！食べてみて！

　　　月曜日　と　金曜日
○手作りコロッケ （1個70円）

　地元のじゃが芋をつかった手作りコロッ
ケ、かくし味にひと工夫しています！
○手打ちうどん （1パック200円）

　地粉をつかった手打ちうどん！昔なが
らのこしのあるおふくろの味！

　　　火曜日　と　土曜日
○巻き寿司 （1パック300円）

　お祭りや運動会など、おりに触れてお
母さんが作ってくれた田舎の太巻き！
○小麦まんじゅう （1個100円）

　昔にタイムスリップ、子どもの頃にお母
さんが作ってくれたなつかしい味！

　　　水曜日　と　日曜日
○お惣菜 （1パック100～150円）

　旬の野菜をつかってのバラエティーにとん
だお惣菜です。食卓にどうぞ！
○赤飯 （1パック200円）・豆もち （1パック300円）

　地元のお米をつかったお赤飯とおもち（豆
もち・草もち・あんびん・あんころ餅）です！

TEL・FAX　0556-62-3311

営業時間　午前９時～午後４時
定 休 日　毎週木曜日

※　加工品は午前中でほとんど売り切れてしまうため、ご注文もお受けしています。

※　また、店内には『新鮮・安心・安い』大島産の「朝採り野菜」がところせましと並びます。ぜひ、お立ち寄りください。（主に1袋100円）


