
日 曜日

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 15:00

2 木 13:30 ～ 15:30

3 金

13:00 ～ 16:00

18:30 ～ 21:00

5 日

6 月 10:00 ～ 11:30

7 火 11:00 ～ 12:00

8 水

13:00 ～ 14:00

9:00 ～

11 土

12 日 9:30 ～ 16:30

13 月

14 火 11:00 ～ 12:00

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

16 木 10:00 ～ 11:00

17 金

18 土

8:00 ～ 11:30

13:00 ～ 16:00

19:30 ～

20 月

21 火 11:00 ～ 12:00

13:00 ～ 14:00

9:30 ～ 16:00

23 木

13:00 ～ 15:00

10:00 ～ 11:30

25 土 14:00 ～ 15:00

26 日

27 月

11:00 ～ 12:00

14:00 ～ 15:30

29 水

30 木

22

火28

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

金24

水

図書館６月のおはなし会
　　『昔話と懐かしい遊び』

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

身延町総合文化会館２階和室

はつらつ教室 中富すこやかセンター

（受付時間）

下部地区町民と議員との懇談会

粗大ごみ収集 町内１０か所

3歳児健診 中富すこやかセンター

総務大臣から委嘱された人権相談委員が人権に関する相談
に応じます。お気軽にご相談ください。

総務課　℡0556-42-4800

一般質問は１４日です。傍聴をしたい方はお気軽にお越しく
ださい。

議会事務局　℡0556-42-4807

身延児童館　℡0556-62-3880

対象児：平成19年12月生まれ
           平成20年1月・2月・3月生まれ

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。

山梨県考古学協会地域大会 身延町総合文化会館

一色ホタルまつり
　※気象条件により変更あり

特設人権相談所
下部保健福祉センター・中富総合会
館・身延福祉センター

15 水 ねんきん特別便無料相談会 身延支所

水1

ホタル観賞
（5月下旬～6月下旬）

土4

一色公民館

身延児童館

毎月第３日曜日に開催しています。

多数の皆様のご参加をお願いいたします。

福祉保健課　℡0556-20-4611

古関公民館

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

季節の絵本の読み聞かせ・てあそび・歌あそび・ミニ工作な
ど　対象：乳幼児と保護者

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。

身延町住民が対象です。（詳細は後日各戸配布します）

総務課　℡0556-42-4800

伝承技術と現代的な創意の融合により生み出された現代工
芸作品の数々を展示します。

なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555

議会事務局　℡0556-42-4807

環境下水道課　℡0556-42-4814

当日開催時間のみ受付
℡0556-62-1395

身延町立図書館　℡0556-62-2141

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

福祉保健課　℡0556-20-4611

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

身延児童館

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

行政相談日

季節の絵本の読み聞かせ・てあそび・歌あそび・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

身延町総合文化会館２階和室

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

身延町内の昔話・昔懐かしい遊びに挑戦！など
対象：３歳～一般

身延町立図書館　℡0556-62-2141

季節の絵本の読み聞かせ・てあそび・歌あそび・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

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

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

7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：6月1日（水）～8日（水）まで。

身延児童館　℡0556-62-3880「7月のカレンダーを作ろう」

身延児童館　℡0556-62-3880

身延町立図書館　℡0556-62-2141
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

「父の日のプレゼント作り」
（～10日まで）

身延児童館
お父さん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：お父さんとお子さんが一
緒に写っている写真

自然保護イベント・キッズロックバンド演奏・よさこいソーラン・
歌謡ショー・出店 等　詳細は【裏面】をご覧ください。

観光課　℡0556-62-1116

テーマ：「寺院と金山のまち　身延」
遺跡や文化財についての講演や事例報告が行われます。
湯之奥金山博物館　谷口一夫館長と本町教育委員会　坂口
広太主任も講師として講演を行います。

山梨県考古学協会事務局
℡055-263-6441

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

「きゅうりの苗を植えよう」
（～３日まで）

身延児童館
きゅうりの苗を植えます。　　対象：未就園児と保護者
持ち物：帽子　　苗に限りがあるため、各日先着１０名まで。

身延児童館　℡0556-62-3880

県中央児童相談所　℡055-254-8616

結婚相談日 身延支所

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

プールや水遊びの事故防止、ＡＥＤの使い方等を教えて頂き
ます。対象：未就園児の保護者、講習内容に興味のある方

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 中富すこやかセンター
対象児：平成22年5月・8月・11月・12月生まれ
           平成23年2・3月生まれ（受付時間）

乳児健診

19

身延町役場議場

13:00 ～ 15:00

10 金

身延町議会６月定例会（～１４日）

「救命救急法講習会」

児童相談所の職員が子どもに関する相談に応じます。
（事前に電話で予約してください。）

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。

季節の絵本の読み聞かせ・てあそび・歌あそび・ミニ工作な
ど　対象：乳幼児と保護者

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。

詳細は【裏面】をご覧ください。 観光課　℡0556-62-1116

日

木

県中央児童相談所巡回相談 中富すこやかセンター

越後の金属工芸展（最終日）
（～12日）

心配ごと相談日

なかとみ現代工芸美術館

 
 
 
                                                　■町営住宅使用料     ６月（６月３０日）
                                               　 ■奥の湯温泉使用料 　６月　　〃
    ■町県民税  全期・１期（６月３０日） 　     　■保育料　　　　   　６月（６月２７日）
    ■介護保険料　　　２期　　〃 　　　　　     　■簡易水道使用料   　６月    〃
    ■学校給食費　  　６月　　〃                　■下水道使用料   　  ６月    〃

　「一色ホタルまつり」・・・・・・・・観光課
　「特設人権相談所の開設」・・・・・・総務課
　「男生料理教室」・・・・・・・・・・社会福祉協議会
　「中富中吹奏楽部ミニコンサート」・・中富中学校
　　　◎詳しくは裏面をご覧ください。
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　　　問い合わせ・申し込み先
　　　身延町社会福祉協議会
　　　℡0556-62-3773

　　　身延町社会福祉協議会では、介護予防、生活支援を目的に、６０歳以上

　　の男性を対象とした料理教室を年６回の予定で開催します。

　　　対象者　　　　町内在住の６０歳以上の男性
　　　時　間　　　　午前１０：００～午後１：００
　　　講　師　　　　栄養士　日吉千恵子さん
　　　協　力　　　　食生活改善推進員会
　　　その他　　　　持ち物：エプロン、三角巾、筆記用具
                　　        参加費：無料
　
　　※参加は１回でも受け付けます。
　　※申し込みは、７月１日（金）までにお願いいたします。
　　※会場の都合上、各会場とも２５名までとさせていただきますので、
　　　定員になり次第締め切らせて頂きます。

　

　　　　開設日：６月１日（水）
　　　　時　間：午前１０：００～午後３：００まで
　　　　会　場：中富総合会館　          １階和室Ｂ
　　　　　　　　下部保健福祉センタ－　  ２階ホール
　　　　　　　　身延保健センタ－　      ２階会議室

　

＜相談内容＞

　①児童、生徒のいじめ問題、体罰の問題
　②親子、夫婦、扶養、相続、登記、借地、借家、騒音、悪臭等に
    ついての悩みごと
　③その他、人権に関することで困っていること

　　主催：峡南人権擁護委員協議会・甲府地方法務局鰍沢支局
　
    問い合わせ先：身延町役場　総務課庶務担当　　℡0556-42-4800
　　　　　　　　　下部支所住民サービス担当　    ℡0556-36-0011
      　　　　　　身延支所住民サービス担当　    ℡0556-62-1111

特設人権相談所の開設

（困りごと何でも相談所）

 ○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

　　・風のない

　　・夜８:００～１０：００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

※ホタル観賞期間中は、（メインイベント当日の６月４日を除く)車1台につき200円の

駐車場料金を徴収させていただき、集まったお金については東日本大震災の義援金

として寄付させていただきますのでご了承ください。

　【問い合わせ先】　ホタルまつり実行委員会
　　　　　　　　　　　　℡０５５６－６２－１１１６

・１回目　　７月１２日（火）　下部保健福祉センター ２階　調理室
・２回目　　８月　９日（火）　中富すこやかセンター ２階　調理室
・３回目　　９月２７日（水）　豊岡公民館　調理室
・４回目　１０月１８日（火）　下部保健福祉センター ２階　調理室
・５回目　１１月１７日（木）　中富すこやかセンター ２階　調理室
・６回目　１２月１４日（火）　豊岡公民館　調理室 相談は無料で秘密は守られます

日　時　　５月２８日（土）　午後２：００～３：３０
場　所　　中富中学校　　菅沼ホール
内　容　　全部員（１３名）のソロ演奏、全員合唱１曲、全員合奏２曲『宙船』『虹』
　　　　　　　♪入部してまだ1か月の1年生もソロに挑戦します！！
　
　　地域の皆様のお越しをお待ちしています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先　中富中学校　℡0556-42-2023

5月の行事を載
せさせていただ
きました！

　日　時　　6月4日（土）　午後6：30～9:00

　会　場　　一色公民館（メインイベント会場）

　内　容
　 ・ロックバンド「ドラゴン・キッズ」演奏（午後4:00～6:00）
　 ・自然保護イベント（午後6：30～9:00） DVD上映
　 ・式典(午後6:30～6:45）
　 ・ロックバンド「ドラゴン・キッズ」演奏（午後6:50～7:30）
　 ・大塩よさこいソーラン「暖心」（午後7:30～7:50）
　 ・歌謡ショー（午後7:50～8:50）
　
　 ・ほうとう、うちわなどの販売、山野菜販売、出店
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（午後3:00～）

　　※天候等により、イベント内容及び時間が変更に
　　　なる場合もあります。


