
日 曜日

1 木 10:00 ～ 11:30

2 金 ～

9:30 ～ 16:00

9:30 ～ 16:00

9:30 ～ 16:00

9:30 ～ 16:00

5 月 ～

6 火 ～

10:00 ～ 11:30

20:00 ～ 21:00

8 木 10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

19:10 ～

10 土 ～

11 日 10:00 ～ 15:00

12 月 ～

13 火 ～

9:00 ～ 16:00

13:00 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

15 木 10:00 ～ 11:30

9:00 ～ 16:00

10:00 ～ 11:50

17 土 9:00 ～ 15:00

9:00 ～ 15:00

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 14:00

9:00 ～ 16:00

10:00 ～ 12:00

21 水 20:00 ～ 21:00

22 木 10:00 ～ 11:30

23 金 9:00 ～ 16:00

24 土 ～

25 日 ～

26 月 ～

13:30 ～ 14:30

28 水 9:30 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30

12:30 ～ 15:00

30 金 13:00 ～ 15:00

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

金16
おもちゃ図書館 中富総合会館　１階和室Ａ

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

ガラス・セト
モノ類

下部保健センター

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）

南部町森林組合

下部保健センター

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

子育て教室「すくすくクラブ」

勤労青年センター体育館

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）

身延保健センター

社会福祉協議会　℡0556-20-3023

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

行政相談日 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。

子育て教室「すくすくクラブ」

身延町民体育館

ふれあい小さな旅 中富地区コース

青少年健全育成身延町推進大会 中富総合会館

連絡先

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

道の駅 富士川ふるさと工芸館
　℡0556-62-5424

工芸館内の各工房の体験を割引や防災ヘリ｢あかふじ｣見学会、
県内地場産品即売会等１日をとおして楽しめるイベントです。

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

 身延地区Ａ

 身延地区Ｂ

身延地区Ａ 15日

身延地区Ｂ 16日

 下部地区Ａ

 下部地区Ｂ

7日

27日
14日 26日

5日

心配ごと相談日

金物類 ビン類

22日

21日
1日

中富地区 9日 1日 15日

22日 21日

プラスチック
製容器

古紙類
ペット
ボトル

13日

中富すこやかセンター

子育て教室「すくすくクラブ」

母親学級「マザースクール」 中富すこやかセンター

道の駅 富士川ふるさと工芸館・富士
川クラフトパーク

富士川の郷　秋まつり

下部地区Ａ 1日 8日

下部地区Ｂ 2日 9日

20日

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

ミックス
紙

福祉保健課　℡0556-20-4611

対象者：16歳～64歳の健康な方
内容：２００ｍｌ、４００ｍｌ、成分献血

6日

対象：就園前の乳幼児
内容：開放日（自由遊びの日）

対象児：1歳3か月～就学前

裏面のとおり

対象：就園前の乳幼児
内容：年賀状を作ろう！！

お気軽にご相談ください。

子育て教室「すくすくクラブ」

ふれあい小さな旅

身延町物産まつり

結婚相談日

下部保健センター

身延地区コース

下部農村文化公園・道の駅「しもべ」

下部地区コース

年齢不問、どなたでも参加できます。
（運動の出来る服装と体育館履きでお願いします。）

富士川の郷　秋まつり

商工会会員による出店や青年部による縁日コーナー、商品交換市
等　また、ステージにおいてはキャラクターショーを予定

工芸館内の各工房の体験を割引や防災ヘリ｢あかふじ｣見学会、
県内地場産品即売会等１日をとおして楽しめるイベントです。

●「家庭の日」・「青少年を育む日」作品展優秀者表彰
●第34回山梨県児童生徒発明工夫展入賞者表彰
●中学生の意見発表　　　●講演会

いきいきエアロ教室・後期

対象：就園前の乳幼児

生涯スポーツ担当　℡0556-42-2337

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

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：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

生涯学習課　℡0556-42-2337

道の駅 富士川ふるさと工芸館
　℡0556-62-5424

道の駅 富士川ふるさと工芸館・富士
川クラフトパーク

社会福祉協議会　℡0556-20-3023

対象：妊婦、産婦
内容：「教えて！先輩ママさん！～妊娠と出産の経過の話～」

福祉保健課　℡0556-20-4611

勤労青年センター体育館

中富総合会館　１階和室Ａ

身延町商工会　℡0556-62-1103

裏面のとおり

産業課　℡0556-42-4805

当日開催時間のみ受付　℡0556-62-1395

対象児：平成18年10月、平成19年1月、4月、7月生 福祉保健課　℡0556-20-4611

対象：就園前の乳幼児

農林業・観光・商工が一体となり開催。直売やお楽しみ抽選会・ビ
ンゴ大会など様々な催しがありますので、ぜひご来場ください。

産業課　℡0556-42-4805

農林業・観光・商工が一体となり開催。直売やお楽しみ抽選会など
様々な催しがありますので、ぜひご来場ください。

観光課　℡0556-62-1116

19

竜王社会保険事務所職員による年金相談会です。

福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）

相談は予約制となります。

町民担当　℡0556-42-4804

福祉保健課　℡0556-20-4611

年金相談会

観光課　℡0556-62-1116

月

国道52号沿線コース

裏面のとおり 観光課　℡0556-62-1116

日18
身延町物産まつり 下部農村文化公園・道の駅「しもべ」

身延地区公民館 身延分館

生涯学習課　℡0556-20-3017（開発ｾﾝﾀｰ）

　　　　　　　　 ℡0556-42-2337（中富総合会館）

土3
第３回みのぶ商工まつり

道の駅 富士川ふるさと工芸館・富士
川クラフトパーク

商工会会員による出店や天津小湊から魚介類等特産品の販売、
商品交換市等　また、ステージにおいては郷土芸能を予定

身延町商工会　℡0556-62-1103

第３回みのぶ商工まつり
道の駅 富士川ふるさと工芸館・富士
川クラフトパーク

日4

おもちゃ図書館

水7

心配ごと相談日
金9

14 水

いきいきエアロ教室・後期

町民体力測定会
＆軽スポーツ体験教室

観光課　℡0556-62-1116

いきいきエアロ教室・後期  (最終
日）

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開催します。
２１日が今年最後のいきいきエアロ教室となります。

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。

裏面のとおり

生涯スポーツ担当　℡0556-42-2337

福祉保健課　℡0556-20-4611

（勤労感謝の日）
ふれあい小さな旅

火

29 献血

幼児歯科検診

身延町役場身延支所 福祉保健課　℡0556-20-4611木

27 身延保健センター
（受付時間）

火20
ふれあい小さな旅

知的障害者「巡回相談」

■国民健康保険税 ６期(11月30日)　　■町営住宅使用料 11月(11月30日)
■介護保険料　　 ７期　　〃　　　　■簡易水道使用料 11月(11月26日)
■保育料　　　　 11月(11月26日)　　■下水道使用料　 11月　  〃
■学校給食費　　 11月(11月30日)

「ふれあい小さな旅」　（観光課）
「公用車を売却します」（政策室）
                                  ◎詳しくは裏面をご覧ください。

粗大ごみの収集について ( お知らせ )　収集日　　平成１９年１２月２日(日)　　(小雨決行)
　大雨などの場合は１２月９日(日)に延期します。その場合は、午前７時に防災無線などでお知らせいたします。　【問い合わせ先】　環境下水道課　環境衛生担当  TEL　0556-42-4814

広報みのぶ10月号のＰ１３「お知らせ」欄の「法務局なんでも無料相談」の日程を11
月28日（日）と掲載しましたが、正しくは10月28日（日）の誤りでした。お詫びし訂正
させていただきます。　問い合わせ先：総務課広聴広報担当　℡0556-42-4800



～

”みんなで身延町を知ろう”

◇ふれあい 小さな旅（内容・日程）
　１ 日　　時　11月14日(水)ふるさとを訪ねる旅・中富地区コース
　　　　　　　 11月16日(金)ふるさとを訪ねる旅・身延地区コース
　　　　　　　 11月20日(火)ふるさとを訪ねる旅・下部地区コース
　　　　　　　 11月23日(金)国道５２号線沿線を訪ねる旅コース
　２ 募集対象　身延町民（中学生以上）
　３ 参加定員　５０人（各コース）
　４ 参加費用　①～③ ふるさとを訪ねる旅は　　 2,000円
　　　　　　　　　④　 国道52号線沿線を訪ねる旅 3,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（入館料・昼食代・保険料）
　５ コース内容
　　　　（状況により、コースを変更させていただく場合があります）
　※集合：午前8時45分（集合解散場所→＊印）解散予定　午後3時50分

　　◎ 各コース雨天実施
◇応募方法
　　　官製ハガキに記載例（下記）のとおり記入のうえ、締切日までに役場観光課に応募してください。（電話及び直接来庁しての応募は、

　　出来ません。）１人１枚有効です。なお、希望者多数（定員）の場合には、抽選とさせていただき、当選の方には、後日ご連絡いたします。

◇応募締切日
　　　平成１９年１１月２日（金）　※当日消印有効

◇記載例（官製ハガキ）

〒409-2592

身
延
町
梅
平

　
二
四
八
三
―

三
六

身
延
町
役
場

　
　
観
光
課
　
行

「ふれあい　小さな旅」

　①希望コース
　②住所
　③氏名
　④生年月日
　⑤性別
　⑥電話番号

【問い合わせ先】

　役場観光課

　電話（直通）

　0556-62-1116

　町では、使用しなくなった公用車の公売入札を11月6日（火）午後3時、役場本庁第2会議室
（切石350）において行います。車種はライトバン、軽トラック、軽自動車、ワゴン車などで

す。（身延町のホームページから写真をご覧いただけます。）

　詳しくは、役場政策室行政改革担当（℡0556-42-4801）までお問い合わせください。

＊なかとみ和紙の里　⇒　句碑の里　⇒　富士見山林道　⇒　なかとみ青少年自然の里（昼食）　⇒　曙　⇒　化石公園
　　⇒　ターゲットバードゴルフ場　⇒　JAふじかわ農産物直売所　⇒　大聖寺・歴史民俗資料館　⇒　＊なかとみ和紙の里

①ふるさとを訪ねる旅・中富コース　11/１４（水）

②ふるさとを訪ねる旅・身延コース　11/１６（金）
＊道の駅 富士川ふるさと工芸館　⇒　上沢寺・南松院・本国寺　⇒　杉山（南天の里）　⇒　身延山大学
　　⇒　身延山久遠寺　　⇒　門内散策　⇒　ゆばの里とよおか（昼食）　⇒しょうにん通り　⇒　竹炭の里
　　⇒　大島農林産物直売所　　⇒　八木沢オハツキイチョウ　⇒　＊道の駅 富士川ふるさと工芸館

③ふるさとを訪ねる旅・下部コース　11/２０（火）

＊甲斐黄金村湯之奥金山博物館駐車場　⇒　上田美枝　きもの資料館　⇒　本栖湖　⇒　道の駅 しもべ（昼食）
　　⇒　甲斐黄金村湯之奥金山博物館　⇒　下部温泉郷散策　⇒　＊甲斐黄金村湯之奥金山博物館駐車場

④国道52号線沿線を訪ねる旅コース　11/２３（金）
＊道の駅富士川ふるさと工芸館駐車場　⇒　なかとみ和紙の里　⇒　甲斐黄金村湯之奥金山博物館
　　⇒　下部温泉会館（昼食・入浴）⇒　身延山　⇒　＊道の駅富士川ふるさと工芸館駐車場


