
日 曜日

1 日 13:30 ～ 15:00

2 月 10:30 ～ 11:30

3 火 ～

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

5 木 ～

6 金 ～

9:30 ～ 11:20

13:30 ～ 16:00

8 日 ～

13:00 ～ 14:00

10 火 ～

～

13:00 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30

12 木 13:30 ～ 15:30

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

9:30 ～ 17:00

10:00 ～ 12:00

15 日 13:00 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30
12:30 ～ 15:00

17 火 ～

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

13:30 ～ 14:30

～

10:30 ～ 11:30

20 金 9:30 ～ 16:30

9:30 ～ 16:30

9:00 ～ 17:00

22 日 ～

23 月 9:00 ～ 17:00

24 火 ～

9:30 ～ 16:00

13:00 ～

26 木 10:00 ～ 11:30

27 金 13:00 ～ 15:00

28 土 ～

29 日 ～

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 15:00

31 火 ～

式典・第８回しもべ花のまちづくりコンクール表彰・講演会 生涯学習課　℡0556-20-3017
7 土

生涯学習・三愛運動推進大会 身延町開発センター

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

なかとみ現代工芸美術館
　℡0556-20-4555

身延児童館（身延福祉センター内）
遊びコーナー、お話コーナー、製作コーナー等を予定してい
ます。対象：遊びのコーナーは未就園児から小学生

なかとみ現代工芸美術館

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。

母親学級「マザースクール」 中富すこやかセンター
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

中富すこやかセンター 子育て支援課　℡0556-20-4611

町内小学校　卒業式

なかとみ和紙の里周辺の清掃作業、ウォーキング、環境クイ
ズラリーを実施します。どなたでも参加できます。

乳児健診

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

行政相談日

児童相談

みのぶ芸術祭（～4月5日まで）

子育て教室「すくすくクラブ」

結婚相談日

児童館まつり

富士川ふるさと工芸館

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

中富すこやかセンター

連絡先

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。

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

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

道の駅　富士川ふるさと工芸館
　℡0556-62-5424

対象：就園前の乳幼児
内容：おたのしみ会（卒業式）

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延児童館 ℡0556-62-3880

金山博物館　℡0556-36-0015
恒例の春休み親子映画観賞会を行います。上映作品は未定
ですが、決まり次第お知らせします。

道の駅　富士川ふるさと工芸館
　℡0556-62-5424

富士川地域の伝統産業である手漉き和紙をはじめ、陶器や
ガラス作品、そして峡南地域の地場産品などを展示即売する
工芸市です。

当日開催時間のみ受付　℡0556-62-1395

対象：16歳～64歳の健康な方
内容：２００ｍｌ、４００ｍｌ、成分献血

福祉保健課　℡0556-20-4611

毎月第３日曜日に開催しています。

生涯学習課　℡0556-20-3017
なかとみ現代工芸美術館
　℡0556-20-4555

おひな様作り 身延児童館（身延福祉センター内）
ひな祭りについて知る。また、おひな様を作ります。対象：未
就園児と保護者。※おやつにひなあられを用意しています。

身延児童館 ℡0556-62-3880

お母さん同士の交流をしましょう。対象：未就園児と保護者
※持ち物：お手ふき、フォーク（親子持参）

身延児童館（身延福祉センター内）

蔡倫書道展表彰式 なかとみ現代工芸美術館

クリーン＆ウォーキング
　　　ｉｎなかとみ和紙の里

なかとみ和紙の里第１駐車場

西嶋和紙の里蔡倫書道展の最終日です。午後から表彰式を
開催します。蔡倫大賞、関東産業経済局長賞、山梨県知事
賞ほか。

身延支所

■9：00～　静川小　　■10：00～　久那土小・下部小
■9：30～　西嶋小・原小・下山小・身延小・豊岡小・大河内小

下部地区公民館久那土分館
　℡0556-37-0002

「何か作ろう！」
　春休み企画（～27日まで）

身延児童館（身延福祉センター内）
牛乳パック、ペットボトル、ダンボール等を使って遊ぼう。
対象：小学生
※小学生以外のお子さんも通常どおり来館して遊べます。

文芸作品展

富士川クラフトパーク内
　　「移築古民家」

築三百年の古民家にいろいろな素材で制作した照明やあか
りを展示。小物の展示も充実しています。
※初日のみ夕暮れより開催します（～20：30まで）

環境下水道課　℡0556-42-4814

身延児童館 ℡0556-62-3880

中富すこやかセンター 対象児：平成20年2月、5月、8月、11月生 福祉保健課　℡0556-20-4611

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延児童館 ℡0556-62-3880

水4

ねんきん特別便無料相談会 中富すこやかセンター

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）

中富総合会館おもちゃ図書館

月9

対象：16歳～64歳の健康な方
内容：２００ｍｌ、４００ｍｌ、成分献血

福祉保健課　℡0556-20-4611

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

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

30

水18

年金相談会

19 木

幼児歯科検診

春休み親子映画観賞会

工芸市（～22日まで）

（春分の日）
第6回 あかり展（～29日まで）

町民課 町民担当　℡0556-42-4804

献血 中富総合会館

福祉保健課　℡0556-20-4611

献血

■8：50～　下山中　　■10：00～　久那土中・下部中
■9：00～　中富中・身延中

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。

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

月

南部町森林組合

身延福祉センター 対象：就学前の乳幼児
（受付時間）

水

お茶会

湯之奥金山博物館

16

水11

町内中学校　卒業式

土14

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。

身延支所

町内の身近な方々の作品をご覧いただき、美術館に来たこと
のない町民の方々にも、気軽に足を運んでいただくきっかけ
になることを願い開催します。

（受付時間）

対象：就園前の乳幼児、障害児

25

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

金13

第19回 久那土地区公民館まつり
　　（～22日まで）

久那土中学校体育館

土21

月

　【今月の裏面】　 　①介護支援専門員（ケアマネージャー）募集のお知らせ （福祉保健課）　　◎詳細は裏面をご覧ください。

湯之奥金山博物館は、３月１９日（木）～４月７日（火）までの間、身
延山の桜の開花に合わせて無休で営業します。ぜひ皆さんでお出かけく
ださい。　　　　　問い合わせ先　湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■3/21（土）・・・14：00～　大野山保育園　　　　　　■3/26（木）・・・①9：00～　西嶋保育所、②10：00～　久那土保育所、③11：00～　常葉保育所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■3/28（土）・・・10：00～　下山立正保育園　　　 　■3/27（金）・・・①9：00～　静川保育所、②10：00～　原保育所

町内全域対象
　■3月10日（火）～13日（金）、16日（月）9:00～16:00　中富総合会館

中富地区
　■3月2日（月）9:00～12:00　中富地区公民館 大須成分館　※午前中のみ
　■3月3日（火）9:00～16:00　　　　〃　　　 西嶋分館
　■3月4日（水）9:00～12:00　　　　〃　　　 曙分館　※午前中のみ
　■3月5日（木）9:00～16:00　　　　〃　　　 原分館
　■3月9日（月）9:00～16:00　中富総合会館

身延地区
　■3月2日（月）～6日（金）9:00～16:00　身延町総合文化会館

■国民健康保険税　 ９期（３月25日）
■学校給食費　　 　３月　　〃　　　　　 ■保育料　　　　　 ３月（３月26日）
■町営住宅使用料 　３月　　〃　　　　　 ■簡易水道使用料　 ３月　　〃
■奥の湯温泉使用料 ３月　　〃　　　　　 ■下水道使用料 　　３月　　〃



申込・問い合わせ先

身延町役場　福祉保健課（中富すこやかセンター内）

在宅支援担当　増　原

℡０５５６－２０－４６１１　内線２１

　身延町では、平成２１年度より介護支援専門員（ケアマネジャー）を
下記により募集します。

○職　　種　介護支援専門員（ケアマネジャー）

○資　　格　・介護支援専門員の資格を有する者
　　　　　　・身延町在住者
　　　　　　・普通自動車運転免許所有者

○募集人員　１名

○任用期間　平成２１年４月１日～平成２２年３月３１日（１年間）

○勤務体系　臨時職員

○勤  務 地　身延町地域包括支援センター（中富すこやかセンター）

○待　　遇　賃金・社会保険等詳細については、直接対応します。

■募集期間　平成２１年３月２日(月)～平成２１年３月１３日(金)
■受付時間　平日の８：３０～１７：３０
※応募希望の方は、下記まで連絡をお願いします。


