
日

1(金)

2(土) 10:00 ～

9:00 ～

9:00 ～ 14:30

4(月)

5(火)

6(水)

7(木)

19:30 ～ 21:00

9:00 ～ 12:00

10:00 ～ 11:30

18:00 ～

11(月)

12(火) 11:00 ～ 11:45

13:45 ～ 14:30

14(木)

15(金)

9:30 ～ 11:30

18:30 ～

8:00 ～ 11:30

13:00 ～ 16:00

18(月)

19(火) 11:00 ～ 11:45

20(水)

21(木)

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 13:00

13:00 ～ 15:00

9:00 ～ 12:00

24(日)

25(月) 13:00 ～ 16:00

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 16:00

14:00 ～ 16:00

28(木)

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

30(土) 7:30 ～ 16:30

身延町総合文化会館　℡0556-62-2110

10:00 ～ 16:00

福祉保健課　℡0556-20-4611

毎月第３日曜日に開催しています。

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

10(日)

22(金)

山梨県 新しい学校づくり推進室

　　　　　　　　　　　℡055-223-1767

7:30 ～

集荷物、集荷場所等については、回覧を御覧になるか学校に問い合

わせてください。

※延期の場合のみ防災無線で放送。(延期の場合17日(日))

8(金)

行政相談日

～

23(土)

下部保健福祉センター２階調理室

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

心配ごと相談日

みのぶジュニアコーラスコンサート

町民課 町民担当　℡0556-42-4804

身延町立図書館　℡0556-62-2141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

観光課　℡0556-62-1116

６５歳以上で要介護、要支援認定を受けていない方が対象の介護予防

の運動教室です。

福祉保健課　℡0556-20-4611

暮らしの中の消費生活に関する苦情や相談をお受けします。

中富すこやかセンター

竜王年金事務所職員による年金相談会です。

身延町立図書館全館

心配ごと相談日

27(水)

結婚相談日

集まれ！０・１・２　≪ちいさな

　ちいさなおはなし会スペシャル≫

歯科検診

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

県立高等学校整備基本構想地域説

明会

中富総合会館

男性料理教室（4回目）

身延支所 3階発明クラブ

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

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

年に一度のお楽しみ！ゲストをお迎えしての、特別な乳幼児向けおは

なし会です。対象：乳幼児と保護者

「児童館まつり」 身延児童館

13:00

秋季火災予防運動（～15日）

久那土小学校PTA資源回収

第１１回みのぶ若竹キッズ・チャリ

ティー定期コンサート

下部小中学校PTA資源回収

（受付時間）

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

総務課　℡0556-42-4800

生涯学習課 生涯学習担当

　　　　　　　　　　　℡0556-20-3017

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。

身延町総合文化会館ホール 入場券：大人2,000円　中学生1,000円　子ども（小学生以下）500円

振替休日

文化の日

第２回みのぶまつり

連絡先

産業課　℡0556-42-4805身延町総合文化会館及び芝生広場

全国から、かるた愛好者が集い、都道府県対抗の団体戦で競技を行

います。

　【関連イベント】　・11月2日（土）　特産品販売コーナー

　　　　　　　　　　　 ・11月3日（日）　第２回みのぶまつり

生涯学習課 生涯学習担当

　　　　　　　　　　　　℡0556-20-3017

会館内：各種表彰、体験展示コーナー等

芝生広場：曙大豆コーナー、鴨川市の海産物販売、静岡市梅ヶ島の

　　　　　　特産物販売、甲州戦記サクライザーショー、お笑いライブ等

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

環境下水道課　℡0556-42-4814身延町民が対象です。（詳細は後日各戸配布します）

生涯学習課 生涯学習担当

　　　　　　　　　　　℡0556-20-3017

身延町総合文化会館 2階和室

身延町総合文化会館　℡0556-62-2110

対象児：平成24年10月・平成25年1・4・7月生まれ

生涯学習課 生涯学習担当

　　　　　　　　　　　℡0556-20-3017

入場無料（要整理券）

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

講演会・おはなし会・ブックリサイクル・雑誌の放出・遊休品バザー・『わ

たしのおすすめこの１冊』展　など

★“読書の秋”を図書館でお過ごしください★

12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：11月5日（火）～11日（月）

身延町立図書館　℡0556-62-2141

要予約

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

クリスマスにちなんだ飾りを作ります。　対象：未就園児と保護者

定員：10組　　持ち物：のり、お手ふき

申込み期間：11月5日（火）～11日（月）

身延町内の方であればどなたでもご利用できます。

※要予約　予約受付：11月13日（水）～25日（月）

身延児童館　℡0556-62-3880身延児童館

29(金)

乳児健診

「クリスマスの飾りを作ろう」

（受付時間）

身延福祉センター

中富すこやかセンター

26(火)

はつらつ教室

身延児童館

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

年金相談会

身延保健センター 2階会議室Ｃ

勤労感謝の日

発明クラブ

第１８回　身延町立図書館まつり

ブック・フェスタ！！

身延児童館　℡0556-62-3880

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

身延町立図書館　℡0556-62-2141

社会福祉協議会　℡0556-62-3773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。

当日開催時間のみ受付

　　　　　　　　　　　℡0556-62-1395

第1回ツール・ド・富士川

　～今中大介と走る

　　　　　　富士川・富士山ビュー～

今中大介氏（元自転車ロードレース選手）とサイクリスト約200人が富士

川流域の３町を走ります。総走行距離　約100キロ

今中大介氏：戦後日本人で初めてツール・ド・フランスに出場

富士川流域３町（身延町・市川三郷

町・富士川町）　スタート・ゴール地

点：富士川クラフトパーク

政策室　℡0556-42-4801

消費生活「相談日」

「12月のカレンダーを作ろう」

南部町森林組合

弁護士による無料相談

福祉保健課　℡0556-20-4611

身延支所 3階

「作って遊ぼう」をテーマに、各コーナーで作った物で遊びます。

対象：小学校3年生程度までのお子さん　　定員：15名

申込み期間：10月21日（月）～31日（木）

身延児童館　℡0556-62-3880

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。

詳細は裏面をご覧下さい。

総務課（消防団本部）

　　　　　　　　　　　℡0556-20-4800

中富すこやかセンター 就学前の乳幼児及び妊婦

久那土・古関地区 久那土小学校　℡0556-37-0220

下部小学校　℡0556-36-0350

身延町立図書館　℡0556-62-2141

下部地区

町内全域

消防団による巡回等

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、住民一人ひとりの火災予

防思想の一層の普及を図ります。

身延町総合文化会館ホール

17(日)

粗大ごみ収集 町内１０ヶ所

身延支所

3(日)

第28回国民文化祭やまなし2013

身延町主催事業「小倉百人一首か

るた競技全国大会イン・みのぶ」

身延町民体育館

身延町総合文化会館 2階和室

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

9(土)

13(水)

親子で作って楽しもう教室 中富総合会館

16(土)

■国民健康保険税 ５期（12月 2日） ■学校給食費 11月（12月 2日） ■保 育 料 11月（11月26日）

■介護保険料 ７期 〃 ■町営住宅使用料 11月 〃 ■簡易水道使用料 11月 〃

■後期高齢者保険料 ５期 〃 ■奥の湯温泉使用料 11月 〃 ■下水道使用料 11月 〃
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おをおをおを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！！！！

☆☆☆☆ 笑顔の写真を募集しています！笑顔の写真を募集しています！笑顔の写真を募集しています！笑顔の写真を募集しています！ ☆☆☆☆ 詳しくは、広報「みのぶ」１０月号広報「みのぶ」１０月号広報「みのぶ」１０月号広報「みのぶ」１０月号 20202020ページページページページ をご覧ください。

【問い合わせ先】 政策室 広聴広報担当 ℡0556-42-4801

今月の納期今月の納期今月の納期今月の納期〔〔〔〔11111111月月月月〕〕〕〕



1

夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの事案は、依然として数

多く発生していることから、これらの助成をめぐる様々な人権問題の解

決を図るための人権相談活動を強化するため、全国一斉「女性の人権全国一斉「女性の人権全国一斉「女性の人権全国一斉「女性の人権

ホットライン」強化週間ホットライン」強化週間ホットライン」強化週間ホットライン」強化週間 を実施します。

■期 間 １１月１８日（月）～２４日（日）

■時 間 午前８時３０分～午後７時

ただし、土・日曜日は午前１０時～午後５時

（通常は、平日の午前８時３０分～午後５時１５分）

■相談担当者 甲府地方法務局職員

山梨県人権擁護委員連合会人権擁護委員

※相談は無料で秘密は厳守します。

電話番号電話番号電話番号電話番号 ０５７０－０７０－８１００５７０－０７０－８１００５７０－０７０－８１００５７０－０７０－８１０（全国共通）（全国共通）（全国共通）（全国共通）

県教育委員会では、県立高等学校整備基本構想に基づき、本県の高校県教育委員会では、県立高等学校整備基本構想に基づき、本県の高校県教育委員会では、県立高等学校整備基本構想に基づき、本県の高校県教育委員会では、県立高等学校整備基本構想に基づき、本県の高校

教育が活力に満ち、高校が生徒にとって魅力あるものとなるよう、具体的な教育が活力に満ち、高校が生徒にとって魅力あるものとなるよう、具体的な教育が活力に満ち、高校が生徒にとって魅力あるものとなるよう、具体的な教育が活力に満ち、高校が生徒にとって魅力あるものとなるよう、具体的な

施策の展開を図っています。峡南地域における高校再編の必要性について施策の展開を図っています。峡南地域における高校再編の必要性について施策の展開を図っています。峡南地域における高校再編の必要性について施策の展開を図っています。峡南地域における高校再編の必要性について

説明させていただき、ご意見を伺いたいと思います。説明させていただき、ご意見を伺いたいと思います。説明させていただき、ご意見を伺いたいと思います。説明させていただき、ご意見を伺いたいと思います。ぜひぜひぜひぜひ、ご参加ください。、ご参加ください。、ご参加ください。、ご参加ください。

■日 時 １１月８日（金） 午後７時３０分～９時

■場 所 中富総合会館（身延町切石360）

■内 容 峡南地域における高校再編の必要性について

・再編整備に関する基本的な考え方

・峡南地域の現状と課題

【問い合わせ先】 山梨県教育庁 新しい学校づくり推進室

℡ 055-223-1767

町民いちスポーツ町民いちスポーツ町民いちスポーツ町民いちスポーツ

１２月１５日（日）開１２月１５日（日）開１２月１５日（日）開１２月１５日（日）開 催催催催 決決決決 定定定定 ！！！！

第第第第11111111回みのぶ健康マラソンを富士川回みのぶ健康マラソンを富士川回みのぶ健康マラソンを富士川回みのぶ健康マラソンを富士川

クラフトパーク（下山）で開催しますクラフトパーク（下山）で開催しますクラフトパーク（下山）で開催しますクラフトパーク（下山）で開催します

◇コ◇コ◇コ◇コ ーーーー スススス 富士川クラフトパーク内特設ランニングコース３富士川クラフトパーク内特設ランニングコース３富士川クラフトパーク内特設ランニングコース３富士川クラフトパーク内特設ランニングコース３kmkmkmkm（全種目共通）（全種目共通）（全種目共通）（全種目共通）

◇種◇種◇種◇種 目目目目 ○小学生の部（男・女）○小学生の部（男・女）○小学生の部（男・女）○小学生の部（男・女） ○中学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）

○高校生の部（男・女）○高校生の部（男・女）○高校生の部（男・女）○高校生の部（男・女） ○一般の部○一般の部○一般の部○一般の部 （男・女）（男・女）（男・女）（男・女）

○ファミリーの部（小学生以下親子ペア）○ファミリーの部（小学生以下親子ペア）○ファミリーの部（小学生以下親子ペア）○ファミリーの部（小学生以下親子ペア）

◇参加資格◇参加資格◇参加資格◇参加資格 身延町住民及び身延町内の事業所に勤務している者身延町住民及び身延町内の事業所に勤務している者身延町住民及び身延町内の事業所に勤務している者身延町住民及び身延町内の事業所に勤務している者

◇表◇表◇表◇表 彰彰彰彰 各部門１位～３位に表彰状・メダルを授与する各部門１位～３位に表彰状・メダルを授与する各部門１位～３位に表彰状・メダルを授与する各部門１位～３位に表彰状・メダルを授与する

※※※※参加申込み等の詳細については、参加申込み等の詳細については、参加申込み等の詳細については、参加申込み等の詳細については、お知らせ版お知らせ版お知らせ版お知らせ版12121212月号の裏面月号の裏面月号の裏面月号の裏面をををを

ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。ご覧ください。

【【【【問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先】】】】生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課 ℡ ℡ ℡ ℡ 0556055605560556----20202020----3017301730173017

行政相談習慣行政相談習慣行政相談習慣行政相談習慣のののの一環一環一環一環としてとしてとしてとして行政相談行政相談行政相談行政相談をををを開催開催開催開催しますしますしますします

日時：日時：日時：日時：11111111月月月月3333日（日）午前日（日）午前日（日）午前日（日）午前10101010時～午後時～午後時～午後時～午後2222時時時時

会場：身延町総合文化会館会場：身延町総合文化会館会場：身延町総合文化会館会場：身延町総合文化会館

国の仕事などで困ったとき、どこに相談してよいか分からないとき、 ご利

用ください。

例えば、

【道 路】 道路の補修や歩道との段差を解消してほしい

【年 金】 年金の受給手続きについて教えてほしい

【福 祉】 生活保護の受給基準を教えてほしい

【登 記】 土地の登記手続きについて教えてほしい

【窓口サービス】 対応、説明に納得がいかない など

【問い合わせ先】 総務課 庶務担当 ℡ 0556-42-4800

～～～～～～～～～～～～ 事業者事業者事業者事業者のののの方方方方へへへへ ～～～～～～～～～～～～

「やまなし子育て応援カードやまなし子育て応援カードやまなし子育て応援カードやまなし子育て応援カード」は、平成２５年１１月１日からカード交付対象世

帯を「１８歳未満の子どもがいる世帯と、妊婦がいる世帯１８歳未満の子どもがいる世帯と、妊婦がいる世帯１８歳未満の子どもがいる世帯と、妊婦がいる世帯１８歳未満の子どもがいる世帯と、妊婦がいる世帯を合わせたすべてのを合わせたすべてのを合わせたすべてのを合わせたすべての

子育て世帯子育て世帯子育て世帯子育て世帯」に拡大します。

（※従来は１８歳未満の子どもが３人以上いる世帯に交付されていました。）

子育て家庭をみんなで応援するため、子育て応援カード事業は実施されます。

子育て応援カードは、県内の協賛企業や店舗で様々な特典を受けることがで

きる、とってもお得なカードです。

対象となる世帯には、次のとおりカードを交付いたします。（従前のカードをお

持ちの世帯も、新しいカードへの交換をお願いいたします。）

◇交付及び利用開始日 平成２５年１１月１日（金）

（交付は土日及び祝祭日を除く）

◇交付場所 中富すこやかセンター（子育て支援課）・本庁（町民課）・各支所

※ ※ ※ ※ １１月３日（日）に行われる「みのぶまつり」の際にも、総合文化会館内で交１１月３日（日）に行われる「みのぶまつり」の際にも、総合文化会館内で交１１月３日（日）に行われる「みのぶまつり」の際にも、総合文化会館内で交１１月３日（日）に行われる「みのぶまつり」の際にも、総合文化会館内で交

付いたします。（午前１０時～午後２時）付いたします。（午前１０時～午後２時）付いたします。（午前１０時～午後２時）付いたします。（午前１０時～午後２時）

◇注意事項 交付を受けるには、免許証や健康保険証(妊婦の方は母子手

帳)など、対象世帯員であることが確認できる書類が必要にな

ります。

◇問合せ先 山梨県児童家庭課 TEL055-223-1456 FAX055-223-1475

身延町子育て支援課 TEL0556-20-4580 FAX0556-20-4554

やまなしやまなしやまなしやまなし子育子育子育子育てててて応援応援応援応援カードカードカードカード

県では「やまなし子育て応援カード」の目的に賛同し、協賛いただける企業・店

舗を募集しています。

協賛していただくと協賛ステッカーや上り旗など、協賛事業者にしか配布され

ない公式グッズを店頭掲示することで、「山梨県公認の子育て応援協賛店」であ

ることを県民にアピールすることができます。

また、県ホームページ「やまなし子育てネット」に店舗情報のほか、協賛店舗か

らの新着情報やお得情報を掲載することができ、お客さまがこのホームページ

で情報を得て、店舗へ足を運ぶことが期待されます。

詳しくは、下記までお問い合わせください。

◇問い合わせ先 山梨県児童家庭課 TEL055-223-1456 FAX055-223-1475

あなたのあなたのあなたのあなたの街街街街でででで子育子育子育子育てをするおてをするおてをするおてをするお父父父父さんさんさんさん、、、、おおおお母母母母さんさんさんさん、、、、

子子子子どもどもどもども達達達達のためにのためにのためにのために素敵素敵素敵素敵なサービスをおなサービスをおなサービスをおなサービスをお願願願願いしますいしますいしますいします！！！！


