
日 曜日

1 火 11:00 ～ 12:00

2 水

3 木 10:00 ～ 14:30

4 金 10:00 ～ 11:30

9:30 ～ 16:30

18:30 ～

10:00 ～ 15:00

6 日 10:00 ～ 14:30

7 月

8 火 11:00 ～ 12:00

13:45 ～ 14:30

10 木

10:00 ～ 11:30

9:00 ～

10:30 ～ 12:00

13 日 9:00 ～ 12:00

14 月

11:00 ～ 12:00

13:00 ～ 14:00

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

17 木

18 金 10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 16:00

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 17:00

8:00 ～ 11:30

13:00 ～ 16:00

13:30 ～ 15:30

21 月

9:30 ～ 16:00

11:00 ～ 12:00

14:00 ～ 15:30

23 水

24 木

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 15:00

9:00 ～ 18:00

13:00 ～ 14:30

14:00 ～ 16:00

27 日

28 月

29 火 11:00 ～ 12:00

30 水

道の駅しもべ（集合場所） 詳しくは裏面をご覧ください。 生涯学習課　℡0556-20-3017

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

身延町立図書館　℡0556-62-2141

１１月のおはなし会
≪本の世界へようこそ！≫

身延町総合文化会館
読書の秋、にちなんだおはなし会。絵本の世界を楽しもう！
ぬくぬくの羊毛のあったかマスコット作りも楽しいですよ～
季節のミニシアター・大型絵本　他　　対象：４歳児～

身延町立図書館　℡0556-62-2141

各種団体等、多くのみなさんの文化文芸作品を展示します。
（12/4は17：00まで）

第72回公開講座　「文献から見た古
代の産金史」

湯之奥金山博物館多目的ホール

南部町森林組合

中富すこやかセンター

なかとみ現代工芸美術館

身延町総合文化会館ホール

結婚相談日

15 火

集まれ！０・１・２
≪ちいさなおはなし会≫

土

第3回身延町総合文化祭　「文化文
芸作品展示会」（～12月4日）

26

年金相談会

はつらつ教室

第５０回記念　日本現代工芸美術展
（最終日）

みのぶジュニアコーラス１５周年記念
コンサート　こころの音（こえ）

図書館朗読ボランティア　千の風１５
周年記念　新井満さん講演会
《千の風になって》

身延町総合文化会館ホール

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

当日開催時間のみ受付
℡0556-62-1395

毎月第３日曜日に開催しています。

新井満さんの講演と朗読と歌唱の午後　町内合唱団も参加
チケット発売中（全席自由／2,000円）

身延町立図書館　℡0556-62-2141

講師：学習院大学文学部教授　鐘江宏之氏　資料代１００円

身延支所

粗大ごみ収集 町内１０ヶ所

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。 町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

対象児：平成22年10月生まれ
           平成23年1月・4月･７月生まれ

福祉保健課　℡0556-20-4611

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

身延町立図書館　℡0556-62-2141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

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

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

身延町総合文化祭実行委員会事務局
℡0556-20-3017

12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：11月1日（火）～8日（火）

勤労感謝の日

身延児童館　℡0556-62-3880

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

なかとみ現代工芸美術館

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

生涯学習課　℡0556-20-3017

なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555

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。

身延児童館　℡0556-62-3880

どなたでも参加できます。参加無料　申込期限：10月28日（金）

福祉保健課　℡0556-20-4611

お友達やお家の人と楽しく遊びましょう。
対象：未就園児と保護者　　持ち物：親子の飲み物

身延児童館　℡0556-62-3880

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。

身延町商工会　℡0556-62-1103

文化会館東側の広場で遊びます。対象：未就園児と保護者
持ち物：ビニールシート、親子の飲み物、帽子等各自必要な物

身延児童館　℡0556-62-3880

総務課　℡0556-42-4800

道の駅 富士川ふるさと工芸館
℡0556-62-5424

お楽しみ抽選会・ビンゴ大会・特産物直売・各種模擬店・催し物等 道の駅しもべ　℡0556-20-4141

お楽しみ抽選会・特産物直売・各種模擬店・催し物等 道の駅しもべ　℡0556-20-4141

就学前の乳幼児及び妊婦

富士川の郷 秋まつり（5・6日） 道の駅 富士川ふるさと工芸館

身延町物産まつり

第７回みのぶ商工まつり
　with 第２回大豆まつり
文化の日

身延町総合文化会館 芝生広場

身延児童館「外で遊ぼう」

道の駅しもべ・下部農村文化公園

県内地場産品即売コーナー、屋台コーナー、お楽しみ大抽選会、
特設ステージイベント等を予定。

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等 連絡先

年に１度のお楽しみ！集まれ0･1･2
≪ちいさなおはなし会スペシャル≫

身延町総合文化会館２階和室
南部町立富沢図書館ボランティア≪ひよこの会≫さんの
わくわくおはなし会。お楽しみに！対象：乳幼児と保護者

身延町立図書館　℡0556-62-2141

「お兄ちゃん、お姉ちゃんと遊ぼう」 身延児童館

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。心配ごと相談日

商工会会員による出店や商品交換市。鴨川市・静岡市の魚介類
等特産品の販売。よさこいソーラン、歌謡ショーやものまねなどを
予定。第2回目となる大豆まつりもお楽しみに。

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

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≫

身延町総合文化会館２階和室

16

道の駅しもべ・下部農村文化公園

中富すこやかセンター

行政相談日
13:00

遅沢スポーツ広場　パークゴルフ場

山梨県立なかとみ青少年自然の里

（受付時間）

久那土出張所

金

「出前児童館」 中富すこやかセンター

ねんきん特別便無料相談会

～ 15:00

パークゴルフ教室

乳児健診

25 金
「12月のカレンダーを作ろう」 身延児童館

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

22 火

20 日

水

19 土

身延町民が対象です。（詳細は後日各戸配布します）

身延児童館

ホットケーキの粉を使って、手作りおやつをお母さん方と作り、み
んなで食べましょう。　　対象：未就園児と保護者
定員：10組まで　　持ち物：親子のスプーン・フォーク・飲み物、お
手ふき　　申込み期間：11月1日（火）～8日（火）

文化財巡りPart4　「木喰上人のふる
さと 秋の丸畑を歩く」

「手作りおやつを味わおう」

環境下水道課　℡0556-42-4814

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

入場無料（全席自由）　10月20日（木）より整理券配布 総合文化会館　℡0556-62-2110

竜王年金事務所職員による年金相談会です。 町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

総合文化会館　℡0556-62-2110

自由な発想で自由な作品を作ってみましょう！
講師：南雲龍比古先生　定員：20名　参加費8,000円（一泊二日二食付）
申込期限：10月21日

なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555

12 土

陶芸教室　『日本』をテーマに作品を
作ろう！（12・13日 一泊二日）

身延山大学の学生さんによるイベントです。一緒に楽しく遊びま
しょう。　対象：未就園児と保護者　定員：10組まで　持ち物：親子
の飲み物　申込み期間：11月1日（火）～8日（火）

身延児童館　℡0556-62-3880

9 水

11

第９回　 若竹キッズ定期チャリティコ
ンサート

身延町総合文化会館
若竹キッズ、身延太鼓の皆さんが和太鼓の演奏を披露。  入場料
大人：2,000円 中学生：1,000円 小学生以下：500円

歯科健診

5 土

身延町物産まつり

■後期高齢者保険料　　　　５期（１１月３０日）　　　　　　■奥の湯温泉使用料　１１月（１１月３０日）　　　■簡易水道使用料　  １１月（１１月２８日）
■学校給食費　　　　１１月　　〃　　　　　　■保育料　　　　　　１１月（１１月２８日）　　　■下水道使用料　　　１１月　　  〃
■町営住宅使用料　　１１月　　〃
　
　

　　　　－下部小中学校合同 五条ヶ丘音楽会のご案内－　　　　　　　　　　　♪地域の皆様のお越しをお待ちしています♪
  ●日時　１１月１８日（金） 午後１時３０分～３時　　  ●場所　下部中学校体育館　　　●問い合わせ先　下部中学校　℡0556-36-0353

■国民健康保険税　　　５期（１１月３０日）
■介護保険料　　　　　　７期　　　〃

お母さんになる皆さんへ：  母子健康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



参加者募集！！　文化財巡りPart４

※参加費には、食事代、材料費、講師料、傷害保険料が含まれます。
※参加者には、後日詳しい要項をお送りします。
※小中学生については、保護者同伴でご参加ください。
※各講座とも定員になり次第締め切りとさせていただきます。

【問い合わせ先】 山梨県立なかとみ青少年自然の里
℡0556-42-3181

0556-20-4611 望月　勲

下部地区
下部保健福祉

センター
0556-36-0011 馬場一治

時間 地　区 場　　所 電話番号 相談委員

身延地区
身延福祉
センター

0556-62-3773 鈴木高吉

開設日

10月14日

曜日

金
曜
日

午後
1時
～
3時

中富地区
中富すこやか

センター

11月11日
12月 9日
1月13日

3月 9日
2月10日

性別 学校名・学年・年齢 参加種目電話番号住    所氏    名

参加費募集人数募集期間
10/1～10/29

№

25人 13,000円
10/1～11/16 20人 4,000円
10/1～11/19 20人 3,500円11月26日（土）

11月27日（日）
12月11日（日）

10/1～11/20 30人 3,500円
10/1～12/4 40人 3,000円

講座内容実施日

2,500円
12/1～1/21 20人 3,500円

 1月21日（土）
  1月28日（土）

12/1～1/14 50人

燻製・ソーセージづくり②
トールペインティング

   2月　4日（土）
   2月26日（日）

3,500円

1/11～2/19 20人 4,000円
12/1～1/28 20人

1/11～2/25 30人陶芸②3月3・4日（土・日） 8,000円

ステンドグラス11月　6日（日）
11月23日（水） 柿渋染め

七宝焼き
陶芸①
しめ縄・ミニ門松づくり
ほうとうづくり・味噌仕込み

燻製・ソーセージづくり①

【とき】平成23年12月18日（日）＜小雨決行＞

【会場】富士川クラフトパーク

【日程】受   付　　午前　８時４０分～９時０５分
              開会式　　午前　９時１０分
              スタート　午前　９時５０分（中学生・高校・一般）
　　    　  　　　　  午前１０時2０分（小学生・ファミリー）
          　※小学生・ファミリーは同時刻スタートとなります。

【コース】３ｋｍ（全種目共通）
    　　　　※改良工事のため、コースが変更されております。
    　　　　※時間内に受付をすませてください。

■ルート　※往復約12ｋｍのウォーキングとなります。
道の駅しもべ→マツコ堂→木喰の里微笑館→永寿庵→木喰
記念館(木喰上人生家)→四国堂→山神社→道の駅しもべ

 ① 日　時　　　平成２３年11月１９日（土） 雨天中止
　　　　　　　　 午前１０時より午後4時頃まで

 ② 集合場所   　道の駅しもべ　(身延町古関4321)

 ③ 定　員　    申込先着　30名
  　　　　　 ※ 小学生以下のお子様は、必ず保護者同伴でご参加ください。

 ④ 参加費　　　無料

 ⑤ 持物等　　　弁当・水筒・雨具など。山道を歩くので動きやすい

　　　　　　　　 服装・ 靴でご参加ください。

 ⑥ 申込締切　　平成23年11月15日（火）まで

 ⑦ 申込み・問い合わせ先

                    　身延町教育委員会　生涯学習課 文化財担当

                  （電話） 0556-20-3017

  木喰上人は、江戸時代の中頃、甲斐国に生まれ、22
歳で出家し、45歳のとき常陸の国・羅漢寺で木食戒を
受けました。木食戒とは五穀と魚、火食と塩味を断つ
修行です。上人は生涯この戒を守り、回国修行を行い
93歳で入定するまでに、1,000体を超える仏像を彫
り続けました。今回はそんな木喰上人のふるさと、晩
秋の丸畑を歩いて巡ります。多くの皆様のご参加をお
待ちしております。

平成23年度　後期定例行政相談所開設計画表

毎月、第２金曜日に定例行政相談所を三地区で開設しています。
心配ごと相談と同じ会場です。お気軽にご相談ください。

 問 い合わせ先
●身延町役場総務課　　　　℡0556-42-4800
●山梨行政評価事務所     ℡055-252-1496

【その他】
 ○ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意する。受付時に配布し終了後返却する。
 ○中止の連絡は防災無線で午前７時30分に放送する。
 ○事前に健康診断を受けておくこと。体調には十分注意し、おもわしくない時はただちに 競技を中止すること。
 ○主催者は傷害、紛失、その他の事故等については、応急処置を除き一切の責任を負いませんので、各自の責任
    において対応してください。

主　催:　身延町・身延町体育協会
主　管:　身延町体育協会陸上部
後　援:　富士川･切り絵の森、身延町教育委員会、
　　　　 身延町体育指導委員会、身延ロータリー
              クラブ、南部交通安全協会身延地区支部、
              身延町食生活改善推進員会

１．申込み期限　　　平成23年１１月28日（月）＜期日厳守＞
２．申込方法　　　　①一般、ファミリー、団体、の参加者は直接、または郵送及びＦＡＸにて下記に申し込んでください。
　　　　　　　　　　（申込書が必要な場合は、生涯学習課までお問い合わせください。※TEL０５５６－２０－３０１７）
　　　　　　　　　　②小中学校、高校、スポーツ少年団については、各学校・各団で参加者を取りまとめ、一括して申し込んでください。
３．申込書の提出先　①直接の場合：生涯学習課（常葉1093）、中富総合会館（切石３５０）、身延支所（梅平２４８３－３６）
　                      　 ②郵送の場合：〒４０９－２９３６　身延町常葉１０９３番地　身延町教育委員会　生涯学習課宛
　　　　　　　　　　③ＦＡＸの場合：FAX番号０５５６－３６－０９３６　　※必ず送信連絡をお願いします。
　   【注意】電話での申し込み及び期日を過ぎての申込みは受け付けられませんので、ご注意ください。

見晴らし広場

クラフト砦
古民家

駐車場

工芸館裏

大型車駐車場

大花壇

フラワーメイズ

階段
◇種目／ファミリーの部（小学生以下親子等ペア）
　　　　小学生の部（男・女） 中学生の部（男・女）
　　　　高校生の部（男・女） 一般の部（男・女）
◇参加資格／身延町住民及び身延町内の事業所に勤務
　　　　　　 している者。
◇表彰／各部門１位～３位に表彰状・メダルを授与する。

　健康でいきいきとした生活をするために子供から高齢者までが参加できるスポーツとして健康マラソンを実施します。みなさんふるって参加してください。


