
日 曜日

1 土 9:00 ～ 15:30

2 日

3 月 10:00 ～ 11:30

11:00 ～ 12:00

5 水 20:00 ～ 21:00

6 木

7 金 9:30 ～ 17:00

9:00 ～ 11:30

9:30 ～ 18:00

10:00 ～ 11:30

6:30 ～ 13:30

10:00 ～ 16:00

10 月

9:45 ～ 12:00

13:00 ～

16:00 ～

20:00 ～ 21:00

13 木

10:00 ～ 11:30

9:30 ～ 17:00

12:30 ～

9:00 ～ 17:30

13:00 ～ 16:00

17 月 10:00 ～ 11:30

18 火 11:00 ～ 12:00

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

20:00 ～ 21:00

20 木

21 金

9:00 ～ 11:30

9:30 ～ 12:30

10:30 ～ 12:00

23 日

24 月

11:00 ～ 12:00

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30

20:00 ～ 21:00

13:00 ～ 14:00

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 15:00

14:00 ～ 16:00

14:00 ～ 15:30

18:00 ～ 20:00

30 日

31 月

11 火
本栖湖西岸クリーン大作戦

15
第５回身延町民グラウンド・ゴルフ大
会

水

第4回西嶋和紙絵手紙展
（～11月21日）

心配ごと相談日

「ミニミニ運動会」

いきいきエアロビクス教室

体育の日

中富総合会館

公募による参加者２００名が、市町関係なく家康チームと信玄チー
ムに分かれて、自転車で安倍峠頂上のゴールを目指す、ヒルクラ
イムレースです。終了後は、地元の食材を使った合戦鍋等で交流
をはかります。

詳しくは裏面をご覧ください。

チューリップの球根を鉢に植えます。対象：未就園児と保護者

連絡先

ぴゅあ峡南フェスティバル２０１１ 身延町総合文化会館 詳しくは裏面をご覧ください。
県立男女共同参画推進センター
ぴゅあ峡南 ℡0556-64-4777

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

「チューリップの球根を植えよう」
(3～７日）

身延児童館

町内各集落結核健診(４～７日）

静岡市・身延町交流イベント
実行委員会　事務局　℡0556-42-4801

いきいきエアロビクス教室 中富総合会館

なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555

企業組合みのぶゆばの里・とよおか
℡0556-62-6161

第５０回日本現代工芸美術展
（～１１月２０日）

身延支所3階 旧議場

身延町内の方であればどなたでも参加できます。参加無料

身延児童館　℡0556-62-3880

対象者には、受診票を送付しています。 福祉保健課　℡0556-20-4611

生涯学習課　℡0556-20-3017

季節の絵本の読み聞かせ・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

環境下水道課　℡0556-42-4814

詳しくは裏面をご覧ください。

現代工芸の分野で活躍する精鋭作家群による、独創的なコンセプ
トによって表現された多様な作品を一堂にご紹介いたします。

道の駅「しもべ」　℡0556-20-4141

身延児童館　℡0556-62-3880
エコキャンドルを作ります。対象：未就園児と保護者、小学生
定員：10組まで　申込み期間：10月3日（月）～7日（金）

環境美化活動にご協力をお願いします。

生涯学習課　℡0556-20-3017
対象:小学校3年生～中学生　参加費 年間1,000円
クラブ員随時募集中です。

身延山御会式 大法要（11～13日）

総門～身延山久遠寺境内

下部みそ蔵出しまつり（9・10日）

身延児童館

なかとみ現代工芸美術館

みのぶゆばの里創業祭（8・9日）

発明クラブ

みのぶゆばの里

「エコキャンドル作り」

林道豊岡梅ヶ島線　安倍峠(静岡市
側）

日蓮聖人御入滅の際の故事にちなみ、多くの万燈がおはやしとと
もに練り歩きます。

日蓮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です。

13:00

本栖湖西岸

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

親子でボールなどを使って運動します。対象：未就園児と保護者

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。

竜王年金事務所職員による年金相談会です。

身延町内の方であればどなたでも参加できます。参加無料

送迎あり。時間は広報10月号で確認してください。

身延山御会式 万燈行列

みんなで作った作品を館内に飾ります。
対象：未就園児と保護者　　持ち物：のり、お手ふき

毎月第３日曜日に開催しています。身延支所

芸能発表会のほか、お茶の会、囲碁大会を行ないます。

個人・集落ごとでも参加できます。申し込みは１０月３日まで各地
区のグラウンド・ゴルフ部役員に申し込んでください。

身延町総合文化会館ホール

対象:小学校3年生～中学生　参加費 年間1,000円
クラブ員随時募集中です。

生涯学習課　℡0556-20-3017

身延児童館　℡0556-62-3880

身延児童館

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804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。

生涯学習課　℡0556-20-3017

身延町立図書館　℡0556-62-2141

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延山観光協会　℡0556-62-0502

総務課　℡0556-42-4800

身延児童館　℡0556-62-3880

生涯学習課　℡0556-20-3017

生涯学習課　℡0556-20-3017

当日開催時間のみ受付
℡0556-62-1395

身延児童館　℡0556-62-3880

なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

高齢者対象の体操教室です。65歳以上で要介護、要支援認定を
受けていない方。

福祉保健課 ℡0556-20-4611

水26

第６回みのぶ健康福祉まつり

「ベビーマッサージ体験会」 身延児童館
ベビーマッサージを親子で体験します。
対象：２ヶ月から１歳半前後のお子さんと保護者
定員：6組まで　　申込み期間：10月3日（月）～7日（金）

身延町総合文化会館

木27

「11月のカレンダーを作ろう」

心配ごと相談日

金

3歳児健診

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

11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、お手ふき
申込み期間：10月3日（月）～7日（金）

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。

28

身延山久遠寺　祖師堂

15:00～

身延児童館

中富すこやかセンター
（受付時間）

8 土

発明クラブ 身延支所3階 旧議場

ねんきん特別便無料相談会

なかとみ現代工芸美術館

9 日

はつらつ教室 中富すこやかセンター

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延町総合文化会館２階和室

いきいきエアロビクス教室(閉校式） 中富総合会館

年金相談会 南部町森林組合

ベビーすくすく教室 中富すこやかセンター

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

身延山久遠寺　℡0556-62-1011

身延町内の方であればどなたでも参加できます。参加無料

「がんばれ日本」・「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。

チケット全席指定4，000円　※未就学児入場不可 身延町総合文化会館　℡0556-62-2110

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

身延児童館　℡0556-62-3880

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

対象：０歳児とその保護者

水 乳児健診

いきいきエアロビクス教室

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

福祉保健課　℡0556-20-4611

季節の絵本の読み聞かせ・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

中富すこやかセンター
対象児：平成22年9月・12月生まれ
           平成23年3月・6月生まれ

中富総合会館

土

全５回講座の第１回目
講師：テクノプランニング㈱　森谷　忠氏　受講料（資料代）１００円

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

生涯学習課　℡0556-20-3017

湯之奥金山博物館多目的ホール

夏川りみコンサートツアー 身延町総合文化会館ホール

秋のおはなし会
　　≪おいしい♪おはなし会≫

身延町総合文化会館ホワイエ　他

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延町総合文化会館２階和室

（受付時間）

遅沢スポーツ広場グラウンド・ゴルフ
場（旧早川橋下）

身延町内の方であればどなたでも参加できます。参加無料

第４回静岡市・身延町交流イベント
『ツール・ド・安倍峠2011』

道の駅「しもべ」

日

金

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延町総合文化会館２階和室

結婚相談日

「みんなで作ろう」(17～21日）

第3回身延町総合文化祭
　「芸能発表会」

行政相談日

29

第71回公開講座　「湯之奥３金山の
測量調査からみた金山の概要」

火4

14

12

16

19

土

22 土

秋のおいしい食べ物絵本がたくさん登場します！
★てあそび　★季節のミニ工作　★やきいもを作ってたべよう！
他  対象：3歳くらいのお子さんから～

身延町立図書館　℡0556-62-2141

火25

季節の絵本の読み聞かせ・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

対象児：平成20年4月・5月・6月・7月生まれ 福祉保健課　℡0556-20-4611

                          　  １０月２２日（土）　下部中学校　 （9時20分～）　　学校→常葉→市之瀬周回コース　　　　　　　　　●地域の皆様には沿道における
                       　　   １１月　３日（木）　久那土中学校（8時30分～）　　学校→照坂トンネル手前折り返しコース　　　　　ご声援をお願いいたします!!

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　８～１０日（上河原会場）　９日（手打沢会場）　１５日（相又会場）　１６・２２・２３日（下山会場）　２２・２３日（西嶋会場）　２２日（飯富会場）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　     各会場で体験方法が異なります。生育状況により日程が変更になることがあります。詳しくは身延町役場産業課（℡0556-42-4805）まで。

お母さんになる皆さんへ：母子手帳はすこやかセンターで交付しています。来所前に必ずお電話をください。　　【連絡先】福祉保健課保健師　℡0556-20-4611



【日   時】    １０月２２日(土) 10時50分～(式典終了後)
（午前9時40分～11時45分） （午後1時～1時25分） ＊受付時間：10時30分～10時50分

■市川三郷町男女共同参画推進委員会　■早川町女性団体連絡協議会 ＊受付場所：身延町総合文化会館1階フロア
■みのぶジュニアコーラス　■男性合唱団しのいグリー　■太極拳愛好会
■食生活改善推進員会　■身延町男女共同参画推進委員会 【会   場】    身延町総合文化会館

(午後1時30分～） 【対象児】   はいはいよちよち歩きの赤ちゃん
講師　三井　マリ子さん（女性政策研究家・ジャーナリスト)　 (1歳6か月位までの赤ちゃん）
演題　「男尊女卑の国　ノルウエーから学ぶ」

【申込み】  　
（午前11時～）

■カレンダーを作ろう！　■延長コード・マジックプレート作り
■お茶席・煎茶　■カラーアップ占い　など　 *下部地区 （古関の方）　　　 伊藤千代子　　　　　℡０５５６-３８-０１３３

☆子ども体験コーナー （午前11時～） （下部の方）　　　 望月　啓子　　　　 ℡０５５６-３６-０４５４
■シャボン玉であそぼう！　■折り紙をしよう！ （久那土の方）　　 内藤さと恵　　　　　℡０５５６-３７-００６６

☆フリーマーケット（午前11時～） *身延地区　　　　　　　　　(身延・豊岡の方）　　　 　 望月二三子 ℡０５５６-６２-０５４５
■大島農林産物直売所　■六郷特産品加工組合　■ときめきネット (下山・大河内の方）　　 　  川村　輝美 ℡０５５６-６２-５１１５
■社会福祉法人深敬園　■生活共同組合パルシステム山梨　
■早川町おじょうもん会　■早川町あけびづるの会　■身延高校・家庭クラブ　 *中富地区　　　　　　　　　(西島の方）　　　　     　 　  望月　孝子 ℡０５５６-４２-２６５４
■ほうづきの会　■（有）田中屋油店　■梅田屋　 (大須成・曙・原・静川の方)  　町健康増進担当
■ヤマメの里　■堀口静雄さん＆加賀美美津子さん　 ℡０５５６-２０-４６１１

峡南各町村の男女共同参画の取組などを展示します。

【問い合わせ先】　 県立男女共同参画推進センター　ぴゅあ峡南 【問い合わせ先】 身延町役場 福祉保健課 健康増進担当
℡０５５６-６４-４７７７ ℡０５５６-２０-４６１１

　平成２３年７月新潟県豪雨義援金 　平成２３年７月福島県豪雨義援金
　平成２３年１０月３１日（月）まで 　平成２３年１０月３１日（月）まで
　社会福祉法人　新潟県共同募金会 　社会福祉法人　福島県共同募金会
　口座への振込により行ってください 　口座への振込又は振替により行ってください
　☆第四銀行　白山支店　普通　１６６００４９　社会福祉法人　新潟県共同募金会 　☆東邦銀行　渡利支店　普通　３９６５４２　社会福祉法人　福島県共同募金会
　☆北越銀行　県庁支店　普通　２００５７０５　社会福祉法人　新潟県共同募金会 　（東邦銀行本支店からの振込は、期間中の手数料が無料ですが、他の金融
　☆大光銀行　新潟支店　普通　３０４３００２　社会福祉法人　新潟県共同募金会 　機関からの振込は、手数料がかかります。）
　（第四銀行・北越銀行・大光銀行からの振込は、期間中の手数料が無料ですが、 　☆郵便振替　記号番号；０２２３０－１－１１２０４
　他の金融機関からの振込は、手数料がかかります。） 　加入者名義；福島県共同募金会福島県豪雨義援金

　（期間中の振り込み手数料は、無料となります）

【問い合わせ先】　身延町社会福祉協議会　℡０５５６-６２-３７７３ 

○相談担当者 いずれの会場についても、弁護士２名、司法書士１名
○相談時間 １人３０分以内
○相談を受けることができる方

収入や預貯金が一定基準額以下の方（予約受付時に確認させていた
だきます。）相談会場となる市町村以外に在住の方でも相談を受けるこ
とができます。

○相談内容 借金・離婚・相続など、民事・家事・行政事件に関する相談。
○相談申込手続

予約制ですので、法テラス山梨（℡050-3383-5411）にお電話ください。
【問い合わせ先】

法テラス山梨（日本司法支援センター山梨地方事務所）
℡050-3383-5411 http://www.houterasu.or.jp/

受 け 入 れ 口 座

義 援 金 の 名 称
募集期間

受 け 入 れ 先
募 金 の 方 法

開　催　日 時　　間 会　　　場

第1相談会

第２相談会

第３相談会

第４相談会 10月24日（月）

～身延町愛育会～

１０月７日（金）までに、下記の愛育役員に「住所・電話番号・
参加児氏名・参加児月齢・保護者氏名」を申込みください。

午後1時～4時
【予約制】

　　市川三郷町役場本庁舎

　　須玉農村総合交流センター
　　ふれあい館
　　都留市保健福祉センター
　　いきいきプラザ都留

　　甲州市役所本庁舎

※講演会に参加される方のために、お子さんの託児
をしますので事前に申し込みをしてください。

　 身延町愛育会では、「みのぶ健康福祉まつり」において、『はいはいよちよち赤ちゃ
  ん競争』を行います。元気いっぱい、かわいい赤ちゃんの参加をお待ちしています！

10月　3日（月）

10月13日（木）

10月17日（月）

平成２３年７月２９日から３０日にかけての豪雨により、新潟県・福島県で大きな災害が発生しました。新潟県共同募金会び福島県共
同募金会では、被災された方々を支援するため、義援金の募集を行っています。

午前11時から
出店団体が手
作り食品など
を販売します。

   おかげさまで「みのぶゆばの里」も開館以来８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。

【問い合わせ先】　企業組合みのぶゆばの里・とよおか
　　　　　　　℡0556－62－6161

日　時　１０月８・９日（土・日）の２日間
　　　　　午前９時３０分～午後６時

日　時　１０月9・１0日（日・月）の２日間
　　　　　午前１０時～午後４時

　地元大豆を使った純正無添加の「しもべ味噌・蔵出しまつり」を開催します。
　味噌の量り売りをはじめ、味噌汁やほうとうの販売、地元で採れた新鮮野菜な
どを販売します。ご近所お誘いの上、お越しください。

【問い合わせ先】　農事組合法人下部特産物食品加工組合
　　　　　　　℡0556－20－4141

※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。

日時　10月1日（土）午前9時～午後3時30分
会場　身延町総合文化会館

活動発表

講演会

体験ひろば

ふれあいひろば

展　示

法テラス（日本司法支援センター）は今年の10月2日に業務開始5周年を迎えます！
業務開始5周年を記念して、法テラス山梨では次のとおり県内4箇所に弁護士・司法書士
を派遣し、出張無料法律相談会を開催することにしました。

みんなに参加
賞、上位の赤
ちゃんには賞
品があるよ。
ぜひ、参加して
ね！

味噌のほか、きゃらぶき、小梅漬、味噌ようかん、めずらしい
下部みそアイスなど、特産品をそろえてお待ちしております。

                                    　 ■国民健康保険税　　４期（10月31日）　　　■学校給食費        １０月（10月31日）　  　■保育料　　　　　　１０月（10月26日）
                                     　■介護保険料　　　　６期　　〃　　  　  　■町営住宅使用料    １０月　　〃          　■簡易水道使用料　　１０月　　 〃
■町県民税　　　３期（10月31日）　 　　■後期高齢者保険料　４期　　〃　　   　 　■奥の湯温泉使用料　１０月　　〃    　    　■下水道使用料　 　 １０月　　 〃
　
　


