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先

1(月)
小規模納税義務者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並
びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税（土地、建物及び株式などの譲
渡所得のある場合を除く。）のアドバイスを行っております。

鰍沢税務署 ℡0556-22-3191

13:00 ～ 16:00
集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

11:00 ～ 11:45 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

「鬼のお面づくり」・「豆まき」

10:00 ～ 12:00 身延児童館

鬼のお面を作って、豆まきをしましょう。対象：未就園児と保護者

身延児童館 ℡0556-62-3880

身延山節分会

13:00 ～

境内の特設舞台から、法主をはじめ荒行修法師やタレント、関取などが豆ま
きを3回に分けて行います。

身延山久遠寺 ℡0556-62-1011

「親子で遊ぼう！３B体操」

10:30 ～ 11:30 身延児童館

親子で身体を動かしてリフレッシュしましょう。
対象：未就園児と保護者
持ち物：飲み物、汗ふきタオル

身延児童館 ℡0556-62-3880

◇対象 町内小中高児童生徒並びにその子どもの保護者
◇相談内容 普段悩んでいること。（友達関係、親子関係、しつけなど）
※相談は無料です。受付時間までにお越しください。

≪問い合わせ≫
生涯学習課 ℡0556-20-3017

午前は「フードバンク」についての講演、午後は「みんながつながり元気で
暮らせるために」という題でパネルディスカッションを予定しています。ど
なたでもご参加できます。参加費無料 要予約1月25日（月）まで

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

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

対象児：平成27年1・4・7・10月生まれ

福祉保健課 ℡0556-20-4611

10:00 ～ 12:00
身延町総合文化会館

税理士による無料申告相談会

2(火)

3(水)

4(木)

身延山久遠寺境内

5(金)
下部地区公民館

認定カウンセラー川邉修作先生による
なんでも相談会

9：00～11：00 （受付 8：45～9：30)

身延町総合文化会館 13：00～15：00 （受付 12：45～13:30)
現代工芸美術館

15：30～17：30 （受付 15：15～15:45)

6(土)
みのぶボランティアの集い

9:00 ～ 15:00 中富総合会館

7(日)
8(月)
集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

11:00 ～ 11:45 身延町総合文化会館 ２階和室

9(火)
13:00 ～ 14:00
中富すこやかセンター

乳児健診
（受付時間）
「お弁当の日」

11:00 ～ 12:00 身延児童館

館内でお話をしながら、楽しくお弁当を食べましょう。
対象：未就園児と保護者
持ち物：親子のお弁当と飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

20:00 ～ 21:00 下部温泉会館

心と体を癒すヨガ教室。対象：どなたでも 持ち物：運動のできる服装、大
きめのタオルかヨガマット、水分補給用の飲料水 参加料 300円/回

下部集落公民館 ℡0556-36-1450
（笠井様）

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

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

10(水)
ヨガ教室

11(木) 建国記念の日
行政相談日

下部保健福祉センター

13:00 ～ 15:00 中富すこやかセンター

12(金)

身延福祉センター

心配ごと相談日
発明クラブ

13(土) 錫（すず）アクセサリー体験教室

第４回金山遺跡・砂金研究フォーラム

14(日) 第66回富士川駅伝競走大会

9:00 ～ 11:30 身延支所3階

小学生から中学生(小３までは保護者同伴)を対象とした、科学工作、木工作を
生涯学習担当 ℡0556-20-3017
行う教室です。年会費1,000円

11:00 ～ 13:00 湯之奥金山博物館 多目的ホール

オリジナル錫アクセサリーを作ります。 講師：五十嵐智則先生と峡南高校
の生徒の皆さん 対象：小学生～ 定員10人 材料費：500円

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

13:00 ～ 17:00 湯之奥金山博物館 ２階映像シアター

時代問わず金山遺跡・産金技術についての問題提起や日頃の素朴な疑問を語
り合ってみませんか？
一般の参加者大歓迎です。参加料500円(資料代)。

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

10:00 ～

詳しくは裏面を御覧ください。

生涯スポーツ担当 ℡0.556-20-3017

申請書が届いた方、また確定申告をする必要のある方が対象です。
※詳しくは広報2月号に掲載します。

税務課 ℡0556-42-4803

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

15(月)
9:00 ～ 12:00
下部地区・中富地区・身延地区の各会場

所得税・住民税申告受付（～３/15）
13:00 ～ 16:00

16(火)
集まれ！０・１・２
≪中先生の歌のおはなし会≫

11:00 ～ 11:45 身延町総合文化会館 ２階和室

17(水)
18(木) 中富学級祭 「一芸会」

「ママカフェ」

9:00 ～ 12:00 中富総合会館

10:30 ～ 11:30 身延児童館

中富学級祭 「一芸会」は、中富地区公民館事業の一つで、地区の方々が出演 中富総合会館 ℡0556-42-2337
しての芸能発表会です。どなたでもご覧いただけます。
生涯学習担当 ℡0556-20-3017
お茶を飲みながら、お母さん同士でお話を楽しみましょう。
対象：未就園児と保護者
持ち物：お子さんの飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

対象児：平成24年8～11月生まれ

福祉保健課 ℡0556-20-4611

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

19(金)
13:00 ～ 14:00
中富すこやかセンター

3歳児健診
（受付時間）
笑う門には福来る～！
20(土) 記念の第10回【図書館ざぶとん寄席】

14:00 ～ 15:00 身延町総合文化会館 メディアルーム

図書館の落語会でことばの面白さ、楽しさに触れてみませんか。
出演：山梨落語研究会 ※裏面に詳細

21(日) 結婚相談日

13:00 ～ 16:00 身延支所

毎月第３日曜日に開催しています。

当日開催時間のみ受付
℡0556-62-1395

11:00 ～ 11:45 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

竜王年金事務所の職員による年金相談会です。

町民課町民担当 ℡0556-42-4804

20:00 ～ 21:00 下部温泉会館

心と体を癒すヨガ教室。対象：どなたでも 持ち物：運動のできる服装、大
きめのタオルかヨガマット、水分補給用の飲料水 参加料 300円/回

下部集落公民館 ℡0556-36-1450
（笠井様）

10:30 ～ 11:30 身延児童館

親子で簡単な製作をして、壁面を飾りましょう。
対象：未就園児と保護者

身延児童館 ℡0556-62-3880

西嶋和紙と書道による教育、文化の向上を目的とする書道展です。
県内をはじめアメリカからも作品が寄せられます。

なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555
なかとみ和紙の里 ℡0556-20-4556

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

22(月)
集まれ！０・１・２

23(火) ≪ちいさなちいさなおはなし会≫
年金相談会

9:30 ～ 16:00 南部町森林組合

24(水)
ヨガ教室

25(木) 「壁面を飾ろう」（～26日）

第48回身延町西嶋和紙の里蔡倫書道展
（～3/6）

9:30 ～ 17:00 なかとみ現代工芸美術館

26(金)
下部保健福祉センター・中富すこやかセ

心配ごと相談日

27(土) 発明クラブ

28(日)

図書館わくわく♪おはなし会
≪春の訪れとひなまつりのお話≫

13:00 ～ 15:00 ンター・身延福祉センター

9:00 ～ 11:30 身延支所3階

10:30 ～ 11:30 身延町総合文化会館 １階 ホワイエ

小学生から中学生(小３までは保護者同伴)を対象とした、科学工作、木工作を
生涯学習担当 ℡0556-20-3017
行う教室です。年会費1,000円
季節の絵本の読み聞かせやミニシアター、工作を楽しもう。
対象：３歳くらいのお子さんから

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

29(月)

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。保健師が不在の時もありますので、
来所前に必ずお電話をください。
【連絡先】
連絡先】福祉保健課保健師 ℡05560556-2020-4611

主催：富士川駅伝競走大会実行委員会
主管：市川三郷町・身延町
後援：峡南教育事務所 （公財）山梨県体育協会
市川三郷町体育協会 身延町体育協会
市川三郷町スポーツ推進委員会 身延町スポーツ推進委員会
西八代郡陸上競技協会 南巨摩郡陸上競技協会
山梨日日新聞社 山梨放送
身延山観光協会 下部観光協会
鰍沢交通安全協会 南部交通安全協会
山梨県スポーツ指導者協議会峡南支部

1区

み た ま の 湯

2区

⼭梨中央銀⾏市川⽀店前

3区

市川三郷町役場六郷⽀所前

4区

身延町役場古関出張所前

5区

JR 波 高 島 駅 前

〜
〜
〜
〜
〜

⼭梨中央銀⾏市川⽀店前

5.4Ｋｍ

第１中継所：午前10時15分 通過予定

市川三郷町役場六郷⽀所前

11.2Ｋｍ

第２中継所：午前10時45分 通過予定

身延町役場古関出張所前

9.9Ｋｍ

第３中継所：午前11時20分 通過予定

JR 波 高 島 駅 前

10.8Ｋｍ

第４中継所：午前11時50分 通過予定

身延町総合文化会館前

9.0Ｋｍ

待ってました～！という人も多いはず。“ナマ”で
体験する落語を通して“ことば”の面白さ、楽しさ
を再発見してください。今年は記念すべき第10回と
なります。ステキなゲストも登場します。
冬の寒さをにぎにぎしく笑いで吹き飛ばしてしまい
ましょう！
この機会、どうぞお見逃しなく。
お申込み・お問い合わせ

ゴール

：午後12時20分 到着予定

日時：2
2月２０日(
月２０日(土) 午後２時～３時
場所：身延町総合文化会館メディアルーム
出演：紫紺亭圓夢
紫紺亭圓夢さん・萬年堂あにきさん親子
共に山梨落語研究会

ゲスト： 浅川初美さん（元ＹＢＳ山梨放送アナウンサー）
入場料：なんと無料！
申込が必要です

身延町立図書館

身延町波木井４０７番地 電話：０５５６－６２－２１４１

知っておきたい！！ 身近な法律・仕組み
法務局の職員が地域に出向いて、ご希望の講座内容について分かりやすく説明する「出前講座」と「相談会」を無料で実施しています。
地域での勉強会・研修会等に、お気軽にご活用ください。
●講座名称 ① 遺言：「知って安心！遺言制度」
② 相続：「どうするの？土地・建物の相続と相続登記」
③ 成年後見：「知って安心！成年後見制度」 ～自分らしく安心して暮らすために～
●実施日時 平日の午前9時～午後4時まで
（夜間又は休日を希望の場合は、別途調整しますのでお気軽にお尋ねください）
●所要時間 各講座それぞれ20分～60分（柔軟に設定できます）
人権イメージキャラクター
人ＫＥＮまもる君
●会
場 公民館等県内であればどこへでも出向きます。
●費
用 無料（※会場借料等が発生する場合はご負担願います）
人権イメージキャラクター
●問い合わせ先 甲府地方法務局 総務課 ℡055-252-7151
人ＫＥＮあゆみちゃん

■
■
■
■

固定資産税
４期（２月２９日）
国⺠健康保険税
８期（
〃
）
介護保険料
１０期（
〃
）
後期⾼齢者保険料 ８期（
〃
）

■
■
■

学校給食費
２月（２月２９日）
町営住宅使⽤料
２月（
〃
）
奥の湯温泉使⽤料 ２月（
〃
）

■
■
■

保育料
２月（２月２９日）
簡易⽔道使⽤料 ２月（２月２６日）
下⽔道使⽤料
２月（
〃
）

