
日 曜日

1 金 ～

2 土
8:30

14:00
～
～

12:30
16:30

9:00 ～ 15:00

10:00
13:30

～
～

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 15:00

5 火 ～

10:30 ～ 11:30

20:00 ～ 21:00

7 木 10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

9 土 ～

10 日 ～

13:00 ～ 14:00

12 火 13:00 ～ 16:00

13 水 ～

14 木 ～

15 金 ～

16 土 18:00 ～

9:30 ～ 17:00

13:00 ～ 16:00

18 月 ～

19 火 ～

10:00 ～ 12:00

13:00 ～

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 11:30

10:30 ～ 11:30

9:30 ～ 17:00

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

23 土 8:30 ～ 10:30

24 日 8:30 ～ 10:30

25 月 8:30 ～ 10:30

26 火 8:30 ～ 10:30

8:30 ～ 10:30

9:30 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

28 木 8:30 ～ 10:30

8:30 ～ 10:30

10:30 ～ 11:30

30 土 8:30 ～ 10:30

31 日 ～

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

27

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

いきいきエアロビクス教室（15回目） 勤労青年センター体育館（宮木）

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

生活習慣病予防健診

身延福祉センター

（受付時間）
月11

水

20

生活習慣病予防健診

幻の泥象裂　山本唯与志染芸展
　【最終日】

水

生活習慣病予防健診

日3

献血 中富総合会館

第25回　下部温泉やまめ祭り 下部温泉郷　リバーサイドパーク

月4

なかとみ現代工芸美術館
幻の泥象裂　山本唯与志染芸展特
別講座　『シルクスクリーン体験（午
前・午後各1回）』

対象者：16歳～64歳の健康な方
内容：２００ｍｌ、４００ｍｌ、成分献血

おもちゃ図書館

心配ごと相談日

生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延児童館  ℡0556-62-3773(内線15)

8

おもちゃ図書館 中富総合会館 対象：就園前の乳幼児、障害児
金22

身体障害者巡回相談

日17

心配ごと相談日

第４７回　日本現代工芸美術展
なかとみ現代工芸美術館
　℡0556-20-4555

鰍沢町総合福祉センター 福祉保健課　℡0556-20-4611

身延支所

対象：就園前の乳幼児、障害児

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

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

下部保健福祉センター
中富総合会館
身延支所

（下部地区）
（中富地区）
（身延地区）

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

竜王社会保険事務所職員による年金相談会です。

申込者（予約者）

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

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

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

観光課　℡0556-62-1116

中富すこやかセンター

なかとみ現代工芸美術館
　℡0556-20-4555

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。

相談は、予約制になります。

対象：未就園児と保護者。　　内容：児童館を利用しているお母
さんに作り方の指導を受けます。

13日

日本工芸界を代表する文化勲章、文化功労者、日本芸術院会
員をはじめ、現代工芸の分野で活躍する精鋭作家群の作品に
よる、独創的なコンセプトによって表現された工芸美術作品を
ご覧ください。

申込者（予約者）

身延福祉センター 申込者（予約者）

古紙類

生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

申込者（予約者）

27日

申込者（予約者）

ミックス
紙

中富すこやかセンター 申込者（予約者）

6日

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。

豊岡公民館

生活習慣病予防健診

生活習慣病予防健診

ペット
ボトル

プラスチック
製容器

可燃ごみ

11日

金物類 ビン類

子育て教室「すくすくクラブ」 中富すこやかセンター

金山博物館イベント広場
第８回　砂金掘り大会
第５回　私学交流砂金掘り大会

勤労青年センター体育館（宮木）

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

なかとみ現代工芸美術館
　℡0556-20-4555

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

シルクスクリーンとは、『紗』という絹（スクリーン）を枠に張り、
その上に手工芸などで版を作り、インクを入れて印刷する染色
法です。この技法を使って、山本唯与志先生の工房で美しく手
染めされたハンカチに絵柄を染め入れましょう。　【要予約】

毎年大好評の砂金掘り大会を開催します。申込締切は８月１日
（金）午前中まで。　また、午後からは私学対抗砂金掘り大会を
開催します。

やまめ釣り大会・やまめつかみ取り大会　等 下部観光協会　℡0556-20-3001

21日
7日

28日 18日
8日

7日
身延Ｂ地区

4日

25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

4日　・　11日　・　18日　・　25日
中富Ｂ地区

18日 1日 14日

20日

火・金

（一部地域
は金曜日の

み収集）

下部Ｂ地区

中富Ａ地区

下部Ａ地区

 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

結婚相談日

身延福祉センター

下部地区（長塩・北川・市之瀬を除く）

身延Ａ地区
25日

下部Ｃ地区

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

申込者（予約者）

当日開催時間のみ受付　℡0556-62-1395毎月第３日曜日に開催しています。お気軽にご相談ください。

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

対象：就園前の乳幼児　　　　内容：親子でスキンシップ遊び

火薬が貴重だった戦時中でも、県内において唯一許可された
長い継続の歴史を有する祭典です。　【花火大会】20：30～

最終日ですのでお早めにご来館ください。

生活習慣病予防健診

五感で食育　～手作りおやつ・かり
んとう～

生活習慣病予防健診

なかとみ現代工芸美術館

下山小学校体育館

勤労青年センター体育館（宮木）

身延児童館（身延福祉センター内）

上映作品は、おってチラシでお知らせします。

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。

行政相談日

水
後期教室開始
いきいきエアロビクス教室（13回目）

金

乳児健診

6

五感で食育　～みんなで育てた野
菜を食べよう～

身延児童館（身延福祉センター内）
対象：未就園児と保護者。　　内容：みんなで育てたミニトマト、
キュウリを食べます。

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。

９月のカレンダー作り　～ドングリ ゆ
らゆら コロン！～

身延児童館（身延福祉センター内）
対象：未就園児と保護者。　　内容：９月のカレンダーを作成し
ます。

身延児童館  ℡0556-62-3773(内線15)

下山愛宕祭典花火大会

いきいきエアロビクス教室（14回目）

下山新町

なかとみ現代工芸美術館

夏休み親子映画観賞会 金山博物館映像シアター

金29

福祉保健課　℡0556-20-4611

福祉保健課　℡0556-20-4611

町民課 町民担当　℡0556-42-4804

生活習慣病予防健診

身延福祉センター 申込者（予約者）

年金相談会 南部町森林組合

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

木21
子育て教室「すくすくクラブ」 中富すこやかセンター

生涯学習課 生涯ｽﾎﾟｰﾂ担当
　℡0556-20-3017

身延児童館  ℡0556-62-3773(内線15)

福祉保健課　℡0556-20-4611

■町県民税　　　 ２期(９月１日)
■国民健康保険税 ２期　　〃
■後期高齢者
　　　医療保険料 ２期　　〃
■介護保険料　　 ４期　  〃

　【今月の裏面】
　　 身延児童館からのお知らせ　・　その他

■学校給食費　　　 ８月(９月１日)
■町営住宅使用料　 ８月　　〃
■奥の湯温泉使用料 ８月　　〃
■保育料　　　　 　８月(８月26日)
■簡易水道使用料　 ８月　　〃
■下水道使用料　　 ８月　  〃

　毎月の町政カレンダーで掲載しております資源ごみ等収集日程表に
ついて、９月町政カレンダーをもって掲載が終了となります。
　今後は、９月中旬に各個配布予定の平成２０年度（下半期　平成２０
年１０月～平成２１年３月）家庭ごみ収集カレンダーを活用し、収集日
のご確認をお願いいたします。



　お子様の見え方について不安を感じている方、成人されてから
目に障害を持ち悩んでいる方、視覚に課題がある子どもさんを指
導されている先生など、目のことでお悩みの方は、お気軽にご相
談ください。相談費用は無料です。
■日時及び会場
　８月２３日（土）　県立ふじざくら支援学校（富士河口湖町船津6663-1）
　８月２４日（日）　県立盲学校（甲府市飯田2-10-2）
　※時間はいずれも10：00～15：00まで
■申込方法
　前日までに電話でお申し込みください（申込の受付時間は9：00～17：
00まで）。なお、相談は本校への就学相談ではありません。
■申込・問い合わせ先
　県立盲学校視聴覚障害相談・支援センター
　　　担当：浅川、佐田　℡055-226-3361

　電気は日常生活になくてはならない便利なものですが、取り扱
いなどを誤ると感電や火災などの災害を招く恐れがあり、日頃か
ら安全に使用する必要があります。財団法人関東電気保安協会で
は、公益法人として地域や職場など皆様のところへお伺いし、電
気を安全に効率よくお使いいただくための出前講習会を無料にて
開催しています。ぜひご利用ください。
■実施内容
　①パワーポイントやビデオによる電気の上手な使い方
　②ショートや省エネなどの実験・実演
■実施日時　　日曜、祭日を除く１０：００～１６：００
■実施時間　　１時間程度　※人数は５人以上から
■開催場所　　ご用意いただいた場所へお伺いします。
■連絡先　　　関東電気保安協会 山梨事業本部
　　　　　　　　　　　　広報担当：岡　℡055-228-3200

　身延児童館が開館して、はじめての夏休みを迎えます。児童館は０歳から

１８歳までの乳幼児、児童・生徒なら地域を問わず、誰でも自由に利用でき

ます（乳幼児については保護者同伴）。一度、この夏休み中に足をはこんで

みてください！！

８月　６日（水）　「五感で食育　～みんなで育てた野菜を食べよう～」
　　　※１０：３０～１１：３０　対象者・・・未就園児と保護者

遊びや学びなどを通じて仲間

をつくり、自主性・創造性・

協調性を養い、情操豊かな児

童を育てることを目的として

設けられた児童のための施設

です。

☆ 児童館とは ☆

５月２１日　「ミニミニ絵本づくり」 ６月２日　「ミニトマトの苗植え」 ６月１０日　「紙皿で壁飾り作り」

６月１７日　「救急法講習会」 ７月３日　「星まつり・親子で遊ぼう」

児童館利用・問い合わせに関して・・・

　身延児童館（身延福祉センター内）
　　　℡０５５６－６２－３７７３（内線１５）

開 館 日　　月曜～金曜日、第２・第４の土曜・日曜日

開館時間　　９：００～１７：００

休 館 日　　第１・第３土曜・日曜日、祝日、年末年始

８月２１日（木）　「五感で食育　～手作りおやつ・かりんとう～」
　　　※１０：３０～１１：３０　対象者・・・未就園児と保護者

８月２９日（金）　「９月のカレンダー作り　～ドングリ ゆらゆら コロン！～」
　　　※１０：３０～１１：３０　対象者・・・未就園児と保護者

国道５２号　身延バイパス

総合文化会館
駐車場

総合文化会館
図書館

児童館

（身延福祉センター内）

●○●　８月・臨時休館のお知らせ　●○●

２３日（土）・・・午後から休館します。
２４日（日）～２８日（木）・・・午後２時から開館します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（午前中は住民健診のため）


