
日

1(金)

10:30 ～ 11:45

8:00 ～ 18:00

9:00 ～ 12:30

8:00 ～ 14:00

13:30 ～ 16:00

4(月) 10:30 ～ 11:30

5(火) 11:00 ～ 11:45

6(水) 10:30 ～ 11:30

7(木)

20:00 ～ 21:30

8:30 ～ 10:30

9:00 ～ 12:00

18:30 ～

10(日) 13:00 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30

12:30 ～ 15:00

10:30 ～ 11:30

12(火)

13(水)

14(木)

15(金)

16(土) 20:30 ～

13:00 ～ 16:00

13:30 ～ 16:00

18(月) 10:30 ～ 11:30

19(火) 11:00 ～ 11:45

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

10:00 ～ 13:00

13:00 ～ 14:00

13:00 ～ 15:00

20:00 ～ 21:30

9:00 ～ 12:00

18:00 ～ 20:00

24(日)

25(月)

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 16:00

14:00 ～ 16:00

28(木) 10:30 ～ 11:30

29(金)

9:00 ～ 12:00

13:30 ～ 15:30

31(日) 8:30 ～

発明クラブ 身延支所３階 科学工作展への出品へ向け、今月は３回教室を行います。 生涯学習課 ℡0556-20-3017

30(土)

23(土)

チャリティ映画上映会「ｸﾚﾖﾝしんちゃ

ん　ガチンコ！逆襲のロボとーちゃん」

身延町総合文化会館ホール

※全席自由　入場料：400円（3歳未満無料。但し、座席が必要な場

合は有料）　チケット発売：8/1（金）～

27(水)

弓道教室

発明クラブ

20(水)

8(金)

心配ごと相談日

夏休み子ども工作教室

夏休みの宿題にぴったり！

ＶＦ甲府

身延町ホームタウンサンクスデー

献血

17(日)

心配ごと相談日

26(火)

22(金)

身延町総合文化会館２階和室

中富総合会館

「プール遊び」（～19日）

乳児健診

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

（受付時間）

集まれ！０・１・２

≪中先生の歌のおはなし会≫

※入場無料（詳しくは総合文化会館にお問い合わせください） 総合文化会館 ℡0556-62-2110

年金相談会

集え！身延へ！

身延バンドフェスタ2014

下山新町

生涯学習課 ℡0556-20-3017

福祉保健課 ℡0556-20-4611

詳細は裏面をご覧ください。

観光課 ℡0556-62-1116

火薬が貴重だった戦時中でも、県内において唯一許可された長い歴史

を有する祭典です。

身延町総合文化会館ホール

福祉保健課 ℡0556-20-4611

身延児童館

下部弓道場

身延町総合文化会館２階和室

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。

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。

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

対象者：初心者及び経験者（中学生は保護者が送迎、高校生は保護者

の許可）弓具：道場にあります　※会費：無料

生涯学習課 ℡0556-20-3017

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。

下部温泉リバーサイドパーク

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

湯之奥金山博物館 湯之奥金山遺跡

「プール遊び」（～5日） 身延児童館

3(日)

身延町総合文化会館１階

メディアルーム

対象：小学生以上　入場無料

図書館わくわく♪おはなし会

【ちょっとだけこわ～いおはなし会】

第14回こども金山探険隊（1日目） 湯之奥金山遺跡への現地登山と自分だけの甲州金を作製します。

参加費：5,000円　定員：15人（保護者の方は含まれません）

※2日間通しての参加になります。第14回こども金山探険隊（2日目）

第31回下部温泉やまめ祭り

連 絡 先

身延児童館

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

生涯学習課 ℡0556-20-3017

下部弓道場

対象者：初心者及び経験者（中学生は保護者が送迎、高校生は保護者

の許可）弓具：道場にあります　※会費：無料

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

身延児童館 ℡0556-62-3880

2(土)

この夏、図書館に涼みに来ませんか？　今年は妖怪がずら～り

対象：幼児から

【やまめ釣り】釣り入場券 1,000円

【やまめつかみ取り】10:00～11:00　13:00～14:00

　　　　　　　　　 　幼児：無料　小・中学生：500円

身延児童館 ℡0556-62-3880

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

身延児童館 ℡0556-62-3880

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

身延町総合分化会館２階会議室

「壁面を飾ろう」（～29日）

年金相談会

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

福祉保健課 ℡0556-20-4611

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

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。

弁護士による無料相談 身延福祉センター

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？

生涯学習課 ℡0556-20-3017

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

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

身延町商工会 ℡0556-62-1103

総合文化会館 ℡0556-62-2110

中富すこやかセンター

社会保険労務士による年金相談会を実施します。 町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

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。

毎月第３日曜日に開催しています。

身延児童館 ℡0556-62-3880

児童館の庭で水あそびしましょう。

対象：未就園児　　持ち物：水着（プールに入れる服装）

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

 科学工作展への出品作品を製作しています。

当日開催時間のみ受付

　　　　　℡0556-62-1395

親子で作ったもので、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

身延支所３階

各集落　自主防災会会場 総務課 ℡0556-42-4800

南部町森林組合

東海地震の発生を想定し、町・消防団・自主防災会において実践的な

訓練を実施します。

下部地区公民館 身延町立図書館 ℡0556-62-2141

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：８月13日（水）～25日（月）

図書館朗読ボランティア〈ひだまり〉

第７回 朗読会

竜王年金事務所職員による年金相談会です。

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

朗読の楽しさを一緒に味わってみませんか？

入場料：無料

身延町防災訓練

はつらつ教室

下部観光協会 ℡0556-20-3001

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

児童館の庭で水あそびしましょう。

対象：未就園児　　持ち物：水着（プールに入れる服装）

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

図書館朗読ボランティア〈千の風〉

戦争と平和の朗読会

【ぼくのこえがきこえますか】

弓道教室

総務課 ℡0556-42-4800

「おもちゃを作ろう」

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

～ 15:0013:00

身延児童館

「プール遊び」（～12日）

結婚相談日

役場本庁舎（中富総合会館前） 対象：16歳～64歳までの健康な方　　内容：200ｍｌ、400ｍｌ

生活習慣病予防健診

下山愛宕祭典煙火大会

発明クラブ 身延支所３階

対象地区：町内全域

身延支所

身延児童館

身延町総合文化会館１階

メディアルーム

児童館の庭で水あそびしましょう。

対象：未就園児　　持ち物：水着（プールに入れる服装）

対象：小学１年生以上　　※要申し込み

福祉保健課 ℡0556-20-4611

山梨中銀スタジアム

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

身延福祉センター

親子で簡単なおもちゃを作りましょう。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：のり、お手拭き

21(木)

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773詳細は裏面をご覧ください。下部保健福祉センター２階調理室男性料理教室（1回目）

9(土)

11(月)

生涯学習課 生涯学習担当

　　　　　　℡0556-20-3017

身延児童館 ℡0556-62-3880

■町県民税 ２期（９月１日） ■学校給食費 ８月（９月１日） ■保 育 料 ８月（８月２６日）

■国民健康保険税 ２期 〃 ■町営住宅使用料 ８月 〃 ■簡易水道使用料 ８月 〃

■介護保険料 ４期 〃 ■奥の湯温泉使用料 ８月 〃 ■下水道使用料 ８月 〃

■後期高齢者保険料 ２期 〃



対

　　　　

　

　現在、公園のメイン施設となる「エントランス棟」の建設工事が進められ

ていて、その工事は、夏まつりのメイン会場となるイベント広場や駐車場も

含まれ広範なエリアとなっています。

こうした状況やお客様の安全性等を総合的に考慮し、今年で6回目の開催

となるはずだった「峡南の夏まつり」は、残念ながら中止することと決定い

たしました。

来年は必ずパワーアップした「峡南の夏まつり」を開催すべく、すでに話

し合いが進んでおりますので、お誘い合わせの上、ぜひお越しくだだい。

【問い合わせ先】（合）富士川・切り絵の森 ℡ 0556-62-5545

※「ホームタウンサンクスデーホームタウンサンクスデーホームタウンサンクスデーホームタウンサンクスデー」とは、県内のサポート市町村で順番に

ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府を 応援する日です。 【西桂町との共同開催】

■ 無料招待券の配布無料招待券の配布無料招待券の配布無料招待券の配布 ■

対 象 ： 町内に住所を有する方

配布期間 ： 7月10日（木）～ 31日（木）まで

（土日祝日を除く、午前8時30分～午後5時15分）

配布場所 ： 役場政策室・身延支所・生涯学習課（下部地区公民館内）

※ １人最大5枚まで配布できます。

※ 電話での受付はしておりませんので、直接配布窓口へお越しください。

※ 招待席はホーム自由席となります。

問い合わせ先

生涯学習課 生涯スポーツ担当

℡ ０５５６－２０－３０１７

8888月月月月9999日（日（日（日（土土土土））））

午後午後午後午後6666時時時時30303030分キックオフ分キックオフ分キックオフ分キックオフ

ＶＳＶＳＶＳＶＳ ベガルタ仙台ベガルタ仙台ベガルタ仙台ベガルタ仙台

熱中症とは熱中症とは熱中症とは熱中症とは

高温多湿な環境下で、からだの水分や塩分などのバランスが崩れてし

まい、体温調節がうまくいかなくなることからおこる不調で、生命の危険を

伴うこともあります。

熱中症予防５つの声かけ熱中症予防５つの声かけ熱中症予防５つの声かけ熱中症予防５つの声かけ

●温度に気を配ろう温度に気を配ろう温度に気を配ろう温度に気を配ろう

温度計を設置しましょう。感じる暑さと実際の室温は異なることがあります。

●飲み物を持ち歩こう飲み物を持ち歩こう飲み物を持ち歩こう飲み物を持ち歩こう

のどが渇く前に、こまめに水分補給を。

●休息をとろう休息をとろう休息をとろう休息をとろう

疲れているときは熱中症にかかりやすくなります。頑張りすぎは禁物です。

●栄養をとろう栄養をとろう栄養をとろう栄養をとろう

朝食をとることは水分と塩分の補給にもなり、熱中症の予防につながります。

●声をかけ合おう声をかけ合おう声をかけ合おう声をかけ合おう

暑い日は、「水分とっている？」 「少し休んだ方がいいよ」 など声をかけ合いま

しょう。

熱中症の症状熱中症の症状熱中症の症状熱中症の症状

（軽）めまい、立ちくらみ、汗がとまらない、筋肉痛

（中）頭痛、吐き気、だるい

（重）意識がない、歩けない、けいれん、呼びかけに対し返事がおかしい

高体温など

熱中症の手当熱中症の手当熱中症の手当熱中症の手当

●すぐに涼しい場所に移動する。

●水分塩分を補給する。

●からだを冷やす。タオルを水にぬらしてあてるなど。

（効果的に冷やすところは３ヵ所 (1)首 (2)わきの下 (3)足の付け根）

●自分で水分がとれない場合は、すぐに病院へ。

●意識障害のあるときは、救急車を呼ぶ。

気を付けたいのは気を付けたいのは気を付けたいのは気を付けたいのは

①室内で熱中症になる高齢者が目立ちます。室温計を設置し、28℃を超え

たら扇風機やエアコンを使用して高温環境にあることのないように声かけ

をしましょう。

②子どもは汗をかくのが苦手。涼しい環境にしてあげましょう。

身延町社会福祉協議会では、介護予防、生活支援を目的に、６０歳以上６０歳以上６０歳以上６０歳以上

の男性の男性の男性の男性 を対象とした料理教室を年６回の予定で開催します。を対象とした料理教室を年６回の予定で開催します。を対象とした料理教室を年６回の予定で開催します。を対象とした料理教室を年６回の予定で開催します。

・１回目 ８月２１日（木）８月２１日（木）８月２１日（木）８月２１日（木） 下部保健福祉センター ２階 調理室

・２回目 ９月２５日（木）９月２５日（木）９月２５日（木）９月２５日（木） 中富すこやかセンター ２階 調理室

・３回目 １０月２３日（木）１０月２３日（木）１０月２３日（木）１０月２３日（木） 豊岡公民館 調理室

・４回目 １１月２０日（木）１１月２０日（木）１１月２０日（木）１１月２０日（木） 下部保健福祉センター ２階 調理室

・５回目 １２月２５日（木）１２月２５日（木）１２月２５日（木）１２月２５日（木） 中富すこやかセンター ２階 調理室

・６回目 １月２２日（木）１月２２日（木）１月２２日（木）１月２２日（木） 豊岡公民館 調理室

※※※※町保健師との合同事業もありますので、興味のある方はお気軽に町保健師との合同事業もありますので、興味のある方はお気軽に町保健師との合同事業もありますので、興味のある方はお気軽に町保健師との合同事業もありますので、興味のある方はお気軽に

お申込みください！！！！お申込みください！！！！お申込みください！！！！お申込みください！！！！

【対象者】 町内在住の６０歳以上６０歳以上６０歳以上６０歳以上の男性

【時 間】 午前１０：００～午後１：００

【講 師】 管理栄養士 栗田恭子先生栗田恭子先生栗田恭子先生栗田恭子先生

【協 力】 食生活改善推進員会

【その他】 持ち物 ： エプロン、三角巾、筆記用具 参加費 ： 無料

※参加は１回でも受け付けます。

※申し込みは、８月１４日（木）８月１４日（木）８月１４日（木）８月１４日（木）までにお願いいたします。

※会場の都合上、各会場とも２０名２０名２０名２０名までとさせて頂きますので、定員になり

次第締め切らせて頂きます。

【問い合わせ・申し込み先】 身延町社会福祉協議会

℡ 0556-62-3773

毎年夏のこの時期に、図書館では「戦争と平和」「戦争と平和」「戦争と平和」「戦争と平和」に関する本やビデ

オなどの展示・貸出を行っています。

悲劇を二度と繰り返さないために、日本でも戦争があったことを忘れ

ないために、この機会にもう一度「戦争」と「平和」について考えてみま

しょう。

展示期間展示期間展示期間展示期間 ： 8 8 8 8 月月月月1 1 1 1 日（金）日（金）日（金）日（金） ～～～～ 17 17 17 17 日（日）日（日）日（日）日（日）

【問い合わせ先】 身延町立図書館 ℡0556-62-4121

【【【【 連絡先連絡先連絡先連絡先 】】】】 身延町教育委員会身延町教育委員会身延町教育委員会身延町教育委員会 生涯学習課生涯学習課生涯学習課生涯学習課 文化財担当文化財担当文化財担当文化財担当

〒〒〒〒409409409409----2992299229922992 身延町常葉身延町常葉身延町常葉身延町常葉1,0251,0251,0251,025

℡ ℡ ℡ ℡ 0556055605560556----20202020----3017301730173017 FAX 0556FAX 0556FAX 0556FAX 0556----36363636----0088008800880088

★★★★★★★★★★★★ブッポウソウの特徴ブッポウソウの特徴ブッポウソウの特徴ブッポウソウの特徴★★★★★★★★★★★★

①ハトより少し小さい。

②体は青緑色、くちばしと足が赤い。

③飛ぶときに翼の白色の模様が目立つ。

④巨樹・古木のウロで営巣する。

⑤「ゲッ、ゲッ、ゲッゲッ、ゲッ、ゲッゲッ、ゲッ、ゲッゲッ、ゲッ、ゲッ」と鳴く。

（「ブッポウソー」と鳴くのはコノハズク）

⑥ 空中を旋回しながら餌をとる。

ブッポウソウは4月末から5月上旬に東南アジアより飛来する夏鳥です。

かつて身延山久遠寺周辺は、全国有数のブッポウソウ繁殖地として知られて

いましたが、ここ十数年繁殖が確認されておりません。しかし、これまで身

延町全域を対象に聞き取り調査や生息調査を行った結果、町内で数つがい繁

殖していることが分かりました。身延町教育委員会では、この鳥を復活させ

るため、巣箱の設置による保護活動を行っています。

ブッポウソウの雛はブッポウソウの雛はブッポウソウの雛はブッポウソウの雛は7777月下旬から月下旬から月下旬から月下旬から8888月中旬にかけて巣立ちます。こ月中旬にかけて巣立ちます。こ月中旬にかけて巣立ちます。こ月中旬にかけて巣立ちます。こ

の時期にブッポウソウがの時期にブッポウソウがの時期にブッポウソウがの時期にブッポウソウが どこに・何羽いたかどこに・何羽いたかどこに・何羽いたかどこに・何羽いたか という記録は、今後のという記録は、今後のという記録は、今後のという記録は、今後の

保護活動に大変役立つ情報です。保護活動に大変役立つ情報です。保護活動に大変役立つ情報です。保護活動に大変役立つ情報です。町内でブッポウソウを見かけたらぜひ町内でブッポウソウを見かけたらぜひ町内でブッポウソウを見かけたらぜひ町内でブッポウソウを見かけたらぜひ

下記までご連絡ください。下記までご連絡ください。下記までご連絡ください。下記までご連絡ください。

なお、マスコミで報道されるとカメラマンが大勢集まって、地元の方が

困ったり、ブッポウソウの繁殖の妨げになる可能性があります。安易に情報安易に情報安易に情報安易に情報

を広めないようご注意ください。を広めないようご注意ください。を広めないようご注意ください。を広めないようご注意ください。


