
日 曜日

10:00 ～ 15:00

10:00 ～ 11:30

11:00 ～ 12:00

2 水 20:00 ～ 21:00

3 木

9:30 ～ 17:00

13:00 ～ 14:00

18:30 ～ 21:00

18:30 ～

6 日
7 月

8 火 11:00 ～ 12:00

10:00 ～ 11:30

20:00 ～ 21:00

10 木

19:30 ～

18:00 ～ 21:00

13 日 9:00 ～ 12:10

14 月

15 火 11:00 ～ 12:00

10:00 ～ 11:00

20:00 ～ 21:00

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

17 木
18 金

19 土 19:30 ～

13:00 ～ 16:00

8:00 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

10:30
13:00

～
～

12:00
15:00

11:00 ～ 12:00

9:30 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

24 木
10:30
13:00

～
～

12:00
15:00

13:00 ～ 15:00

10:30
13:00

～
～

12:00
15:00

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 11:30

19:30 ～

14:00 ～ 15:00

27 日

28 月
10:30
13:00

～
～

12:00
15:00

29 火 11:00 ～ 12:00

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 11:30

　　　

火1

総務課　℡0556-42-4800
峡南人権擁護委員協議会主催の特設人権相談室です。
お気軽にご相談ください。

ホタル観賞
（5月下旬～6月下旬）

特設人権相談室
下部保健福祉センター・中富総合会
館・身延福祉センター

対称：未就園児と保護者　持ち物：使い捨てビニール手袋
（保護者のみ）、帽子　※ 先着１０名まで。

身延児童館　℡0556-62-3880

21 月

救命救急法講習会

毎月第３日曜日に開催しています。身延支所

身延町総合文化会館

勤労青年センター体育館 軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎

町民と議員との懇談会

水30

「いきいきエアロビクス教室」 勤労青年センター体育館

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。

9
「いきいきエアロビクス教室」 勤労青年センター体育館 軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎

水
ベビーすくすく教室 中富すこやかセンター

15:00

生涯学習課　℡0556-20-3017

生涯学習課　℡0556-20-3017

平成２２年度農業臨時雇用賃金等標準額

どなたでもお気軽にご参加ください。

観光課　℡0556-62-1116

身延山久遠寺　℡0556-62-1011

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。

どなたでもお気軽にご参加ください。 議会事務局　℡0556-42-4807　

総務課　℡0556-42-4800

 茶　摘　み

備　　　考

労働時間８時間、賄い１回

※10ａ当り

乾燥・配達含む※10a当り

 田　植　え　（機械植え）
 バインダー

 ハーベスター

 コンバイン

種　　　目

労働時間８時間、賄い１回

１０，０００円

１０，０００円

２７，０００円

７，５００円

結束紐代含む※10a当り

 田　植　え

 水田耕起のみ

 水田耕起から代かきまで

※10ａ当り

※10ａ当り

※本表はあくまでも参考です。仕事の難易、圃場の条件等により双方で相談の上
決定してください。  問い合わせ先　農業委員会事務局　☎0556-42-4805

標準賃金

７，５００円

９，０００円

１７，０００円

１１，０００円

７，５００円 一般農作業

労働時間８時間、賄い１回

苗は委託者持ち※10a当り

福祉保健課　℡0556-20-4611
（受付時間）

乳児健診 中富すこやかセンター
対象児：平成21年5月・6月・8月・9月・11月生まれ
           平成22年2月生まれ

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延町住民　※後日、チラシを各戸配布します。

4 金

現代日本美術を築いた作家展Ⅳ
      　　　　　　　　（～７月４日）

なかとみ現代工芸美術館

中富すこやかセンター

歌謡ショーや花火、出店 等

日蓮大聖人が身延山に入られたことを記念して行われる年
中行事。

町営仲町駐車場

総門～御草庵跡
（雨天時；身延山大学講堂～本堂）

生涯学習課　℡0556-20-3017

身延児童館　℡0556-62-3880

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。

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

プールや水遊びでの事故防止及びＡＥＤの使い方の講習
対象：未就園児の保護者及び講習内容に興味のある方

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
集まれ！０・１・２
≪ちいさなおはなし会≫

行政相談日
13:00

下部保健福祉センター
中富すこやかセンター
身延福祉センター心配ごと相談日

～

身延町開発センター（常葉）

対象児：平成18年12月生まれ
           平成19年1月・2月・3月生まれ

一色ホタルまつり
　※気象条件により変更あり

勤労青年センター体育館「いきいきエアロビクス教室」

「日展」の多彩な所蔵品の中から工芸美術の数々を精選し
ました。現代日本の美術を築いてきた、日本芸術院会員を
含む代表的な作家による、珠玉の作品をご紹介します。

3歳児健診

町民と議員との懇談会

身延山開闢会御入山行列

「いきいきエアロビクス教室」

集まれ！０・１・２
≪ちいさなおはなし会≫

身延山開闢会前夜祭

（受付時間）

身延町立図書館２階和室

身延児童館

町内１０か所

詳細は【裏面】をご確認ください。

特定計量器（はかり）定期検査 身延支所（旧身延町役場）

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

特定計量器（はかり）定期検査 久那土出張所（働く婦人の家）

観光課　℡0556-62-1116
山梨県計量検定所 ℡055-261-9130

生涯学習課　℡0556-20-3017

観光課　℡0556-62-1116

身延町立図書館　℡0556-62-2141

社会福祉協議会　℡0556-62-4807

観光課　℡0556-62-1116
山梨県計量検定所 ℡055-261-9130

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

観光課　℡0556-62-1116
山梨県計量検定所 ℡055-261-9130

身延児童館　℡0556-62-3880

身延児童館　℡0556-62-3880

議会事務局　℡0556-42-4807　

当日開催時間のみ受付
℡0556-62-1395

環境下水道課 ℡0556-42-4814

連絡先

対象：0歳児とその保護者

詳細は【裏面】をご覧ください。

軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎

自然保護イベント・太鼓の演奏・歌謡ショー・ホタルカゴ作
り・出展コーナー 等　詳細は【裏面】をご覧ください。

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

観光課　℡0556-62-1116

福祉保健課　℡0556-20-4611

生涯学習課　℡0556-20-3017

詳細は【裏面】をご確認ください。

詳細は【裏面】をご確認ください。

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

すこやかセンターでいろいろな遊びをします！！
対称：未就園児と保護者　持ち物：お子様の飲み物　※ 身
延児童館は通常どおり開館しております。

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。

詳細はをご確認ください。

軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎

軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎

竜王年金事務所職員による年金相談会です。

11 金

20 日

12 土

16 水

一色公民館

川井郁子コンサート　名曲劇場

25 金

7月のカレンダーを作ろう① 身延児童館

ミニトマト・キュウリの苗植え 身延児童館

なかとみ現代工芸美術館
0556-20-4555

特定計量器（はかり）定期検査

7月のカレンダーを作ろう② 身延児童館

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

身延児童館　℡0556-62-3880

観光課　℡0556-62-1116
山梨県計量検定所 ℡055-261-9130

町民と議員との懇談会 中富総合会館

集まれ！０・１・２
≪ちいさなおはなし会≫

出前児童館

身延町役場（本庁舎）

身延町立図書館２階和室

中富すこやかセンター

身延町開発センター（常葉）

粗大ごみ収集

結婚相談日

対象：未就園児の保護者
定員：１５名まで
対象：小学生以下（未就学
児は保護者同伴）
定員：１０名まで

どなたでもお気軽にご参加ください。 議会事務局　℡0556-42-4807　

持ち物：のり、はさみ、手を拭く
おしぼり　申込み：6月1日（火）
～7日（月）。 数に限りがありま
すので、必ずこの期間で申込み
ください。

身延町立図書館　℡0556-62-2141

水
年金相談会 南部町森林組合

「いきいきエアロビクス教室」 勤労青年センター体育館

身延町立図書館　℡0556-62-2141

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
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

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
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

ねんきん特別便無料相談会 中富すこやかセンター

特定計量器（はかり）定期検査

火22
身延町立図書館　℡0556-62-2141

6月のおはなし会
≪身延の昔話と懐かしい遊び≫

身延町立図書館
楽しい昔話・懐かしのわくわく工作会・昔の子どもの遊び
など

土26

身延町立図書館　℡0556-62-2141

23

身延町総合文化会館　℡0556-62-2110
土5

身延町総合文化会館 全席指定　2,500円。チケット発売中！

　
　
　
 
        私たちの住む山梨県は、周囲を急峻な山々で囲まれているため、大雨が降ると、
   河川は急激に増水し、土砂や石が流れ、災害が起きる恐れがあります。このよう
  な災害を未然に防ぐために、さまざまな防災工事が行われていますが、まだまだ
  十分とはいえません。
　　このため、国や県、市町村では、梅雨・集中豪雨や台風シーズンに備え、６月
  を「土砂災害防止月間」と定め、土砂災害に対する防災について理解を深める
  運動を、全国的に展開しています。
　　日ごろから危険な場所を調べたり、避難の道順を決めておくなど、土砂災害に
  対する意識を深めましょう。



     生活習慣病は30歳～40歳代で発症し、50歳

  代で急激に増加し重症化しています。自分自身の

  健康を守るためにも、医療費の増加を防ぐために

  も、年に一度は必ず健診を受診しましょう！

 次のような目的に使用するはかりは、定期検査の対象になります。

　 ◎商店等で商品の目方を計り、取引に用いる場合

 　◎薬局等で薬の調合に用いる場合

 　◎病院･学校等で健康診断の体重測定に用いる場合

14日（水）
　～18日（日）

下部会場・身延会場で健診を受けることをお勧めします。

   ※すでに中富会場での生活習慣病健診は終了しています。

　　詳しくは身延町役場福祉保健課(☎0556-20-4611)に
　　お問い合わせください。

　下部地区町民体育館
22日（土）
　～27日（木）

5月

ホタル鑑賞日

ホタル鑑賞日

午前10時30分～12時まで
午後1時～3時まで

　　・身延町役場観光課（☎０５５６-６２-１１１６）

問い合わせ先：ホタルまつり実行委員会　ＴＥＬ０５５６－６２－１１１６

メインイベント
一色公民館

ホタルの案内、うちわなどの販売

検査時間

６月

１日（火）
～４日（金）

■平成22年度 定期検査の日程

  心臓病、脳卒中などの生活習慣病は早期発見で予防！

ホタル鑑賞期間
５月下旬～６月下旬

ホタルが多く見られる条件

・曇っている（月明かりがない）

・蒸し暑い

・風がない

・夜８時～９時頃

　　（この時間帯が最も出ます）

ホタルを鑑賞する時のマナー

・懐中電灯などで照らさないでください

・フラッシュをたいて、写真を撮らないで

　ください

・捕まえないでください

・絶対に川や田んぼにタバコやゴミなどを

　捨てないでください

ホタルの案内、うちわなどの販売

式典(18:30～19:00）
自然保護イベント（14:00～18:00）
太鼓の演奏（18:50～19:35）
※雨天中止
歌謡ショー（19:40～20:45）
ホタル籠づくり（16:00～20:00）
ほうとう、うちわなどの販売、露店（18:30～）

 ５日（土）

６日（日）
～２０日（日）

６月２２日（火）

６月２４日（木）

特定計量器（はかり）定期検査

検査月日 検査会場

身延町開発センター
　　（常葉）

身延支所
　　（旧身延町役場）

　下山小体育館

　　・山梨県計量検定所（☎０５５-２６１-９１３０・９１３１）

生活習慣病健診　日程表 ◎ご不明の点などありましたら、下記までお問い合わせください。

上記内容については、検定証印の附されているはかりを使用しなければなりません。
また、このはかりの使用者には定期的に知事の行う定期検査を受けて、はかりの構造・
器差等の正確性を維持し、計量取引の安全確保が義務づけられています。

19日（月・祝）

１３日（火） 　豊岡公民館

　身延福祉センター　7月

身延町役場（本庁舎）

久那土出張所
　　（働く婦人の家）

６月２５日（金）

６月２８日（月）

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■学校給食費　　 　６月（６月３０日）　  ■保育料　　　　 ６月（６月２８日）
      ■町県民税　全期・１期（６月３０日） 　 ■町営住宅使用料 　６月　　〃　       　 ■簡易水道使用料 ６月　　〃
      ■介護保険料　　　２期　　〃 　　　　　 ■奥の湯温泉使用料 ６月　　〃　　　   　 ■下水道使用料 　６月　　〃


