
日

1(日)

2(月)

10:00 ～ 15:00

11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 14:00

5(木)

6(金)

10:30 ～ 11:30

13:30 ～ 21:00

8(日)

9(月) 10:00 ～ 11:30

10(火) 11:00 ～ 11:45

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 14:00

11:00 ～ 12:00

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 14:00

10:00 ～ 11:00

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 14:00

9:00 ～ 12:00

13:30 ～ 15:30

18:00 ～ 21:00

8:00 ～ 11:30

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

16(月)

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:30

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 14:00

20(金) 10:30 ～ 11:30

21(土) 18:15 ～

22(日)

23(月)

24(火) 14:00 ～ 15:30

25(水) 9:30 ～ 16:00

26(木) 10:00 ～ 11:30

27(金) 13:00 ～ 15:00

28(土) 9:00 ～ 12:00

29(日) 10:30 ～ 11:45

30(月)

特定計量器（はかり）定期検査

特定計量器（はかり）定期検査

身延支所

身延町役場本庁舎

裏面参照

裏面参照

身延児童館

福祉保健課　℡0556-20-4611

NPO認知症予防サポートセンターより講師をお呼びして、認知症予防に

効果的な活動について、お話していただきます。

認知症予防講演会 下部保健福祉センター

観光課　℡0556－62－1116

観光課　℡0556－62－1116

身延山久遠寺　℡0556-62-1011

環境下水道課　℡0556－42－4814

15:00

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。

12(木)

11(水)

身延山開闢会前夜祭 身延山三門特設会場 天野宣さん他による太鼓奉納、花火等 身延山観光協会　℡0556-62-0502

14(土)

下部地区公民館特定計量器（はかり）定期検査

生涯学習課 生涯学習担当

　　　　　　 　℡0556－20-3017

特設人権相談所開設

中富総合会館１階 和室B

下部保健福祉センター２階 会議室

身延保健センター２階 会議室

総務大臣から委嘱された人権相談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。（裏面をご覧ください）

総務課　℡0556-42-4800

身延町総合文化会館２階 和室

裏面参照

身延町立図書館　℡0556-62-2141

親子で身体を動かしてリフレッシュしましょう。

対象：未就園児、未就学児と保護者　お父さんの参加も大歓迎！

身延児童館

ねんきん特別便定期便無料相談会 身延支所 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。 町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

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

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

当日開催時間帯のみ受付

　　　　　　　℡0556-62-1395

17(火)

観光課　℡0556－62－1116裏面参照

中富すこやかセンター3歳児健診

一色ホタルまつり 一色ホタルの里駐車場

身延児童館　℡0556-62-3880

身延児童館　℡0556-62-3880

観光課　℡0556-62-1116

福祉保健課　℡0556-20-4611対象児：平成22年12月・平成23年1・2・3月生まれ

身延児童館

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延児童館

15(日)

粗大ごみ収集

「救命救急法・防災の講習会」

行政相談日

心配ごと相談日

総門～御草庵跡

（雨天時：久遠寺）

13:00

毎月第３日曜日に相談所を開設しています。

身延町住民

～

五人組御仕置帳や証文を読み解きます。対象：初心者　参加費：無料　要

申込　1回のみの参加も出来ます.。お気軽にご参加ください。

19(木)

町内１０か所

身延町総合文化会館２階 和室

13(金)

身延山開闢会御入山行列

南部町森林組合

発明クラブ 身延支所 ３階

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。

湯之奥金山博物館 映像シアター

身延支所

中富すこやかセンター

（受付時間）

集まれ！０・１・２

≪中先生の歌のおはなし会≫

18(水)

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

身延町立図書館　℡0556-62-2141

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？

身延支所 ３階

心配ごと相談日

年金相談会

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

「壁面を飾ろう」（～27日）

身延児童館　℡0556-62-3880

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

生涯学習課 生涯学習担当

　　　　　　 　℡0556-20-3017

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　　※お茶は児童館で用意します

上映作品：「ゴジラ」　入場無料

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。

親子で作ったもので、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

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

竜王年金事務所職員による年金相談会です。

親子映画観賞会

身延児童館

中富すこやかセンターはつらつ教室

身延児童館　℡0556-62-3880

図書館わくわく♪おはなし会

昔話と懐かしい遊びを楽しもう！

身延町総合文化会館 和室

昔話っておもしろい！おはなしとミニシアター

昔の遊びを楽しもう！懐かしの工作　　対象：3歳以上から

身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延町立図書館　℡0556-62-2141

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

対象児：平成25年5・8・11月・平成26年2月生まれ 福祉保健課　℡0556-20-4611

福祉保健課　℡0556-20-4611

発明クラブ

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

連 絡 先

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。

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

3(火)

「親子で遊ぼう！３B体操」

（受付時間）

「お弁当の日」

身延児童館

「父の日のプレゼントを作ろう！」

（～12日）

身延児童館　℡0556-62-3880

4(水)

身延町総合文化会館２階 会議室

乳児健診

身延町立図書館　℡0556-62-2141

身延児童館　℡0556-62-3880

7(土)

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

「ママカフェ」

父の日のプレゼントを作ります。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：のり、はさみ、お手拭き

中部消防署員を講師に迎え、水遊びの事故防止、AEDの使い方などについ

て教えていただきます。

対象：未就園児の保護者、講習会に興味のある方

館内で昼食がとれます。お友達とお誘いあわせの上、ご利用ください。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：親子のお弁当と飲み物

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。

日蓮聖人が身延山に入山したことを記念して行われる行事

結婚相談日

図書館古文書講座③



特定計量器（はかり）定期検査特定計量器（はかり）定期検査特定計量器（はかり）定期検査特定計量器（はかり）定期検査

　

　

検査時間検査時間検査時間検査時間

６月６月６月６月

11日（水）11日（水）11日（水）11日（水） 下部地区公民館下部地区公民館下部地区公民館下部地区公民館

午前10時～12時午前10時～12時午前10時～12時午前10時～12時

午後 1時～ 2時午後 1時～ 2時午後 1時～ 2時午後 1時～ 2時

12日（木）12日（木）12日（木）12日（木） 身延支所身延支所身延支所身延支所

13日（金）13日（金）13日（金）13日（金） 身延町役場 本庁舎身延町役場 本庁舎身延町役場 本庁舎身延町役場 本庁舎

■平成２６年度 定期検査の日程■平成２６年度 定期検査の日程■平成２６年度 定期検査の日程■平成２６年度 定期検査の日程

検査月日検査月日検査月日検査月日 検査会場検査会場検査会場検査会場

次のような目的に使用するはかりは、定期検査の対象になります。

●商店等で商品の目方を図り、取引に用いる場合

●薬局等で薬の調合に用いる場合

●病院・学校等で健康診断の体重測定に用いる場合

●●●●ホタルが多く見られる条件ホタルが多く見られる条件ホタルが多く見られる条件ホタルが多く見られる条件

・曇っている（月明かりがない）・曇っている（月明かりがない）・曇っている（月明かりがない）・曇っている（月明かりがない）

・蒸し暑い・蒸し暑い・蒸し暑い・蒸し暑い

・風がない・風がない・風がない・風がない

・夜８時～１０時頃（この時間帯が最も出ます）・夜８時～１０時頃（この時間帯が最も出ます）・夜８時～１０時頃（この時間帯が最も出ます）・夜８時～１０時頃（この時間帯が最も出ます）

●●●●ホタルを鑑賞する時のマナーホタルを鑑賞する時のマナーホタルを鑑賞する時のマナーホタルを鑑賞する時のマナー

・懐中電灯などで照らさないでください・懐中電灯などで照らさないでください・懐中電灯などで照らさないでください・懐中電灯などで照らさないでください

・フラッシュをたいて、写真を撮らないでください・フラッシュをたいて、写真を撮らないでください・フラッシュをたいて、写真を撮らないでください・フラッシュをたいて、写真を撮らないでください

・捕まえないでください・捕まえないでください・捕まえないでください・捕まえないでください

・絶対に、川や田んぼにタバコやごみなどを捨てないでください・絶対に、川や田んぼにタバコやごみなどを捨てないでください・絶対に、川や田んぼにタバコやごみなどを捨てないでください・絶対に、川や田んぼにタバコやごみなどを捨てないでください

日日日日 時時時時 6666月７日（土）月７日（土）月７日（土）月７日（土） 午後１時３０分～９時午後１時３０分～９時午後１時３０分～９時午後１時３０分～９時

会会会会 場場場場 一色ホタルの里駐車場一色ホタルの里駐車場一色ホタルの里駐車場一色ホタルの里駐車場

内内内内 容容容容 ・歌謡ショー等・歌謡ショー等・歌謡ショー等・歌謡ショー等

・出展コーナー等・出展コーナー等・出展コーナー等・出展コーナー等

※交通規制について

お祭り当日、会場周辺では一方通行規制があります。

会場へお越しの際は、国道52号線側 飯富橋からお入りください。

■町県民税■町県民税■町県民税■町県民税 全期全納・１期全期全納・１期全期全納・１期全期全納・１期 （６月３０日）（６月３０日）（６月３０日）（６月３０日） ■奥の湯温泉使用料■奥の湯温泉使用料■奥の湯温泉使用料■奥の湯温泉使用料 ６月６月６月６月 （６月３０日）（６月３０日）（６月３０日）（６月３０日）

■介護保険料■介護保険料■介護保険料■介護保険料 ２期２期２期２期 〃〃〃〃 ■保育料■保育料■保育料■保育料 ６月６月６月６月 （６月２６日）（６月２６日）（６月２６日）（６月２６日）

■学校給食費■学校給食費■学校給食費■学校給食費 ６月６月６月６月 〃〃〃〃 ■簡易水道使用料■簡易水道使用料■簡易水道使用料■簡易水道使用料 ６月６月６月６月 〃〃〃〃

■■■■町営住宅使用料町営住宅使用料町営住宅使用料町営住宅使用料 ６月６月６月６月 〃〃〃〃 ■下水道使用料■下水道使用料■下水道使用料■下水道使用料 ６月６月６月６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ををを

おおお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！！！！

上記内容については、検定証印の附されているはかりを使用し

なければなりません。また、このはかりの使用者には定期的に知

事の行う定期検査を受けて、はかりの構造・器差等の正確性を維

持し、計量取引の安全確保が義務付けられています。

【問い合わせ先】 観光課℡0556-62-1116

開設日：６月３日（火）開設日：６月３日（火）開設日：６月３日（火）開設日：６月３日（火）

時時時時 間：午前１０時～午後３時間：午前１０時～午後３時間：午前１０時～午後３時間：午前１０時～午後３時

会会会会 場：中富総合会館場：中富総合会館場：中富総合会館場：中富総合会館 １階和室Ｂ１階和室Ｂ１階和室Ｂ１階和室Ｂ

下部保健福祉センター下部保健福祉センター下部保健福祉センター下部保健福祉センター ２階会議室２階会議室２階会議室２階会議室

身延保健センタ－身延保健センタ－身延保健センタ－身延保健センタ－ ２階会議室２階会議室２階会議室２階会議室

＜相談内容＞＜相談内容＞＜相談内容＞＜相談内容＞

①いじめ、体罰、虐待の問題

②親子、夫婦、扶養、相続、借地、借家、名誉、差別、指摘制

裁、近隣とのトラブルなどについての悩みごと

③配偶者等からの暴力、ストーカー、児童虐待、セクシュア

ル・ハラスメントに関する問題

④東日本大震災に起因する人権問題

⑤その他人権に関すること

主催：峡南人権擁護委員協議会・甲府地方法務局鰍沢支局

問い合わせ先：総務課 庶務担当 ℡0556-42-4800

下 部 支 所 ℡0556-36-0011

身 延 支 所 ℡0556-62-1111

特設人権相談所特設人権相談所特設人権相談所特設人権相談所のののの開設開設開設開設

相談は無料で秘密は守られます相談は無料で秘密は守られます相談は無料で秘密は守られます相談は無料で秘密は守られます

『 認知症に強い脳を作ろう 』

日 時 ６月１７日（火） 午後２時から

会 場 下部保健福祉センター （身延町常葉1093）

内 容 ＮＰＯ認知症予防サポートセンターより講師をお呼

びして、認知症予防に効果的な活動についてお話

し頂きます。

【問い合わせ先】福祉保健課 在宅支援担当

℡ 0556-20-4611

◆申込受付◆

１ 受付期間 ６月２日（月）～９日（月）

午前９時～午後４時まで（土日も受付）

２ 受付場所 〒409-3392 身延町切石350番地

身延町役場 政策室 ☎0556-42-4801

３ 申込必要書類（提出書類は返却いたしません）

①宅地分譲地購入申込書 １通

②申込者の収入証明書等 各１通

（平成25年度分源泉徴収票の写し、確定申告書

の写し、もしくは所得証明書、及び納税証明書）

③住民票謄本（全項目記載のもの）

④返信用封筒（現住所を記入し、82円切手を貼っ

た定型封筒）

⑤印鑑（認印）

【問い合わせ先】 政策室 企画政策担当 ℡0556-42-4801

身延町立図書館、中富・下部図書室は館内すべての資料（本・雑

誌・DVDなど）の点検のため、下記の期間、休館いたします。ご

不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたしま

す。

なお、休館中の返却につきましては、ブックポストをご利用くだ

さい。（視聴覚資料につきましては、破損のおそれがありますので、

ブックポストへは返さずに蔵書点検前、あるいは点検後にカウン

ターまでお願いいたします）

＊ご自宅に返し忘れの本などありましたら、この機会に返却をお願

いいたします。

休館期間：休館期間：休館期間：休館期間：6月月月月18日（水）～日（水）～日（水）～日（水）～27日（金）日（金）日（金）日（金）
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