
日

10:00 ～ 11:30

11:00 ～ 11:45

2(水)

3(木)

4(金)

5(土) 9:00 ～ 12:00

7:00 ～ 18:00

14:00 ～ 15:30

7(月)

8(火) 11:00 ～ 11:45

9(水)

10(木) 13:30 ～ 15:30

9:30 ～ 17:00

20:00 ～ 21:30

12(土)

13(日) 9:00 ～ 18:00

14(月)

15(火) 11:00 ～ 11:45

16(水)

13:00 ～ 14:00

18(金) 10:30 ～ 11:30

19(土) 9:00 ～ 12:00

9:30 ～ 14:30

10:30 ～ 11:45

13:00 ～ 16:00

21(月)

10:30 ～ 11:30

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 16:00

24(木) 10:00 ～ 11:00

13:00 ～ 15:00

20:00 ～ 21:30

9:30 ～ 14:00

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 13:00

12:00 ～

28(月) 13:00 ～ 16:00

29(火) 11:00 ～ 11:45

30(水)

31(木)

　

　

就学前の乳幼児及び妊婦

2歳児子育て発達相談 対象児：平成24年6・７月生まれ

年金相談会 南部町森林組合

対象児：平成25年6・9・12月・平成26年3月生まれ

湯之奥金山博物館 1階多目的ホール

図書館わくわく♪おはなし会

【かがやく星と夏のおはなし会】

身延町総合文化会館 2階和室

たなばたのお話や夏の手あそび歌、ミニ工作。

みんなのお楽しみ！ミニ縁日も開催。参加費：無料　対象：3歳以上

23(水) 歯科検診

13:45 ～ 14:30

福祉保健課　℡0556-20-4611

（受付時間）

福祉保健課　℡0556-20-4611

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

17(木)

20(日)

第6回夏休み化学実験教室 湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015詳細は【広報みのぶ6月号】15ページおよび裏面をご覧ください。

6(日)

農業委員会委員選挙 投票日 町内12投票所 立候補者が定数を超える場合は選挙になり、投票が行われます。 選挙管理委員会　℡0556-42-4800

野菜作り講習会 道の駅しもべ 会議室 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 道の駅しもべ　℡0556-20-4141

26(土)

「壁面を作ろう」（～25日） 身延児童館

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

「こども夏まつり」

第14回 砂金掘り大会（一般大会） 湯之奥金山博物館 詳細は【広報みのぶ6月号】15ページおよび裏面をご覧ください。

25(金)

弓道教室

身延児童館

出店などをまわって、夏を楽しみます。

対象：未就学児と保護者　　持ち物：飲み物、帽子

心配ごと相談日

身延児童館　℡0556-62-3880

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？

社会福祉協議会　℡0556-62-3773

身延弓道場 詳細は裏面をご覧ください 生涯学習課　℡0556-20-3017

中富すこやかセンター 福祉保健課　℡0556-20-4611

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

全席自由　会員：2,000円　　一般：2,500円 身延町総合文化会館 ℡0556-62-2110

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。

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

22(火)

消費生活相談日 身延保健センター 2階Ｃ会議室 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

27(日)

砂金甲子園

第11回東西中高交流砂金掘り大会

湯之奥金山博物館 詳細は【広報みのぶ6月号】15ページおよび裏面をご覧ください。 湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

2014ふるさと民謡・舞踊フェス

ティバル

身延町総合文化会館 ホール

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

身延児童館　℡0556-62-3880

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 生涯学習担当

　　　　　　　　℡0556-20-3017

身延町立図書館　℡0556-62-2141

毎月第３日曜日に相談所を開設しています。

当日開催時間帯のみ受付

　　　　　　　℡0556-62-1395

発明クラブ 身延支所 3階

「プールあそび」（～8/19） 身延児童館

毎週月曜日と火曜日の天気の良い日は、プールで遊びましょう！

対象：未就園児　　持ち物：水着（プールに入れる服装）

身延児童館　℡0556-62-3880

結婚相談日 身延支所

海の日

「ママカフェ」 身延児童館

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

乳児健診 中富すこやかセンター

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

湯之奥金山博物館　℡0556-36-0015

～ 15:00

弓道教室 身延弓道場 詳細は裏面をご覧ください

山梨の遺跡展2014 最終日

　　　　　　（6/19～7/13）

湯之奥金山博物館 1階多目的ホール

展示資料：平林遺跡（身延町）、滝沢遺跡（富士河口湖町）、膳棚遺

               跡Ｅ区（山梨市）、甲府城下町遺跡南口地点（甲府市）等

               の写真・解説パネル約50点展示します。

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

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

身延町立図書館　℡0556-62-2141

11(金)

 -光と影と色彩のきらめき-

　ガラス工芸展　　（～9/21）

なかとみ現代工芸美術館

　（毎週火曜日休館）

「光の彫刻」とも呼ばれ、幻想的な世界を作り出すガラス工芸の展覧会

です。夏の展覧会にふさわしい、涼しげで清涼感のあるガラス作品の

数々をご紹介します。

入館料：大人500円、大・高校生300円、小・中学生100円

なかとみ現代工芸美術館

　　　　　　　℡0556-20-4555

行政相談日

生涯学習課　℡0556-20-3017

第1部：阿刀田館長が語る　第2部：阿刀田館長を囲んで語ろう！

コーディネーター：江宮隆之氏　定員：120人（要申込）

13:00

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

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。

阿刀田高館長と語ろう！

 ～県立図書館長出張トーク IN 峡南～

身延町総合文化会館 2階会議室 身延町立図書館　℡0556-62-2141

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 生涯学習担当

　　　　　　　　℡0556-20-3017

連 絡 先

ベビーすくすく教室 中富すこやかセンター ０歳児の赤ちゃんと保護者　　参加希望者は申し込みをお願いします。 福祉保健課　℡0556-20-4611

身延町立図書館　℡0556-62-2141身延町総合文化会館 2階和室

1(火)

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

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

■固定資産税■固定資産税■固定資産税■固定資産税 ２期２期２期２期 （７月３１日）（７月３１日）（７月３１日）（７月３１日） ■学校給食費■学校給食費■学校給食費■学校給食費 ７月７月７月７月 （７月３１日）（７月３１日）（７月３１日）（７月３１日） ■保育■保育■保育■保育料料料料 ７７７７月月月月 （７月２８日）（７月２８日）（７月２８日）（７月２８日）

■■■■国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税国民健康保険税 １１１１期期期期 〃〃〃〃 ■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 ７月７月７月７月 〃〃〃〃 ■簡易水道■簡易水道■簡易水道■簡易水道使用料使用料使用料使用料 ７７７７月月月月 〃〃〃〃

■後期高齢者保険料■後期高齢者保険料■後期高齢者保険料■後期高齢者保険料 １期１期１期１期 〃〃〃〃 ■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 ７月７月７月７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 ７月７月７月７月 〃〃〃〃

■介護保険料■介護保険料■介護保険料■介護保険料 ３期３期３期３期 〃〃〃〃

健診場所健診場所健診場所健診場所 ：：：： ７月５日（土）身延地区公民館下山分館７月５日（土）身延地区公民館下山分館７月５日（土）身延地区公民館下山分館７月５日（土）身延地区公民館下山分館 ９日（水）～９日（水）～９日（水）～９日（水）～14141414日（月）身延福祉センター日（月）身延福祉センター日（月）身延福祉センター日（月）身延福祉センター

受付時間受付時間受付時間受付時間 ：：：： 午前午前午前午前8888時時時時30303030分～分～分～分～10101010時時時時30303030分分分分 健診対象地区は裏面をご覧ください。健診対象地区は裏面をご覧ください。健診対象地区は裏面をご覧ください。健診対象地区は裏面をご覧ください。

※※※※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。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。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。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。

生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病

予予予予 防防防防 健健健健 診診診診



主催：身延町体育協会弓道部

下山地区

(月)

(日)

(土)

(金)

(木)

9日

14日

角打、大崩、和田、樋之上、大島

清住町、門内、塩沢

梅平

波木井、大野

豊岡地区

八木沢、帯金、塩之沢、大垈、椿草里、丸滝13日

12日

11日

10日

種 目 標 準 賃 金 備 考

田植え

健 診 日

(水)

健 診 対 象 地 区

(土)5日

8,000円 労働時間８時間　賄い1回

田植え（機械植え） 11,000円 苗は委託者持ち

水田耕起 10,000円

代かき 9,000円

バインダー 11,000円 結束紐代含む

ハーベスター 11,000円

コンバイン 28,000円 乾燥・配達含む

労働時間８時間　賄い1回8,000円一般農作業

茶摘み 8,000円 労働時間８時間　賄い1回

【主 催】 一般社団法人 山梨県歯科医師会（県歯）

【応募資格】

①平成26年3月31日現在で80歳以上になっている方（昭和９年3月31

日以前に生まれた方）で、自分の歯が20本以上残っている方

（歯は治療してあってもよい）

②過去の表彰者は除く。ただし、100歳以上で20本以上の歯がある方

は、過去に受賞していても「歯っぴい百寿賞」特別賞への公募可能

（一度限り）

【応募期間】 ６月２日（月）～８月１６日（土）

【選考方法・審査方法】

①応募者がかかりつけ歯科医院（山梨県歯科医師会会員）で応募す

ることを申し出て、口腔の健診をかかりつけ歯科医に行ってもらう。

（自薦・他薦は問わない）

②応募資格を満たしていることを健診実施者が認めれば、歯科医院

推薦として県歯に報告し、歯科医院推薦が最終決定となる。

【表彰者の発表・記念品の授与】

今秋開催の「第31回山梨県民歯科保健のつどい」において発表し、

表彰・記念品を授与します。

ご夫婦での達成には、特別賞を授与いたします。

湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館湯之奥金山博物館 夏のイベント案内夏のイベント案内夏のイベント案内夏のイベント案内

【問い合わせ先】湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015
http://www.town.minobu.lg.jp/local_minobu/kinzan/index.html

７７７７ 月月月月 のののの生活習慣病予防健診日程生活習慣病予防健診日程生活習慣病予防健診日程生活習慣病予防健診日程

■■■■ 夏休み自由研究夏休み自由研究夏休み自由研究夏休み自由研究 第第第第6666回化学実験教室回化学実験教室回化学実験教室回化学実験教室

日 時：７月20日（日）

会 場：湯之奥金山博物館 １階多目的ホール

講 師：宮本一弘先生（開成学園教諭理化学部顧問、

NHK高校講座講師(化学基礎)）

定 員：各実験 15人

参加費：各実験 200円

対 象：小・中学生

共 催：「夢・化学－21」委員会 公益社団法人日本化学会

■■■■ 第第第第14141414回砂金掘り大会回砂金掘り大会回砂金掘り大会回砂金掘り大会（一般大会）（一般大会）（一般大会）（一般大会）

日 時：７月26日（土）午前9時30分～午後2時頃

会 場：湯之奥金山博物館イベント広場（博物館駐車場）

参加費：大人（高校生以上） 500円

小・中学生 300円

定 員：全部門合わせて100人まで

※雨天の場合は翌日27日（日）に開催

■第■第■第■第11111111回砂金甲子園回砂金甲子園回砂金甲子園回砂金甲子園 東西中高交流砂金掘り大会東西中高交流砂金掘り大会東西中高交流砂金掘り大会東西中高交流砂金掘り大会

日 時：7月27日（日）午前10時～午後１時頃

会 場：湯之奥金山博物館イベント広場（博物館駐車場）

出場校：□灘中・高（兵庫県） □開成学園中・高（東京都）

□山梨学院大付属（山梨県） □慶応義塾中等部（東京都）

□大妻中学高等学校（東京都） □峡南高校（身延町）等

■■■■ 第第第第14141414回こども金山探険隊回こども金山探険隊回こども金山探険隊回こども金山探険隊

日 時：８月2日（土）～３日（日）

参加費：5,000円

対 象 : 小・中学生

定 員：15人（保護者の方は含まれません）

▲実験１ 午前9時30分～10時30分

「消える絵!?」＆「カラーマジック！」 不思議な化学実験

▲実験２ 午前11時～正午

「シャボン玉を浮かべる!?」＆「冷却パックを作ろう！」

▲実験３ 午後１時～2時30分

「偏光板の実験」＆「光るものを探そう！」

※内容は変更になる場合があります。

夏休みイベント夏休みイベント夏休みイベント夏休みイベント（化学実験教室・こども金山探険隊・砂金掘り大会）

は、事前申込が必要ですは、事前申込が必要ですは、事前申込が必要ですは、事前申込が必要です。不明な点等がありましたら、お気軽にお問

い合わせください。またホームページに詳しい紹介がありますので併

せてご覧ください。

平成平成平成平成26262626年度農業臨時雇用賃金等標準額年度農業臨時雇用賃金等標準額年度農業臨時雇用賃金等標準額年度農業臨時雇用賃金等標準額

※本表は標準額ですので、双方で相談の上、作業の難易、燃料

の変動及び圃場の条件により、額の決定をお願いします。

【問い合わせ先】身延町 農業委員会 ℡0556-42-4805

「第１１回歯っぴい山梨８０２０達成者」「第１１回歯っぴい山梨８０２０達成者」「第１１回歯っぴい山梨８０２０達成者」「第１１回歯っぴい山梨８０２０達成者」

募募募募 集！集！集！集！

【健 診 場 所】 ５日 身延地区公民館下山分館

９～１４日 身延福祉センター

【健診受付時間】 午前８時３０分～１０時３０分

【問い合わせ先】 福祉保健課 ℡0556-20-4611

弓道教室弓道教室弓道教室弓道教室をををを開開開開きますきますきますきます

『『『『キリキリ・・・とキリキリ・・・とキリキリ・・・とキリキリ・・・と引引引引きききき絞絞絞絞ったったったった弓弓弓弓はははは半月半月半月半月となりとなりとなりとなり、、、、心身心身心身心身のののの限界限界限界限界にまにまにまにま

でででで詰詰詰詰めめめめ、、、、やがてやがてやがてやがて矢矢矢矢はははは、、、、ウナリをあげてウナリをあげてウナリをあげてウナリをあげて 空空空空をををを切切切切ったったったった。。。。』』』』

そんな充実感を体験してみませんか。

① 会場 身延弓道場身延弓道場身延弓道場身延弓道場（支部長 伊藤正巳） 身延中学校東

教室日 ７月１１日（金）・２５日（金） ２回

時 間 午後８時～９時３０分

下部弓道場下部弓道場下部弓道場下部弓道場（支部長 深澤嘉元） 久那土中学校南

教室日 ８月 ８日（金）・２２日（金） ２回

時 間 午後８時～９時３０分

中富弓道場中富弓道場中富弓道場中富弓道場（支部長 望月勝男） 西嶋沢奥

教室日 ９月１２日（金）・２６日（金） ２回

時 間 午後８時～９時３０分

② 対象者 初心者及び経験者 中学生（保護者が送迎）、高校生

（保護者の許可） 大学生、一般

③ 弓 具 道場にあります

④ 服 装 スポーツのできる服装、靴下

⑤ 会 費 無 料

⑥ 指 導 身延町弓道部員

⑦ 申込み 随 時

【 問い合わせ・申し込み先】 身延町体育協会弓道部 部長 望月勝男

TEL 0556-42-2635・2865 身延町西嶋1300-2

募募募募 集集集集

【【【【 問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 】】】】 山梨県歯科医師会（甲府市大手１山梨県歯科医師会（甲府市大手１山梨県歯科医師会（甲府市大手１山梨県歯科医師会（甲府市大手１----４４４４----１）１）１）１）

℡ ℡ ℡ ℡ ０５５０５５０５５０５５----２５２２５２２５２２５２----６４８１６４８１６４８１６４８１


