
日 曜日

10:00 ～ 11:30

12:30 ～ 15:00

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 11:30

2 木 10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

4 土 10:00 ～ 17:00

5 日 8:30 ～

6 月

11:00 ～ 12:00

13:30 ～ 14:30

10:00 ～ 11:30

20:00 ～ 21:00

9 木

11 土 18:30 ～ 20:30

12 日

13:00 ～ 14:00

14 火 11:00 ～ 12:00

10:00 ～ 11:30

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

10:00 ～ 12:00

20:00 ～ 21:00

16 木

17 金

18:00 ～

9:00 ～

19 日 13:00 ～ 16:00

20 月

21 火

10:00 ～ 11:30

9:30 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

23 木

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 15:00

25 土 14:00 ～ 15:00

26 日

27 月

28 火 11:00 ～ 12:00

29 水 20:00 ～ 21:00

30 木

土
江戸のロボットたち　人形復元
～２０日）

なかとみ現代工芸美術館

身延支所

24

勤労青年センター体育館

七面山敬慎院

中富すこやかセンター

身延児童館

身延町総合文化会館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

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

金
身延児童館　℡0556-62-3880

10月のカレンダーを作ります。　　対象：未就園児の保護者
定員：15名まで　　持ち物：のり、手を拭くおしぼり
申込み：9月1日（水）～8日（水）。 定員に限りがありますの
で、必ずこの期間にお申し込みください。

身延児童館　℡0556-62-3880

水22

身延児童館

生涯学習課　℡0556-20-3017

水15

「お月見団子を作ろう」

結婚相談日

敬老の日

ねんきん特別便無料相談会

七面山大祭(18日・19日)

18

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。

身延児童館　℡0556-62-3880

「デイサービスのお年寄りへプレゼン
トを渡そう」

身延児童館
作ったプレゼントをお年寄りへ渡します。
対象：未就園児と保護者
※当日来館した親子に渡してもらいます。

身延児童館　℡0556-62-3880

中富すこやかセンター 就学前の乳幼児及び妊婦

「敬老の日のプレゼント作り」

集まれ！０・１・２
≪ちいさなおはなし会≫

「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≫

身延町総合文化会館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

身延児童館「10月のカレンダーを作ろう」

心配ごと相談日

身延町立図書館　℡0556-62-2141

「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 生涯学習課　℡0556-20-3017

９月のおはなし会
≪自然と遊ぶおはなし会≫

身延町立図書館
科学の絵本っておもしろい！・季節のミニシアター・自然と触
れ合おう・楽しいミニ科学工作　他　　対象：３歳児～（大人も
参加可）

身延町立図書館　℡0556-62-2141

秋分の日

「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

十五夜について知り、お月見団子を作ります。
対象：未就園児と保護者
持ち物：親子が飲むお茶、フォーク、手を拭くおしぼり

年金相談会 南部町森林組合 竜王年金事務所職員による年金相談会です。

毎月第３日曜日に開催しています。
当日開催時間のみ受付
℡0556-62-1395

七面大明神を祭った開創の日を記念する大祭。 七面山敬慎院　℡0556-45-2551

「茶運び人形」を参加者で力を合わせて作ります。どなたでも
参加できます。（事前要申込・１日だけ参加可）
※詳しくは現代工芸美術館まで。

なかとみ現代工芸美術館
℡0556－20－4555

生涯学習課　℡0556-20-3017

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

バンド結成50周年祭り　寺内タケシ＆
ブルージーンズ

身延町総合文化会館

軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎勤労青年センター体育館

「身体障害者巡回相談」

福祉保健課　℡0556-20-4611

東海地震の発生を想定し、町・消防団・自主防災会において
実践的な訓練を実施する。

総務課　交通防災担当
℡0556-42-4800

総務課　℡0556-42-4800

各集落　自主防災会会場

富士川・切り絵の森美術館（富士川
クラフトパーク内）

企画展　切り絵・深淵なる輝き
－華麗なる技のすべて－
（～１２月２６日）

身延児童館　℡0556-62-3880

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

水1

連絡先

「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 生涯学習課　℡0556-20-3017

「デイサービスのお年寄りへのプレゼ
ント作り」①

身延児童館
お年寄りへのプレゼントを作ります。
対象：未就園児と保護者　持ち物：のり、手を拭くおしぼり

献血
身延福祉センター（総合文化会館
裏）

対象：１６歳～６４歳までの健康な方
内容：２００ｍｌ、４００ｍｌ

福祉保健課　℡0556-20-4611

「デイサービスのお年寄りへのプレゼ
ント作り」②

身延児童館
お年寄りへのプレゼントを作ります。
対象：未就園児と保護者　持ち物：のり、手を拭くおしぼり

金 乳児健診 中富すこやかセンター
対象児：平成21年8月・11月生まれ
           平成22年2月・5月生まれ（受付時間）

3

火7

心配ごと相談日

集まれ！０・１・２
≪ちいさなおはなし会≫

防災訓練

歯科健診

水

～ 15:00

「いきいきエアロビクス教室」

福祉保健課　℡0556-20-4611

13 月 1歳6ヶ月児健診

13:00
行政相談日

10 金

（受付時間）

8

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

福祉保健課　℡0556-20-4611

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。

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

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

生涯学習課　℡0556-20-3017

お家のおじいちゃん、おばあちゃんへ、ハガキに写真を貼っ
てメッセージを書きます。対象：未就園児と保護者　持ち物：
ハガキとお子さんの写真、手を拭くおしぼり

身延児童館　℡0556-62-3880

（受付時間）

富士川・切り絵の森美術館の企画展です。
　※入館は閉館30分前まで

富士川・切り絵の森美術館
　℡0556-62-4500

身延町総合文化会館　℡0556-62-2110

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。

軽快なリズムに合わせてレッツ・エアロビ！初心者大歓迎

チケット全席指定　会員3,500円　一般4，000円

身延町総合文化会館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

身延町立図書館　℡0556-62-2141

中富すこやかセンター 相談は、予約制になります。 福祉保健課　℡0556-20-4611

中富すこやかセンター
対象児：平成20年12月生まれ
           平成21年1月・2月・3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

　　■国民健康保険税　 ３期（９月３０日）  　　　■町営住宅使用料 　９月（９月３０日）
　　■介護保険料　　　 ５期　  　〃　　　　　　　■保育料　   　　　９月 (９月２７日）
　　■後期高齢者医療 　３期　　　〃　　　　　　　■簡易水道使用料   ９月　　  〃
　　■学校給食費　　 　９月  　　〃　       　　 ■下水道使用料 　  ９月　　  〃
　　■奥の湯温泉使用料 ９月  　　〃

　今月の裏面　「みのぶ・ふるさと便」・・・（観光課）　　◎詳しくは裏面をご覧ください。



限定
80

第２期

TEL0556-42-2005
FAX0556-42-2270

毎回 ふるさとの香りがする　　　　が付きます。中身は届いてからのお楽しみ。

第1回発送 (10月中旬) 第2回発送 (12月下旬)

第3回発送 (3月上旬) 第4回発送 (6月上旬)

さくらくず湯

手作り梅干し

新茶
兜(カブト)最中

サツマイモ

曙大豆の枝豆

山里たまご

しもべ味噌

源水ほうとう

きびもち

ゆず・里芋

ゆば丼

手作りキムチ
曙大豆の水煮・煎り豆・きなこ
手漉き和紙ハガキセット

イメージ

イメージ イメージ

(送料別)


