
日 曜日

1 月 10:30 ～ 11:30

2 火 ～

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

10:30 ～ 11:30

13:30 ～ 15:30

13:30 ～ 15:30

13:30 ～ 15:30

5 金 ～

6 土 ～

7 日 ～

10:30 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

9 火 10:30 ～ 11:30

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 16:00

11 木 ～

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

19:00 ～

13 土 14:00 ～ 15:00

14 日 ～

15 月 ～

10:00 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00

13:30 ～ 15:30

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

13:30 ～ 14:30

13:30 ～ 15:30

18:00 ～

～

19 金 10:00 ～ 11:50

20 土 8:00 ～ 16:00

21 日 13:00 ～ 16:00

22 月 ～

23 火 ～

9:30 ～ 16:00

13:30 ～ 15:30

25 木 10:00 ～ 11:30

10:30 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

13:00 ～ 15:00

27 土 ～

28 日 9:00 ～ 17:00

29 月 ～

8:30 ～ 17:00

10:30 ～ 11:30

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

竜王社会保険事務所職員による年金相談会です。 町民課 町民担当　℡0556-42-4804
水24

なかとみ和紙の里 （和室）

水17

年金相談会 南部町森林組合

身延児童館 （身延福祉センター内）

七面山敬慎院
18

七面山大祭　（～19日）

水3

ねんきん特別便無料相談会 中富すこやかセンター

献血
下部温泉会館

下部保健福祉センター

火16

ねんきん特別便無料相談会 中富すこやかセンター 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

「１０月のカレンダー作り」 身延児童館 （身延福祉センター内）

子育て教室「すくすくクラブ」

おもちゃ図書館

身延児童館　「午前臨時休館」

絵手紙教室

24日

出演：秋野暢子、川島なお美、冨樫真、六角精児
入場料：前売券2,000円、当日券2,500円

森林総合研究所 （増穂町） 対象：就園前の乳幼児　　　　　内容：秋のピクニック

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。

対象者：16歳～64歳の健康な方
内容：２００ｍｌ、４００ｍｌ、成分献血

午前中休館　　※12:00から開館します。

身延児童館 （身延福祉センター内）

おじいさん、おばあさんにお手紙、写真で元気だよのごあいさ
つ。各自で最近の子供の写真とハガキをもってきてください。
［予備日・１１日（木）］　対象：未就園児と保護者

身延生きがいデイを利用の方へのプレゼントを贈ります。
対象：未就園児と保護者

対象児：平成19年8月、11月、平成20年2月、5月生

社会福祉協議会　℡0556-62-3773
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。

身延児童館  ℡0556-62-3773 (内線15)
おだんごの味は、甘い？しょっぱい？昔から伝わる行事食を知
ろう。　　対象：未就園児と保護者

対象：就園前の乳幼児、障害児

事前申込者

福祉保健課　℡0556-20-4611

１０月のカレンダーを作ります。　　対象：未就園児と保護者 身延児童館  ℡0556-62-3773 (内線15)

3日

ミックス
紙

身延児童館 （身延福祉センター内）

セトモノ

10日

17日
8日

「五感で食育（行事食） お月見だんご
食べた？」

なかとみ現代工芸美術館

24日

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 古紙類

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

湯之奥金山博物館・毛無山中山金山遺跡

身延支所 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。 当日開催時間のみ受付　℡0556-62-1395

中富すこやかセンター

絵手紙教室 なかとみ和紙の里 （和室）

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

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。

身延児童館  ℡0556-62-3773 (内線15)

対象：妊婦、産婦
内容：『母乳で育てられるかな？～おっぱいケアと授乳の話』

福祉保健課　℡0556-20-4611

中富総合会館

（秋分の日）

湯之奥・中山金山遺跡見学会

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

小麦粉粘土の感触を味わおう。　　対象：未就園児と保護者 身延児童館  ℡0556-62-3773 (内線15)

なかとみ和紙の里　℡0556-20-4556中富地区　※詳細は裏面をご覧ください。

身延生きがいデイを利用の方へのプレゼントを作ります。
対象：未就園児と保護者

身延児童館  ℡0556-62-3773 (内線15)

身延児童館 （身延福祉センター内）

行政相談日

プレゼントを贈ろう

身延児童館 （身延福祉センター内）

「小麦粉粘土で遊ぼう」

下部Ａ地区

4日
身延Ｂ地区

1日

18日
11日

25日 22日
12日

火・金

（一部地域
は金曜日の

み収集）

22日 4日 11日

29日
26日

24日

下部Ｂ地区

 身延Ｂ地区

 下部Ｃ地区
 中富Ａ地区

中富Ｂ地区

身延Ａ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

※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。

 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 下部地区（長塩・北川・市之瀬を除く）

なかとみ和紙の里　℡0556-20-4556※詳細は裏面をご覧ください。

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

なかとみ和紙の里　℡0556-20-4556※詳細は裏面をご覧ください。

福祉保健課　℡0556-20-4611相談は、予約制になります。

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

身延児童館  ℡0556-62-3773 (内線15)

町民課 町民担当　℡0556-42-4804

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

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

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。

総務課 選挙管理委員会　℡0556-42-2111立候補予定者の方はご出席ください。

総合文化会館　℡0556-62-2110

身延町役場 （２階会議室）

絵手紙教室 身延町開発センター　婦人研修室

（敬老の日）

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）

身延町長選挙
　「立候補予定者説明会」

平成20年度文化庁「舞台芸術の魅
力発見事業」鬼灯町鬼灯通り三丁目

下部Ｃ地区
1日　・　8日　・　18日　・　22日　・　29日

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

プレゼント作り 身延児童館 （身延福祉センター内）

児童相談 中富すこやかセンター

中富総合会館　農林研修室絵手紙教室

子育て支援課　℡0556-20-4611

乳児健診 中富すこやかセンター

木4
下部地区　※詳細は裏面をご覧ください。 なかとみ和紙の里　℡0556-20-4556

30

金26

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。

金12

中富総合会館

　

対象：就園前の乳幼児、障害児

七面大明神を祭った開創の日を記念する大祭。 七面山敬慎院　℡0556-45-2551

火

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作家の作品展です。

なかとみ現代工芸美術館
　℡0556-20-4555

第４７回日本現代工芸美術展
　【最終日】（8/22～9/28）

結婚相談日

心配ごと相談日

木

8

母親学級「マザースクール」 中富すこやかセンター

幼児歯科検診 身延福祉センター

水10

身延町総合文化会館ホール

おもちゃ図書館

知的障害者巡回相談

福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）

月
身延児童館  ℡0556-62-3773 (内線15)「敬老の日プレゼント作り」

対象：就学前の乳幼児 福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）

福祉保健課　℡0556-20-4611

対象児：平成18年12月～平成19年3月生 福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）

25日

投票日は10月5日（日）。10月1日（水）～4日（土）まで中富総合
会館、開発センター、身延支所で期日前投票が行えます。

総務課 選挙管理委員会　℡0556-42-2111
身延町長選挙
　「告示」 ・ 「立候補届出受付」

身延町役場 （２階会議室）

１歳６か月児健診 中富すこやかセンター

■国民健康保険税　　　 ３期（９月30日）　■学校給食費　　 　９月（９月30日）　■保育料　　　　 ９月（９月26日）
■後期高齢者医療保険料 ３期　　〃　　　　■町営住宅使用料 　９月　　〃　　　　■簡易水道使用料 ９月　　〃
■介護保険料　　　　　 ５期　　〃　　　　■奥の湯温泉使用料 ９月　　〃　　　　■下水道使用料 　９月　　〃

　【今月の裏面】　　　 絵手紙教室　（なかとみ和紙の里）　・　百花繚乱やまなしまちづくりセミナー　ほか

　毎月の町政カレンダーの左下欄に掲載しておりました「資源ごみ等収集日程
表」については、今月号（９月町政カレンダー）をもって掲載を終了します。
　今後は、各戸配布の平成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。

パーキンソン病で療養されている患者の皆様による交流会を開催します。
参加者同士で、療養上の不安や問題、生活で工夫されていることなど様々なこ
とを話し合い、情報交換ができる交流会です。ぜひご参加ください。

○日時　　９月１７日(水)　　午後２時～午後３時３０分
○会場　　市川三郷町六郷ふれあいセンター　（市川三郷町岩間４３８）
○対象　　峡南地域に在住するパーキンソン病患者の方
○内容　　パーキンソン病体操、ピアカウンセラーを交えた交流会
○申込　　参加希望の方は、９月５日(金)までに下記へお申し込みください。

連絡・問い合わせ先　　峡南保健福祉事務所 健康支援課　℡0556-22-8155

　【お詫びと訂正】 ８月町政カレンダーの「資源ごみ等収集日程表」欄で、身延Ｂ地区のビン類等の収集日を８月
【25日】と掲載しましたが、正しくは【26日】の誤りでした。お詫びし訂正させていただきます。



１　身延地区 ８月２２日（金）　　８月２９日（金）　13:30～15:30
　　総合文化会館　　メディアルーム

２　中富地区 ８月２５日（月）　　９月　３日（水）　13:30～15:30
　　中富総合会館　　農林研修室

３　下部地区 ８月２７日（金）　　９月　４日（木）　13:30～15:30
　　身延町開発センター　　婦人研修室

４　和紙の里 ９月１７日（水）　　９月２４日（水）　13:30～15:30
　　なかとみ和紙の里　　和室

５　講　　　師 小澤玉美　先生
公民館・勧学院などでお馴染みの先生です。現在は、身延町・
鰍沢町・市川三郷町・北杜市などでご活躍されています。

６　申込方法 参加希望地区と希望日を電話でお申し込みください。
各教室とも10人が定員です。１回だけの参加も可能です。

７　そ　の　他 持ち物・・・描いてみたい花、野菜、果実など１人２点以上お持
ちください。　　※受講料は無料です。

絵手紙７つの心得
　１．　ヘタでいい　ヘタがいい
　２．　よく見て、大きくかこう
　３．　下書きなしの一発勝負
　４．　筆と墨を使って描こう
　５．　線は大切にゆっくり描こう
　６．　心を込めた言葉をかこう
　７．　かいたら必ずポストに投函

インターネットや携帯で簡単に送ることができる今だからこそ、

　　　　　　　　　　　　　を感じられる手づくりの　　　　　　　　　　　をはじめてみませんか？

問い合わせ先

身延町　なかとみ和紙の里
☎0556-20-4556

ぬ く も り 絵 手 紙

　県では、地域の活性化やまちづくり活動に関心のあ

る方、行政職員などを対象に、地域の課題を自ら発見

し解決の参考となるセミナーを開催します。

　基調講演講師の堀尾正明氏は、ＮＨＫで放送されて

いる「難問解決！ご近所の底力」などの番組司会者と

して活躍され、地域が直面している課題や、全国各地

の先進的・特徴的な具体的事例を取り入れて、わかり

やすく、ユーモアを交えて講演します。

 日　　時　　９月５日（金）　13:30～16:30
 場　　所　　山梨県立文学館　講堂　（甲府市貢川1-5-35）
 基調講演　　講師：堀尾正明 氏　（フリーアナウンサー）
 シンポジウム　《パネリスト》
　　　　　　　　　　　　　　北杜市 ： NPO法人えがおつなげて
　　　　　　　　　　　　　　山梨市 ： 山梨市総合政策課
　　　　　　　　　　　　　　早川町 ： NPO法人日本上流文化圏研究所
　　　　　　　　　　　　　　道志村 ： 道志村総務課財政政策グループ
 　　　　　　　《コーディネーター》　堀尾正明 氏

※申込方法･･･県市町村課まで電話、ファクシミリ、または電子メールにてお申込ください。入場は無料です。どなたでも参加できます。

問い合わせ先　　県市町村課　　TEL 055-223-1423　　FAX 055-223-1428　　e-mail ： shichoson@pref.yamanashi.lg.jp

　歯の健康が身体や心の健康に大きく関連していま
す。高齢化社会をむかえ、健康で豊かな生涯を過ごす
ためには若い頃からの歯の健康を維持することが大切
です。歯の健康について一緒に学んでみませんか？
　受講された方には、修了証、推進員バッチほか、進
呈いたします。その他推進員には特典いっぱい！
　そんなに思っているほど堅苦しい研修会ではありま
せん。ご家族・親子・ご近所お誘いのうえ、ご応募く
ださい。
　また、地域コミュニティーの場にもご要望があれば
出張研修会を行いますので、お問い合わせください。

 日　　時　　９月２０日（土）　13:00～
 場　　所　　ベルクラシック甲府　（甲府市丸の内1-1-17）
 研修内容　１部：「歯と全身の健康との関係」を主なテーマとし、
　　　　　　　　　　　　　調査データなどに基づいた研修内容
 　　　　　２部：歯や口の病気についての説明や、その健康
　　　　　　　　　　　　　管理方法など実習を含めた内容
 資　　格　山梨県在住の方　　※受講料は無料です。
 主　　催　山梨県 ・ 山梨県歯科医師会
 申込み先　山梨県歯科医師会　℡055-252-6481

※出張研修会も承ります。


