
日

9:45 ～ 12:00

13:30 ～ 15:00

2(木)

3(金) 9:30 ～ 17:00

4(土)

5(日)

6(月)

7(火) 11:00 ～ 11:45

10:00 ～ 11:30

11:00 ～ 12:00

13:30 ～ 15:00

9(木)

10:30 ～ 11:30

9:00 ～ 12:00

9:30 ～ 18:00

10:00 ～ 16:00

10:00 ～ 17:00

13:00 ～

8:30 ～ 16:30

10:00 ～ 16:00

16:00 ～

13(月)

14(火)

9:00 ～ 16:00

13:00 ～ 14:00

13:30 ～ 15:00

16(木)

17(金) 10:30 ～ 11:30

18(土)

9:30 ～ 15:00

10:30 ～ 11:45

13:00 ～ 16:00

20(月)

21(火) 11:00 ～ 11:45

9:30 ～ 16:00

13:30 ～ 15:00

23(木) 10:00 ～ 13:00

24(金) 13:00 ～ 15:00

25(土) 9:00 ～ 12:00

26(日) 9:00 ～ 17:00

27(月)

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:30

13:00 ～ 14:00

30(木) 10:00 ～ 11:30

13:00 ～ 15:30

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等 連 絡 先

（受付時間）

31(金) 巡回無料法律相談会 身延保健センター

離婚・相続・土地・建物の賃貸借・交通事故・損害賠償・サラ金等消費者

問題などご相談ください。

山梨県弁護士会 ℡055-235-7202

1(水)

本栖湖西岸クリーン大作戦 本栖湖西岸 協力団体によるクリーン活動を実施します。 環境下水道課 ℡0556-42-4814

3B体操教室 下部地区公民館多目的ホール どなたでも参加できます。運動のできる格好でお越しください。 生涯学習課 ℡0556-20-3017

「第53回 日本現代工芸美術展　in

YAMANASHI」（～11/16）

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

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・わらべうた・ミニ工作など

対象：乳幼児とその保護者　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

8(水)

ベビーすくすく教室 中富すこやかセンター 対象：０歳児とその保護者 福祉保健課 ℡0556-20-4611

「お弁当の日」 身延児童館

館内でお話をしながら、楽しくお弁当を食べましょう。

対象：未就園児と保護者　　持ち物・親子のお弁当、飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

3B体操教室 下部地区公民館多目的ホール どなたでも参加できます。運動のできる格好でお越しください。 生涯学習課 ℡0556-20-3017

10(金)

幼児体操教室 身延児童館 毎月第２金曜日開催します。対象：町内在住未就園児（３歳以下） 生涯学習課 ℡0556-20-3017

行政相談日

13:00 ～ 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

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

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

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 ℡0556-20-3017

道の駅富士川を発着点として、県南西部の富士川流域4市町（市川三郷町、

富士川町、身延町、南アルプス市）を走る全長約100kmのロングライドイベ

ントです。

政策室 ℡0556-42-4801

みのぶゆばの里 創業祭（～12日） みのぶゆばの里 詳細は裏面 みのぶゆばの里 ℡0556-62-6161

下部みそ 蔵出しまつり（～13日） 道の駅「しもべ」 詳細は裏面 道の駅「しもべ」 ℡0556-20-4141

体育の日

身延山御会式 万燈行列

身延山御会式 大法要（～13日） 身延山久遠寺 祖師堂

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

第２回ツール・ド・富士川

15(水)

年金相談会 下部支所 社会保険労務士による年金全般の相談会 町民課町民担当 ℡0556-42-4804

3歳児健診

（受付時間）

3B体操教室 下部地区公民館多目的ホール どなたでも参加できます。運動のできる格好でお越しください。 生涯学習課 ℡0556-20-3017

「ママカフェ」 身延児童館

ママ同士、お茶を飲みながらいろんな会話を楽しみましょう。

対象：未就園児の保護者　　持ち物：お子さんの飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

19(日)

第４回西嶋和紙まつり なかとみ和紙の里 詳細は裏面 身延町商工会 ℡0556-62-1103

図書館わくわく♪おはなし会

　【秋のおいしい　おはなし会】

結婚相談日 身延支所 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

≪中先生の歌のおはなし会≫

身延町総合文化会館２階 和室

楽しいリズム遊びと絵本の読み聞かせやミニ工作など

対象：乳幼児とその保護者　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

22(水)

年金相談 南部町森林組合 竜王年金事務所職員による年金全体の相談会 町民課町民担当 ℡0556-42-4804

3B体操教室 下部地区公民館多目的ホール どなたでも参加できます。運動のできる格好でお越しください。 生涯学習課 ℡0556-20-3017

男性料理教室（3回目） 豊岡公民館調理室 ※要予約 社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

心配ごと相談日

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

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

発明クラブ 身延支所3階

科学工作・木工作を行う教室です。6月にはソーラーカーを作りました。

ぜひご参加ください。

生涯学習課 ℡0556-20-3017

第5回身延町総合文化祭「芸能発表会」 身延町総合文化会館

文協加入団体をはじめ町内の団体・個人が多数出演します。多くの皆さま

のご来場をお待ちしています。「お茶の会」や「囲碁大会」も同時開催。

生涯学習課 ℡0556-20-3017

28(火)

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・わらべうた・ミニ工作など

対象：乳幼児とその保護者　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

はつらつ教室

29(水) 乳児健診 中富すこやかセンター 対象児：平成25年9・12月・平成26年3・6月生まれ 福祉保健課 ℡0556-20-4611

（受付時間）

「壁面を飾ろう」（～31日） 身延児童館

親子で作り、壁面を飾りましょう。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：のり、お手拭き

身延児童館 ℡0556-62-3880

中富すこやかセンター

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。健康維持のため参加してみませんか？

福祉保健課 ℡0556-20-4611

総門～身延山久遠寺境内

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。

身延山観光協会 ℡0556-62-0502

道の駅富士川

身延町総合文化会館1階 ホワイエ

秋のおいしい食べ物絵本がたくさん登場します。読み聞かせ・てあそび・

季節のミニ工作。おはなし会の後はみんなで焼きいもを作ってたべよう！

対象：3歳ぐらいから　参加費：無料

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

中富すこやかセンター 対象児：平成23年4・5・6・7・8月生まれ 福祉保健課 ℡0556-20-4611

～切り絵で伝える日本の美しい自然と心～

「石田良介 剪画展」（～12/21）

富士川・切り絵の森美術館 芝生ギャラリー

世界文化遺産富士山を望むふるさとの風景。伝統的文化・切り絵が日本の

心を刻んでいます。入館は閉館30分前までです

合同会社 富士川・切り絵の森

　　　　　℡ 0556－62－5545

11(土)

12(日)

第１回峡南の秋まつり（～13日） 富士川クラフトパーク 詳細は裏面

合同会社 富士川・切り絵の森

　　　　　℡ 0556－62－5545

１０月はイベントが盛りだくさんです！１０月はイベントが盛りだくさんです！１０月はイベントが盛りだくさんです！１０月はイベントが盛りだくさんです！

ぜひ足をお運びください。ぜひ足をお運びください。ぜひ足をお運びください。ぜひ足をお運びください。



「幻の大豆」「幻の大豆」「幻の大豆」「幻の大豆」と言われる「あけぼの大豆」「あけぼの大豆」「あけぼの大豆」「あけぼの大豆」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「枝豆収穫体験「枝豆収穫体験「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

■■■■ 手打沢会場手打沢会場手打沢会場手打沢会場 ■■■■ 飯富会場飯富会場飯富会場飯富会場 ■■■■ 相又会場相又会場相又会場相又会場

■■■■ 下山会場下山会場下山会場下山会場 ■■■■ 西嶋会場西嶋会場西嶋会場西嶋会場

おかげさまで 「みのぶゆばの里」「みのぶゆばの里」「みのぶゆばの里」「みのぶゆばの里」 も開館以来1１年を迎えることができ

ました。多くの皆さまにご来館、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。

皆さまおそろいでお出かけください。

日日日日 時時時時 １０月１１・１２日（土・日）の２日間１０月１１・１２日（土・日）の２日間１０月１１・１２日（土・日）の２日間１０月１１・１２日（土・日）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/

【【【【日日日日 時時時時】】】】 １０月１９日（日）午前９時３０分～午後３時１０月１９日（日）午前９時３０分～午後３時１０月１９日（日）午前９時３０分～午後３時１０月１９日（日）午前９時３０分～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 ふれあい広場ふれあい広場ふれあい広場ふれあい広場

【【【【テーマテーマテーマテーマ】】】】 手漉き和紙の魅力伝承と書道の共演手漉き和紙の魅力伝承と書道の共演手漉き和紙の魅力伝承と書道の共演手漉き和紙の魅力伝承と書道の共演

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～11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３校が出場します。

②②②②日本書道界の大家日本書道界の大家日本書道界の大家日本書道界の大家 石飛博光先生試書き石飛博光先生試書き石飛博光先生試書き石飛博光先生試書き 午前11時30分～午後0時30分

日展評議員、創玄書道界理事長でテレビ番組でも書道を教えるなどの活躍を

している書道界の重鎮石飛氏が、手漉き和紙に来町記念の試書きを行います。

③西嶋和紙絵手紙展③西嶋和紙絵手紙展③西嶋和紙絵手紙展③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～

「「「「日本のこころ日本のこころ日本のこころ日本のこころ」」」」 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18日（土）～11月24日（月）

④絵手紙体験コーナー④絵手紙体験コーナー④絵手紙体験コーナー④絵手紙体験コーナー 午前10時30分～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。

⑤爆笑ものまねそっくりさん⑤爆笑ものまねそっくりさん⑤爆笑ものまねそっくりさん⑤爆笑ものまねそっくりさん “キューティはしライブショー”“キューティはしライブショー”“キューティはしライブショー”“キューティはしライブショー”

午後1時30分～

魅せます！似てます！聞かせます！ 顔、形態、声帯をミックスした超爆笑ステ

ージです。歌って踊って会場の皆さまと一体となって繰り広げられるショーを開催

します。

⑥特選屋台コーナーとあけぼの⑥特選屋台コーナーとあけぼの⑥特選屋台コーナーとあけぼの⑥特選屋台コーナーとあけぼの大豆枝豆収穫体験大豆枝豆収穫体験大豆枝豆収穫体験大豆枝豆収穫体験 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、隣接農園で 『『『『あけぼの大豆枝豆収穫体験あけぼの大豆枝豆収穫体験あけぼの大豆枝豆収穫体験あけぼの大豆枝豆収穫体験』』』』 も同時開催！

あけぼの大豆の枝豆は、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」「幻の大豆」「幻の大豆」「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 あけぼの大豆産地フェア実行委員会

後 援 身延町 山梨日日新聞 山梨放送 テレビ山梨

ＮＨＫ甲府放送局

問い合わせ先 身延町商工会（梅平2483-36）

℡ 0556-62-1103 Fax 0556-62-1183

高校生書道パフォーマンス＆爆笑ものまねライブショー高校生書道パフォーマンス＆爆笑ものまねライブショー高校生書道パフォーマンス＆爆笑ものまねライブショー高校生書道パフォーマンス＆爆笑ものまねライブショー

石飛博光先生来町記念試書き石飛博光先生来町記念試書き石飛博光先生来町記念試書き石飛博光先生来町記念試書き

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１１～１３日（土～月祝）の３日間１０月１１～１３日（土～月祝）の３日間１０月１１～１３日（土～月祝）の３日間１０月１１～１３日（土～月祝）の３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、味噌ようかんきゃらぶき、小梅漬、味噌ようかんきゃらぶき、小梅漬、味噌ようかんきゃらぶき、小梅漬、味噌ようかん、珍しい、珍しい、珍しい、珍しい下部みそ下部みそ下部みそ下部みそ

アイス、あけぼの大豆のきなこアイスアイス、あけぼの大豆のきなこアイスアイス、あけぼの大豆のきなこアイスアイス、あけぼの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/

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！！！！

■町県民税 ３期（１０月３１日） ■町営住宅使用料 １０月（１０月３１日）

■国民健康保険税 ４期 〃 ■奥の湯温泉使用料 １０月 〃

■介護保険料 ６期 〃 ■保育料 １０月（１０月２７日）

■後期高齢者保険料 ４期 〃 ■簡易水道使用料 １０月 〃

■学校給食費 10月 〃 ■下水道使用料 １０月 〃

身延町愛育会では、「第３回みのぶまつり」「第３回みのぶまつり」「第３回みのぶまつり」「第３回みのぶまつり」において『はいはいよちよはいはいよちよはいはいよちよはいはいよちよ

ち赤ちゃん競争ち赤ちゃん競争ち赤ちゃん競争ち赤ちゃん競争』』』』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】 11111111月３日（月祝）月３日（月祝）月３日（月祝）月３日（月祝）

＊受付時間 午前10時00分～（予定）

＊受付場所 身延町総合文化会館 芝生広場ステージ前

詳細は各戸配布の第３回みのぶまつりちらしをご覧ください。

【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（水）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「住所・電話番号・赤ちゃんのお名前・月「住所・電話番号・赤ちゃんのお名前・月「住所・電話番号・赤ちゃんのお名前・月

齢・保護者氏名」齢・保護者氏名」齢・保護者氏名」齢・保護者氏名」をお伝えください。

＊下部地区（下部・古関地区） 伊藤 愛子 ℡0556-36-1104

（久那土地区） 今村 文子 ℡0556-37-0664

＊身延地区（身延・豊岡地区） 石井ユリ子 ℡0556-62-0160

（下山・大河内地区） 望月 郁子 ℡0556-62-5532

＊中富地区（西嶋地区） 望月 明子 ℡0556-42-2594

（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 ～

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。

今今今今年年年年もももも

やります！やります！やります！やります！

日日日日 時時時時 １０１０１０１０月月月月１２１２１２１２ ・・・・ １３１３１３１３日（日・日（日・日（日・日（日・月月月月祝）祝）祝）祝）の２日間の２日間の２日間の２日間

午前午前午前午前１０１０１０１０時時時時 ～～～～ 午後午後午後午後４４４４時時時時

第１回目となる「峡南の秋まつり」「峡南の秋まつり」「峡南の秋まつり」「峡南の秋まつり」。大道芸人パフォーマンス、防災

ヘリ「あかふじ」の飛行・展示、クラフト体験、雑貨市、音楽ライブ、屋台村、

カヌー体験、切り絵作家ワークショップなど、盛りだくさんの内容の２日間。

ぜひ、ご家族・お仲間お揃いで、お出かけください。

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】 富士川富士川富士川富士川クラフトパーククラフトパーククラフトパーククラフトパーク指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者

合同会社合同会社合同会社合同会社 富士川富士川富士川富士川・・・・切切切切りりりり絵絵絵絵のののの森森森森
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