
日

7:30 ～

18:00 ～

2(月)

3(火) 11:00 ～ 11:45

4(水) 10:00 ～ 11:30

5(木)

9:30 ～ 17:00

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 15:00

13:30 ～ 15:30

18:00 ～ 20:00

10:30 ～ 11:45

13:30 ～ 15:30

9(月)

10(火) 11:00 ～ 11:45

11(水)

12(木)

9:00 ～ 12:00

10:30 ～ 12:00

13:30 ～ 15:30

8:40 ～ 12:00

12:30 ～ 14:30

13:00 ～ 16:00

16(月)

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:30

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

9:30 ～ 16:00

19(木) 10:00 ～ 13:00

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

13:00 ～ 15:00

21(土) 9:30 ～ 11:30

22(日)

23(月)

24(火)

25(水)

26(木)

27(金)

28(土)

29(日)

30(月)

31(火) 23:50 ～ 身延山久遠寺　℡0556－62－1011

身延山久遠寺の大鐘は、大晦日のみ先着1000名の一般の方も撞くこと

が出来ます。108の煩悩を滅除し、家内安全で幸多き新年を祈ります。

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延町総合文化会館 ℡0556-62-2110チケットは完売しました（車イス席除く）。

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

6(金)

身延町商工会　℡0556－62－1013ロング・ショートコースにエントリーした選手が健脚を競います。身延山・七面山身延山・七面山トレイルランニングレース

1(日)

身延町総合文化会館 会議室

身延町総合文化会館 2階和室

「五人組御仕置帳」を３回にわけて読みときます。

対象：初心者　参加無料・要申込（１回のみの参加も可）

身延児童館　℡0556-62-3880

7(土)

宝くじ文化公演 吉田兄弟コンサート

三味線だけの世界

身延町立図書館　℡0556-62-2141

上映作品：「グレムリン」　入場無料

湯之奥金山博物館 多目的ホール

図書館歴史連続講座

　　　「古文書の解読と解説①」

中富総合会館・下部保健福祉セン

ター・身延保健センター

身延町総合文化会館 会議室

「お兄ちゃん、お姉ちゃんと遊ぼう」

特設人権相談所開設

図書館歴史連続講座

　　　「古文書の解読と解説②」

心配ごと相談日

14(土)

親子映画観賞会

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

行政相談日

湯之奥金山博物館 映像シアター

クリスマスの楽しい絵本／ミニシアター／クリスマスの工作

≪サンタさん≫もやってくる！　　　　　　　　対象：幼児から

ねんきん特別便無料相談会 下部支所

リアル謎解きゲーム×

                       湯之奥金山博物館

　『湯之奥金山の財宝を…追え!!』

図書館で

　ひとあし早い★クリスマス★

身延町総合文化会館

　　　　　　　　　　メディアルーム

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

発明クラブ 身延支所 ３階

湯之奥金山博物館 多目的ホール

身延支所

富士川クラフトパーク

はつらつ教室 中富すこやかセンター

きらきら!

シルバーアクセサリー作り体験教室

福祉保健課　℡0556-20-4611

生涯学習課 生涯学習担当

　　　　　　　　　　　℡0556-20-3017

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

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。

20(金)

オリジナルシルバーアクセサリーを作ります。

講師：五十嵐智則先生と峡南高校生徒の皆さん　対象：小学生以上

定員10名　材料費：1,000円

身延児童館　℡0556-62-3880

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

中富すこやかセンター 2階調理室

15(日)

天皇誕生日

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

「エコキャンドルを作ろう」

身延町総合文化会館 ホール

廃油を利用してキャンドルを作ります。　対象：未就園児の保護者

定員：10名　　申込み期間：11月14日（木）～21日（木）

身延児童館

連絡先

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　参加費：無料　お気軽にご参加ください！

身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延児童館　℡0556-62-3880

身延児童館

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、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

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　参加費：無料　お気軽にご参加ください！

※裏面参照

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。

身延山大学生によるイベントです。親子で楽しく遊びましょう。

対象：未就園児と保護者　　定員：15組

申込み期間：11月14日（木）～21日（木）

男性料理教室（5回目）

「1月のカレンダーを作ろう」

（受付時間）

身延児童館

乳児健診

心配ごと相談日

中富すこやかセンター

年金相談会 南部町森林組合

親子で作って楽しもう教室

竜王年金事務所職員による年金相談会です。

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。

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。

1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25日（月）～12月2日（月）

対象児：平成24年11月・平成25年2・5・8月生まれ

中富総合会館

社会福祉協議会　℡0556-62-3773要予約

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

身延山久遠寺　除夜の鐘 身延山久遠寺境内 大鐘楼

身延児童館

「五人組御仕置帳」を読み解く講座の２回目です。

対象：初心者　参加無料・要申込（１回のみの参加も可）

身延町立図書館　℡0556-62-2141

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

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

生涯学習課 生涯学習担当

　　　　　　　　　　　℡0556-20-3017

第11回みのぶ健康マラソン

18(水)

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

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延町立図書館　℡0556-62-2141

絵本の読み聞かせと、中先生の【うたの♪おはなし会】です。

対象：乳幼児と保護者　参加費：無料　お気軽にご参加ください！

身延町総合文化会館 2階和室

結婚相談日

17(火)

福祉保健課　℡0556-20-4611

総務課　℡0556-42-4800

身延町立図書館　℡0556-62-2141

生涯学習課　℡0556-20-3017

身延児童館　℡0556-62-3880

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

15:00

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。

8(日)
館内に隠されてる謎を解いて、財宝を探すリアル謎解きゲーム。

対象：小学生以上どなたでも参加できます。

参加費：小・中学生　７００円　高校生以上　９００円

13(金) 13:00 ～

総務課　℡0556-42-4800

法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権に関する相談に応じま

す。お気軽にご相談ください。

「 第５２回  日本現代工芸美術展　ｉｎ

ＹＡＭＡＮＡＳＨＩ 」（～1/19）

なかとみ現代工芸美術館

現代工芸の分野で活躍する精鋭作家群による、独創的なコンセプトに

よって表現された多様な作品を一堂にご紹介いたします。

なかとみ現代工芸美術館

 　　　　　　 　　℡0556-20-4555

「アルバム整理をしよう」

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

＜相談内容＞＜相談内容＞＜相談内容＞＜相談内容＞

①児童、生徒のいじめ問題、体罰の問題

②親子、夫婦、扶養、相続、登記、借地、借家、騒音、悪臭等についての悩みごと

③その他、人権に関することで困っていること

【問い合わせ先】 総務課 庶務担当 ℡0556-42-4800

下部支所 住民サービス担当 ℡0556-36-0011 

身延支所 住民サービス担当 ℡0556-62-1111

◆開設日◆ 12月6日（金） ◆時 間◆ 午前10時～午後3時

◆会 場◆ 中富総合会館 １階和室Ｂ

下部保健福祉センタ－ ２階ホール

身延保健センタ－ ２階会議室

◆主 催◆ 峡南人権擁護委員協議会・甲府地方法務局鰍沢支局

本格的な寒さの前に早めの本格的な寒さの前に早めの本格的な寒さの前に早めの本格的な寒さの前に早めの 水道凍結防止対策水道凍結防止対策水道凍結防止対策水道凍結防止対策 をおをおをおをお 願いします！願いします！願いします！願いします！

凍結しやすいところは凍結しやすいところは凍結しやすいところは凍結しやすいところは 『『『『保護・保温保護・保温保護・保温保護・保温』』』』 しましょう。しましょう。しましょう。しましょう。

【問い合わせ先】水道課 ℡0556-42-4811

☆☆☆☆ 水水水水 道道道道 課課課課 かかかか らららら おおおお 知知知知 らららら せせせせ ☆☆☆☆
■固定資産税 ３期（12月25日） ■町営住宅使用料 １２月（12月25日）

■国民健康保険税 ６期 〃 ■奥の湯温泉使用料 １２月 〃

■介護保険料 ８期 〃 ■保育料 １２月（12月26日）

■後期高齢者保険料 ６期 〃 ■簡易水道使用料 １２月 〃

■学校給食費 １２月 〃 ■下水道使用料 １２月 〃



電 話 番 号 性別№ ふ り が な 住 所氏 名 参加種目学校名・学年・年齢

1  身延町

2  身延町

3  身延町

4  身延町

5  身延町

【【【【 申込期限申込期限申込期限申込期限 】】】】１１月２９日（金）＜期日厳守＞１１月２９日（金）＜期日厳守＞１１月２９日（金）＜期日厳守＞１１月２９日（金）＜期日厳守＞

【【【【 申込方法申込方法申込方法申込方法 】①】①】①】①一般・ファミリーの部の参加者は申込書に記入の上、郵送又はＦＡＸにて申込みをしてください。一般・ファミリーの部の参加者は申込書に記入の上、郵送又はＦＡＸにて申込みをしてください。一般・ファミリーの部の参加者は申込書に記入の上、郵送又はＦＡＸにて申込みをしてください。一般・ファミリーの部の参加者は申込書に記入の上、郵送又はＦＡＸにて申込みをしてください。

※※※※申込書が必要な場合は、生涯学習課までお問い合わせください。申込書が必要な場合は、生涯学習課までお問い合わせください。申込書が必要な場合は、生涯学習課までお問い合わせください。申込書が必要な場合は、生涯学習課までお問い合わせください。※TEL※TEL※TEL※TEL０５５６－２０－３０１７）０５５６－２０－３０１７）０５５６－２０－３０１７）０５５６－２０－３０１７）

②小・中学校、高校、スポーツ少年団については、各学校・各団で参加者を取りまとめ、一括して申込みをしてください。②小・中学校、高校、スポーツ少年団については、各学校・各団で参加者を取りまとめ、一括して申込みをしてください。②小・中学校、高校、スポーツ少年団については、各学校・各団で参加者を取りまとめ、一括して申込みをしてください。②小・中学校、高校、スポーツ少年団については、各学校・各団で参加者を取りまとめ、一括して申込みをしてください。

【【【【 提提提提 出出出出 先先先先 】①】①】①】①直接：生涯学習課（常葉１０２５）、中富総合会館（切石３６０）、身延支所（梅平２４８３－３６）直接：生涯学習課（常葉１０２５）、中富総合会館（切石３６０）、身延支所（梅平２４８３－３６）直接：生涯学習課（常葉１０２５）、中富総合会館（切石３６０）、身延支所（梅平２４８３－３６）直接：生涯学習課（常葉１０２５）、中富総合会館（切石３６０）、身延支所（梅平２４８３－３６）

②郵送又は②郵送又は②郵送又は②郵送又はFAXFAXFAXFAX：〒４０９－２２９２：〒４０９－２２９２：〒４０９－２２９２：〒４０９－２２９２ 身延町常葉１０２５番地身延町常葉１０２５番地身延町常葉１０２５番地身延町常葉１０２５番地 身延町教育委員会生涯学習課身延町教育委員会生涯学習課身延町教育委員会生涯学習課身延町教育委員会生涯学習課

ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ ０５５６－３６－００８８０５５６－３６－００８８０５５６－３６－００８８０５５６－３６－００８８ ※FAX※FAX※FAX※FAXの場合、事前に送信連絡をお願いします。の場合、事前に送信連絡をお願いします。の場合、事前に送信連絡をお願いします。の場合、事前に送信連絡をお願いします。

【【【【 期期期期 日日日日 】】】】１２月１５日（日）＜小雨決行１２月１５日（日）＜小雨決行１２月１５日（日）＜小雨決行１２月１５日（日）＜小雨決行>>>>（荒天のときは中止）（荒天のときは中止）（荒天のときは中止）（荒天のときは中止）

【【【【 会会会会 場場場場 】】】】富士川クラフトパーク富士川クラフトパーク富士川クラフトパーク富士川クラフトパーク

【【【【 日日日日 程程程程 】】】】受受受受 付付付付 ８時４０分～９時００分８時４０分～９時００分８時４０分～９時００分８時４０分～９時００分

開開開開 会会会会 式式式式 ９時１０分～９時３０分９時１０分～９時３０分９時１０分～９時３０分９時１０分～９時３０分

スタートスタートスタートスタート ９時５０分～（中学生・高校生・一般の部）９時５０分～（中学生・高校生・一般の部）９時５０分～（中学生・高校生・一般の部）９時５０分～（中学生・高校生・一般の部）

１０時３０分～（小学生・ファミリーの部）１０時３０分～（小学生・ファミリーの部）１０時３０分～（小学生・ファミリーの部）１０時３０分～（小学生・ファミリーの部）

【【【【 コースコースコースコース 】】】】３ｋｍ（全種目共通：１．５ｋｍ３ｋｍ（全種目共通：１．５ｋｍ３ｋｍ（全種目共通：１．５ｋｍ３ｋｍ（全種目共通：１．５ｋｍ××××２周）２周）２周）２周）

【【【【 種種種種 目目目目 】○】○】○】○ファミリーの部（小学生以下親子等ペア）ファミリーの部（小学生以下親子等ペア）ファミリーの部（小学生以下親子等ペア）ファミリーの部（小学生以下親子等ペア）

○小学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）○小学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）○小学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）○小学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）

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

【【【【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

※※※※完走者には完走証を発行する完走者には完走証を発行する完走者には完走証を発行する完走者には完走証を発行する

【【【【 その他その他その他その他 】】】】

○ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意する。受付時に配布し終了後返却する。○ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意する。受付時に配布し終了後返却する。○ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意する。受付時に配布し終了後返却する。○ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意する。受付時に配布し終了後返却する。

○中止の連絡は防災無線で午前７時３０分に放送する。○中止の連絡は防災無線で午前７時３０分に放送する。○中止の連絡は防災無線で午前７時３０分に放送する。○中止の連絡は防災無線で午前７時３０分に放送する。

○事前に健康診断を受け体調には十分注意し、変調を感じた時はただちに○事前に健康診断を受け体調には十分注意し、変調を感じた時はただちに○事前に健康診断を受け体調には十分注意し、変調を感じた時はただちに○事前に健康診断を受け体調には十分注意し、変調を感じた時はただちに 競技を中止すること。競技を中止すること。競技を中止すること。競技を中止すること。

主 催：身延町・身延町体育協会

身延町教育委員会

協 力：身延町スポーツ推進委員会

身延町体育協会陸上部

富士川･切り絵の森

南部交通安全協会身延地区支部

身延町食生活改善推進員会

身延高校陸上競技部

健康でいきいきとした生活をするために子どもから高齢者までが参加できるスポーツとして

健康マラソンを実施します。みなさんふるって参加してください！！


