
日 曜日

10:00 ～ 11:00

10:00 ～ 12:00
13:00 ～ 15:00

2 火 11:00 ～ 12:00

3 水

4 木

5 金

6 土

7 日 13:30 ～

13:00 ～ 14:00

9 火 11:00 ～ 12:00

10 水

11 木 13:30 ～ 15:30

10:00 ～ 11:50

13:00 ～ 15:00

10:00 ～ 16:00

14 日

15 月 10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:30
12:30 ～ 15:00

11:00 ～ 12:00

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00
13:30 ～ 14:30

9:30 ～

18 木

10:00 ～ 11:50

20 土

21 日 13:00 ～ 16:00

22 月

23 火

9:30 ～ 16:00

18:00 ～

25 木

13:00 ～ 15:00

10・00 ～ 11:00

27 土 9:30 ～ 17:30

28 日

29 月 9:00 ～ 17:00

30 火 11:00 ～ 12:00

31 水

学校教育課　℡0556-20-3015

身延児童館　0556-62-3880

学校教育課　℡0556-20-3015

湯之奥金山博物館

連絡先

身延児童館　℡0556-62-3880

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延町立図書館　℡0556-62-2141

生涯学習課　℡0556-20-3017

福祉保健課　℡0556-20-4611

学校教育課　℡0556-20-3015

子育て支援課　℡0556-20-4611

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

対象：16歳～64歳の健康な方
内容：２００ｍｌ、４００ｍｌ、成分献血

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。

豊岡小学校

1年のお子さんの成長等話したり、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）、お子さんのお茶

対象児：就学前の乳幼児

月1
献血 中富総合会館

身延児童館「おひな様をつくろう」
ひなまつりについて知ったり、おひな様を作ります。
対象：未就園児と保護者

月 乳児健診 中富すこやかセンター
（受付時間）

対象児：平成21年2月・5月・8月・11月生まれ

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

身延児童館　℡0556-62-3880

学校教育課　℡0556-20-3015

当日開催時間のみ受付
　℡0556-62-1395

湯之奥金山博物館
　℡0556-36-0015

身延児童館　℡0556-62-3880

湯之奥金山博物館
 ℡0556-36-0015

富士川・切り絵の森美術館の開館記念企画展です。
　※入館は閉館30分前まで

4月のカレンダーを作ります。　対象：未就園児の保護者　　※申
し込み：3月8日（月）～12日（金）までに申し込んでください。

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

詳細は金山博物館にお問合せください。

牛乳パック、ペットボトル、ティッシュ箱等を使って作ろう。　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。

富士川・切り絵の森美術館
　℡0556-62-4500

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

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

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

蔡倫書道展の最終日です。午後から表彰式を開催します。

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

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

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：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

年金相談会

「何か作ろう」春休み企画
(～31日まで）

日曜コンサート

「4月のカレンダーを作ろう」

町内小学校　卒業式

集まれ！０・１・２≪ちいさなおはな
し会≫

12 金

「児童館まつり」

土13
≪図書館まつり　ブックフェスタ
2010≫

17 水

（振替休日）

火

豊岡小学校閉校式・記念式典

献血

16

19 金

豊岡小学校卒業式

26 金

結婚相談日　（春分の日）

24 水
親子映画鑑賞会

児童相談

第４２回西嶋和紙の里　蔡倫書道
展表彰式

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

町内中学校　卒業式

行政相談日
13:00

集まれ！０・１・２≪ちいさなおはな
し会≫

～ 15:00

ねんきん特別便無料相談会

幼児歯科検診 中富すこやかセンター
（受付時間）

集まれ！０・１・２≪ちいさなおはな
し会≫

身延町立図書館２階和室

「茶話会」 身延児童館

南部町森林組合

湯之奥金山博物館

切り絵・モダニズムの世界展
（～８月２９日まで）

心配ごと相談日

身延児童館

8

集まれ！０・１・２≪ちいさなおはな
し会≫

身延町立図書館２階和室

なかとみ現代工芸美術館

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

身延町立図書館２階和室

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

富士川・切り絵の森美術館（富士川ク
ラフトパーク内）

身延児童館

中富すこやかセンター

中富すこやかセンター

身延町立図書館２階和室

中富すこやかセンター

竜王年金事務所職員による年金相談会です。

詳細は学校教育課にお問合せください。

毎月第３日曜日に開催しています。

役場身延支所

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

身延児童館

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、障害児

身延小学校との統合により最後の卒業式となります。

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

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。

遊びのコーナーや絵本コーナー等あります。対象：未就園児から
小学生

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。

おもちゃ図書館 中富すこやかセンター

豊岡小学校

恒例の春休み親子映画鑑賞会を開催します。上映作品は未定で
すが、詳細は金山博物館にお問合せください。

身延支所

身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延町立図書館
茶問屋ショーゴの人形劇場・講演会 『キャン・ユー・スピーク甲州
弁？』ボランティア遊休品バザー・ブックバザー・工作会など

対象：就園前の乳幼児、障害児 社会福祉協議会　℡0556-62-3773

総務課　℡0556-42-4800

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

身延児童館　℡0556-62-3880

■国民健康保険税　　９期（3月25日）　　 　     ■簡易水道使用料   ３月（3月26日）
■保育料　　　　    ３月（3月26日）      　　　■下水道使用料 　  ３月　　〃
■学校給食費　　 　 ３月（3月25日）   　       ■奥の湯温泉使用料 １月（3月25日）
■住宅使用料      　３月　　〃
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■3/25（木）・・・①9：00～  　静川保育所　　　　②10：00～　原保育所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■3/26（金）・・・①9：00～　  西嶋保育所　　　　②10：00～　久那土保育所　　③11：00～　常葉保育所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■3/27（土）・・・①10：00～　下山立正保育園　②13：30～　大野山保育園

今月の裏面はありません。

下部地区
　　■身延町開発センター ・・・・・３月　１日（月）

中富地区　※３月となります。
　■中富地区公民館 大須成分館・・３月　２日（火）※午前中のみ
　■　　　〃　　　 西嶋分館・・・３月　３日（水）
　■　　　〃　　　 曙分館・・・・３月　４日（木）※午前中のみ
　■　　　〃　　　 原分館・・・・３月　５日（金）
　■中富総合会館 ・・・・・・・・３月　８日（月）

身延地区　※一部が3月にも実施されます。
　　■身延町総合文化会館・・・・・３月　１日（月）～　５日（金）

町内全域対象　※３月となります。
　　■中富総合会館・・３月９日（火）～１２日（金）、１５日（月）


