
日 曜日

1 月 ～

2 火 ～

3 水 20:00 ～ 21:00

4 木 10:00 ～ 11:30

5 金 ～

6 土 10:00 ～ 15:00

7 日 16:30 ～

8 月 ～

9 火 ～

13:00 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 11:30

13:00 ～

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

9:30 ～ 16:30

16:00 ～

19:30 ～ 21:00

13 土 9:00 ～ 15:00

14 日 13:00 ～ 15:00

13:00 ～ 14:00

16 火 ～

～

9:30 ～ 12:00

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 11:30

～

10:00 ～ 11:50

～

20 土 18:30 ～

10:00 ～ 14:30

13:00 ～ 16:00

22 月 ～

23 火 10:00 ～ 15:00

20:00 ～ 21:00

9:30 ～ 16:00

9:00 ～ 19:00

25 木 10:00 ～ 11:30

9:00 ～ 18:00

13:00 ～ 15:00

27 土 10:00 ～ 15:00

12:30 ～ 17:00

8:40 ～ 12:00

29 月 ～

30 火 ～

31 水 20:00 ～ 21:00

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

身延町総合文化会館
日21

住民結核健康診断 町内各集落

総合文化会館　ホール

身延地区公民館 身延分館

おもちゃ図書館
金19

第2回みのぶ健康福祉まつり

対象：就園前の乳幼児 社会福祉協議会　℡0556-20-3023中富総合会館　１階和室Ａ

本栖湖

福祉保健課　℡0556-20-4611

福祉保健課　℡0556-20-4611

福祉保健課　℡0556-20-4611

環境下水道課　℡0556-42-4814

18
住民結核健康診断 町内各集落 対象者には、別途通知をいたします。

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

11
身延山久遠寺　祖師堂

(受付時間）
月

乳児健診
（４、７、１０、１３か月児）

中富すこやかセンター

心配ごと相談日

15

下部保健センター

子育て支援課　℡0556-20-4611

親子ふれあい自然体験教室

ひとり親家庭相談日

自然の里担当 0556-42-3181

17

住民結核健康診断

いきいきエアロ教室・後期

ひとり親家庭の方の相談を母子相談員がお受けします。

勤労青年センター体育館

10

年金相談会 南部町森林組合

身延山御会式　天童音楽大法要
11日～13日

身延山御会式　万燈行列 総門～身延山久遠寺境内

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

（下部地区）
（中富地区）
（身延地区）

本栖湖西岸クリーン大作戦水

身延山観光協会　℡0556-62-0502

陶磁・金属・染織・漆・木など多様な素材による工芸作品を紹介し
ます。　　展示期間：10月12日～11月25日

和紙の里担当　℡0556-20-4555

水

木

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・後期 勤労青年センター体育館

子育て教室「すくすくクラブ」

（下部地区）
（中富地区）
（身延地区）

日蓮大聖人の入滅を偲ぶ法要で身延山年中行事の中で最大の行
事。身延山三大会のひとつ。

親子ほうとうづくり・枝豆収穫体験教室　　募集期間：10月7日まで
募集定員：40人　　参加費：1,000円　　講師：自然の里郷土食講師

町内各集落 対象者には、別途通知をいたします。

西嶋出身のオペラ歌手笠井仁氏プロデュースのオペラを現代工芸
美術館で楽しむコンサート。　　チケット：1,500円（販売中）

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

日蓮大聖人の御入滅の際、大地鳴動して時ならぬ桜が一斉に咲
き揃い、多くの弟子達がこの桜の下で大聖人を悼んだと伝えられ
ています。この故事にちなみ、竹の柳に和紙で作った桜花を飾り
付けた万燈を引き、太鼓、笛、鐘によるおはやしを奏でながら歩く。
当日は、約２０００名もの人々が全国より参加をする。

連絡先

身延山久遠寺　℡0556-62-1011

生涯スポーツ担当　℡0556-42-2337

対象：就園前の乳幼児　　内容：開放日（自由遊びの日）

教育委員会・国民健康保険共同による軽運動教室を開催します。 生涯スポーツ担当　℡0556-42-2337

教育委員会・国民健康保険共同による軽運動教室を開催します。

一人：一袋500円で500ｇ入る袋に詰め放題。会場で随時受付

ビン類 古紙類
ペット
ボトル

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

曙大豆枝豆収穫体験（～28日） 小田船原地内（功徳会となり）

中富地区 5日 1日 18日

 身延地区Ａ

 身延地区Ｂ

身延地区Ａ 17日

身延地区Ｂ 18日

 下部地区Ａ

 下部地区Ｂ

25日

3日

23日
10日

24日
4日

25日 17日

一人：一袋500円で500ｇ入る袋に詰め放題。会場で随時受付

29日

プラスチック
製容器

いきいきエアロ教室・後期

金物類

（体育の日）

千住真理子と新日本フィルハーモ
ニー交響楽団

総合文化会館　ホール

下部地区Ａ 3日 10日

下部地区Ｂ 4日 11日

福祉保健課　℡0556-20-4611

産業課　℡0556-42-4805

社会福祉協議会　℡0556-20-3023

16日

教育委員会・国民健康保険共同による軽運動教室を開催します。 生涯スポーツ担当　℡0556-42-2337

ミックス
紙

生涯学習担当　℡0556-20-3017

芸能発表会、お茶の会

対象：就園前の乳幼児

住民結核健康診断

対象：就園前の乳幼児　　内容：秋のちびっこ運動会

対象者には、別途通知をいたします。

対象児：平成18年9月、12月、平成19年3月、6月生

子育て教室「すくすくクラブ」 中富すこやかセンター

行政相談日

曙大豆枝豆収穫体験（～8日） 飯富地内（コメリとなり）

いきいきエアロ教室・後期 勤労青年センター体育館

古関出張所
中富総合会館
身延保健センタ－

勤労青年センター体育館

結婚相談日

2日9日

ガラス・セト
モノ類

身延地区総合文化祭(芸能発表会）

身延町商工会　℡0556-62-1103

総合文化会館担当　℡0556-62-2110

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」

全席指定　2,000円

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。

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。

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

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

社会福祉協議会　℡0556-20-3023

社会福祉協議会　℡0556-20-3023

いきいきエアロ教室・後期

なかとみ青少年自然の里

日本現代工芸美術展 なかとみ現代工芸美術館

オペラコンチェルトの夕べ12 なかとみ現代工芸美術館

無料調停相談会

勤労青年センター体育館

加藤登紀子コンサート

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。

作品展・芸能発表等　10月26日～10月28日

町内各集落

芸能発表会、囲碁・将棋大会、お茶の会

お気軽にご相談ください。

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

中富総合会館　２階会議室

身延町総合文化会館

町内各種団体

家庭内のいざこざ、土地・建物の貸し借り、相続財産の分配、金銭
取り立て、交通事故の損害賠償等でお困りの方

山梨調停協会鰍沢支部
鰍沢簡易裁判所　℡0556-22-0040

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

生涯スポーツ担当　℡0556-42-2337教育委員会・国民健康保険共同による軽運動教室を開催します。

福祉保健課　℡0556-20-4611

当日開催時間のみ受付　℡0556-62-1395

『町民が笑顔でつどう健康福祉まつり　あなたも私も主役です』
団体発表、展示、ふれあい広場等。ぜひお越しください。

福祉保健課　℡0556-20-4611

全席指定　会員3,500円　一般4,000円　当日4,500円 総合文化会館担当　℡0556-62-2110

福祉保健課　℡0556-20-4611

教育委員会・国民健康保険共同による軽運動教室を開催します。

対象者には、別途通知をいたします。 福祉保健課　℡0556-20-4611

生涯学習担当　℡0556-42-2337

金12

身延地区総合文化祭
(文化文芸作品展）

身延町総合文化会館
文化・文芸作品展　10月25日～10月29日
　(27日、28日は9:00～17:00、29日は13:00まで）

生涯学習担当　℡0556-42-2337

水24

生涯スポーツ担当　℡0556-42-2337

金26

下部地区文化祭(芸能発表会） 下部地区町民体育館

心配ごと相談日

下部地区文化祭（作品展） 下部地区町民体育館

生涯学習担当　℡0556-20-3017
日28

生涯学習担当　℡0556-42-2337

■会期／10月27日（土）、28日（日）
　　　　　　　午前10時～午後4時
■会場／まちの駅あおやぎ宿・活性館
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（増穂町）■富士川流域クラフトマーケット

　富士川流域の特色を活かしたものづくりをしている作家たちのクラフト市です。

■富士川流域特産品マーケット
　富士川流域の特産品が一堂に集まっての販売。富士川流域の自然の恵みがいっぱいです。
　★道の駅　しもべ ・・・・下部みそ、キャラ蕗、小梅、ヤマメの甘露煮、ミネラルウォーター等
　★道の駅　富士川ふるさと工芸館 ・・・・生ゆば、みのぶまんじゅう等
　★なかとみ和紙の里 ・・・・書道用紙、画仙紙など様々な和紙

 第２回　富士川流域の技・作家たち展
　■会期／10月18日（木）～10月29日（月）午前10時～午後5時
　■会場／酒蔵ギャラリー六斎　　　※最終日は午後4時で終了

【問い合わせ先】
「富士川流域」の技
　　実行委員会事務局
　　　℡0556-22-8941

今月の裏面はなしです。

■町県民税　　　 ３期(10月31日)　　■学校給食費　　 10月(10月31日)
■国民健康保険税 ５期　  〃　　　　■町営住宅使用料 10月　　〃
■介護保険料　　 ６期　　〃　　　　■簡易水道使用料 10月(10月26日)
■保育料　　　　 10月(10月26日)　　■下水道使用料　 10月　  〃


