
日 曜日

1 日 9:30 ～ 16:30

2 月 10:00 ～ 15:00

3 火 ～

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 11:30

13:30 ～ 15:30

6 金 ～

7 土 18:30 ～ 21:00

8 日 15:00 ～

10:30
13:00

～
～

12:00
15:00

13:00 ～ 14:00

10 火
10:30
13:00

～
～

12:00
15:00

10:30
13:00

～
～

12:00
15:00

13:00 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 11:30

10:00
13:00

～
～

12:00
15:00

9:30 ～ 16:30

10:00
13:00

～
～

12:00
15:00

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

～

18:00 ～ 21:00

19:00 ～

9:00 ～ 12:10

13:00 ～ 16:00

16 月 ～

17 火 ～

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

10:00 ～ 12:00

20:00 ～ 21:00

19 木 14:00 ～ 16:00

20 金 10:00 ～ 11:50

21 土 ～

22 日 ～

23 月 ～

24 火 ～

9:30 ～ 16:00

13:30 ～ 14:30

20:00 ～ 21:00

26 木 10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

13:00 ～ 15:00

28 土 18:00 ～

29 日 ～

30 月 ～

種別
地区

杉山・和名場・栃代・丸畑・横手・久保・嶺・山家・中ノ倉上・本栖

久成・荻・平須・堂平・從・大子山・上伊沼・古長谷・江尻窪・福原・梨子・矢細工

下山地区・門内地区・塩沢・波木井・豊岡地区（清子を除く）

大河内地区・梅平・大野・清子

木5
児童相談

子育て教室「すくすくクラブ」 中富すこやかセンター

ねんきん特別便無料相談会 中富すこやかセンター

歌謡ショーや花火、出店等

身延町総合文化会館ホール
出演：高橋長英　オマタ・タツロウ
会員 1,500円　一般 2,000円　当日 2,500円

久那土出張所 詳細につきましては【裏面】をご確認ください。

日蓮大聖人が身延山に入られたことを記念して行われる年中
行事。

身延山久遠寺　℡0556-62-1011
日15

結婚相談日

12

身延山開闢会御入山行列
総門～御草庵
（雨天時：身延山大学講堂～本堂）

金13

「幻の染　泥象裂　山本唯与志染芸
展」　（～8/17・日曜まで）

子育て教室「すくすくクラブ」

身延山開闢会前夜祭

土14

入場無料(別途配布する整理券が必要です)

ホタルカゴ作り、出店等

当日開催時間のみ受付　℡0556-62-1395お気軽にご相談ください。

観光課　℡0556-62-1116

観光課　℡0556-62-1116
山梨県計量検定所　℡055-225-2479

総務課 選挙管理委員会　℡0556-42-2111

生涯学習課 総合文化会館担当
　℡0556-62-2110

農業委員会委員選挙候補者説明会 身延町役場本庁舎（２階会議室）

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

中富すこやかセンター

いきいきエアロビクス教室（７回目） 身延地区町民体育館（梅平）

相談は、予約制になります。

 下部Ａ地区 古関地区・久那土地区・長塩・北川・市之瀬  下部Ｂ地区

身延町総合文化会館ホール

身延地区町民体育館（梅平）

下部地区（長塩・北川・市之瀬を除く）

身延Ａ地区
30日

航空自衛隊中部航空音楽隊
　身延ふれあいコンサート

下部Ｃ地区
2日　・　9日　・　16日　・　23日　・　30日

中富Ｂ地区

16日 5日 12日
18日

火・金

（一部地域
は金曜日の
み収集）

下部Ｂ地区

 身延地区Ｂ

 下部Ｃ地区
 中富Ａ地区 西嶋・手打沢・日向南沢・寺沢・切石・夜子沢・下田原・八日市場・下伊沼・飯富・宮木・遅沢・中山・大塩

 中富Ｂ地区
 身延地区Ａ

4日
23日

12日
26日 16日

13日 11日
中富Ａ地区

9日

下部Ａ地区

19日
5日

身延Ｂ地区 20日

2日

子育て教室「すくすくクラブ」

中富総合会館おもちゃ図書館

ミックス
紙

古紙類
ペット
ボトル

プラスチック
製容器

可燃ごみ 金物類 ビン類

板画の鬼才　文化勲章作家　棟方
志功作品展 （最終日）

行政相談日

一色ホタルまつり
　※気候により変更あり

一色公民館

なかとみ現代工芸美術館

特定計量器（はかり）定期検査

特設人権相談所
（困りごと何でも相談所）

身延地区町民体育館（梅平）

特定計量器（はかり）定期検査

いきいきエアロビクス教室（５回目）

連絡先

本日が展覧会最終日です。ぜひお越しください。
生涯学習課 和紙の里担当
　℡0556-20-4555

総務課　℡0556-42-2111
峡南人権擁護委員協議会主催の特設人権相談（困りごと何で
も相談）です。お気軽にご相談ください。

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

寄贈75周年記念
　根津ぴあのコンサート

身延町開発センター

中富すこやかセンター

身延町総合文化会館ホール

下部保健福祉センター・中富すこやかセ
ンター・身延福祉センター

身延福祉センター

福祉保健課　℡0556-20-4611

いきいきエアロビクス教室（８回目）

幼児歯科検診 身延福祉センター

生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

リズムに合わせてエアロビクス。町内在住者ならどなたでも受
講できます。受付はその都度会場にて。

子育て支援課　℡0556-20-4611
県中央児童相談所からの巡回相談により、お子さんの悩みご
となどの相談に応じます。

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

4日
11日

リズムに合わせてエアロビクス。町内在住者ならどなたでも受
講できます。受付はその都度会場にて。

立候補予定者の方はご参加ください。

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。

対象：就園前の乳幼児、障害児

11日

特定計量器（はかり）定期検査

身延支所　　（※今月から変更）

身延山開闢会（～15日）

朗読と音楽の夕べ
　夏目漱石夢十夜より

町営仲町駐車場

心配ごと相談日
下部保健福祉センター・中富すこやかセ
ンター・身延福祉センター

セトモノ・
ガラス類

4日

℡0556-37-0002
℡0556-42-2337
℡0556-62-1111

観光課　℡0556-62-1116
山梨県計量検定所　℡055-225-2479

観光課　℡0556-62-1116

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

生涯学習課 総合文化会館担当
　℡0556-62-2110

観光課　℡0556-62-1116
山梨県計量検定所　℡055-225-2479

福祉保健課　℡0556-20-4611

※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。詳細は「家庭ごみ収集カレンダー」を確認してください。

25日

生涯学習課 和紙の里担当
　℡0556-20-4555

生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

詳細につきましては【下段右側】をご欄ください。
※初日10:00からオープニングセレモニーを開催します。

福祉保健課　℡0556-20-4611

観光課　℡0556-62-1116
山梨県計量検定所　℡055-225-2479

身延支所

詳細につきましては【裏面】をご確認ください。

対象：就園前の乳幼児　　内容：自由遊びの日

観光課　℡0556-62-1116
山梨県計量検定所　℡055-225-2479

詳細につきましては【裏面】をご確認ください。

詳細につきましては【裏面】をご確認ください。

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。

身延支所

久那土出張所
中富総合会館
身延支所

（下部地区）
（中富地区）
（身延地区）

チケット発売中（全席自由)　会員 2,500円　一般 3,000円

中富すこやかセンター 対象児：平成19年5月、8月、11月、平成20年2月生

11

9
乳児健診
（４、７、１０、１３か月児）

いきいきエアロビクス教室（６回目）

特定計量器（はかり）定期検査

木

リズムに合わせてエアロビクス。町内在住者ならどなたでも受
講できます。受付はその都度会場にて。

身延地区町民体育館（梅平）

下部保健福祉センター

特定計量器（はかり）定期検査 身延町役場（本庁舎） 詳細につきましては【裏面】をご確認ください。

生涯学習課 総合文化会館担当
　℡0556-62-2110

なかとみ現代工芸美術館

福祉保健課　℡0556-20-4611

中富総合会館 対象：就園前の乳幼児、障害児 社会福祉協議会　℡0556-62-3773

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。

対象児：平成16年12月～平成17年3月生

福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）

生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

対象：就学前の乳幼児

福祉保健課　℡0556-20-4611

リズムに合わせてエアロビクス。町内在住者ならどなたでも受
講できます。受付はその都度会場にて。

対象：就園前の乳幼児　　内容：みんなで七夕飾り

町民担当　℡0556-42-4804

水4

（受付時間）
金27

社会福祉協議会　℡0556-62-3773心配ごと相談日

３歳児健診 中富すこやかセンター

町民担当　℡0556-42-4804

水

社会保険労務士によるねんきん特別便相談会を実施します。 町民担当　℡0556-42-4804

水 身体障害者巡回相談

ねんきん特別便無料相談会

年金相談会

25

身延町開発センター・中富総合会館・身
延保健センター

南部町森林組合 竜王社会保険事務所職員による年金相談会です。

18

社会保険労務士によるねんきん特別便相談会を実施します。

おもちゃ図書館

水

（受付時間）

月

　山本唯与志先生は永年にわたり染色技法を研究し、独自に開発し
た臘纈（ろうけつ）染とシルクスクリーンを併用する技法を確立し
ました。立体感と芸術的美感覚を高めた先生独自の大自然に対して
の、重厚で深遠な思索的・哲学的雰囲気を漂わす心象風景を画面に
表現する作品を紹介します。
　　　　　　　会期／6月13日（金）～8月17日（日）9:30～16:30
　　　　　　　会場／なかとみ現代工芸美術館　℡0556-20-4555
　　　　　　　　※定休日：毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）

■町県民税 全期・１期(６月30日) ■奥の湯温泉使用料 ６月(６月30日)
■介護保険料　　 ２期　  〃　　 ■保育料　　　　 　６月(６月26日)
■学校給食費　　 ６月　  〃　　 ■簡易水道使用料　 ６月　　〃
■町営住宅使用料 ６月　  〃　　 ■下水道使用料　　 ６月　  〃

　【今月の裏面】　 　＜観光課からのお知らせが２件です。＞　◎詳細は裏面をご覧ください。
　　　①ＮＰＯ法人「みのぶ観光センター」設立　　②特定計量器（はかり）定期検査のお知らせ



■平成２０年度　定期検査の日程

午前10時30分

　　　　～12時まで

午後１時～３時まで

午前10時～12時まで

午後１時～３時まで

検査時間

６月13日（金）

６月12日（木）

６月11日（水）

６月10日（火）

身延町役場（本庁舎）

久那土出張所（働く婦人の家）

検査会場検査月日

身延町開発センター６月９日（月）

身延支所（旧身延町役場）

　次のような目的に使用するはかりは、定期検査の対象に
なります。
　　◎商店等で商品の目方を計り、取引に用いる場合
　　◎薬局等で薬の調合に用いる場合
　　◎病院・学校等で健康診断の体重測定に用いる場合
　上記内容については、検定証印の附されているはかりを使用
しなければなりません。また、このはかりの使用者には定期的に
知事の行う定期検査を受けて、はかりの構造・器差等の正確性
を維持し、　計量取引の安全確保が義務づけられています。

◎定期検査等についてご不明の点などありましたら、下記まで問い合わせください。

　　　　　　　　　　　　　　　身延町役場観光課（TEL0556-62-1116）　・　山梨県計量検定所（TEL055-225-2479）

　身延町内の観光関連団体が連携して、ＮＰＯ法人
「みのぶ観光センター」を設立いたしました。当セ
ンターは、身延町のすばらしい自然･文化･歴史・特
産品・宿泊施設・飲食店・観光施設などを、広く県
内外に紹介して、多くの観光客の方々に訪れていた
だき、身延町の皆様が、ますます光り輝くことを
願って活動してまいります。この趣旨に賛同され、
一緒に考え活動していただける企業や個人の皆様を
募集しています。

　　　　　　　特定非営利活動法人みのぶ観光センター
　　　　　　　　　　　理 事 長  加藤　基道
　　　　　　　　　　　副理事長　田中　邦久
　　　　　　　　　　　副理事長　依田　武司

【ＮＰＯみのぶ観光センターの主な事業】
・ 観光ボランティアの育成：身延町各地の歴史や文化、自然などを学ぶ
　　勉強会を開催し、将来の観光ボランティアガイドを育てます。
・ 自然体験ツアーの開催：親子や職場の仲間などが自然を通してコミュ
　　ニケーションを深めるツアーを開催します。
・ 旅行会社とのツアーコーディネート事業：県内外の旅行業社が募集す
　　るツアーに身延の観光資源を組み込むようコーディネートします。
・ 町内の観光資源を活かしたモデルツアーの実施：県内外の旅行業社等
　　を対象に、町内の観光資源を紹介するモデルツアーを実施します。
・ 斡旋事業：身延町を訪れるお客様に昼食や宿泊施設・お土産品を斡旋
　　紹介します。
・ 特産品の販路拡大：伝統産業の和紙、名物のゆば、曙大豆など身延な
　　らではの特産品をＰＲして地場産業の活性化のお手伝いをします。
・ 会員情報の発信：ホームページ・会報などで会員企業の特色や取り扱
　　っている商品などを紹介し、ＰＲします。

身延山 本栖湖 下部温泉 西嶋和紙

申し込み・問い合わせ先
　　特定非営利活動法人みのぶ観光センター（担当：高野）
　　TEL0556-42-2005　FAX0556-42-2270　e-mail　center@fujikawa.or.jp
　　〒409-3304　山梨県南巨摩郡身延町切石192-2（身延町商工会中富支所内）

Ｑ１ ：入会するメリットはなんですか？

Ａ１ ：第一に観光を活用した地域づくり
に参画できます。会員の皆様のご意見
やアイデアをみのぶ観光センターの事
業計画や予算にしっかりと反映していき
ます。第二に、ツアーをコーディネート
する時や旅行会社等の問い合わせに
は会員企業の皆様の施設を優先してご
紹介させていただきます。このほか、み
のぶ観光センターの会報やホームペー
ジでも紹介させていただきます。

Ｑ４ ：役員には誰がなっているのですか？

Ａ４ ：役員には理事長として身延町商工会の会
長が、副理事長には身延山観光協会と下部観
光協会の会長がそれぞれ就任しております。ま
た、理事には西嶋和紙工業協同組合の正副会
長と身延町商工会、身延山観光協会、下部観光
協会の副会長が就任しております。

Ｑ２ ：１万円の会費はどのように使われるのですか？

Ａ２ ：みのぶ観光センターの運営資金は、会費と自主開
催の体験事業などの事業収入、身延町や商工会等から
の事業委託費、国県からの助成金などでまかなわれま
す。いただいた会費は、会員のメリットに資する広報費や
事業費に充当させていただくほか、みのぶ観光センター
の管理費に当てさせていただきます。

Ｑ３ ：入会するための条件はありますか？

Ａ３ ：みのぶ観光センターの定款第7条に
「会員の入会については、特に条件を定め
ない」と規定しています。みのぶ観光セン
ターの設立趣旨に賛同いただける個人・法
人を問わず、全ての方がご入会いただけま
す。

Ｑ５ ：観光協会があるのになぜ観光センターが必要なのですか？

Ａ５ ：身延町には、身延山観光協会と下部観光協会の二つの観光協会がありま
す。各協会はそれぞれの地域の行事や観光対策を独自に進めています。また、身
延町長が代表となって身延町観光連盟が組織されています。観光連盟は、県の
観光キャンペーンや町が製作しているポスター・パンフレットに身延観光の代表と
して、その名称が使用されております。
　このような状況の中でみのぶ観光センターは、観光連盟の実行部隊として位置
づけ、個別企業の利害関係から公的機関では取り組みが難しい事業にも、積極的
に取り組める民間組織として誕生しました。みのぶ観光センターは観光協会や観
光連盟と同じ事業をして競合するのではなく、それぞれの組織と連携して、身延町
全域の観光資源をより多くの皆様に紹介していく役割を担います。


