
日 曜日

1 金 18:30 ～

2 土 ～

9:00 ～ 16:00

13:00 ～

4 月 ～

5 火 ～

6 水 ～

7 木 10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

9 土 14:00 ～ 16:00

10 日 ～

11 月 8:40 ～ 12:00

12 火 ～

13 水 13:00 ～ 16:00

14 木 10:00 ～ 11:30

15 金 10:00 ～ 11:50

9:30 ～ 15:00

13:40 ～

17 日 13:00 ～ 16:00

9:00 ～ 16:00

13:00 ～ 14:00

13:30 ～ 14:30

20 水 ～

21 木 10:00 ～ 11:30

9:30 ～ 17:00

13:00 ～ 15:00

23 土 ～

24 日 ～

25 月 ～

26 火 ～

9:30 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30

28 木 ～

29 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

水27
年金相談会 南部町森林組合

総合文化会館担当　℡0556-62-2110

対象：就園前の乳幼児
内容：自由遊びの日

福祉保健課　℡0556-20-4611

お気軽にご相談ください。

町民課 課税担当　℡0556-42-4803

金8

火19

土16

18 月

第55回金山博物館「公開講座」

総合文化会館　ホール

子育て教室「すくすくクラブ」 身延保健センター

中富すこやかセンター
（４，７，１０，１３か月）

第19回なかとみボランティアの集い 中富総合会館

平成20年度「町県民税」・「国保税」
申告相談開始

下部地区・中富地区・身延地区の各
会場

（受付時間）

社会福祉協議会　℡0556-20-3023

社会福祉協議会　℡0556-20-3023

当日開催時間のみ受付　℡0556-62-1395

ＮＨＫＢＳ２「俳句王国」　公開収録

ボランティア活動に関心をお持ちの方。 社会福祉協議会　℡0556-20-3023

申告書が届いた方または確定申告をする必要のある方

対象：就園前の乳幼児
内容：自由遊びの日

福祉保健課　℡0556-20-4611

社会福祉協議会　℡0556-20-3023

日3

身延山節分会 身延山久遠寺境内
境内の特設舞台から、法主をはじめ、荒行修法師やタレント、
関取などが豆まきを３回に分けて行う。
※豆まき　13：30～

身延山久遠寺　℡0556-62-1011

乳児健診

生涯学習担当　℡0556-42-2337

本町西嶋和紙の発展、教育・文化の向上に資する書道展。
県下、アメリカ、沖縄、あけぼの養護学校などから出品。
蔡倫大賞、関東経済産業局長賞、山梨県知事賞ほか。
入館時間：2月22日（金）～3月1日（土）9:30～16:30
　　　　　　　3月2日（日）9:30～15:00　　休館：2月26日（火）

子育て教室「すくすくクラブ」
対象：就園前の乳幼児
内容：親子でスキンシップ遊び

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
　℡0556-20-3017、0556-42-2337

参加資格：町内在住者（学生は町外者も可）
種　　　目：小学生・中学生３㎞、一般３㎞・５㎞、ファミリー３㎞
申込締切：1月28日まで

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

対象児：平成19年1月、4月、7月、10月生

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。

対象：就園前の乳幼児

対象児：１歳３か月～就学前

福祉保健課　℡0556-20-4611

福祉保健課　℡0556-20-4611

20日

身延町西嶋和紙の里蔡倫書道展
　　　(2月22日～3月2日)

古紙類金物類

下部地区Ａ 1日

心配ごと相談日

金22

7日

19日

ミックス
紙

福祉保健課　℡0556-20-4611

5日
28日

下部地区Ｂ 4日 8日

ビン類

下部保健センター

ガラス・セト
モノ類

湯之奥金山博物館多目的ホール

中富すこやかセンター

なかとみ現代工芸美術館

中富地区 8日 1日 21日

22日

21日

6日

7日

 身延地区Ａ

 身延地区Ｂ

身延地区Ａ 14日

身延地区Ｂ 15日

 下部地区Ａ

 下部地区Ｂ

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等 連絡先

全席指定　前売　一般2,000円　高校生以下1,000円
　　　　　　　当日　一般2,500円　高校生以下1,500円

総合文化会館担当　℡0556-62-2110

生涯学習担当　℡0556-42-2337
舞台発表、作品展示
特別公演：松鶴家千とせ
『人生は楽しい！　≪わかるかなぁ・わかんねぇだろうなぁ≫』

中富総合会館なかとみ文化のつどい

対象：就園前の乳幼児おもちゃ図書館

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。

中富総合会館　１階和室Ａ

金山博物館担当　℡0556-36-0015

入場整理券が必要　（詳細は広報みのぶ１月号P3に掲載）

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

福祉保健課　℡0556-20-4611
対象：就園前の乳幼児
内容：自由遊びの日

内容：「黄金の国ジパング」の世界遺産登録の可能性
　　　　　～日本金銀鉱山遺跡の現状と総括～　（聴講無料）
講師：村上隆（奈良文化財研究所上席研究員）

宝くじ文化公演
　青島広志の音楽物語

富士川クラフトパーク

中富総合会館　１階和室Ａ

（建国記念の日）
第５回みのぶ健康マラソン

行政相談日

下部保健センター

総合文化会館　ホール

子育て教室「すくすくクラブ」

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

子育て教室「すくすくクラブ」

おもちゃ図書館

下部保健センター
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）

身延地区公民館 身延分館結婚相談日

25日

プラスチック
製容器

ペット
ボトル

幼児歯科検診 身延保健センター
（受付時間）

26日

12日

13日

■固定資産税　　 ４期(２月29日)　　■学校給食費　　 　２月(２月29日)　　■保育料　　　　 ２月(２月26日)
■国民健康保険税 ９期　　〃　　　　■町営住宅使用料 　２月　　〃　　　　■簡易水道使用料 ２月　　〃
■介護保険料　　 10期　　〃　　　　■奥の湯温泉使用料 ２月　　〃　　　　■下水道使用料　 ２月　　〃

「信玄公祭り『甲州軍団出陣』参加者募集」・（政策室）
「パソコン講習のお知らせ」・（シルバー人材センター）
　◎詳しくは裏面をご覧ください。

下部地区
　■古関地区公民館・・2/18(月)～19(火)
　■働く婦人の家・・・2/20(水)～22(金)
　■開発センター・・・2/25(月)～29(金)
身延地区 　（身延保健センターでは３月も開催。詳細は次号で！）
　■身延保健センター・2/18(月)～20(水)、26(火)～29(金)
　■豊岡分館・・・・・2/21(木)　　■大河内分館・・・2/22(金)
　■下山分館・・・・・2/25(月)
中富地区 　（受付は３月になります。詳細は次号で！）

【お願い】休日は各課へ電話をされても、応答しない場合があります。その場合はお手数ですが身延町役場の代表番号（0556-42-2111）へ電話をおかけ直しください。

と  き　４月５日（土）
ところ　舞鶴城公園
　　　　　　　　　　～平和通り

第38回（平成20年度）信玄公祭り「甲州軍団出陣」へ身延町が参
加することになりましたので、その参加者を募集します。
※参加資格、応募方法などの詳細は、裏面をご覧ください。



期　 間　／　2月5日（火）～2月28日（木）〔14日間〕
場　 所　／　鰍沢町総合福祉センター
対象者　／　60歳代前半層の方
受講料　／　無料
定　 員　／　15名（定員オーバーの場合抽選）
募　 集　／　1月中
申込・問い合わせ先　／　シルバー人材センター連合会　　TEL 055-228-8383

パソコンの基本操作から文書作成（ワード）、表計算（エクセ
ル）、インターネットについて実習し、さらに事務職種の科目
として調剤薬局事務を取り入れ就職・就業を目指します。

　第３８回（平成２０年度）信玄公祭り「甲州軍団出陣」へ身延町が参加す

ることになり、その参加者を町民の皆様から募集します。めったに出来ない

体験ですので、この機会にぜひご参加をお願いします。応募については個人

やグループでも結構です。

■応募資格・・・町内に住民票があり、高校生を除く１８歳以上で、鎧を着用して、半日程度の式典に参
加出来る方。

■申し込み・・・ハガキに住所、氏名、年齢、電話番号を記入の上、役場政策室までご応募願います。
応募者多数の場合は、抽選にて決めさせていただきます。
なお、抽選結果は２月下旬迄に当選の方にご連絡いたします。

■締　　切・・・平成２０年２月８日（金）（当日消印有効）

◎当日の予定

当日は、午前８時３０分頃バスで役場を出発して緑が丘体育館にて着替えて、昼食をとります。その後、バス
で北口へ移動して、陣屋にて交流会を行い、午後３時頃舞鶴城公園に入陣して出陣式を行います。５時頃
から市内を廻り、６時頃帰陣して、バスにて緑が丘体育館に戻り、着替えの後、９時頃に帰宅となります。
※移動は、往復バスとなります。
※当日は、昼と夕のお弁当とお茶を用意いたします。

問い合わせ及び応募先
〒409-3392　身延町切石350　　身延町役場政策室
　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL0556-42-4801（政策室直通）


