
日 曜日

1 火 11:00 ～ 11:45

2 水 9:45 ～ 12:00

3 木

4 金 10:00 ～ 11:30

5 土土土土

6 日日日日

7 月

8 火 11:00 ～ 11:45

9 水

10 木

10:30 ～ 11:30

13:00 ～

9:00 ～ 12:00

9:30 ～ 16:30

16:00 ～

9:30 ～ 18:00

10:00 ～ 16:00

14 月月月月

15 火 10:00 ～ 11:30

9:00 ～ 12:00

13:00 16:00

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

17 木

18 金

19 土土土土 9:30 ～ 11:30

10:00 ～ 15:00

13:00 ～ 16:00

13:30 ～ 15:30

21 月

10:00 ～ 13:00

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:30

23 水 9:30 ～ 16:00

24 木

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

13:00 ～ 15:00

26 土土土土 9:00 ～ 12:00

27 日日日日 7:00 ～ 20:00

28 月

29 火 11:00 ～ 11:45

30 水 10:00 ～ 11:30

31 木

「11月のカレンダーを作ろう」 身延児童館 身延児童館　℡0556-62-3880

はつらつ教室 福祉保健課　℡0556-20-4611

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。

11月のカレンダーを作ります。　対象：未就園児の保護者

定員：10名　　持ち物：のり、お手ふき

申込み期間：10月1日（火）～8日（火）

竜王年金事務所職員による年金相談会です。年金相談会 南部町森林組合

身延児童館　℡0556-62-3880

身延町立図書館　℡0556-62-2141身延町総合文化会館 ２階和室

集まれ！０・１・２

　≪ちいさなちいさなおはなし会≫

中富すこやかセンター

3歳児健診

福祉保健課　℡0556-20-4611

福祉保健課　℡0556-20-4611

ベビーすくすく教室

「出前児童館

　　　（わくわくリトミックランド）」

金

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。

（受付時間）

中富総合会館

小学生とその保護者を対象にした5月から26年2月までの全10回

の連続教室です。理科のしくみを使って工作などをします。

年間受講料：500円

総門～身延山久遠寺境内

行政相談日

13:00 ～ 15:00

総務課　℡0556-42-4800

心配ごと相談日 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

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

対象児：平成22年4・5・6・7月生まれ

道の駅「しもべ」

中富すこやかセンター

身延山久遠寺 祖師堂

小学生～中学生（小３までは保護者同伴）を対象とした、毎月第２・第

４土曜日に、科学工作・木工作を行う教室です。 年会費1,000円

対象：０歳児とその保護者

中富すこやかセンター

身延町議会議員一般選挙 投票日 町内２１投票所

心配ごと相談日

発明クラブ 身延支所 ３階

乳児健診 中富すこやかセンター

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

道の駅「しもべ」　℡0556-20-4141

身延山観光協会　℡0556-62-0502

日蓮聖人御入滅の際の故事にちなみ、多くの万燈がお囃子とともに

練り歩きます。

下部みそ 蔵出しまつり（13・14日）

※要予約

選挙管理委員会　℡0556-42-4800

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

生涯学習課　生涯学習担当

　　　　　　　　　　　℡0556-20-3017

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延町商工会　℡0556-62-1103

「アルバム整理をしよう」 身延児童館

お家のアルバム整理をしませんか？　対象：未就園児の保護者

持ち物：アルバム、写真

身延児童館　℡0556-62-3880

身延町立図書館　℡0556-62-2141

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

生涯学習課　生涯学習担当

　　　　　　　　　　　℡0556-20-3017

当日開催時間のみ受付

　　　　　　　　　　℡0556-62-1395

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

立候補者数が定数を超える場合は選挙になり、投票が行われます。

身延町立図書館　℡0556-62-2141

男性料理教室（3回目）

身延山御会式 万燈行列

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

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

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

集まれ！０・１・２

　≪ちいさなちいさなおはなし会≫

連 絡 先

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

本栖湖西岸本栖湖西岸クリーン大作戦

「ミニミニ運動会」

環境美化活動にご協力をお願いします。 環境下水道課　℡0556-42-4814

身延児童館

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

館内でミニミニ運動会をします。親子でご参加ください。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：親子の飲み物

定員：10組　　申込み期間：9月19日（木）～26日（木）

身延児童館　℡0556-62-3880

中富すこやかセンター

親子で作って楽しもう教室

結婚相談日

第3回西嶋和紙まつり なかとみ和紙の里 ふれあい広場

みのぶゆばの里 10周年創業祭

　　　　　　　　　　　　 　（13・14日）

みんなで作品を作り、館内に飾ります。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：のり、お手ふき

定員：10組　　申込み期間：10月1日（火）～8日（火）

毎月第３日曜日に開催しています。身延支所

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。

対象児：平成24年9・12月・平成25年3・6月生まれ

金25

火

日日日日

（受付時間）

22

豊岡公民館 調理室

20

11

体育の日

日日日日

「共同制作しよう」(～18日） 身延児童館 身延児童館　℡0556-62-3880水16

土土土土

13

第28回国民文化祭やまなし2013

身延町主催事業　美術展「工芸」

　　　　　　　　　　　　 　　（～11/4）

なかとみ現代工芸美術館

なかとみ現代工芸美術館

　　　　　　　　　　　℡0556-20-4555

12

発明クラブ 身延支所 ３階

小学生～中学生（小３までは保護者同伴）を対象とした、毎月第２・第

４土曜日に、科学工作・木工作を行う教室です。 年会費1,000円

生涯学習課　生涯学習担当

　　　　　　　　　　　℡0556-20-3017

ぴゅあ峡南から講師をお招きし、リトミックを楽しみます。

対象：１～３歳までのお子さん　　持ち物：お子さんの飲み物

定員：10名　　申込み期間：9月24日（火）～10月1日（火）

詳しくは裏面をご覧ください。

日蓮聖人の御入滅を偲ぶ法要で身延山年中行事の中で最大の行

事。身延山三大会のひとつです。

身延山久遠寺　℡0556-62-1011身延山御会式 大法要（11～13日）

ねんきん特別便定期便無料相談会 中富総合会館 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

全国から応募があった「陶磁・木竹・紙」の工芸作品の中から入選し

た作品約100点を展示します。入館：無料（和紙の里は火曜定休日です

が、国文祭会期中は火曜日も全施設が開館しています）

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

おはなし☆おはなし２０１３ 身延町総合文化会館 会議室

県内で活躍する図書館ボランティア３団体による、スペシャルなおは

なし会です。　※要申込み　　※入場無料

身延町立図書館　℡0556-62-2141

みのぶゆばの里 詳しくは裏面をご覧ください。

企業組合みのぶゆばの里・とよおか

　　　　　　　　　　　℡0556-62-6161

町の地域資源である西嶋和紙を活用したイベント

☆お母さんになる皆さんへ☆☆お母さんになる皆さんへ☆☆お母さんになる皆さんへ☆☆お母さんになる皆さんへ☆ 母子健康手帳母子健康手帳母子健康手帳母子健康手帳 は中富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。

【問い合わせ先】福祉保健課 保健師 ℡0556-20-4611

『『『『曙大豆枝豆収穫体験曙大豆枝豆収穫体験曙大豆枝豆収穫体験曙大豆枝豆収穫体験』』』』 のご案内のご案内のご案内のご案内 １０月中に町内１０月中に町内１０月中に町内１０月中に町内 ５会場で５会場で５会場で５会場で 開催開催開催開催 詳しくは裏面をご覧ください。

「広報みのぶ９月号（№108）」17ページ 「行政書士による無料相談会「行政書士による無料相談会「行政書士による無料相談会「行政書士による無料相談会 （10月5日）」」」」 内の場所に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。

【場所】 富士川町民会館富士川町民会館富士川町民会館富士川町民会館 誤 富士川町青葉町338-8 →→→→ 正 富士川富士川富士川富士川町町町町青柳町青柳町青柳町青柳町338338338338----8888



地元大豆を使った純正無添加の 「下部みそ下部みそ下部みそ下部みそ 蔵出しまつり蔵出しまつり蔵出しまつり蔵出しまつり」 を開催します。

味噌の量り売りをはじめ、味噌汁やほうとうの販売、地元で採れた新鮮野菜

などを販売します。ご近所お誘いの上、お越しください。

日日日日 時時時時 １０月１３・１４日（日・月祝）の２日間１０月１３・１４日（日・月祝）の２日間１０月１３・１４日（日・月祝）の２日間１０月１３・１４日（日・月祝）の２日間

午前１０時午前１０時午前１０時午前１０時 ～～～～ 午後４時午後４時午後４時午後４時

味噌のほか、きゃらぶき、小梅漬、味噌ようかん、珍しい下部みそア

イス、曙大豆のきなこアイスなど、特産品をそろえてお待ちしております。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】 農事組合法人下部特産物食品加工組合農事組合法人下部特産物食品加工組合農事組合法人下部特産物食品加工組合農事組合法人下部特産物食品加工組合

℡℡℡℡0556055605560556----20202020----4141414141414141

http://michinoeki-shimobe.com/

おかげさまで 「みのぶゆばの里」 も開館以来10年を迎えることができました。

多くの皆様にご来館、ご利用いただき誠にありがとうございます。

当日は抽選会等、たのしい企画をたくさん用意してお待ちしております。

皆様おそろいでお出かけください。

日日日日 時時時時 １０月１３・１４日（日・月祝）の２日間１０月１３・１４日（日・月祝）の２日間１０月１３・１４日（日・月祝）の２日間１０月１３・１４日（日・月祝）の２日間

午前午前午前午前 ９時３０分９時３０分９時３０分９時３０分 ～～～～ 午後６時午後６時午後６時午後６時

＊抽選会は、玄関入口で随時行っています。1,000円以上お買い上げで、

1,000円につき１回抽選を行うことができます。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】 企業組合企業組合企業組合企業組合みのぶゆばのみのぶゆばのみのぶゆばのみのぶゆばの里里里里・とよおか・とよおか・とよおか・とよおか

℡℡℡℡0556055605560556----62626262----6161616161616161

http://www.minobuyuba.jp/

身延町愛育会では、「みのぶまつり（みのぶ健康福祉まつり）」において

『はいはいよちよち赤ちゃん競争はいはいよちよち赤ちゃん競争はいはいよちよち赤ちゃん競争はいはいよちよち赤ちゃん競争』を行います。元気いっぱいのかわいい赤

ちゃんの参加をお待ちしています！

【日 時】 11月３日（日祝）午前10時45分～11時15分

＊受付時間 午前10時00分～10時15分

＊受付場所 身延町総合文化会館 芝生広場ステージ前

【会 場】 身延町総合文化会館 芝生広場ステージ前

◎雨の場合は、身延町総合文化会館 １階フロアで行います。

【対象児】 はいはいよちよち歩きの赤ちゃん

（１歳６か月位までの赤ちゃん）

【申込み】 10月15日（火）までに下記の愛育役員に申込みください。

その際、「住所・電話番号・赤ちゃんのお名前・月齢・保住所・電話番号・赤ちゃんのお名前・月齢・保住所・電話番号・赤ちゃんのお名前・月齢・保住所・電話番号・赤ちゃんのお名前・月齢・保

護者氏名護者氏名護者氏名護者氏名」をお伝えください。

＊下部地区（下部・古関地区） 渡辺 正美 ℡0556-36-0506

（久那土地区） 赤池統志子 ℡0556-37-0119

＊身延地区（身延・豊岡地区） 藤田さよ子 ℡080-1112-5814

（下山・大河内地区） 遠藤 政子 ℡090-8649-6013

＊中富地区（西嶋地区） 長田 和江 ℡0556-42-2670

（西嶋地区以外）

福祉保健課 健康増進担当 ℡0556-20-4611

【問い合わせ先】福祉保健課 健康増進担当 ℡0556-20-4611

～ 身 延 町 愛 育 会 ～～ 身 延 町 愛 育 会 ～～ 身 延 町 愛 育 会 ～～ 身 延 町 愛 育 会 ～

「幻の大豆」「幻の大豆」「幻の大豆」「幻の大豆」と言われる「曙大豆」をより多くの人に味わっていただくため

に「枝豆収穫体験」を開催します。この機会にぜひご賞味ください。

次のとおり町内５会場で開催します。

・日程については、10101010月初旬の新聞折り込み月初旬の新聞折り込み月初旬の新聞折り込み月初旬の新聞折り込みを参照してください。

・各会場で体験方法が異なります。

【問い合わせ先】 産業課 農林担当 ℡0556-42-4805

■ 手打沢会場 ■ 飯富会場 ■ 上河原会場

■ 下山会場 ■ 西嶋会場

高校生書道パフォーマンス＆絵手紙展高校生書道パフォーマンス＆絵手紙展高校生書道パフォーマンス＆絵手紙展高校生書道パフォーマンス＆絵手紙展

with with with with 日本のこころコンサート日本のこころコンサート日本のこころコンサート日本のこころコンサート

高校生による書道パフォーマンスと西嶋和紙絵手紙展の展示や体験コーナー、

シンガーソングライターしらいみちよさんの「日本のこころコンサート」、特選地元グ

ルメコーナーに曙大豆の収穫体験など催し物が盛りだくさん。秋の和紙の里にぜ

ひお越しください。

【【【【日日日日 時時時時】】】】 10101010月月月月20202020日（日）午前日（日）午前日（日）午前日（日）午前10101010時～午後３時時～午後３時時～午後３時時～午後３時

【【【【会会会会 場場場場】】】】 なかとみ和紙の里なかとみ和紙の里なかとみ和紙の里なかとみ和紙の里 ふれあい広ふれあい広ふれあい広ふれあい広場場場場

【【【【テーマテーマテーマテーマ】】】】 日本のこころ日本のこころ日本のこころ日本のこころ

①高校生書道パフォーマンス①高校生書道パフォーマンス①高校生書道パフォーマンス①高校生書道パフォーマンス 午前10時30分～午後0時30分

3m×4mの巨大和紙に、高校生たちが青春の思いを表現します。

迫力のパフォーマンスを至近距離でご覧ください。

30分ごとに４高が出場します。

②西嶋和紙絵手紙展②西嶋和紙絵手紙展②西嶋和紙絵手紙展②西嶋和紙絵手紙展 作品展示・表彰式作品展示・表彰式作品展示・表彰式作品展示・表彰式 表彰式 午後1時～

「日本のこころ」をテーマに募集した全作品を展示し、優秀作品の表彰を

行います。

作品展示 10月19日（土）～11月25日（月）

③絵手紙体験コーナー③絵手紙体験コーナー③絵手紙体験コーナー③絵手紙体験コーナー 午前10時～午後2時

ご家族で和紙と親しむ体験コーナーを設置します。絵手紙などの作品作りを

通して和紙の魅力を感じてください。

④しらい④しらい④しらい④しらい みちよみちよみちよみちよ 日本のこころコンサート日本のこころコンサート日本のこころコンサート日本のこころコンサート 午後1時30分～

この世にこんなにもせつなく魂を揺さぶる音楽があったとは…

人と自然との共生・調和をテーマにコンサートと植樹活動を続ける異色のシ

ンガー、しらいみちよ。日本のわび・さびを音で表現した独自のジャンル「音

風流」を確立。和紙まつりのテーマ「日本のこころ」を、澄み渡る十月の青空

のような歌声で歌います。

⑤特選屋台コーナーと⑤特選屋台コーナーと⑤特選屋台コーナーと⑤特選屋台コーナーと曙大豆の枝豆収穫体験曙大豆の枝豆収穫体験曙大豆の枝豆収穫体験曙大豆の枝豆収穫体験 午前10時～午後3時

焼きそば・たこ焼きなどお祭りに欠かせない屋台が勢ぞろい。昔懐かしい味

をご賞味ください。また、隣接の農園で 『曙大豆の収穫体験』 も同時開催！

曙大豆の枝豆は収穫量が少なく地元でも「なかなか手に入らない貴重品。

この機会に大粒で甘みの強い「幻の大豆」をゲットしよう！

主 催 西嶋和紙まつり実行委員会

共 催 曙大豆産地フェア実行委員会 後 援 身延町

問い合わせ先 身延町商工会（梅平2483-36）

℡ 0556-62-1103 Fax 0556-62-1183

■■■■立候補予定者説明会立候補予定者説明会立候補予定者説明会立候補予定者説明会■■■■ ９月２７日（金）９月２７日（金）９月２７日（金）９月２７日（金） 午後１時３０分から午後１時３０分から午後１時３０分から午後１時３０分から

身延町役場身延町役場身延町役場身延町役場 ２階会議室２階会議室２階会議室２階会議室

■■■■告告告告 示示示示■■■■ １０月２２日（火）１０月２２日（火）１０月２２日（火）１０月２２日（火）

■■■■立候補届出受付立候補届出受付立候補届出受付立候補届出受付■■■■ １０月２２日（火）１０月２２日（火）１０月２２日（火）１０月２２日（火） 午前８時３０分～午後５時午前８時３０分～午後５時午前８時３０分～午後５時午前８時３０分～午後５時

受付場所：身延町役場２階会議室受付場所：身延町役場２階会議室受付場所：身延町役場２階会議室受付場所：身延町役場２階会議室

■■■■投投投投 票票票票■■■■ １０月２７日（日）１０月２７日（日）１０月２７日（日）１０月２７日（日） 午前７時～午後８時午前７時～午後８時午前７時～午後８時午前７時～午後８時 投票所：２１箇所投票所：２１箇所投票所：２１箇所投票所：２１箇所

（一部の投票所は午後７時まで）（一部の投票所は午後７時まで）（一部の投票所は午後７時まで）（一部の投票所は午後７時まで）

■■■■期日前投票期日前投票期日前投票期日前投票■■■■ １０月２３日（水）～２６日（土）１０月２３日（水）～２６日（土）１０月２３日（水）～２６日（土）１０月２３日（水）～２６日（土） 午前８時３０分～午後８時午前８時３０分～午後８時午前８時３０分～午後８時午前８時３０分～午後８時

期日前投票所：３箇所期日前投票所：３箇所期日前投票所：３箇所期日前投票所：３箇所 ・身延町中富総合会館・身延町中富総合会館・身延町中富総合会館・身延町中富総合会館

・身延町役場身延支所・身延町役場身延支所・身延町役場身延支所・身延町役場身延支所

・下部保健福祉センター・下部保健福祉センター・下部保健福祉センター・下部保健福祉センター

■■■■開開開開 票票票票■■■■ １０月２７日（日）１０月２７日（日）１０月２７日（日）１０月２７日（日） 午後９時から午後９時から午後９時から午後９時から

会場：身延町中富総合会館会場：身延町中富総合会館会場：身延町中富総合会館会場：身延町中富総合会館

【【【【問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先】】】】 身延町選挙管理委員会事務局身延町選挙管理委員会事務局身延町選挙管理委員会事務局身延町選挙管理委員会事務局

℡℡℡℡0556055605560556----42424242----4800480048004800

～～～～身延町議会議員一般選挙の日程身延町議会議員一般選挙の日程身延町議会議員一般選挙の日程身延町議会議員一般選挙の日程～～～～

参加してくれた赤ちゃん参加してくれた赤ちゃん参加してくれた赤ちゃん参加してくれた赤ちゃん

にはにはにはには 景品があるよ。景品があるよ。景品があるよ。景品があるよ。

ぜひ、参加してね！！ぜひ、参加してね！！ぜひ、参加してね！！ぜひ、参加してね！！

便利便利便利便利なななな口座振替口座振替口座振替口座振替をををを

おおおお勧勧勧勧めしていますめしていますめしていますめしています！！！！

■町県民税 ３期（１０月３１日） ■学校給食費 １０月（１０月３１日） ■簡易水道使用料 １０月（１０月２８日）

■国民健康保険税 ４期 〃 ■町営住宅使用料 １０月 〃 ■下水道使用料 １０月 〃

■介護保険料 ６期 〃 ■奥の湯温泉使用料 １０月 〃

■後期高齢者保険料 ４期 〃 ■保育料 １０月（１０月２８日）


