
日 曜日

1 金

2 土

3 日 12:30 ～ 16:00

4 月

8:30 ～ 17:00

11:00 ～ 12:00

8:30 ～ 20:00

10:00 ～ 11:30

13:45 ～ 14:30

7 木

9:00 ～ 11:30

9:30 ～ 17:30

10:30 ～ 12:00

10 日 7:00 ～ 18:00

11 月

12 火 11:00 ～ 12:00

13 水

14 木

15 金

16 土

17 日 13:00 ～ 16:00

18 月

19 火 10:00 ～ 11:30

9:00 ～ 12:00
13:00 ～ 16:00

21 木

22 金 13:00 ～ 15:00

9:30 ～ 14:30

9:00 ～ 11:30

14:00 ～ 15:00

24 日 12:00 ～

25 月

11:00 ～ 12:00

14:00 ～ 15:30

27 水 9:30 ～ 16:00

28 木

29 金 10:00 ～ 11:30

18:00 ～ 20:00

8:00 ～ 18:00

9:00 ～ 13:00

13:30 ～ 15:30

30

31 図書館ボランティア〝千の風〟朗読
会  【女たちの太平洋戦争】

第11回こども金山探険隊(1日目）

第11回こども金山探険隊(2日目）

土

日

海上自衛隊横須賀音楽隊身延ふれ
あいコンサート

湯之奥金山博物館・中山金山遺跡
中山金山跡地への現地登山と自分だけの甲州金を作成しま
す。参加費　4500円　定員：１５名※2日間通しての参加にな
ります。

6 水

歯科健診 中富すこやかセンター

「七夕まつり」 身延児童館

就学前の乳幼児及び妊婦

26

町民課 町民担当　℡0556-42-4804

火
福祉保健課　℡0556-20-4611

７月のおはなし会
≪七夕と星のおはなし会≫

身延町立図書館
七夕のお話・短冊にお願いを書いて笹に飾ろう
夏のミニシアター・他

身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延町立図書館　℡0556-62-2141

はつらつ教室

身延町総合文化会館２階和室

（受付時間）

身延児童館
8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：7月1日（金）～8日（金）まで。

中富すこやかセンター

中富すこやかセンター
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。

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。

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

年金相談会

第3回科学実験教室

20 水 ねんきん特別便無料相談会

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ホール
入場無料　全席自由　※入場には整理券が必要です。未就
学児入場不可

身延町総合文化会館　℡0556-62-2110

「8月のカレンダーを作ろう」

金8
行政相談日

13:00
心配ごと相談日

アナログ放送終了
まだ地上デジタル放送を視聴するための準備が済んでいな
い方はお急ぎください。

湯之奥金山博物館1階多目的ホー
ル

参加費　300円　小・中学生対象 湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

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

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

「プール開き」 身延児童館
事業がなく天気の良い日はプールで遊びます。（8月中旬頃
まで）　対象：未就園児　詳しくは児童館までお問い合わせく
ださい。

身延児童館　℡0556-62-3880

海の日

結婚相談日 身延支所 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

身延児童館　℡0556-62-3880身延児童館

社会福祉協議会　℡0556-62-3773
～ 15:00

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

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。 総務課　℡0556-42-4800

対象：２か月から１歳未満のお子さんと保護者（８組まで）
持ち物：バスタオル、ミルク（必要な方）

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。

七夕飾りを作ります。　　対象：未就園児と保護者　　持ち物：
のり、お手ふき

身延児童館　℡0556-62-3880

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
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

定数を超えた場合は選挙になり、６日～９日まで期日前投票
ができます。

身延町選挙管理委員会　℡0556-42-4800

福祉保健課　℡0556-20-4611

ふるさと民謡・民舞フェスティバル
2011

身延町総合文化会館ホール 入場料　全席自由　２，０００円　※未就学児入場不可 身延町総合文化会館　℡0556-62-2110

連絡先行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

9
レース切り絵作家・蒼山日菜が、世界の著名作家を集結さ
せ、ただ観るだけではなく、参加し楽しめる展覧会を展開しま
す。

富士川・切り絵の森美術館
℡0556-62-4500

蒼山日菜プロデュース
KIRIE OF THA WORLD IN JAPAN
2011－世界の切り絵展－(～25日）

富士川・切り絵の森美術館

発明クラブ 身延支所3階 旧議場
小学校3年生～中学生対象　　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

「ベビーマッサージ体験会」

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

発明クラブ 身延支所3階 旧議場
小学校3年生～中学生対象　　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

農業委員会委員選挙「投票日」 町内１２投票所 定数を超えた場合は選挙になり、投票が行われます。 身延町選挙管理委員会　℡0556-42-4800

農業委員会委員選挙は３年に一度。投票日は７月10日（日）
です。小選挙区制で、定数は下部選挙区５人、中富選挙区５
人、身延選挙区６人の計１６人です。

身延町選挙管理委員会　℡0556-42-4800

農業委員会委員選挙
　「期日前投票」（６日～９日まで）

中富総合会館、下部保健福祉セン
ター、身延支所

農業委員会委員選挙
　「告示」・「立候補届出受付」5 火

身延町役場　２階会議室

土23

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

土

身延町総合文化会館２階会議室 対象：小学生～一般　参加費：無料 身延町立図書館　℡0556-62-2141

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

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

身延児童館　℡0556-62-3880

　今週の裏面
「身延町内AED設置施設位置図」

　

◆現在アナログテレビをご利用の場合は、デジタ
ルチューナーを取り付けるか、地上デジタル放送
が受信できる機器（デジタルテレビやデジタル
チューナー等）を用意する必要があります。

　　　　　デジタル放送に関してご不明な点がありましたら、　ケーブルテレビを利用している方は、加入しているケーブルテレビ会社へ、
　　　　　共聴組合や、アンテナで視聴している方はデジサポ山梨（０５５-２１３-２２００）へお問合せください。

現在アナログテレビをお使いの方はそのままではテレビを見ることができなくなります

◆ケーブルテレビを利用している場合でも、
地上デジタル放送への対応は必要となりま
す。

◆デジタルテレビやデジタルチューナー等をはじめて
設置する場合に初期設定が必要になります。購入され
た電気店等で確認してください。

■固定資産税　　　　2期（8月 1日）
■国民健康保険税　  1期　　〃
■介護保険料　　　　3期　　〃
■奥之湯温泉使用料　7月　　〃
■学校給食費　　 　 7月　　〃
■町営住宅使用料 　 7月（7月26日）
■保育料　   　　　 7月    〃
■簡易水道使用料    7月　  〃
■下水道使用料　　　7月　  〃

　
　最近、峡南衛生組合のし尿処理施設の機械に故障が起きています。浄化槽汚泥の腐敗が故障の原因となり
ますので、１年に１回定期的に浄化槽の清掃をするようお願いいたします。トイレに誤って流れてしまったごみ
なども故障の原因となりますので、トイレットペーパー以外の物は流さないようご注意ください。
　また、峡南衛生組合の汚泥の受入量には限りがあります。下水道に接続するため浄化槽の最後の清掃をす
る場合や大きい浄化槽の汚泥を搬入する際は、事前に峡南衛生組合へご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問い合わせ先　峡南衛生組合　℡0556-42-2207

７月２４日 昼１２時にアナログ放送が終了します

　－下部中学校合唱発表会のご案内－
　●日　時　７月１５日（金）午後２：００～　　  ♪地域の皆様のお越しをお待ちしています♪
　●場　所　下部中学校体育館　　　　　　●問い合わせ先　下部中学校　℡0556-36-0353

　　　　　　　　　　　　　　－現代のロボット展開催－
　　●日　時　７月下旬開催予定　（会期調整中）　 　　どうぞお楽しみに！！
　　●場　所　身延町なかとみ現代工芸美術館（℡0556-20-4555）



なかとみ和紙の里

西嶋小学校

西嶋保育所

中富総合会館

すこやかセンター

身延町役場静川保育所

静川小学校

中富中学校

なかとみ青少年自然の里

原小学校

原保育所

下山小学校

下山立正保育園

身延町総合文化会館

身延福祉ｾﾝﾀｰ

身延児童館

身延支所

身延小学校身延中学校

大野山保育園 大河内小学校

湯之奥金山博物館

下部中学校

下部小学校

下部支所

生涯学習課

常葉保育所

久那土出張所

久那土小学校
久那土保育所

久那土中学校

古関出張所

切り絵の森美術館

峡南高等学校

峡南衛生組合

勤労青年センター

富士川カントリークラブ

身延高等学校

身延山大学

身延山高等学校

塩之沢公民館

身延町内ＡＥＤ（自動体外式除細動器）設置施設位置図

　　ＡＥＤとは突然死の原因となる心室細動を起こした心臓に電気ショックを
与えて、正常なリズムに戻す機械のことです。コンピューターによって自動的
に心室細動かどうかを調べ、電気ショックが必要かどうかを決定し、音声メッ
セージで電気ショックを支持してくれるので、一般の皆さんでも簡単で確実に
操作することができる医療機器です。
　　正しい使用方法を学びたい方は「救急救命法講習会」等に参加すること
をお勧めします。

下部地区

中富地区

身延地区


