
日

10:00 ～ 11:30

12:30 ～ 15:00

2(火) 11:00 ～ 11:45

3(水) 13:30 ～ 15:00

4(木)

5(金) 13:30 ～ 15:00

7:30 ～ 8:30

9:00 ～ 10:00

18:15 ～

7(日)

8(月)

11:00 ～ 11:45

11:00 ～ 12:00

13:30 ～ 15:00

11(木)

10:30 ～ 11:30

20:00 ～ 21:30

9:00 ～ 12:00

10:30 ～ 12:00

17:00 ～ 18:30

14(日)

15(月)

16(火) 14:00 ～ 15:30

10:00 ～ 12:00

13:00 ～ 14:00

13:30 ～ 15:00

18(木) 18:00 ～

19(金) 10:30 ～ 11:30

20(土)

10:30 ～ 11:45

13:00 ～ 16:00

22(月) 13:00 ～ 16:00

23(火)

9:30 ～ 16:00

13:00 ～ 14:00

13:30 ～ 15:00

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 15:00

20:00 ～ 21:30

27(土) 10:30 ～ 12:30

28(日)

29(月)

30(火)

10(水)

幼児体操教室 身延児童館 詳細は裏面

12(金)

3B体操教室 下部地区公民館多目的ホール

25(木)

「壁面を飾ろう」（～26日） 身延児童館

親子で作り、児童館の壁面を飾ります。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：のり、お手拭き

21(日)

下部地区公民館多目的ホール

3B体操教室

24(水)

身延町立図書館横芝生広場

（雨天の場合：総合文化会館1階ホワイエ）

七面大明神を祭った開創の日を記念する大祭

26(金)

弓道教室 中富弓道場

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

弓道教室

3B体操教室

「子育て座談会」 身延児童館

七面山敬慎院

毎月第３日曜日に開催しています。

福祉保健課 ℡0556-20-4611

身延町立図書館　℡0556-62-2141

絵本の中の自然を見つけよう！

＊季節のミニシアター　＊草木を使った楽しいミニ工作　ほか

屋外で行うので、帽子を忘れずに。対象：3歳ぐらいから　参加費無料

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

中富弓道場

中富すこやかセンター２階調理室

金銭・相続・交通事故・土地建物契約など法律的な問題でお困りの方のた

めに、弁護士が相談をお受けします。

申込締切：9月19日（金）　（要予約　定員：６人）

詳細は裏面 生涯学習課 ℡0556-20-3017

詳細は裏面

「ミニチュア坑道探査ロボットを作ろ

う！」

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。

要予約

福祉保健課 ℡0556-20-4611

生涯学習課 ℡0556-20-3017

消費生活相談日

（受付時間）

観光課 ℡0556-62-1116

身延児童館 ℡0556-62-3880

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

総務課 ℡0556-42-4800中富総合会館

湯之奥金山１階多目的ホール

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

心配ごと相談日

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

松江高専の久間英樹先生による坑道探査ロボット工作教室です。

参加費：1,000円　定員：10人　対象：小学生～一般

詳細な内容は博物館までお問い合わせください。

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

下部地区公民館多目的ホール

対象児：平成25年8・11月・平成26年2・5月生まれ中富すこやかセンター乳児健診

男性料理教室（2回目）

県下一斉無料法律相談会

9(火)

1歳6ヶ月児健診

13:45 ～

発明クラブ

歯科検診

行政相談日

（受付時間）

「お弁当の日」

17(水)

総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

身延町立図書館　℡0556-62-2141

館内でお話をしながら、お弁当を食べます。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：親子のお弁当、飲み物

身延児童館

身延児童館 ℡0556-62-3880

生涯学習課 ℡0556-20-3017

生涯学習課 ℡0556-20-3017

生涯学習課 ℡0556-20-3017

身延児童館 ℡0556-62-3880

福祉保健課 ℡0556-20-4611

七面山敬慎院 ℡0556-45-2551

福祉保健課 ℡0556-20-4611

詳細は裏面 生涯学習課 ℡0556-20-3017

集まれ！０・１・２

 ≪ちいさなちいさなおはなし会≫

3B体操教室

対象児：平成24年12月・平成25年1～3月生まれ 福祉保健課 ℡0556-20-4611

当日開催時間のみ受付

　　　　　　　℡0556-62-1395

身延支所

身延児童館

連 絡 先

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

詳細は裏面

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

山梨県企画県民部 県民生活・男女参画課

　　　　　　　　℡055-223-1351

生活の中の差別について理解を深め、人権について考えましょう。

講師：斎藤洋一氏（小諸市立郷土博物館長）

申込締切：8月29日（金）　入場無料

身延山大学の先生方と子育てについて話しましょう。

対象：未就学児の保護者

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

身延児童館 ℡0556-62-3880

上映作品：「モンスターズ・ユニバーシティ」　入場無料

総務課 ℡0556-42-4800

生涯学習課 ℡0556-20-3017

科学工作を行う教室です。今年も科学工作展へ出品しました。県立科学館

において、クラブ員の作品が展示されます。ぜひご覧ください。

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

福祉保健課 ℡0556-20-4611

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

1(月) 献血 身延支所 対象：16歳～64歳までの健康な方　　内容：200ｍｌ、400ｍｌ

下部地区公民館多目的ホール

身延町総合文化会館２階 和室

生涯学習課 ℡0556-20-3017

中富すこやかセンター

「補装具に関する相談」や「補装具費支給に係る医学的判定」などを行い

ます。（原則予約制・当日は受付順）

就学前の乳幼児及び妊婦

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。

富士川町民会館 ３階大ホール

人権啓発講演会

私達の生活と「人権」

 ～「歴史から学ぶ」差別のない社会～

西島小学校PTA資源回収

区内の資源ゴミステーション 回収物は紙類のみです。新聞紙と広告は分けてください。ミックス紙は回

収物になりません。なるべくなら、学校へ搬入してください。詳しくは回

覧をご覧ください。（延期の場合は、朝放送。9月7日（日））

湯之奥金山博物館映像シアター

図書館わくわく♪おはなし会

 【自然と遊ぶ！おはなし会】

敬老の日

全席指定 4,500円　未就学児入場不可

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

町民課町民担当 ℡0556-42-4804

2歳児子育て発達相談

集まれ！０・１・２

 ≪中先生の歌のおはなし会≫

14:30

身延町総合文化会館２階 和室

中富すこやかセンター

七面山大祭（～19日）

ママ同士、お茶を飲みながら、いろんな話をしましょう。

対象：未就園児の保護者　　持ち物：お子さんの飲み物

結婚相談日

対象児：平成24年8・9月生まれ

秋分の日

身体障害者巡回相談

中富すこやかセンター

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。

「ママカフェ」

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？

中富すこやかセンター

13:00 ～

はつらつ教室

15:00

身延支所３階

中富すこやかセンター

森山良子アコースティックコンサート

西島小学校 ℡0556-42-2520

西島小校庭・旧静川小校庭
6(土)

親子映画観賞会

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

13(土)

身延町総合文化会館ホール

■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 ３期３期３期３期（９月３０日）（９月３０日）（９月３０日）（９月３０日） ■学校給食費■学校給食費■学校給食費■学校給食費 ９月９月９月９月（９月３０日）（９月３０日）（９月３０日）（９月３０日） ■保育料■保育料■保育料■保育料 ９月９月９月９月（９月２６日）（９月２６日）（９月２６日）（９月２６日）

■介護保険料■介護保険料■介護保険料■介護保険料 ５期５期５期５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 ９月９月９月９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 ９月９月９月９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 ３期３期３期３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 ９月９月９月９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 ９月９月９月９月 〃〃〃〃

広報等でお知らせしています給付金給付金給付金給付金（「臨時福祉給付金」「子育て世帯臨時特例給付金」）の申請はお済ですか？ 申請期限申請期限申請期限申請期限：：：： ９月１６日（火）９月１６日（火）９月１６日（火）９月１６日（火）

【問い合わせ先】 福祉保健課福祉担当（臨時福祉給付金）℡0556-20-4611 子育て支援課（子育て世帯臨時特例給付金）℡0556-20-4580



９９９９月月月月13131313日日日日（（（（土土土土））））久那土中久那土中久那土中久那土中（（（（岐映祭岐映祭岐映祭岐映祭）））） 下部中下部中下部中下部中（（（（翠光祭翠光祭翠光祭翠光祭）））） 中富中中富中中富中中富中（（（（しろやましろやましろやましろやま祭祭祭祭））））

９９９９月月月月13131313・・・・14141414日日日日（（（（土土土土････日日日日））））身延中身延中身延中身延中（（（（身中祭身中祭身中祭身中祭））））

☆地域の皆さまのお越しをお待ちしております。詳しくは各学校へお問い合わせください☆

９９９９月月月月27272727日日日日（（（（土土土土））））久那土小久那土小久那土小久那土小 西島小西島小西島小西島小 原小原小原小原小････原地区合同原地区合同原地区合同原地区合同 下山小下山小下山小下山小････下山地区合同下山地区合同下山地区合同下山地区合同 身延小身延小身延小身延小

大河内小大河内小大河内小大河内小････大河内地区合同大河内地区合同大河内地区合同大河内地区合同

10101010月月月月 4444日日日日（（（（土土土土））））下部小下部小下部小下部小

☆地域の皆さまのお越しをお待ちしております。詳しくは各学校へお問い合わせください☆

＊該当者につきましては、＊該当者につきましては、＊該当者につきましては、＊該当者につきましては、11111111月月月月3333日（月・祝日）開催予定日（月・祝日）開催予定日（月・祝日）開催予定日（月・祝日）開催予定の、みのぶの、みのぶの、みのぶの、みのぶ

まつまつまつまつりの席上において表彰いたしまりの席上において表彰いたしまりの席上において表彰いたしまりの席上において表彰いたしますすすす

【対対対対 象】象】象】象】身延町在住の身延町在住の身延町在住の身延町在住の８０８０８０８０歳以上（昭和９年歳以上（昭和９年歳以上（昭和９年歳以上（昭和９年１０１０１０１０月１日以前生ま月１日以前生ま月１日以前生ま月１日以前生ま

れ）れ）れ）れ）の方で、の方で、の方で、の方で、自分の歯が自分の歯が自分の歯が自分の歯が２０２０２０２０本以上ある方本以上ある方本以上ある方本以上ある方

※ただし、過去に、みのぶまつり（みのぶ健康福祉まつり）

で表彰された方は対象外となります。

【応募方法】 直接、下記まで申込みをお願いします。直接、下記まで申込みをお願いします。直接、下記まで申込みをお願いします。直接、下記まで申込みをお願いします。

その際に氏名・年齢・住所・電話番号を伝えてください。その際に氏名・年齢・住所・電話番号を伝えてください。その際に氏名・年齢・住所・電話番号を伝えてください。その際に氏名・年齢・住所・電話番号を伝えてください。

【応募期限】 ９月３０日（火）９月３０日（火）９月３０日（火）９月３０日（火）

【審査方法】 以下の①又は②のいずれかで審査します。以下の①又は②のいずれかで審査します。以下の①又は②のいずれかで審査します。以下の①又は②のいずれかで審査します。

①かかりつけ歯科医の証明書を提出【平成26年4月以降の証明書】

（歯が２０本以上あることが分かれば、どんな様式でも結構です）

②町の歯科検診を受診 歯科検診日・・・ ９月９日（火）

■受付時間：午後１時４５分～２時３０分

■場所：中富すこやかセンター２階

※検診を希望される方は９月５日（金）までに連絡ください

申し込み・問い合わせ先

福祉保健課 健康増進担当

℡０５５６－２０－４６１１

9月1日は「防災の日防災の日防災の日防災の日」、8月30日から9月5日は「防災週間防災週間防災週間防災週間」です。

平成23年3月11日に発生した東日本大震災は、東北地方の太平洋沿岸

を中心に、甚大な被害をもたらし、今も多くの方々が不自由な暮らしをして

おります。

山梨県でも、東日本大震災では強い揺れを体験したほか、本年2月には

記録的な大雪に見舞われました。また、いつ起きてもおかしくないと言われ

ている東海地震東海地震東海地震東海地震をはじめ、首都直下型地震首都直下型地震首都直下型地震首都直下型地震など災害の危険性が指摘され

ており、活火山である富士山の噴火富士山の噴火富士山の噴火富士山の噴火にも十分な注意を払っていく必要があ

ります。

防災の日を中心に、この週間中、各地で自主防災組織などによる防災訓

練が行われます。自分や家族そして地域の方々の生命を守るためには、

日頃からの心構えと備えが大切です。緊急時には備えていないことは上手

くできません。積極的に防災訓練などに参加してください。

「災害は忘れた頃にやってくる」「災害は忘れた頃にやってくる」「災害は忘れた頃にやってくる」「災害は忘れた頃にやってくる」 「備えあれば憂いなし」「備えあれば憂いなし」「備えあれば憂いなし」「備えあれば憂いなし」

この言葉にあるように、災害への心構えと防災対策について、この機会に

地域で家族で再確認しましょう。

【問い合わせ先】 県防災危機管理課 TEL 055-223-1432

FAX 055-223-1429

親子でスキンシップをとりながら、体を動かす楽しさを体験しましょう♪

ママにも嬉しい簡単なエクササイズやストレッチも教えてもらえます☆

【対 象 者】…町内に居住している未就園児（３歳以下）

【期 日】…９月１２日～平成２７年１月９日までの毎月第２金曜日（全５回）

※全５回参加できなくても大丈夫です。１回からでも受付けます。

【時 間】…午前１０時３０分～１１時３０分

【会 場】…身延児童館

【参 加 料】…無料

【持 ち 物】…運動のできる服装、汗ふきタオル、飲み物など

【講 師】…ＮＰＯ法人ルーデンススポーツクラブ 体操コーチ 野村諒子先生

【申 込 み】…９月５日（金）までに教育委員会 生涯スポーツ担当

へ電話にてお申し込みください。

◇３Ｂ体操とは、ボール、ベル、ベルターの用具を運動の助けとして使

用しながら、全ての動きを音楽に合わせて集団で行う健康体操です。

【対 象 者】…身延町に居住の方（参加費無料）

【期 日】…９月３日～１０月２２日までの毎週水曜日（全８回）

【時 間】…午後１時３０分～３時まで

【会 場】…下部地区公民館（常葉１０２５）

【参加定員】…２０人【先着順】

【持 ち 物】…運動のできる服装、汗ふきタオル、飲み物、運動のできる靴など

【講 師】…（公社）日本３Ｂ体操協会公認指導者 上野玲子 指導士

【申 込 み】…８月２７日（水）までに教育委員会 生涯スポーツ担当

へ電話にてお申し込みください。

申し込み・問い合わせ先

生涯スポーツ担当 Ｔｅｌ０５５６－２０－３０１７

住民の日常生活での不安や悩みなど、誰でも、どんな問題で誰でも、どんな問題で誰でも、どんな問題で誰でも、どんな問題で

も気軽に相談できる窓口も気軽に相談できる窓口も気軽に相談できる窓口も気軽に相談できる窓口として、心配ごと相談所心配ごと相談所心配ごと相談所心配ごと相談所を設置して

います。

相談内容等の秘密は固く守られますので、日頃の悩みごと等があ

りましたらお気軽に、安心してご相談くださいお気軽に、安心してご相談くださいお気軽に、安心してご相談くださいお気軽に、安心してご相談ください。。。。

●開設日 毎月第２・４金曜日

●時間 午後１時～３時

●場所 ・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

■問い合わせ先■

身延町社会福祉協議会

ＴＥＬ：0556-62-3773


