
日 曜日

1 水 10:00 ～ 11:30

2 木

3 金金金金

4 土土土土

5 日日日日 9:00 ～

6 月月月月

7 火

8 水

9 木

13:00 ～ 14:00

11 土土土土 9:30 ～ 11:30

12 日日日日

13 月

14 火 11:00 ～ 11:45

15 水

16 木

17 金

9:30 ～ 11:30

10:30 ～ 12:00

13:00 ～

10:00 ～

8:30 ～ 10:30

10:00 ～ 16:00

13:00 ～ 14:00

11:00 ～ 11:45

13:45 ～ 14:30

22 水 9:30 ～ 16:00

23 木

10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 15:00

25 土土土土

26 日日日日

13:00 ～ 16:00

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:30

29 水

30 木

31 金

10 行政相談日

13:00

心配ごと相談日

金

1歳6ヶ月児健診

（受付時間）

年金相談会

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

「6月のカレンダーを作ろう」

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

下部地区公民館

中富すこやかセンター 福祉保健課　℡0556-20-4611

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

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

身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延町立図書館　℡0556-62-2141

緑のカーテン講習会

振替休日

若宮八幡神社社務所

　　　　　℡0556-42-3884

環境下水道課　℡0556-42-4814

～ 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。 総務課　℡0556-42-4800

西嶋地内 弓道場付近臨時舞台

連絡先

子どもの日

沢奥のおまつり

「外で遊ぼう！」 身延児童館

児童館の芝生のお庭で遊びましょう。  対象：未就園児と保護者

持ち物：親子の飲み物、帽子など　※ 雨天の場合は中止しま

す。

身延児童館　℡0556-62-3880

憲法記念日

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

山梨県指定無形文化財の西嶋神楽の奉納等

みどりの日

身延町立図書館２階和室

身延町立図書館

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

身延町立図書館２階和室

身延児童館

０～２歳くらいまでのお子さん向け絵本の読み聞かせ・てあそび・

うたあそび・ミニ工作など　　　対象：乳幼児と保護者

０～２歳くらいまでのお子さん向け絵本の読み聞かせ・てあそび・

うたあそび・ミニ工作など　　　対象：乳幼児と保護者

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。

中富総合会館２階AB会議室

南部町森林組合

就学前の乳幼児及び妊婦

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２階和室

こどもとしょかんまつり

　≪ブックフェスタ・キッズ2013≫

「お兄ちゃん、お姉ちゃんと遊ぼう！」

　　“緑の季節だ！

　　　　　　　元気に外遊び！！”

身延児童館

生活習慣病予防健診 中富すこやかセンター

親子で作って楽しもう教室

生涯学習課　生涯学習担当

　　　　　　　　　℡0556-20-3017

身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延山大学の学生さんによるイベントです。シャボン玉作りや親

子で鬼ごっこなどして遊びましょう。雨天時は室内ゲームや造形

遊びをします。　対象：未就園児、未就学児と保護者　定員：10組

申込み期間：5月1日（水）～8日（水）

身延児童館　℡0556-62-3880

身延町指定民俗文化財の熊野神社太々神楽の奉納等

身近な温暖化対策「緑のカーテン緑のカーテン緑のカーテン緑のカーテン」で夏を涼しく過ごしてみませ

んか。

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23年8月・9月・10月・11月生まれ

28

～

しもべおんせんまつり（1日目）

しもべおんせんまつり（2日間）

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

19

土土土土18

心配ごと相談日

（受付時間）

10:308:30生活習慣病予防健診

火

福祉保健課　℡0556-20-4611

福祉保健課　℡0556-20-4611

申込がまだの方で、受診を希望される方は、事前に福祉保健課

までご連絡ください。

下部地区町民体育館

湯之奥金山博物館駐車場ほか マジック・歌謡ショー・松葉杖供養祭等

しもべおんせんまつり実行委員会

　　　　℡0556－20－3001

熊野神社ほか

6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人  持ち物：のり、お手ふき

申込み期間：5月1日（水）～8日（水）

身延児童館　℡0556-62-3880

日日日日

中富すこやかセンター

申込がまだの方で、受診を希望される方は、事前に福祉保健課

までご連絡ください。

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。

受講料：500円（おひとりあたりの年額）　申し込み期限：5月2日

★年に一度の【こどもと本のおまつり】です★

杉山亮さんのワークショップ・キャラバンカーとおはなし隊がやっ

てくる・こどもの本の交換会・図書館スタンプラリー

対象：どなたでも

8:30 10:30～

生活習慣病予防健診

21

～

申込がまだの方で、受診を希望される方は、事前に福祉保健課

までご連絡ください。

福祉保健課　℡0556-20-4611

20 月 乳児健診 中富すこやかセンター 対象児：平成24年4月・7月・10月・平成25年1月生まれ 福祉保健課　℡0556-20-4611

福祉保健課　℡0556-20-4611

（受付時間）

火

歯科検診 中富すこやかセンター

生活習慣病予防健診 福祉保健課　℡0556-20-4611

申込がまだの方で、受診を希望される方は、事前に福祉保健課

までご連絡ください。

下部地区町民体育館10:308:30

福祉保健課　℡0556-20-4611はつらつ教室 中富すこやかセンター

消費生活「相談日」 身延保健センター２Ｆ 会議室Ｃ 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。 観光課　℡0556-62-1116

身延町立図書館　℡0556-62-2141

０～２歳くらいまでのお子さん向け絵本の読み聞かせ・てあそび・

うたあそび・ミニ工作など　　　対象：乳幼児と保護者

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。

金24

月27

　　　　☆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。は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。は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。は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。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【連絡先】福祉保健課 保健師　℡0556-20-4611　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【連絡先】福祉保健課 保健師　℡0556-20-4611　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【連絡先】福祉保健課 保健師　℡0556-20-4611　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【連絡先】福祉保健課 保健師　℡0556-20-4611



　　　　　 　 　 　 消費生活相談員消費生活相談員消費生活相談員消費生活相談員によるによるによるによる「「「「相談日相談日相談日相談日」」」」開催開催開催開催

　

　

　＊ 本町消費生活相談員２名が相談を受けます。

　

　　　　　　　　　　　　　　【問い合わせ先】　観光課　℡0556-62-1116

１１１１回目回目回目回目　　　　　　　　５５５５月22日月22日月22日月22日（（（（水水水水））））

２２２２回目回目回目回目　　　　　　　　８８８８月28日月28日月28日月28日（（（（水水水水））））

３３３３回目回目回目回目　　　　１１１１１１１１月27日月27日月27日月27日（（（（水水水水））））

４４４４回目回目回目回目　　　　　　　　２２２２月26日月26日月26日月26日（（（（水水水水））））

　5　5　5　5月22日月22日月22日月22日（（（（水水水水））））相談日相談日相談日相談日、、、、予約受付期間予約受付期間予約受付期間予約受付期間はははは

　　　　　　　　　　　　５５５５月月月月８８８８日日日日（（（（水水水水））））からからからから２０２０２０２０日日日日（（（（月月月月））））ままままでとなりますでとなりますでとなりますでとなります。。。。

　　　　　　　　　　　　予約電話予約電話予約電話予約電話　　　　０５５６０５５６０５５６０５５６（（（（６２６２６２６２））））３７７３３７７３３７７３３７７３

----  この----  この----  この----  この事業事業事業事業はははは社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会がががが行行行行っていますっていますっていますっています。  ----。  ----。  ----。  ----

場所場所場所場所：：：：身延福祉身延福祉身延福祉身延福祉センターセンターセンターセンター（（（（総合文化会館南側総合文化会館南側総合文化会館南側総合文化会館南側））））

時間時間時間時間：：：：午後午後午後午後２２２２時時時時～～～～４４４４時時時時　　　　（（（（相談時間相談時間相談時間相談時間はははは１１１１人30分人30分人30分人30分））））

【 問い合わせ先 】　身延町社会福祉協議会（波木井272－1）

　　　　　　　　　　　　　℡ ０５５６－６２－３７７３

　どんな相談でも結構ですが、同一内容についての相談は１回の　どんな相談でも結構ですが、同一内容についての相談は１回の　どんな相談でも結構ですが、同一内容についての相談は１回の　どんな相談でも結構ですが、同一内容についての相談は１回の

みとさせていただきます。秘密は固く守られます。みとさせていただきます。秘密は固く守られます。みとさせていただきます。秘密は固く守られます。みとさせていただきます。秘密は固く守られます。

　ご利用に当たっては、事前の予約が必要となります。相談日２　ご利用に当たっては、事前の予約が必要となります。相談日２　ご利用に当たっては、事前の予約が必要となります。相談日２　ご利用に当たっては、事前の予約が必要となります。相談日２

週間前より受付けいたしますので週間前より受付けいたしますので週間前より受付けいたしますので週間前より受付けいたしますので日にちを確認の上日にちを確認の上日にちを確認の上日にちを確認の上、ご連絡くだ、ご連絡くだ、ご連絡くだ、ご連絡くだ

さい。さい。さい。さい。

交通事故、医療、借金、離婚、相続などなど・・

　ブッポウソウは4月末から5月上旬

に東南アジアより飛来する夏鳥です。

かつて身延山久遠寺周辺は、全国有数

のブッポウソウ繁殖地として知られ、

昭和12年に国指定天然記念物に指定

されました。

　残念なことに、ここ十数年身延山で

は繁殖が確認されておりませんが、こ

れまで身延町全域を対象に聞き取り調

査や生息調査を行った結果、町内で数

つがい繁殖していることが分かりまし

た。

　ブッポウソウはふるさとの自然の豊

かさと尊さを物語る貴重な財産です。

身延町教育委員会では、この鳥を復活

させるため、巣箱の設置による保護活

動を行っています。

【ブッポウソウの特徴】【ブッポウソウの特徴】【ブッポウソウの特徴】【ブッポウソウの特徴】

 ①ハトより少し小さい。

 ②体は青緑色、くちばしと足が赤い。

 ③飛ぶときに翼の白色の模様が目立つ。

 ④巨樹・古木のウロで営巣する。

 ⑤「ゲッ、ゲッ、ゲッ」と鳴く。

　 （「ブッポウソ―」と鳴くのはコノハズ

　 　ク）

 ⑥    空中を旋回しながら餌をとる。

　ブッポウソウがいつ・どこで・ブッポウソウがいつ・どこで・ブッポウソウがいつ・どこで・ブッポウソウがいつ・どこで・何羽何羽何羽何羽いたかといういたかといういたかといういたかという記録記録記録記録はははは、、、、今後今後今後今後のののの保保保保

護活動護活動護活動護活動にたいへんにたいへんにたいへんにたいへん役立役立役立役立つつつつ情報情報情報情報ですですですです。町内でブッポウソウを見かけたらぜひ

下記までご連絡ください（※）。

　（※）マスコミで報道されると、人が大勢集まり、地元の方が困ったり、ブッ

　　　ポウソウが逃げる可能性がありますので、安易に情報を広めないよう

　　　ご注意ください。

～～～～ 情情情情 報報報報 提提提提 供供供供 のののの おおおお 願願願願 いいいい ～～～～

    【 連絡先 】　身延町教育委員会 生涯学習課 文化財担当【 連絡先 】　身延町教育委員会 生涯学習課 文化財担当【 連絡先 】　身延町教育委員会 生涯学習課 文化財担当【 連絡先 】　身延町教育委員会 生涯学習課 文化財担当

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　℡ ０５５６－２０－３０１７　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　℡ ０５５６－２０－３０１７　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　℡ ０５５６－２０－３０１７　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　℡ ０５５６－２０－３０１７

 １ １ １ １回目回目回目回目　　　　５５５５月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））　　　　　　　　２２２２回目回目回目回目　　　　　　　　７７７７月月月月２９２９２９２９日日日日（（（（月月月月））））

 ３ ３ ３ ３回目回目回目回目　　　　９９９９月月月月３０３０３０３０日日日日（（（（月月月月））））　　　　　　　　４４４４回目回目回目回目　　　　１１１１１１１１月月月月２５２５２５２５日日日日（（（（月月月月））））

 ５ ５ ５ ５回目回目回目回目　　　　１１１１月月月月２７２７２７２７日日日日（（（（月月月月））））　　　　　　　　６６６６回目回目回目回目　　　　　　　　３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日（（（（月月月月））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成25年度平成25年度平成25年度平成25年度はははは６６６６回開催回開催回開催回開催しますしますしますします

　　　　　　　　場所場所場所場所：：：：身延保健身延保健身延保健身延保健センターセンターセンターセンター２２２２ＦＦＦＦ会議室会議室会議室会議室Ｃ（Ｃ（Ｃ（Ｃ（身延支所横身延支所横身延支所横身延支所横））））

　　　　　　　　時間時間時間時間：：：：午後午後午後午後１１１１時時時時～～～～４４４４時時時時

■ 固定資産税　前期全納・１期（５月３１日）　　■ 奥の湯温泉使用料　５月（５月３１日）

■ 介護保険料　　　　　　１期　　  〃 　　　　　■ 保育料　　　　　　５月（５月２７日）

■ 学校給食費　　　　　　５月　　  〃　　　　 　■ 簡易水道使用料　　５月　　  〃

■ 町営住宅使用料　　　　５月　　  〃　　　　 　■ 下水道使用料　　　５月　　  〃

　

　

　毎日の暮らしの中で、消費生活に関する苦情や相談消費生活に関する苦情や相談消費生活に関する苦情や相談消費生活に関する苦情や相談を受け付け

ます。

　「しまった」 「こまった」 「だまされた」 と思った事を相談してみて

はいかがでしょうか。

かわいいきぐるみの

うさぎちゃんも

やってくるよ～♪

↑杉山さん近影

　なぞなぞ工房

ＯＮ　ＴＨＥ　ＷＥＢ

　　　　　　　　より


