行

日 曜日

1

木

事

時

間

会

県中央児童相談所巡回相談

13:30 〜 15:30 中富すこやかセンター

2

金

3

土 発明クラブ

9:00 〜 11:30 身延支所3階 旧議場

4

日 身延町総合防災訓練

8:30 〜

5

月

6

火

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

乳児健診

13:00 〜 14:00
中富すこやかセンター
（受付時間）

対象児：平成22年8月・11月生まれ
平成23年2月・5月生まれ

福祉保健課 ℡0556-20-4611

20:00 〜 21:00 中富総合会館

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

10:00 〜 11:30 身延児童館

生きがいデイサービスのお年寄りへ作ったプレゼントを渡し
ます。（当日来館した親子に渡してもらいます。）
対象：未就園児と保護者

身延児童館 ℡0556-62-3880

下部保健福祉センター
13:00 〜 15:00 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

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

10:00 〜
14:00 〜

『平成のロボットたち』関連イベントとして小型ロボットを作り
ます。
講師：佐藤隆一先生（金沢工業大学工学部ロボティクス学科
教授）
十五夜について学び、お団子を作って食べます。 対象：未
就園児と保護者 定員：10組まで 持ち物：お手ふき、親子が
飲むお茶、フォーク 申込み期間：9月1日（木）〜8日（木）
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

木
「デイのお年寄りへプレゼントを渡そ
う」
行政相談日
心配ごと相談日

土

11

日

小型ロボット工作教室
『平成のロボットたち』展 講演会

12

月 「お月見団子を作ろう」

13

火 ≪ちいさなおはなし会≫

集まれ！０・１・２

20:00 〜 21:00 中富総合会館

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

金 「敬老の日のプレゼント作り」

17

土 ≪自然と遊ぶおはなし会≫

18

日

９月のおはなし会

七面山大祭（18日・19日）

18:00 〜

七面山敬慎院 ℡0556-45-2551

13:45 〜 14:30
中富すこやかセンター
（受付時間）

就学前の乳幼児及び妊婦

福祉保健課 ℡0556-20-4611

ねんきん特別便無料相談会

9:00 〜 12:00
身延支所
13:00 〜 16:00

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

いきいきエアロビクス教室

20:00 〜 21:00 中富総合会館

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

10:00 〜 17:00 なかとみ現代工芸美術館

金沢工業大学の協力のもと、医療・土木・災害等、様々な分 なかとみ現代工芸美術館
野のロボットたちを紹介します。
℡0556-20-4555

16:30 〜 18:00 身延町総合文化会館ホール

チケットは完売いたしました。

火 歯科検診
水
平成のロボットたち-未来を拓く技術
に挑む-【最終日】（7月24日〜9月22
研ナオコ LOVE LIFE LIVE
秋分の日

24

土 発明クラブ

25

日

26

月 献血

27

火

七面山敬慎院

お家のおじいちゃん・おばあちゃんへ、ハガキに写真を貼っ
てメッセージを書きます。 対象：未就園児と保護者 持ち物： 身延児童館 ℡0556-62-3880
ハガキとお子さんの写真、お手ふき
科学の絵本っておもしろい！ 自然と触れ合おう 季節のミニ
身延町立図書館 ℡0556-62-2141
シアター 楽しいミニ科学工作 他 対象：３歳児〜
当日開催時間のみ受付
毎月第３日曜日に開催しています。
℡0556-62-1395
七面大明神を祭った開創の日を記念する大祭。

20

9:00 〜 11:30 身延支所3階 旧議場

対象：小学校3年生〜中学生
クラブ員随時募集中です。

【お詫びと訂正】
広報みのぶ８月号（№83）１５ページの、『峡南の夏まつり』の開催日が間違っていました。
８月２８日（日）が正しい 開催日です。お詫びし訂正させていただきます。
10:00 〜 11:30
身延福祉センター
12:30 〜 15:00

集まれ！０・１・２
≪ちいさなおはなし会≫

11:00 〜 12:00 身延町立図書館２階和室

はつらつ教室

14:00 〜 15:30 中富すこやかセンター

年金相談会

30

14:00 〜 15:00 身延町立図書館
13:00 〜 16:00 身延支所

月 敬老の日

29

10:00 〜 11:30 身延児童館

結婚相談日

19

28

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

いきいきエアロビクス教室

16

金

11:00 〜 12:00 身延町立図書館２階和室

身延児童館 ℡0556-62-3880

福祉保健課 ℡0556-20-4611

木

23

10:00 〜 11:30 身延児童館

なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555

対象児：平成21年12月
平成22年1月・2月・3月生まれ

15

木

13:00 〜

1歳6ヶ月児健診

水

22

なかとみ現代工芸美術館

13:00 〜 14:00
中富すこやかセンター
（受付時間）

14

21

対象：小学校3年生〜中学生 参加費 年間1,000円
生涯学習課 ℡0556-20-3017
クラブ員随時募集中です。
東海地震の発生を想定し、町・消防団・自主防災会において
総務課 ℡0556-42-4800
実践的な訓練を実施する。
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

8

10

連絡先

11:00 〜 12:00 身延町立図書館２階和室

水 いきいきエアロビクス教室

金

各集落 自主防災会会場

該当者・該当地区・内容 等

生きがいデイサービスのお年寄りへのプレゼントを作ります。
身延児童館 ℡0556-62-3880
対象：未就園児と保護者 持ち物：お手ふき
児童相談所の職員が子どもに関する相談に応じます。
県中央児童相談所 ℡055-254-8616
（事前に電話で予約してください。）

集まれ！０・１・２
≪ちいさなおはなし会≫

7

9

場

「デイのお年寄りへのプレゼント作り」
10:00 〜 11:30 身延児童館
(1日・２日）

9:30 〜 16:00 南部町森林組合

総合文化会館 ℡0556-62-2110
参加費 年間1,000円

生涯学習課 ℡0556-20-3017

２０１１峡南の夏まつり 〜切り絵の森が光に染まる〜
■日時 ８月２８日（日） 午後４時〜９時 ■会場 富士川クラフトパーク
■問い合わせ先 （合）富士川・切り絵の森 ℡0556-62-4111

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

絵本の読み聞かせ・てあそび・うたあそび・ミニ工作など
身延町立図書館 ℡0556-62-2141
対象：乳幼児と保護者
高齢者対象の体操教室です。65歳以上で要介護、要支援認
福祉保健課 ℡0556-20-4611
定を受けていない方。
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

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

水
いきいきエアロビクス教室

20:00 〜 21:00 中富総合会館

心配ごと相談日

13:00 〜 15:00

木
金
「10月のカレンダーを作ろう」

■下山小・下山地区合同
9月17日（土）
■久那土小
9月24日（土）
■西嶋小
9月25日（日）

下部保健福祉センター・中富すこや 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
社会福祉協議会 ℡0556-62-3773
かセンター・身延福祉センター
す。
10月のカレンダーを作ります。 対象：未就園児の保護者
身延児童館 ℡0556-62-3880
10:00 〜 11:30 身延児童館
定員：15名まで 持ち物：のり、お手ふき
申込み期間：9月1日（木）〜8日（木）

■下部小
■身延小
■静川小・静川地区
■原小・原地区
■大河内小・大河内地区合同

10月1日（土）

■久那土中（岐映祭）
■下部中 （翠光祭）
■中富中 （しろやま祭）
■身延中 （身中祭）

9月10日（土）
9月10日（土）・11（日）

☆地域の皆様のお越しをお待ちしております。詳しくは各学校へお問い合わせください☆

生涯学習自主企画講座 第９回

期日 平成２３年9月7日、14日、21日、28日、
10月5日、12日、19日、26日、
11月2日、9日 (全１０回 毎週水曜日)

【対

会
場
時
間
対
象
募集人員
受 講 料
講
師
テキスト

身延町総合文化会館 １階 メディアルーム
毎回 午後７時〜９時３０分
高校生以上の町内在住者および町内勤務者
２０名
無料
松野重郎 先生（身延町大野在住）
ワイド版岩波新書「論語」金谷治 訳注（1,470円）
一冊の本に上・下巻が含まれています。テキスト希望の
方は、受講申し込みの際に担当にお申し込みください。
申し込み方法 ９月５日（月）までに、下記あてお申し込みく
ださい。
身延町教育委員会 生涯学習課
文化財担当 坂口 ℡０５５６‑２０‑３０１７
【講師から】
論語は二十篇約五〇〇章からなっています。これを第一篇第一章から読んで
いくというやり方で過去８年間やってきました。上・下巻全五〇〇章を読むのはな
かなか大変なことですので、上巻を１０週かけて読み、下巻は次の年にまた１０週
かけて読むのです。
今回は９回目となるので上巻を第１章から読んでいきます。一人で読むのは相当
な困難があります。週１回、仲間と一緒に読んでいけば、いつの間にか読んでしま
えるのです。この講座の特徴は予習を嫌います。家で予習などしないでください。
論語を読むのは週１回だけとし、普段の暮らしにあっては論語の心の実践に努
める、というのが良いと存じます。学者先生は来ないでください。構えていろいろ心
配される方は、肩の力を抜いて、気楽に、気軽にお出かけください。この秋は、毎
週水曜日を論語の日とされますよう、勝手ながらお誘いいたします。

買い物代行サービス事業
身延町では、高齢者の方や身体の不自由な方など、買
い物に行くことが困難な方々の生活支援策として、「買
い物代行サービス事業」を身延町社会福祉協議会へ委託
し、平成２３年度に試行することといたしました。
サービスの内容は以下のとおりです。

象】身延町在住の８０歳以上（昭和６年10月１
日以前生まれ）の方で、自分の歯が２０本
以上ある方

【申し込み方法】直接下記まで申し込みください。申し
込みの際は、氏名・住所・電話番号を
伝えてください。
＊ すでに、みのぶ健康福祉まつりで表彰された方
は対象外となります。

【申し込み期限】平成２３年９月１６日（金）
【審査方法】

以下の①又は②のいずれかで審査。
①かかりつけ歯科医の証明書を提出
（平成23年4月以降の証明書）
②9月20日(火)に、町の歯科検診を受診

＊ 該当者につきましては、平成２３年１０月２２日（土）開
催予定の、第６回みのぶ健康福祉まつりの席上において表
彰いたします。
申し込み・問い合わせ先
身延町役場 福祉保健課 健康増進担当
℡０５５６−２０−４６１１

全国一斉「高齢者・障害者の
人権あんしん相談」強化週間
高齢者や障害者に対する虐待などの事案は依然と
して数多く発生しています。これらの様々な人権問題
の解決を図るため、全国一斉「高齢者・障害者の人

・サービスを利用していただくには事前に会員登録
が必要です。
・買い物代行員へ購入したい食品を注文していたた
きます。
・３人の代行員が注文された食品を購入して、週１
回ご自宅までお届けします。
・商品を受け取る際に代金と手数料(５００円)をお
支払いいただきます。
ご不明な点は下記へお尋ねください。
■問い合わせ先
身延町役場

政策室

企画政策担当

■期
■時

間
間

９月５日（月）〜１１日（日）
午前８時３０分〜午後７時まで
（土・日は午前１０時〜午後５時）
■電 話 ０５７０‐００３‐１１０
（全国共通 人権相談ダイヤル）
※相談はすべて電話でお受けします。
■実施機関
甲府地方法務局・山梨県人権擁護委員連合会

℡0556‑
62‑3773

身延町社会福祉協議会
買い物代行員

℡0556‑
42‑4801

権あんしん相談」強化週間を実施します。

下部地区

池川

清

℡0556‑
37‑0102

中富地区

深澤正史

℡0556‑
42‑3235

身延地区

井出久江

℡0556‑
62‑0007

■国民健康保険税
■介護保険料
■後期高齢者保険料
■学校給食費
■町営住宅使用料

■問い合わせ先
●甲府地方法務局人権擁護課 ℡０５５−２５２−７２３９
●身延町役場総務課
℡０５５６−４２−４８００
３期（９月３０日）
５期
〃
３期
〃
９月
〃
９月
〃

■奥の湯温泉使用料
■保育料
■簡易水道使用料
■下水道使用料

９月（９月３０日）
９月（９月２６日）
９月
〃
９月
〃

