
日 曜日

10:00 ～ 16:00

10:00 ～ 11:00

2 金 9:30 ～ 17:00

3 土 14:00 ～ 16:00

4 日
13:00 ～ 14:00

9:45 ～ 12:00

11:00 ～ 12:00

7 水 20:00 ～ 21:00

8 木 10:00 ～ 11:00

10:00 ～ 11:50

10:00 ～ 15:00

9:30 ～ 18:00

10:00 ～ 16:00

13:00 ～

12 月 16:00 ～

13 火
13:00 ～ 14:00

20:00 ～ 21:00

15 木
10:00 ～ 11:50

14:00 ～ 15:15

9:30 ～ 11:30

10:00 ～ 15:00

9:00 ～ 18:30

10:00 ～ 14:00

9:30 ～ 17:00

13:00 ～ 16:00

19 月

8:30 ～ 17:00

11:00 ～ 12:00

8:30 ～ 20:00

20:00 ～ 21:00

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

22 木

13:00 ～ 15:00

10:00 ～ 11:00

24 土 14:00 ～ 15:00

7:00 ～ 20:00

8:30 ～ 12:30

26 月

27 火 11:00 ～ 12:00

9:30 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

10:30 ～ 11:30

29 木

30 金 19:00 ～ 21:00

31 土 9:30 ～ 14:00

28

火20

南部町森林組合

23

中富すこやかセンター

身延町立図書館

心配ごと相談日

身延児童館11月のカレンダー作り

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

水

勤労青年センター体育館

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。

身延町役場（2階会議室）

金

身延山御会式　万灯行列

6 火 集まれ！０・１・２　《小さなおはな
し会》

日

9 金

10

下部みそ・蔵出しまつり
（11日・12日）
身延山御会式　大法要
（11日～13日）

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。

勤労青年センター体育館

身延町総合文化会館

なかとみ現代工芸美術館

勤労青年センター体育館

小田船原地内（船原バス停付近）

なかとみ和紙の里

飯富地内（新早川橋際）

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

芸能発表会のほか、お茶の会、囲碁・将棋大会も開催し
ます。

曙大豆の枝豆　収穫体験
（10日・11日）

刺子展及び晴れの儀式衣装展
（～12月20日）

行政相談日

本栖湖西岸クリーン大作戦

町民いちスポーツ
「いきいきエアロビクス教室」

おもちゃ図書館

「ミニミニ運動会」

日本の伝統工芸の「刺子」や古くから伝わる日本独特の
「晴れの儀式」の衣装を展示します。

チューリップの球根を植えます。対象：未就園児と保護者

14

11

1 木

5 月

13:00
心配ごと相談日

日

水

水

土

おもちゃ図書館

クリーン＆ウオーキングinなかとみ
和紙の里

曙大豆の枝豆　収穫体験
（17日・18日）

３歳児健診

第１回身延町総合文化祭
　「芸能発表会」

コスモスまつり

勤労青年センター体育館

身延町立図書館
絵本の読み聞かせ・てあそび・うたあそび・ミニ工作など。
対象：乳幼児と保護者　ゲスト：《テディベアの会》

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

竜王社会保険事務所職員による年金相談会です。

「わくわくリトミックランド」 身延児童館
ぴゅあ峡南主催。参加できるのは、１歳から３歳までの親
子で、15組程を予定。申し込みは身延児童館まで。

身延児童館　℡0556-62-3880

第４回みのぶ健康福祉まつり 身延町総合文化会館

生涯学習課　℡0556-20-3017

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

オペラコンチェルトの夕べ１４
なかとみ現代工芸美術館
（エントランス）

『ふれあいで　地域を創る　健康福祉まつり』
（詳しくは、後日各戸配布されるチラシをご覧ください）

ピアノソロとオペラの競演

町民いちスポーツ
「いきいきエアロビクス教室」

身延町立図書館

町内２１投票所
立候補者が定数を越える場合は選挙になり、投票が行な
われます。

秋だ !!　＂おいしい＂おはなし会

身延町議会議員一般選挙「投票
日」

集まれ！０・１・２　《小さなおはな
し会》　スペシャル！

参加希望者は10月10日（土）までに各地区役員さんへ申
し込みをしてください。（詳細は別途回覧をご覧ください。）

年金相談会

身延支所

総門～身延山久遠寺境内

中富すこやかセンター

中富すこやかセンター

中富すこやかセンター

身延児童館　℡0556-62-3880

軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎

絵本の読み聞かせ・てあそび・うたあそび・ミニ工作など。
対象：乳幼児と保護者

身延町立図書館　℡0556-62-2141

連絡先

「チューリップの球根植え」 身延児童館

乳児健診

生涯学習課　℡0556-20-3017

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延児童館　℡0556-62-3880

陶磁・金属・染織・漆・木など多様な素材による工芸作品
を紹介します。

美枝きもの資料館

対象：就園前の乳幼児、障害児

総務課　℡0556-42-4800

身延山久遠寺　℡0556-62-1011
日蓮大聖人の御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。
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灯を引き、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人もの人々が
全国より参加します。

身延山観光協会　℡0556-62-0502

生涯学習課　℡0556-20-3017

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

生涯学習課　℡0556-20-3017軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎

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

下部みその量り売り・地元特産品の販売等、みそ汁の無
料サービスもあります。（11日･12日の2日間開催)

道の駅「しもべ」　℡0556-20-4141

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。（10日･11日の2日間開催）
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。（10日･11日の2日間開催）

なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

対象児：平成20年9月・12月、平成21年3月・6月生まれ

全5回の講座の第１回目。講師：信州大学教授　笹本正
治氏

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

玉入れをしたりフォークダンスなどをします。対象：未就園
児と保護者

生涯学習課　℡0556-20-3017

環境美化活動にご協力をお願いします。 環境下水道課　℡0556-42-4814

対象：就園前の乳幼児、障害児

「日本のこころ」をテーマに書かれた絵手紙が展示されま
す。

身延町立図書館　℡0556-62-2141

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。

読書の秋をめいっぱい楽しむおはなし会です。今月の
テーマは＂おいしいおはなし＂どなたでも参加できます。

身延町立図書館　℡0556-62-2141

11月のカレンダーを作ります。申し込みを10月5日（月）～
9日（金）までにしてください。対象：未就園児の保護者

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。（17日･18日の2日間開催）

産業課　℡0556-42-4805

環境美化活動にご協力をお願いします。

生涯学習課内　身延町総合文化祭実行
委員会事務局　℡0556-20-3017

（受付時間）

第48回　日本現代工芸美術展 ｉｎ
ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ　（～11月15日）
第61回公開講座「日本の金銀鉱
山にみる甲斐の人脈」

湯之奥金山博物館

なかとみ現代工芸美術館

身延町立図書館

～ 15:00

結婚相談日

18
第２回西嶋和紙絵手紙展
（～11月16日）

町民いちスポーツ
「いきいきエアロビクス教室」

16 金

17 土

ポリオ予防接種

中富すこやかセンター（受付時間）

福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）

対象児：平成18年5月～8月生まれ

企業組合みのぶゆばの里・とよおか
℡0556-62-6161

本栖湖西岸

身延児童館

身延町商工会　℡0556-62-1103

中富すこやかセンター

身延山久遠寺　祖師堂

古関地内（道の駅しもべ前広場）

みのぶゆばの里創業祭
（10日・11日）

みのぶゆばの里

身延町議会議員一般選挙
期日前投票（21日から24日まで）

ねんきん特別便無料相談会

集まれ！０・１・２　《小さなおはな
し会》 ～うたってあそぼ♪～

町民いちスポーツ
「いきいきエアロビクス教室」

身延町議会議員一般選挙
「告示」・「立候補届出受付」

なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555

なかとみ和紙の里駐車場

当日開催時間のみ受付
℡0556-62-1395

美しいコスモスの花畑を見ながら、楽しいイベント！
歌謡ショー、フリーマーケット、縁日コーナーなど

身延町商工会　℡0556-62-1103

毎月第３日曜日に開催しています。

総務課　選挙管理委員会
℡0556-42-4800

21
生涯学習課　℡0556-20-3017軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎

生涯学習課　℡0556-20-3017

立候補者が定数を越える場合は選挙になり、21日から24
日まで期日前投票所が設置されます。

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

身延児童館　℡0556-62-3880

総務課　選挙管理委員会
℡0556-42-4800

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

25 日
第３回身延町民グラウンドゴルフ
大会

遅沢スポーツ広場

身延町中富総合会館
身延町役場　身延支所
身延町開発センター

総務課　選挙管理委員会
℡0556-42-4800

絵本の読み聞かせ・てあそび・うたあそび・ミニ工作など。
対象：乳幼児と保護者

身延町立図書館　℡0556-62-2141

福祉保健課　℡0556-20-4611

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎

平成14年4月15日～平成21年7月14日生まれで、2回の
接種を終了していない者。（事前予約が必要です）

環境下水道課　℡0556-42-4814

　　　【今月の裏面】は「今月の納期」ほかお知らせが４件です。詳細は裏面をご覧ください。



集まれ！０・１・２《小さなおはなし会》

下部みそ・蔵
出しまつり

集まれ！０・１・２《小さなおはなし会》

なかとみ現代工芸美術（エントランス）

　おかげさまで「みのぶゆばの里」も開館以来６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１０日（土）・１１日（日）の２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

☎0556－62－6161

１０月１１日（日）～１２日（月）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。
　味噌の量り売りをはじめ、味噌汁の無料サービスもありま
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

      ☎0556－20－4141

■町県民税　　　　　　　　３期（１１月２日）　　■奥の湯温泉使用料 　 １０月（１１月２日）
■国民健康保険税　　　　　４期　　　〃　　　 　 ■保育料　　　　 　 　１０月（１０月２６日）
■介護保険料　　　　　　　６期　　　〃      　　■簡易水道使用料　　　１０月　　　〃
■後期高齢者医療保険料　　４期　　　〃　　　　　■下水道使用料 　　　 １０月　　　〃
■学校給食費　　 　　　 １０月　　　〃
■町営住宅使用料 　　　 １０月　　　〃

　◆母子健康手帳の交付を希望される方へ
　　　「母子健康手帳」の交付を希望される方は、事前に福祉保健課健康増進担当まで必ず
　　ご連絡ください。　☎０５５６-２０-４６１１

　　　失われつつある日本の伝統工芸の「刺子］
　や古くから伝わる日本独自の「晴れの儀式」
　の衣装を中心に展示します。
  　多くの皆様のご来館をお待ちしております。

　

　会　 期　　平成21年10月1日（木）～12月20日（日）
　　　　　　　 午前10時～午後４時　※月曜日休館
　会 　場　　（財）美枝きもの資料館（身延町三澤１１６）
　入館料　　一般　800円　　団体　700円（20名以上）
　後　 援　　身延町教育委員会
　問合先　　（財）美枝きもの資料館
                ☎0556－37－0003


