
日 曜日

1 火 8:30 ～ 17:00

8:30 ～ 20:00

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

5 土 9:00 ～ 12:30

7:00 ～ 18:00

13:00 16:00

7 月 9:30 ～ 17:00

8 火 ～

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

10 木 10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

12 土 ～

13 日
10:00
13:30

～
～

13:00 ～ 14:00

13:30 ～ 14:30

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

17 木 ～

18 金 10:00 ～ 11:50

19 土 ～

20 日 13:00 ～ 16:00

21 月 ～

22 火 ～

9:30 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

24 木 ～

8:30 ～ 10:30

13:00 ～ 15:00

8:30 ～ 10:30

8:30 ～ 19:30

8:30 ～ 12:30

8:30 ～ 10:30

28 月 8:30 ～ 10:30

29 火 8:30 ～ 10:30

30 水 20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 11:30

13:30 ～ 16:00

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

金25

子育て教室「すくすくクラブ」

木31

26 土

日27

福祉保健課　　℡0556-20-4611
（受付時間）

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

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。 町民課 町民担当　℡0556-42-4804

中富総合会館 社会福祉協議会　℡0556-62-3773

なかとみ現代工芸美術館

中富すこやかセンター

生活習慣病予防健診

生活習慣病予防健診

生活習慣病予防健診

中富すこやかセンター

中富すこやかセンター

新みなび２００８

9

14

金11

いきいきエアロビクス教室（10回目） 身延地区町民体育館（梅平）

（受付時間）月 乳児健診 中富すこやかセンター

水

実技講座『コサージュ作り』体験
講師：三輪清香先生

なかとみ現代工芸美術館

日6

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紙漉き、木炭画の製作、「木炭と地球温暖化防止」レクチャー等

対象：就園前の乳幼児　　内容：自由遊びの日

５歳児健診 中富すこやかセンター 対象児：平成15年4月～9月生

水2

ふるさと民謡フェスティバル 身延町総合文化会館ホール

子育て教室「すくすくクラブ」 中富すこやかセンター

金4

木3

火15

ねんきん特別便無料相談会 中富すこやかセンター水16

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

生涯学習課 和紙の里担当
　℡0556-20-4555

染色作家山本唯与志先生の工房にて染められた絹を使いま
す。世界に一つのコサージュを作りましょう。

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　℡0556-62-3773

対象：就園前の乳幼児、障害児

福祉保健課　　℡0556-20-4611

対象：就学前の乳幼児

町民課 町民担当　℡0556-42-4804

対象：就園前の乳幼児、障害児

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。

 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

30日 3日 10日

下部Ｃ地区
7日　・　14日　・　24日　・　28日

中富Ｂ地区

16日

いきいきエアロビクス教室（11回目） 身延地区町民体育館（梅平）
生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

水23

2日

 身延Ｂ地区

 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Ａ地区

7日

下部地区（長塩・北川・市之瀬を除く）

身延Ａ地区

9日
10日

24日 28日

身延Ｂ地区 25日

中富Ａ地区

30日
11日

火・金

（一部地域
は金曜日の
み収集）

下部Ｂ地区

31日

農業委員会委員選挙
　「告示」・「立候補届出受付」

「幻の染　泥象裂　山本唯与志染芸
展」　後期開始　(～8/17日まで)

なかとみ現代工芸美術館

中富総合会館、開発センター、身延支所

ねんきん特別便無料相談会 中富すこやかセンター

いきいきエアロビクス教室（９回目） 身延地区町民体育館（梅平）

身延児童館（身延福祉センター内）星祭り・親子であそぼう

農業委員会委員選挙
　「期日前投票」（２日～５日まで）

行政相談日

農業委員会委員選挙「投票日」

環境下水道課
２００８ワークショップ体験（第１回）

なかとみ和紙の里

母親学級「マザースクール」

（受付時間）

町民課 町民担当　℡0556-42-4804

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。

生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

身延町役場　２階会議室

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

※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。

西嶋和紙の里

ペット
ボトル

プラスチック
製容器

可燃ごみ 金物類

下部Ａ地区

24日
3日 14日

対象：就園前の乳幼児　　内容：子育てなんでも相談会

連絡先

農業委員会委員選挙は３年に一度。投票日は７月６日（日）で
す。小選挙区制を採用し、下部選挙区５人、中富選挙区５人、
身延選挙区６人の計１６人です。

総務課 選挙管理委員会　℡0556-42-4800

身延児童館  ℡0556-62-3773(内線15)

総務課 選挙管理委員会　℡0556-42-4800

就学前の親子。七夕にちなんだゲームなど、親子で一緒に遊
びます。

定数を超えた場合は選挙になり、期日前投票所が２日～５日ま
で設置されます。

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。

子育て教室「すくすくクラブ」

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

幼児歯科検診 身延福祉センター

ビン類 古紙類

中富すこやかセンター生活習慣病予防健診

（海の日）

対象児：平成19年6月、9月、12月、平成20年3月生

生涯学習課 和紙の里担当
　℡0556-20-4555

県立美術館が今年も美術館を飛び出します。「秘密基地を作ろ
う！」小枝や和紙を使って、小グループに分かれて自分たちの
小さな基地を作ります。お気軽にご参加ください！

23日

申込者（予約者） 福祉保健課　　℡0556-20-4611

セトモノ・
ガラス類

2日

ミックス
紙

℡0556-38-0101
℡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

対象：妊婦・産婦　　内容：『鉄分、カルシウム足りてますか？
　　　　　　　　　　　　　　～妊娠中や出産後に必要な栄養の話』

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。

生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

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。

中富総合会館

中富すこやかセンター

古関出張所
中富総合会館
身延支所

（下部地区）
（中富地区）
（身延地区）

おもちゃ図書館

下部保健福祉センター

生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

申込者（予約者） 福祉保健課　　℡0556-20-4611

福祉保健課　　℡0556-20-4611

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

身延支所 お気軽にご相談ください。

申込者（予約者）

福祉保健課　　℡0556-20-4611

福祉保健課　　℡0556-20-4611

竜王社会保険事務所職員による年金相談会です。

金山博物館　　℡0556-36-0015　　

福祉保健課　　℡0556-20-4611

当日開催時間のみ受付　℡0556-62-1395

おもちゃ図書館

結婚相談日

南部町森林組合年金相談会

いきいきエアロビクス教室（12回目）
　　　　－前期終了－

身延地区町民体育館（梅平）
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。

心配ごと相談日

生活習慣病予防健診 中富すこやかセンター 申込者（予約者）

申込者（予約者）

対象：事前申込者　　※申込締切：7月21日（月）まで
湯之奥金山遺跡を見学！　戦国時代の産金技術を実体験！
自分だけの甲州金をつくろう！

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。

第８回こども金山探険隊２日目 湯之奥金山博物館

第８回こども金山探険隊１日目 湯之奥金山博物館

生涯学習課 和紙の里担当
　℡0556-20-4555

町内１２投票所 定数を超えた場合は選挙になり、投票が行われます。

民謡・津軽三味線他
※詳しくは総合文化会館にお問合せください。

総務課 選挙管理委員会　℡0556-42-4800

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。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。

総合文化会館担当　℡0556-62-2110

　若者の就職活動を応援する「ジョブカフェやまなし」が峡南地域に出張し、各種
就職関連サービスを提供します。就職をお考えの皆さん、ぜひご参加ください。
◇鰍沢会場　（鰍沢町高齢者ふれあいセンター）　７月３日（木）　10：00～16：00
◇対象者・・・おおむね15歳～34歳までの若年者（失業者、転職希望者、
　　　　　　　　フリーター、大学生、短大生、専門学校生、高校生等）
◇申込み　※参加費は無料です。
　○個別カウンセリング（定員５名）・・・申込が必要です。※1人50分程度です。
　○職業紹介等、職業適性診断等・・・申込は不要です。
◇問い合わせ先　　ジョブカフェやまなし　℡055-233-4510
　　　　　　　　　　　　県労政雇用課　℡055-233-1562

■固定資産税　　 ２期(７月31日)
■国民健康保険税 １期　　〃
■介護保険料　　 ３期　  〃
■学校給食費　　 ７月　  〃

■町営住宅使用料　 ７月(７月31日)
■奥の湯温泉使用料 ７月　　〃
■保育料　　　　 　７月(７月28日)
■簡易水道使用料　 ７月　　〃
■下水道使用料　　 ７月　  〃

　【今月の裏面】　 　①みのぶ学入門講座（生涯学習課）　②自衛官等募集案内（自衛隊山梨地方協力本部）　◎詳細は裏面をご覧ください。



問い合わせ先　　自衛隊山梨地方協力本部　南アルプス募集センター　TEL 055-283-5150　　URL　http://www.mod.go.jp/pco/yamanashi/

修業年限３年
看護師免許取得後２等陸曹に昇任

階級は指定しない
所定の教育訓練を修了した後予備自衛官と
して任用

受付時にお知らせしま
す

9月29日
（女子）

修学年限４年
卒業後１年で幹部自衛官に昇任

修学年限６年
医師免許取得後は幹部自衛官に昇任

10月18日～20日
※いずれか1日を指定

されます

10月25日
（1次試験）

11月1日～2日
（1次試験）

11月15日～16日
（1次試験）

採用後２年９月経過以降選考により３等陸・
海・空曹に昇任

陸上は２年、海上、航空は３年を１任期として
任用（以降２年を１任期）

飛行機・ヘリコプターのパイロット養成コース
入隊後６年で幹部昇任

9月8日～9月30日

9月8日～9月30日

9月5日～9月9日

8月1日～9月10日

9月27日～28日

9月23日
（1次試験）

9月20日
（1次試験）

高卒（見込）
21歳未満の者

高卒（見込）
21歳未満の者

高卒（見込）
24歳未満の者

18歳以上
31歳未満の者

防衛大学校学生

推薦

一般

18歳以上
27歳未満の者

18歳以上
27歳未満の者

高卒（見込）
21歳未満の者

男子は通年を通じて行っ
ております

２等陸・海・空士

一般曹候補生
（陸・海・空）

航空学生（海・空）

7月22日～10月10日
技術

予備自衛官補

防衛医科大学校生

看護学生

一般

18歳以上で国家免許資格な
どを有する者（資格により55
歳未満～53歳未満の者）

試験期日 概要
区分

募集案内 資格
願書受付期間

◎　故郷・身延が語れる人に・・・・・。
◎　現地で実物に触れ、この眼で、心で、感じ学ぼう（field-worksをとおして）。
◇　申込要領
　・対象…………小学５年生 ～ 一般　（20～25名）　※参加費は無料
　・移動…………町有マイクロバス3台（保険加入）、その他
　・集合…………8:30　①身延町総合文化会館、②役場下部支所、③中富総合会館（都合のいい場所へ）
　・学習…………7月～8月開催（9:00～11:30）、10月開催（一日）の全8回
　・申込期限……7月20日（日）まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　申込・問い合わせ先……生涯学習課生涯学習担当・稲葉　TEL 0556-20-3017

■研修内容
　①身延山久遠寺
　②匠の技　－ゆばと木鉦－（塩之沢）
■講師
　ガイド隊 ・ 町文化財担当
　望月氏 ・ 早川氏
■テーマ
　・歴史と文化　　・塩之沢とゆば
　・日蓮宗と木鉦　・木鉦づくりの技

■研修内容
　①穴山氏以前の東河内
　　～常葉氏と馬場氏
　②長塩の獅子舞
■講師
　町文化財担当 ・ 社会教育委員
　長塩獅子舞保存会会長
■テーマ
　・土豪、国人の地域支配とその後
　・河内の獅子舞

■研修内容　①夏～富士川べりの植物
■講師　　　望月一二氏
■テーマ
　・暖帯と寒帯の境界線上の植生

■研修内容
　①和紙づくり
　②なかとみ現代工芸美術館
■講師
　和紙の里職員 ・ 美術館学芸員
■テーマ
　・西嶋と和紙　・企画展解説

■研修内容
　①飯富氏と古屋氏
　②屏風岩～舟運の難所、句の舞台
■講師
　町文化財担当 ・ 社会教育委員
■テーマ
　・武田氏と飯富氏
　・富士川舟運、早川渡しと古屋氏
　・飯田蛇笏と屏風岩

■研修内容
　①穴山氏以前の東河内～三沢氏
　②東河内の道祖神まつり
　③上田美枝きもの資料館 （入館料必要 ８００円）

■講師
　慈観寺住職 ・ 古屋教諭（久那土小）
　きもの資料館係員 ・ 町文化財担当
■テーマ
　・三沢氏とは……
　・道祖神まつりの意味
　・なぜここに着物文化が……

■研修内容
　①本遠寺（大野）
　②円実寺（波木井）
■講師
　両寺住職 ・ 町文化財担当
■テーマ
　・お万の方と家康
　・波木井実長と日蓮

第1回・7月25日（金）・身延地区

第２回・8月1日（金）・下部地区

第３回・8月3日（日）

第4回・8月8日（金）・中富地区

第5回・8月18日（月）・中富地区

第6回・8月22日（金）・身延地区

■研修内容　①秋～安倍峠の植物
■講師　　　望月一二氏
■テーマ　　・植物の垂直分布
※一日研修です（弁当持参）。
　参加者には別途通知します。

第8回・10月19日（日）・身延→静岡

第7回・8月29日（金）・下部地区

※field-works（フィールドワークス）とは・・・
　体験だけにとどまらず、現場の人達と関わり
を持ちながら学び、調査や記録をしたりして、
その情報を第三者へ伝えていく活動のことをい
います。

※内容については変更する場合があります。
　変更した場合は参加者に追って連絡します。

※講師等は、すべてボランティア活動として･･･。


