
日

1(土)

2(日) 13:30 ～

3(月)

4(火) 11:00 ～ 11:45

5(水)

6(木)

7(金) 10:20 ～ 11:00

8(土)

9(日)

10(月)

11(火) 11:00 ～ 11:45

12(水)

13(木)

10:00 ～ 11:30

10:00 ～

13:00 ～ 15:00

13:30 ～ 16:00

14:00 ～

10:30 ～ 11:45

13:00 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30

13:30 ～ 15:30

18(火) 11:00 ～ 11:45

9:30 ～ 16:30

13:00 ～ 14:00

10:00 ～ 11:30

21(金)

22(土)

23(日)

24(月) 13:00 ～ 16:00

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 16:00

13:45 ～ 14:30

27(木)

28(金) 13:00 ～ 15:00

29(土)

30(日)

31(月)

富士川クラフトパーク

春の美術館祭　－キルトの世界－

     　　　　　　　　 　　　　　　　（～30日）

なかとみ現代工芸美術館 キルトの魅力満載の展示です。入館無料

なかとみ現代工芸美術館

　　　　　   　　 　　℡0556-20-4555

19(水)

道の駅しもべ　℡0556-20-4141

17(月)

乳児健診 中富すこやかセンター

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

26(水)

年金相談会 南部町森林組合 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

歯科検診　　　　*日程が変更になりました*日程が変更になりました*日程が変更になりました*日程が変更になりました 中富すこやかセンター 就学前の乳幼児及び妊婦 福祉保健課　℡0556-20-4611

（受付時間）

25(火)

集まれ！０・１・２

　≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延町立総合文化会館 和室

０～３歳児向け＊絵本の読み聞かせ・てあそび・うたあそび・ミニ工作

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 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

消費生活相談日 身延保健センター2階 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

春分の日

20(木)

町内小学校　卒業式 詳しくは裏面をご覧ください 学校教育課　℡0556-20-3016

「4月のカレンダーを作ろう」 身延児童館

4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：2月19日（水）～26日（水）

身延児童館　℡0556-62-3880

対象児：平成25年2・5・8・11月生まれ 福祉保健課　℡0556-20-4611

（受付時間）

当日開催時間のみ受付

　　　　　　　　　　℡0556-62-1395

「メッセージカード作り」 身延児童館

１年を振り返り、お子さんへのメッセージを残しませんか。

対象：未就園児の保護者　定員：10人

申込み期間：2月19日（水）～26日（水）

身延児童館　℡0556-62-3880

集まれ！０・１・２

　≪中先生の歌のおはなし会≫

身延町立総合文化会館 和室

中先生といっしょに、楽しくリズム遊び！

絵本の読み聞かせ・ミニ工作など　　対象：乳幼児と保護者

身延町立図書館　℡0556-62-2141

野菜作り講習会

朗読ってどんなもの？気軽に立ち寄って聴いてください。 社会福祉協議会　℡0556-62-3773朗読ボランティアひだまり公開練習会 道の駅しもべ

道の駅しもべ 野菜作りに興味のある方どなたでも参加可能。　参加費：無料

16(日)

図書館わくわく♪おはなし会

　＊絵本の中の春を見つけよう＊

身延町立総合文化会館 ホワイエ

春の絵本の読み聞かせや、ミニシアターを楽しもう。

工作：羊毛フェルトであったか工作♪

対象：３歳くらいのお子さんから

身延町立図書館　℡0556-62-2141

結婚相談日 身延支所 毎月第３日曜日に開催しています。

親子映画観賞会 湯之奥金山博物館 映像シアター 上映作品：「ONE PIECE FILM Z」　入場無料 湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

13:00 ～ 15:00

青少年育成支援 身延地区公民館事業

　『身延版 逃走中！！』

生涯学習課　℡0556-20-3017

参加者募集!!（身延地区の小学生以上の方）

詳細は生涯学習課へお問い合わせください

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

14(金)

「お楽しみ会」 身延児童館

みんなで体を動かして遊んだり、ゲームをして楽しく過ごしましょう！

対象：未就園児と保護者　定員：10組

持ち物：親子の飲み物　申込み期間：2月10日（月）～17日（月）

身延児童館　℡0556-62-3880

行政相談日 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

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

集まれ！０・１・２

　≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延町立総合文化会館 和室

０～３歳児向け＊絵本の読み聞かせ・てあそび・うたあそび・ミニ工作

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

町内中学校　卒業式 詳しくは裏面をご覧ください 学校教育課　℡0556-20-3016

「ひなまつりコンサート」 身延児童館

声楽家の志村かおり先生による音楽会。季節の歌や童謡などを一緒

に歌いましょう。おじいちゃん、おばあちゃんも大歓迎です！

申込み期間：2月10日（月）～17日（月）

身延児童館　℡0556-62-3880

集まれ！０・１・２

　≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延町立総合文化会館 和室

０～３歳児向け＊絵本の読み聞かせ・てあそび・うたあそび・ミニ工作

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

連 絡 先

第46回 西嶋和紙の里蔡倫書道展

表彰式

なかとみ現代工芸美術館

2月21日から開催されている蔡倫書道展の最終日です。午後から表彰

式を開催します。

なかとみ和紙の里 ℡0556-20-4556

15(土)

『地域伝統芸能まつり』 放送

ＮＨＫホールで行われた 『第14回地域伝統芸能まつり』 に西嶋神楽団西嶋神楽団西嶋神楽団西嶋神楽団

が出演。公演の模様がＮＨＫ Ｅテレで放送されます。

生涯学習課　℡0556-20-3017

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

■ ３／２２（土）･･･ ①10：00 ～ 大野山保育園

■ ３／２６（水）･･･ ① 9：00 ～ 常葉保育所 ②10：30 ～ 久那土保育所

■ ３／２７（木）･･･ ① 9：00 ～ 静川保育所 ②10：00 ～ 原保育所

■ ３／２８（金）･･･ ①10：00 ～ 下山立正保育園

☆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 中富すこやかセンター で交付しています。来所前に必ずお電話をください。

【問い合わせ先】 福祉保健課 保健師 ℡0556-20-4611

■ 国民健康保険税 ９期（３月２５日） ■ 保 育 料 ３月（３月２６日）

■ 町営住宅使用料 ３月 〃 ■ 簡易水道使用料 ３月 〃

■ 奥の湯温泉使用料 ３月 〃 ■ 下水道使用料 ３月 〃

便利な口座振替を便利な口座振替を便利な口座振替を便利な口座振替を

お勧めしています！お勧めしています！お勧めしています！お勧めしています！

忘れずに納めましょう忘れずに納めましょう忘れずに納めましょう忘れずに納めましょう



・就職奨励金支給申請書

・定住誓約書及び住居確認書

・在職証明書

種　別種　別種　別種　別 結結結結 婚婚婚婚 祝祝祝祝 金金金金 出　産　祝　金出　産　祝　金出　産　祝　金出　産　祝　金 就 職 奨 励 金就 職 奨 励 金就 職 奨 励 金就 職 奨 励 金

優優優優 遇遇遇遇 措措措措 置置置置

①結婚１組 ５０，０００円

②しだれ桜の苗木１本（希望者のみ）

①・第１子 ３０，０００円と印鑑

　・第２子 ５０，０００円と印鑑

　・第３子以降 ２００，０００円と印鑑

②しだれ桜の苗木１本（希望者のみ）

・３０，０００円

卒業後及び転入後１年以内に就職し、

就職後１年を経過した日から１年以内

申申申申 請請請請 窓窓窓窓 口口口口 政策室、下部・身延支所

対対対対 象象象象 者者者者

町内に住所がある方が結婚し、結婚後も町内

に定住する意思がある方

町内に住所がある方が出産し、出産後も新生児とと

もに町内に定住する意思がある方

町内に住所がある新規学卒者及び本町

に転入した方が、町内に定住する意思

があり新たに就職した方

申申申申 請請請請 書書書書 類類類類

・結婚祝金支給申請書

・定住誓約書及び住居確認書

・出産祝金支給申請書

・定住誓約書及び住居確認書

申申申申 請請請請 期期期期 間間間間

婚姻届提出後６か月を経過した日から１年

以内

１歳の誕生日を迎えた日から１年以内

現在、地球の気温は上昇傾向にあります。これは、私たちが便利で快適な生活を追求するため

に、電気やガソリンなどのエネルギーを利用することによって、二酸化炭素などの温室効果ガスが

発生することに起因しています。

この地球温暖化の進行は、温室効果ガスの濃度が高まることが原因であることから、温室効果ガ

スを減らすための対策を今すぐにでも講じなければなりません。水不足や水害の深刻化、食糧不

安など、私たちの暮らしに大きな影響をもたらすばかりでなく、地球環境にとって重大な影響を及

ぼします。

県内でも、豊かな自然環境が損なわれたり、特産のぶどうや桃をはじめ農作物への影響が懸念さ

れています。

県では、温室効果ガスの排出抑制のため、 県民や事業者、行政が一体となったさまざまな温暖

化対策の取り組みを進めています。

私たち一人ひとりが、電気・ガス・自動車の使い方を見直すなど、身近なことから取り組み、環境

にやさしい生活を実践することで、美しい県土を次世代に引き継ぎましょう。

◇問い合わせ先◇問い合わせ先◇問い合わせ先◇問い合わせ先 県エネルギー政策課 TEL055-223-1506 FAX055-223-1505

【【【【問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先】】】】 政策室政策室政策室政策室 企画政策担当企画政策担当企画政策担当企画政策担当 ℡℡℡℡0556055605560556----42424242----4801480148014801

※ 申請書類は政策室、下部・身延支所にあります。

※ 就職奨励金は同一企業内の異動や単に職業を変更した場合、内職又は時間給労働と認められる場合などは支給されません。

●●●● 中学校卒業式中学校卒業式中学校卒業式中学校卒業式 ３３３３月月月月１２１２１２１２日日日日（（（（水水水水））））●●●● ●●●● 小学校卒業式小学校卒業式小学校卒業式小学校卒業式 ３３３３月月月月２０２０２０２０日日日日（（（（木木木木））））●●●●

９：００ ～ 中富中・身延中 ９：３０ ～ 西島小・原小・下山小

９：３０ ～ 久那土中 身延小・大河内小

１０：００ ～ 下部中 １０：００ ～ 久那土小・下部小

詳しくは学校へお問い合わせください。

「うちの近くに内科の診療所はないかしら？」 「遅い時間だけど、小児科で診てもらえる病院はないかしら？」 などと困ったことはありませんか？

「やまなし医療ネット」では、自宅を中心に近くの医療機関（薬局含む）を探したり、今、診てもらえる医療機関を探すなど、便利な機能を豊富に備えて

おり、インターネット環境があれば、誰でも気軽に利用することができます。

医療機関の検索のほか、山梨県救急医療情報センターや、小児救急電話相談の案内などもございますので、ぜひ、積極的なご活用をお願いします。

◇問い合わせ先◇問い合わせ先◇問い合わせ先◇問い合わせ先 県医務課 TEL055-223-1481 FAX055-223-1486 詳しくは詳しくは詳しくは詳しくはWEBWEBWEBWEB［やまなし医療ネット］で検索［やまなし医療ネット］で検索［やまなし医療ネット］で検索［やまなし医療ネット］で検索

県県県県からおからおからおからお知知知知らせらせらせらせ

冬から春先にかけては空気が乾燥し、毎年

山火事が多く発生しています。山火事の主な

原因は「たき火」「火入れ」「タバコ」「たき火」「火入れ」「タバコ」「たき火」「火入れ」「タバコ」「たき火」「火入れ」「タバコ」などです。

山火事を起こさないよう次のことに注意してく

ださい。

・周りに枯れ草など燃えやすいものがある場所・周りに枯れ草など燃えやすいものがある場所・周りに枯れ草など燃えやすいものがある場所・周りに枯れ草など燃えやすいものがある場所

や、山林の近くではたき火をしない。や、山林の近くではたき火をしない。や、山林の近くではたき火をしない。や、山林の近くではたき火をしない。

・火から離れるときは完全に消火する・火から離れるときは完全に消火する・火から離れるときは完全に消火する・火から離れるときは完全に消火する。

・風が強いときや空気が乾燥しているときは、・風が強いときや空気が乾燥しているときは、・風が強いときや空気が乾燥しているときは、・風が強いときや空気が乾燥しているときは、

たき火や火入れを控える。たき火や火入れを控える。たき火や火入れを控える。たき火や火入れを控える。

・喫煙は指定された場所で行う。また吸いがらは・喫煙は指定された場所で行う。また吸いがらは・喫煙は指定された場所で行う。また吸いがらは・喫煙は指定された場所で行う。また吸いがらは

必ず消し、投げ捨ては絶対にしない。必ず消し、投げ捨ては絶対にしない。必ず消し、投げ捨ては絶対にしない。必ず消し、投げ捨ては絶対にしない。

・火入れを行うときは、市町村長の許可を必ず得・火入れを行うときは、市町村長の許可を必ず得・火入れを行うときは、市町村長の許可を必ず得・火入れを行うときは、市町村長の許可を必ず得

るるるる

◇問い合わせ先◇問い合わせ先◇問い合わせ先◇問い合わせ先

県防災危機管理課消防保安室

TEL055-223-1430 FAX055-223-1429


