
日 曜日

8:30 ～ 20:00

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

2 木 10:00 ～ 11:30

3 金 19:20 ～ 21:00

4 土 ～

5 日 7:00 ～ 20:00

6 月 ～

7 火 ～

10:30 ～ 11:30

13:00 ～ 16:00

9 木 10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

10:00 ～ 15:00

13:00 ～

14:00 ～ 16:00

14:00 ～ 15:00

9:30 ～ 17:00

16:00 ～

13 月 ～

14 火 ～

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

16 木 9:00 ～ 12:00

9:00 ～ 17:30

10:00 ～ 11:50

13:30 ～ 14:30

7:00 ～ 19:00

10:00 ～ 15:00

19:00 ～ 20:30

8:30 ～ 12:00

10:00 ～ 14:00

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 14:00

21 火 ～

22 水 9:30 ～ 16:00

9:00 ～ 19:00

10:00 ～ 11:30

10:30 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

13:00 ～ 15:00

25 土 9:30 ～ 13:00

26 日 9:00 ～ 17:00

27 月 ～

28 火 ～

10:30 ～ 11:30

～

30 木 ～

31 金 ～

文化文芸作品展　（23日～27日） 文化財担当　℡　0556-20-3017
木23

身延町総合文化会館

土

日19

第44回下部地区文化祭「芸能発表」

18

井上久美子ハープトリオコンサート
　～グランドハーブの美しき調べ～

入場料　会員1,500円　一般2,000円　当日2,500円 総合文化会館担当　℡0556-62-2110

なかとみ現代工芸美術館
　　℡0556-20-4555

福祉保健課　℡0556-20-4611

「ヴィルヘルム・ハンマースホイ　静かなる詩情」展の見
学ツアーです。参加費：4,000円

金17

第44回下部地区文化祭（～19日） 下部地区町民体育館

(受付時間)
中富すこやかセンター

日12

水15

（体育の日）

11

なかとみ現代工芸美術館

セラミックアートFuji国際ビエンナー
レ２００８　（～11月30日）

なかとみ現代工芸美術館

曙大豆の枝豆 収穫体験（～12日） 飯富地内 （新早川橋際）

セラミックアートFuji国際ビエンナー
レ２００８　「表彰式」

第56回 金山博物館公開講座 ［特
別講座］　（全5回シリーズの第1回
目）

対象児：平成17年4月～7月生 福祉保健課　℡0556-20-4611
(受付時間)

17日～19日午前中にかけて作品展が行われます。 生涯学習課　℡ 0556-20-3017

身延町総合文化会館

芸能発表が行われます。 生涯学習課　℡ 0556-20-3017

第45回身延地区文化祭（～27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。

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

コスモスまつり なかとみ和紙の里駐車場

乳児健診

中富すこやかセンター

下部地区町民体育館

南部町森林組合

身延支所

年金相談会

金10

24

ポリオ予防接種

月20

金

子育て教室「すくすくクラブ」

３歳児健診

土

中富総合会館

身延山久遠寺　祖師堂

下部保健福祉センター子育て教室「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

なかとみ現代工芸美術館のメイン企画展で、本年は美
術館オープン１０周年記念事業として開催します。陶芸
や七宝などの招待作品をはじめ、個性豊かな一般公募
作品が多数展示されます。

なかとみ現代工芸美術館
　　℡0556-20-4555

水8
行政相談日

ミニミニ運動会 身延児童館（福祉センター内）

湯之奥金山博物館多目的ホール
　　　※聴講は無料です。

身延山御会式　天童音楽大法要
　（11日～13日）

おもちゃ図書館

総務課 選挙管理委員会　℡0556-42-4800
立候補者複数の場合は選挙になり、投票が行われま
す。

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

産業課　℡0556-42-4805曙大豆の枝豆 収穫体験（～19日）

対象者には、受診票を送付します。 福祉保健課　℡0556-20-4611

当日開催時間のみ受付　℡0556-62-1395

(受付時間)

芸術鑑賞ツアー 国立西洋美術館（東京都）

心配ごと相談日

竜王社会保険事務所職員による年金相談会です。

第45回身延地区文化祭

福祉保健課　℡0556-20-4611結核検診

身延町総合文化会館

対象者には、受診票を送付します。

日蓮大聖人の入滅を偲ぶ法要で身延山年中行事の中
で最大の行事。身延山三大会のひとつ。

体験料：500円（一袋分）で詰め放題（一人２袋まで）。会
場で随時受付します。（18日・19日の2日間開催）

身延児童館　「午前臨時休館」

身延山御会式　万燈行列

午前中休館　　※12:00から開館します。

ねんきん特別便無料相談会 中富すこやかセンター

対象：平成13年4月16日～平成20年7月15日生で、2回
接種を終了していない児　（事前に予約が必要）

全5回シリーズのテーマ：「湯之奥金山とその周辺」～河
内地方の原風景を追って②～　　演題：武田信玄の虚
像と実像～甲陽軍艦の評価～　　講師：柴辻俊六氏（Ｎ
ＨＫ大河ドラマ「風林火山」時代考証者）

身延山久遠寺　℡0556-62-1011

身延町商工会　℡0556-62-1103

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

総門～身延山久遠寺境内

身延児童館  ℡0556-62-3773 (内線15)

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

身延山観光協会　℡0556-62-0502

身延児童館 （身延福祉センター内）

日蓮大聖人の御入滅の際、時ならぬ桜が一斉に咲き揃
い、多くの弟子達がこの桜の下で大聖人を悼んだと伝
えられています。この故事にちなみ、竹の柳に和紙で
作った桜花を飾り付けた万燈を引き、太鼓、笛、鐘によ
るおはやしを奏でながら歩きます。当日は、約2,000名も
の人々が全国より参加します。

対象：未就園児と保護者　・いろいろな遊び、フォークダ
ンスなどをします。

体験料：500円（一袋分）で詰め放題（一人２袋まで）。会
場で随時受付します。（11日・12日の2日間開催）

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

福祉保健課　℡0556-20-4611

対象：就園前の乳幼児、障害児

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。

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　　　内容：自由遊びの日

℡0556-38-0101
℡0556-42-2337
℡0556-62-1111

中富すこやかセンター

身延町長選挙　「投票日」

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）

子育て教室「すくすくクラブ」

町内２１投票所

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

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延児童館  ℡0556-62-3773(内線15)

なかとみ現代工芸美術館 開場は18：50。チケット1,500円（高校生以下無料）

対象：就園前の乳幼児　　　内容：自由遊びの日

結核検診

町内各地区

身延児童館（福祉センター内）

町内各地区

結核検診 町内各地区

結核検診 町内各地区

福祉保健課　℡0556-20-4611対象者には、受診票を送付します。

毎月第３日曜日に開催しています。

対象：未就園児と保護者　・１１月のカレンダー作り。 身延児童館  ℡0556-62-3773(内線15)

福祉保健課　℡0556-20-4611
社会福祉協議会　℡0556-62-3773

町民課 町民担当　℡0556-42-4804

芸能発表会、囲碁・将棋大会、お茶の会 文化財担当　℡　0556-20-3017

第３回みのぶ健康福祉まつり

福祉保健課　℡0556-20-4611

五感で食育
　「季節の野菜を味わおう」

対象児：就園前の乳幼児
内容：秋のちびっこ運動会

下部地区町民体育館 福祉保健関係表彰、体操、バザー等各種催し

対象：未就園児と保護者　・秋の野菜を煮て食べます
（すいとん）。持ち物等詳しくは児童館へお問い合わせく
ださい。

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

中富すこやかセンター

生涯学習課　℡0556-20-3017

結婚相談日

おもちゃ図書館 中富総合会館

オペラコンチェルトの夕べ１３

対象：就園前の乳幼児、障害児

小田船原地内 （船原バス停付近）

歌謡ショー、フリーマーケット、縁日コーナー等 身延町商工会中富支所　℡0556-42-2221

対象児：平成19年9月、12月、平成20年3月、6月生 福祉保健課　℡0556-20-4611中富すこやかセンター

立候補者複数の場合は選挙になり、１日～４日まで期
日前投票所が設置されます。

総務課 選挙管理委員会　℡0556-42-4800
水1

身延町長選挙　「期日前投票」
　（１日～４日まで）

中富総合会館、開発センター、身
延支所

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ねんきん特別便無料相談会 中富すこやかセンター

対象者には、受診票を送付します。 福祉保健課　℡0556-20-4611
水29

１１月のカレンダー作り

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■国民健康保険税　　　 ４期（10月31日）　■学校給食費　　 　10月（10月31日）　■保育料　　　　 10月（10月27日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■後期高齢者医療保険料 ４期　　〃　　　　■町営住宅使用料 　10月　　〃　　　　■簡易水道使用料 10月　　〃
　　　■町県民税　　３期（10月31日）　　■介護保険料　　　　　 ６期　　〃　　　　■奥の湯温泉使用料 10月　　〃　　　　■下水道使用料 　10月　　〃

　【今月の裏面】　 　＜お知らせが４件です。＞　◎詳細は裏面をご覧ください。

【資源ごみ収集日程表の掲載を終了しました。】  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ご活用ください。



　おかげさまで「みのぶゆばの里」も開館以来５周年を迎え
ることができました。
　多くの皆様にご来館、ご利用いただき誠にありがとうござ
います。
　当日は、豪華景品が当たる抽選会等、たのしい企画をたく
さん用意してお待ちしております。
　皆様おそろいでお出かけください。

１０月１１日（土）・１２日（日）・１３日（体育の日）の３日間

午前９時３０分～午後６時まで

※抽選会は、玄関入口で随時行っています。1,000円以上お
　 買い上げで1,000円につき1回抽選を行うことができます。 企業組合みのぶゆばの里・とよおか

１０月１２日（日）～１３日（体育の日）の２日間

午前１０時～午後４時まで

会場　道の駅「しもべ」

　地元大豆を使った純正無添加の「しもべ味噌・初蔵出しまつ
り」を実施します。
　味噌の計り売りをはじめ、味噌汁・ほうとうの無料サービス
コーナーもありますので、ぜひお越しください。農事組合法人下部特産物食品加工組合

期　　日／10月16日（木）～18日（土）[2泊3日]
定　　員／30名（最少催行人員20名）
申込期間／10月7日（火）まで
参 加 費／39,000円（大久保間歩入坑料、石見銀山ガイド料、
　　　　　　　　　　　　　　　バス代・保険・食事代、宿泊料）

★ツアーポイント★

　行程２日目は、現地講師に井澤英二先生と久間英樹先生をお迎え
し、期間限定公開の大久保間歩の見学をはじめ、１日まるまる石見銀
山を体感していただく金山博物館ならではのコースです。観光旅行で
はなく、遺跡見学会ですので他の観光名所には立ち寄りませんが、と
ても価値のあるツアーです。参加申込希望者には詳細のリーフレット
（参加申込書を含む）をお送りします。

　　　　　　　　申込から出発までの流れ
１　申込書に記入のうえ、郵送・博物館窓口にてお申し込みください。
２　同時に参加代金を当館指定口座にお振り込みください。博物館窓口でも
　　受け付けます。　→　正式申込となります。
３　正式申込から、出発の一週間前までに、参加要項・予約確認書をお送り
　　します。

　

１日目（10月16日）　　下部→増穂IC→中央道→名神→米子道→山陰道→玉造IC
　　　　　　　　　　　　　　　　→石見銀山【市内ホテル】（泊）
２日目（10月17日）　　石見銀山遺跡見学（大久保簡保、石見銀山観光センター、
　　　　　　　　　　　　　　　　町並・港湾他、石見銀山資料館等）→【玉造温泉】（泊）
３日目（10月18日）　　（泊）→出雲大社→休憩をはさみながら下部へ
　　　　　　　　　　　　　　　　（午後8時～9時到着予定）

見学会の日程 ： 大型観光バスで博物館→石見まで直行（片道約10時間）

見学会に関する問い合わせ先　　湯之奥金山博物館 （℡0556-36-0015）まで

技能講習会名

　　「一般メンテナンスコース」

　襖や障子の張替え、ガラスやサッシ・網戸のメ

ンテナンス、水回りの清掃等、講義と実技で習得

することができます。

日　　時／１０日間（４１時間）
　　　　　　　・11月26日（水）～29日（土）
　　　　　　　・12月 2日（火）～ 4日（木）
　　　　　　　・12月 9日（火）～11日（木）
　　　　　　　・午前10時～午後3時
会　　場／増穂町民会館
対 象 者／概ね６０歳台前半層の方で雇用、就業を希望される方
受 講 料／無料
定　　員／２０名（応募者多数の場合は抽選となります。）
申込締切／11月13日（木）まで

申込・問い合わせ先
　　社団法人峡南広域シルバー人材センター
　　　　℡0556-22-8701
　　社団法人山梨県シルバー人材センター連合会
　　　　℡055-228-8383

※現在、友の会でない方は友の会へのご入会手続きをしていただ
　くことが前提となります。参加費＋友の会年会費1,000円でご
　参加いただくことができます。


