
日

1(土) 10:00 ～ 11:30

2(日)

3(月) 9:00 ～ 14:30

4(火)

5(水)

6(木)

7(金)

8:00 ～ 17:00

9:00 ～ 12:00

18:00 ～

10(月)

11(火) 11:00 ～ 11:45

12(水) 11:00 ～ 12:00

13(木)

10:30 ～ 11:30

15(土) 9:00 ～ 12:00

8:00 ～ 11:30

13:00 ～ 16:00

17(月)

18(火) 11:00 ～ 11:45

10:00 ～ 13:00

13:00 ～ 14:00

21(金) 10:30 ～ 11:30

9:00 ～ 17:00

9:00 ～ 12:00

23(日)

24(月)

25(火) 14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 16:00

13:00 ～ 16:00

14:00 ～ 16:00

19:00 ～ 21:00

27(木) 10:00 ～ 11:00

28(金) 13:00 ～ 15:00

10:30 ～ 12:00

17:00 ～ 18:30

30(日)

26(水)
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12日（水）～11月21日（金）

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

20(木)

身延山大学の学生さんによるイベントです。親子でいっしょに遊びましょう。

対象：未就学児と保護者

身延児童館 ℡0556-62-3880身延児童館

「お兄ちゃん、お姉ちゃんと遊ぼ

う！」

29(土)

身延児童館 ℡0556-62-3880

ママ同士お茶を飲みながら、お子さんや育児のことについて話しましょう。

対象：未就園児の保護者　　持ち物：お子さんの飲み物

※お茶は児童館で用意します。

福祉保健課 ℡0556-20-4611

（受付時間）

乳児健診 中富すこやかセンター 対象児：平成25年10月・平成26年1・4・7月生まれ

生涯学習課 ℡0556-20-3017

（身延町総合文化祭実行委員会）

身延児童館

下部小中学校ＰＴＡ資源回収

7:30 ～

下部中学校 ℡0556-36-0353

久那土小学校ＰＴＡ資源回収 久那土・古関地区

下部地区

第12回みのぶ若竹キッズ・チャリ

ティー定期コンサート

身延児童館 ℡0556-62-3880身延児童館

秋季火災予防運動（～15日）

総務課（消防団本部）

　　　　 　℡0556-42-4800

町内全域　消防団による巡回等

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

身延児童館 ℡0556-62-3880「児童館まつり」 身延児童館

「親子で遊ぼう」をテーマに楽しく遊びましょう。

対象：未就学児と保護者　　持ち物：飲み物

政策室 ℡0556-42-4801

身延児童館 ℡0556-62-3880

福祉保健課 ℡0556-20-4611

14:30 中富すこやかセンター13:45

2歳児子育て発達相談 対象児：平成24年10・11月生まれ

福祉保健課 ℡0556-20-4611

就学前の乳幼児及び妊婦

～

環境下水道課 ℡0556-42-4814

入場料/全席指定3,000円、高校生以下2,500円　※未就学児入場不可 総合文化会館担当 ℡0556-62-2110身延町総合文化会館ホールいっこく堂スーパーライブ2014

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

生涯学習課 ℡0556-20-3017

（青少年育成身延町民会議）

「壁面を作ろう」（～28日）

親子で製作して、児童館の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

観光課 ℡0556-62-1116

振替休日

科学工作・木工作を行う教室です。9月には、ソーラーと電池で動く車を

作りました。ぜひ、ご参加ください。

16:00～

生涯学習課 ℡0556-20-3017

第１９回ブック・フェスタ

（身延町立図書館まつり）（22・23日）

勤労感謝の日

10:00

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

行政相談日 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。

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）

～13:00

身延町商工会 ℡0556-62-1１03

心配ごと相談日

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。

※25日（火）から変更になりました。

歯科検診

身延山七面山修行走トレイルランニン

グレース

講演会・ワークショップ・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、ぜひご家族でお出かけください。詳細は裏面参照

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

はつらつ教室 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？

詳細は裏面参照身延山・七面山

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。

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

子ども・若者育成支援身延町推進大会

身延保健センター２階

身延町総合文化会館大ホール

消費生活相談日

弁護士による無料相談 身延福祉センター

連絡先

生涯学習課 ℡0556-20-3017

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

行　　　　　事 時　　間 会　　　　　場 該当者・該当地区・内容　等

文化の日　第３回みのぶまつり 詳細は裏面参照身延町総合文化会館及び芝生広場

総務課 ℡0556-42-4800

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

14(金)

16(日)

15:00

◇表彰　「家庭の日」作品他 受賞者　　　◇意見発表　中学生交通・防犯

弁論大会 受賞者　　　◇講演　（講師）認定カウンセラー 川邉修作氏

多くの皆さまのご来場をお待ちしています。

19(水)

22(土)
発明クラブ

身延町立図書館全館

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

男性料理教室（4回目）

集まれ！０・１・２

≪中先生の歌のおはなし会≫

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。

第５回身延町総合文化祭「文化文芸作

品展示会」（～30日）

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

生涯学習課 ℡0556-20-3017

年金相談会 竜王年金事務所職員による年金全般に関する相談会。

下部保健福祉センター２階調理室

身延支所3階

要予約

保育園・小中学校をはじめ各種団体等、多くの文化文芸作品を展示しま

す。初日にオープニングセレモニーとお茶の会を開催。

なかとみ現代工芸美術館

「ママカフェ」

身延山久遠寺周辺ウォーキング

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。

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。

「お弁当の日」

心配ごと相談日

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

集荷物、集荷場所等については、回覧をご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します。

延期の場合16日(日)です。

身延支所

幼児体操教室

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。

身延山久遠寺周辺の自然と文化を感じながら楽しくウォーキングしましょ

う。　※要申込　申込期限：11月7日（金）

身延児童館

粗大ごみ収集 身延町民が対象です。町内１０ヶ所

町民課 ℡0556-42-4804南部町森林組合

生涯学習課 ℡0556-20-3017

身延町総合文化会館２階 和室

身延山寺平駐車場

身延支所３階

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：親子のお弁当と飲み物

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

発明クラブ

結婚相談日

富士・麓金山遺跡見学会 毛無山富士・麓金山（静岡県富士宮市）

毛無山富士・麓金山にて遺跡見学会を行います。　参加費：無料

定員：15人　　対象：小学生から　　集合場所：湯之奥金山博物館

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

8(土)

9(日)

身延町総合文化会館ホール

久那土小学校 ℡0556-37-0220

入場料/大人2,000円、子ども（小学生以下）500円　 総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

★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」広報「みのぶ」広報「みのぶ」広報「みのぶ」 １０月号１０月号１０月号１０月号 ２０ページ２０ページ２０ページ２０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

■国民健康保険税 ５期（12月 1日） ■学校給食費 11月（12月 1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！！！！

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〕〕〕〕



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（月・祝）午前日（月・祝）午前日（月・祝）午前日（月・祝）午前10101010時～午後時～午後時～午後時～午後2222時時時時

【【【【会場会場会場会場】】】】 身延町総合文化会館身延町総合文化会館身延町総合文化会館身延町総合文化会館

【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

多くの皆さまのご来場をお待ちしています！多くの皆さまのご来場をお待ちしています！多くの皆さまのご来場をお待ちしています！多くの皆さまのご来場をお待ちしています！

芝生広場・・・芝生広場・・・芝生広場・・・芝生広場・・・ 町内の商店や農業生産法人等の出店をはじめ、姉妹都市

の鴨川市や静岡市商工会議所からも出店予定。

ステージで身延どんぶり街道フェアや人気のサクライザー

ショー等の催し物を行います。

総合文化会館・・・総合文化会館・・・総合文化会館・・・総合文化会館・・・ 虫歯のない子や地域福祉活動功労者等の表彰式ほ

か、歯科検診・体の測定コーナーや福祉作文・ポスタ

ー応募作品などの各種体験・展示等を行います。

【問い合わせ先】 政策室 企画政策担当 ℡ 0556-42-4801

【【【【日日日日 時時時時】】】】 11111111月月月月3333日（月・祝）午前日（月・祝）午前日（月・祝）午前日（月・祝）午前9999時～午後時～午後時～午後時～午後2222時時時時30303030分分分分

【【【【会会会会 場場場場】】】】 身延町総合文化会館身延町総合文化会館身延町総合文化会館身延町総合文化会館 ・・・・ 芝生広場芝生広場芝生広場芝生広場

切切切切りりりり絵絵絵絵でででで伝伝伝伝えるえるえるえる日本日本日本日本のののの美美美美しいしいしいしい自然自然自然自然とととと心心心心

石田良介石田良介石田良介石田良介 剪画展剪画展剪画展剪画展

10月11日（土）▶ 12月21日（日）

□開館時間：午前10時～午後5時 ※入館は開館30分前まで

□休館日：毎週水曜日

□入館料：一般700円（600円） 小中学生300円（250円）

（ ）内は20名以上の団体料金

○石田良介ギャラリートーク○石田良介ギャラリートーク○石田良介ギャラリートーク○石田良介ギャラリートーク 11月月月月9日（日）、日（日）、日（日）、日（日）、12月月月月13日（土）日（土）日（土）日（土） ①①①①11:00～～～～ ②②②②14:00～～～～

富士川クラフトパーク内

富士川・切り絵の森美術館

℡ 0556-62-4500 0556-62-4111

【問い合わせ先】 総務課 交通防災担当

℡0556-42-480０

身延町では、地震・津波や武力攻撃などの災害時に、全国瞬時警報

システム（J-ALERT）（※）から送られてくる国からの緊急情報を、さまざま

な情報伝達手段を用いて確実に皆様へお伝えするため、町内で緊急

情報伝達手段の試験を行います。

身延町で当日実施される試験は次のとおりです。

（全国瞬時警報システム）（全国瞬時警報システム）（全国瞬時警報システム）（全国瞬時警報システム）

（ジェイ・アラート（ジェイ・アラート（ジェイ・アラート（ジェイ・アラート））））

（※） J－ALERT（ジェイ・アラート）とは、地震・津波や武力攻撃

などの災害時に国から送られてくる緊急情報を、人工衛星などを

活用して瞬時に情報伝達するシステムです。

防災行政無線などを用いた全国一斉の緊急情報の伝達試験が防災行政無線などを用いた全国一斉の緊急情報の伝達試験が防災行政無線などを用いた全国一斉の緊急情報の伝達試験が防災行政無線などを用いた全国一斉の緊急情報の伝達試験が

下記のとおり実施されます。下記のとおり実施されます。下記のとおり実施されます。下記のとおり実施されます。

注）全国的に様々な情報伝達手段で試験が実施されます。

実施日時実施日時実施日時実施日時 １１月２８日（金）１１月２８日（金）１１月２８日（金）１１月２８日（金） 午前１１時００分ごろ午前１１時００分ごろ午前１１時００分ごろ午前１１時００分ごろ

情報伝達手段情報伝達手段情報伝達手段情報伝達手段 防災行政無線の放送防災行政無線の放送防災行政無線の放送防災行政無線の放送

放送内容放送内容放送内容放送内容 上りチャイム音上りチャイム音上りチャイム音上りチャイム音

＋＋＋＋ 「これは、テストです。」「これは、テストです。」「これは、テストです。」「これは、テストです。」××××3333回回回回

＋＋＋＋ 「こちらは、ぼうさいみのぶです。」「こちらは、ぼうさいみのぶです。」「こちらは、ぼうさいみのぶです。」「こちらは、ぼうさいみのぶです。」

＋＋＋＋ 下りチャイム下りチャイム下りチャイム下りチャイム

県では、県民の皆さんが、いつまでも心身共に健やかで心豊かな生活ができる社

会の実現を目指し、平成26年３月に「山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条

例」を制定しました。

条例では、６月の「歯と口の健康週間」（厚生労働省、日本歯科医師会主催）に加

えて、県民の皆さんにお口の健康づくりについて理解を深めてもらうため、「山梨県

口腔の健康づくり推進週間」（毎年11月８日～11月14日）を設定しました。

毎日のお食事や家族や仲間たちとの会話を楽しむことなど、生活の質を保つため

にお口の健康維持は欠かせません。

毎日の歯みがき習慣だけでなく、かかりつけ歯科医を持ち、定期的に歯科健診を

受けるなど、この機会にご自身のお口の健康について考えてみましょう！

◇問い合わせ先◇問い合わせ先◇問い合わせ先◇問い合わせ先 山梨県健康増進課 TEL055-223-1493 FAX055-223-1499

ブックフェスタ開催に向けて大募集！ブックフェスタ開催に向けて大募集！ブックフェスタ開催に向けて大募集！ブックフェスタ開催に向けて大募集！

【わたしのおすすめ【わたしのおすすめ【わたしのおすすめ【わたしのおすすめ ・・・・ この１冊】この１冊】この１冊】この１冊】

【わたしのおすすめ・この１冊】【わたしのおすすめ・この１冊】【わたしのおすすめ・この１冊】【わたしのおすすめ・この１冊】を募集します。子どもの頃に読んで忘れられない本、

人生を変えた本、最近読んで心に残った本など、皆さんの“この１冊”“この１冊”“この１冊”“この１冊”を、ぜひ、紹

介してください。応募していただいたメッセージは１１月のブックフェスタの時に本

と一緒に展示いたします。

【応募方法】【応募方法】【応募方法】【応募方法】指定の用紙に必要事項を記入して応募箱（町立図書館・中富図書室・下

部図書室に設置）に投函してください。

●●●● 募集締切募集締切募集締切募集締切 １１月１１日（火）１１月１１日（火）１１月１１日（火）１１月１１日（火） ●

たくさんの方のご応募お待ちしています。

【【【【開催日開催日開催日開催日】】】】 11111111月月月月30303030日日日日（日）（日）（日）（日） 【【【【場場場場 所所所所】】】】 身延山地内、七面山身延山地内、七面山身延山地内、七面山身延山地内、七面山

【コース】 ①七面昇龍ロングコース(36km) 7:40 スタート

②思親報恩ショートコース(13km) 9:15 スタート

☆アドバイザー 石川弘樹氏（TRAIL WORKS代表）

★多くの皆さまのご声援をお願いします。

本イベントに関する問い合わせは・・

身延山・七面山トレイルランニングレース実行委員会

事務局 身延町商工会 ℡0556-62-1103


