
日 曜日

10:00 ～ 11:30
12:30 ～ 15:00

2 火 11:00 ～ 12:00

3 水 20:00 ～ 21:00

4 木

5 金

8:30 ～ 12:30

16:00 ～ 20:30

9:00 ～ 15:00

13:30 ～ 15:30

8 月

9 火 11:00 ～ 12:00

10 水

11 木

10:00 ～ 11:30

13 土

14 日

15 月

16 火 20:30 ～

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

18 木

19 金

20 土 14:00 ～ 15:00

13:30 ～ 15:30

10:00 ～ 16:00

13:00 ～ 16:00

22 月

11:00 ～ 12:00

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

25 木 13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 15:00

10:00 ～ 11:30

9:00 ～ 11:30

18:15 ～

13:30 ～ 15:30

10:00 ～ 11:00

10:00 ～ 11:00

16:00 ～ 21:00

29 月
13:00 ～ 14:00

31 水 20:00 ～ 21:00

富士川クラフトパーク
峡南5町の伝統芸能の披露や屋台村。日没頃からは1000個
以上のカップロウソクの点灯など。園内10箇所に投影される
巨大「光の切り絵」の幻想的な世界をお楽しみください。

（合）富士川・切り絵の森
℡0556-62-4111

中富すこやかセンター

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

9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：8月1日（月）～8日（月）まで。

金12 総務課　℡0556-42-4800

図書館おとなのための手作り講座
≪節電型ライトで作る小さなランプ≫
①

身延町立図書館
暮れ行く夏の思い出を小さなあかりに燈しましょう。
全２回の工程です。定員：１５名（要事前申込）
材料費：３００円

身延町立図書館　℡0556-62-2141

入場無料。朗読の楽しさをいっしょに味わってみませんか。 身延町立図書館　℡0556-62-2141

図書館夏休み工作会
　≪ペットボトルでかっこいい貯金箱
ロボを作ろう！≫

身延町立図書館

【詳しくは裏面をご覧ください。】

心配ごと相談日

下部観光協会　℡0556-20-3001

夏休み工作は図書館におまかせ！定員：３０名（要事前申
込）　材料費：１００円　持ち物：２Ｌぺットボトル・カッター
低学年の子は保護者と一緒に参加してください。

身延町立図書館　℡0556-62-2141

やまめ釣り大会・やまめつかみ取り大会等

6 土

第1回西嶋和紙まつり なかとみ和紙の里

第１１回砂金掘り大会 湯之奥金山博物館

7

観光課　℡0556-62-1116

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。

行政相談日
13:00

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

福祉保健課　℡0556-20-4611
受付時間

毎月第３日曜日に開催しています。

上記の２回目です。１日のみの参加はできません。 身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延支所3階 旧議場

南部町森林組合

生涯学習課　℡0556-20-3017

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。

身延支所

「野菜でスタンプ遊びをしよう」

身延町立図書館　℡0556-62-2141

いきいきエアロビクス教室

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

身延町商工会　℡0556-62-1103

連絡先

献血 役場本庁舎（中富総合会館前）
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

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

ジュニア・初心者・ベテランの3部門。先着100名
大人(高校生以上)500円　小・中学生300円
予備日：7日（小雨決行）

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

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 生涯学習課　℡0556-20-3017

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

身延児童館

身延町立図書館

季節の野菜を使ってスタンプ遊びをします。
対象：未就園児と保護者　　持ち物：お手ふき

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。

中富総合会館

無料法律相談会 中富総合会館

はつらつ教室

身延町総合文化会館２階和室

中富総合会館

発明クラブ

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

「9月のカレンダーを作ろう」 身延児童館

朗読ボランティア≪ひだまり≫
第４回朗読会

湯之奥金山博物館映像シアター

下部保健福祉センター

図書館おとなのための手作り講座
≪節電型ライトで作る小さなランプ≫
②

生涯学習課　℡0556-20-3017

乳児健診

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

中富すこやかセンター
対象児：平成22年6月・7月・9月・10月生まれ
　　　　  平成23年1・4月生まれ

いきいきエアロビクス教室

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

火薬が貴重だった戦時中でも、県内において唯一許可され
た長い歴史を有する祭典です。

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。

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。

身延町立図書館　℡0556-62-2141

環境下水道課　℡0556-42-4814

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

身延町総合文化会館
℡0556-62-2110

身延町立図書館　℡0556-62-2141

当日開催時間のみ受付
℡0556-62-1395

身延町総合文化会館

誰でも参加できます。お気軽にどうぞ。

ぞくぞくこわ～い昔ばなし・恐怖のミニシアター・怪談絵本
どっきりミニ工作　他

身延バンドフェスタ2011 入場無料　全席自由　入場整理券は文化会館で配布中

身延町立図書館
８月のおはなし会　≪ちょっとだけ・こ
わ～いおはなし会≫

中富総合会館

24

総務課　℡0556-42-4800

17

年金相談会

21 日

水 ねんきん特別便無料相談会

23

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

火

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

エコライフフェスタinみのぶ201１

火

親子映画観賞会

水
いきいきエアロビクス教室

結婚相談日

2011 峡南の夏まつり
－切り絵の森が光に染まる－

30

金26

土27

日28

下山愛宕祭典花火大会 下山新町

下部保健福祉センター

1 月

下部温泉郷 リバーサイドパーク周辺

中富総合会館

しもべ温泉やまめ祭り

日

上映作品：「ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッ
パー +冬に咲く、奇跡の桜」　入場無料（要事前申込）

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

【詳しくは裏面をご覧ください。】（予約制）

生涯学習課　℡0556-20-3017

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

竜王年金事務所職員による年金相談会です。

身延児童館　℡0556-62-3880

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。

■国民健康保険税　　 ２期（８月３１日）　 　■学校給食費　　 　  ８月（８月３１日）　 　■保育料　　　　　 ８月（８月２６日）
■介護保険料　　　　 ４期　　　〃　　　　 　■町営住宅使用料 　  ８月　　〃　　　       ■簡易水道使用料 　８月　  〃
■後期高齢者医療　　 ２期　　　〃　　　　 　■奥の湯温泉使用料　 ８月　  〃  　　　　　 ■下水道使用料　　 ８月　  〃

　

　

ホームタウンサンクスデーとは、県内のサポート市町村で
順番にヴァンフォーレ甲府を応援する日です。
　☆昨年実施したエスコートキッズは実施しません。
　☆招待券の配布はしません。
　☆8月6日（土）は笛吹市と共同開催です。

　問い合わせ先
　  生涯学習課
　  生涯スポーツ担当：望月・小林
　  ℡0556-20-3017

　■町県民税　　２期（８月３１日）



1 ガソリンと軽油の危険性 2 ガソリンや灯油、軽油を入れる容器
☆ ☆

☆ 3 カセットボンベ及びエアゾール容器
☆

☆

ガソリンは気温が－４０℃でも気化し、小さな火源でも爆破的に燃
焼する物質（灯油・軽油は＋４０℃）です。

灯油、軽油は、大量に保管すると火災の危険性が高まるととも
に、一旦火災が発生すると大火災になる危険性があります。

ガソリンの蒸気は、空気より重いため、穴やくぼみなどに溜まりや
すく、離れたところにある思わぬ火源（ライター等の裸火、静電
気、衝撃の火花等）により引火する危険があります。

ガソリンや灯油、軽油を入れる容器は、消防法令により、一定の
強度を有するとともに、材質により容器が制限されています。

中身の残ったカセットボンベ及びエアゾール缶による穴あけ事故
や清掃車の荷台から出火する火災が発生しています。カセットボ
ンベ及びエアゾール缶を廃棄する時は、中身のガスを使いきり、
穴を開ける時は、周囲の安全を確認してから処理してください。

　　　　　　　◎申し込み先

身延町役場 総務課 庶務担当
TEL　０５５６－４２－４８００
申込時間　午前８時３０分～
　　　　　　　午後５時１５分（平日のみ）
申込期限　８月２２日（月）まで

　■相談日　８月２５日（木）
　■時　間　午後１時～４時まで
　■会　場　中富総合会館
　　　　　　　（２階農林研修室）
　■主　催　山梨県弁護士会
　■定　員　６名（相談は一人３０分）
　　※定員になりしだい締め切ります。

　　金銭・相続・交通事故・土地建物契約など法律

的な問題でお困りの方のために弁護士が、無料で

相談をお受けします。

　　法律相談会
　日頃、何気なく行なっている高齢者や障害を持った方々との交流や、学校
で行なっている募金活動、古切手・エコキャップ集め、テレビで見た被災地で
の救援活動など、福祉やボランティア活動について感じたこと、考えたこと
を、絵や作文で自由に表現してみませんか。

テーマ　　福祉・ボランティアに関するもの
規　格　　４００字詰め原稿用紙（２～３枚）

テーマ　　福祉・ボランティアに関するもの
規　格　　用紙、サイズ、及び画材等は自由

対　象 小・中学生及び高校生
（町内在住又は町内の学校に通学する者）

締切り

部　門

賞

９月１日（木）までに身延町社会福祉協議会へ提出

①小学生　②中学生　③高校生

各部門ごとに　最優秀賞　１点
　　　　　　　優秀賞　  ３点

作品展 第６回みのぶ健康福祉まつり会場に展示します。

  問い合わせ先　　身延町社会福祉協議会（身延町波木井２７２－１）
　　　　　　　　　　　  TEL　０５５６－６２－３７７３

●日　時　　８月６日（土）午後４時～８時３０分

●テーマ　　「和紙のぬくもりに触れ、魅力に出会い｣

●会　場　　なかとみ和紙の里　ふれあい広場

●内　容
　　　☆七　夕　　　　　　　　　　　（午後3時～）
　　　　地元小学校の児童や来場者に被災地の復興への願いを込めて、
　　　　西嶋和紙の短冊にメッセージを書いてもらい、笹の葉に飾り
　　　　ます。

　　　☆書道パフォーマンス(予定)　　（午後４時～実演)
　　　　高等学校書道部生徒により、西嶋和紙を使用した書道パフォ
　　　　ーマンスを披露します。作品は復興へのメッセージとして被
　　　　災地に届けます。

　　　☆フリーマーケット　　　　　　（午後４時～販売）
　　　  町内商工会会員企業、地元有志によるフリーマーケットや被災
　　　　地の産品を取り寄せた「東日本支援直売コーナー」を設けます。
 
　　　☆和紙スクリーンで見る映画上映会　（午後７時～）
　　　　西嶋和紙をスクリーンに見立て、映画を上映します。
　
　　　☆キャンドルナイト　　　　　　　（午後８時点火）
　　　　西嶋和紙を使用した「灯り」を会場内芝生広場に配置し、ロウ
　　　　ソクを灯します。

●主　催　　西嶋和紙工業協同組合、身延町商工会

      問い合わせ先　　身延町商工会（身延町梅平２４８３－３６）
　　　　　　              　TEL　０５５６－６２－１１０３
　　　　　　             　 FAX　０５５６－６２－１１８３

熱中症とは？
　熱中症とは、室温や気温が高い中での作業や運動により、体内
の水分や塩分（ナトリウム）などのバランスが崩れ、体温の調節
機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだるい、ひどいと
きにはけいれんや意識の異常など、様々な症状をおこす病気で
す。
　家の中でじっとしていても室温や湿度が高いために、熱中症に
なる場合がありますので注意が必要です。

●部屋の温度をこまめにチェック！（普段過ごす部屋には

　温度計を置くことをお奨めします）

●室温２８℃を超えないように、エアコンや扇風機を上手に

　使いましょう！

●のどが渇いたと感じたら必ず水分補給！

●のどが渇かなくてもこまめに水分補給！

●外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策も！

●無理をせず、適度に休憩を！

●日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを！

●自分で水が飲めなかったり、脱力感や倦怠感が強く、動けない

　場合はためらわずに救急車を呼んでください。

●意識がない（おかしい）、全身のけいれんがあるなどの症状を

　発見された方は、ためらわずに救急車を呼んでください。

※入賞者には図書券贈呈。応募者全員に参加賞贈呈。

（予約制）


