
日

10:00 ～ 11:00

11:00 ～ 11:45

3(木)

4(金)

5(土) 14:00 ～

6(日) 6:00 ～ 19:00

7(月)

8(火) 11:00 ～ 11:45

10:00 ～ 15:00

11:00 ～ 12:00

20:00 ～ 21:00

10(木)

9:30 ～ 17:00

12(土) 9:00 ～ 11:30

10:30 ～ 11:45

13:30 ～ 15:30

14(月)

11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 14:00

9:00 ～ 16:00

9:30 ～ 16:00

17(木)

10:30 ～ 11:30

13:00 ～ 15:00

19(土)

20(日) 13:00 ～ 16:00

21(月)

22(火) 11:00 ～ 11:45

23(水)

24(木) 10:00 ～ 11:00

25(金)

26(土)

27(日)

28(月)

29(火)

30(水)

31(木) 23:50 ～

1(火)

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

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。

クリスマスの楽しい絵本・ミニシアター・てあそび・ミニ工作など

対象：3歳ぐらいから　参加費：無料

「クリスマス飾りを作ろう」（～3日）

総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

今年もクリスマスツリーの飾り付けを行います。文化会館へお越しの際は、

ぜひご覧ください。

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

図書館わくわく♪おはなし会

　図書館でひと足早い★クリスマス★

行政相談日

～

16(水)

年金相談会 中富総合会館 社会保険労務士による年金相談会です。 町民課町民担当 ℡0556-42-4804

年金相談会 南部町森林組合 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

15(火)

連 絡 先

集まれ！０・１・２

≪中先生の歌のおはなし会≫

乳児健診

「ママカフェ」 身延児童館

身延山久遠寺 ℡0556-62-1011

身延山久遠寺の大鐘は、大晦日のみ先着1000人の一般の方も撞くことが出

来ます。108の煩悩を滅除し、家内安全で幸多き新年を祈ります。

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

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

天皇誕生日

「壁面を飾ろう」（～25日）

親子で製作して、児童館の壁面を飾りましょう。

対象：未就園児と保護者

身延山久遠寺　除夜の鐘 身延山久遠寺境内 大鐘楼

結婚相談日 身延支所 毎月第３日曜日に開催しています。

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

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。心配ごと相談日

発明クラブ

心配ごと相談日

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。

身延町総合文化会館１階 メディアルー

ム

身延町総合文化会館ホール ※要整理券、未就学児入場不可

身延町総合文化会館２階 和室

身延総合文化会館

「お弁当の日」

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

現代工芸の分野で活躍する精鋭作家群による、陶磁、染織、金属、漆などの

創意ある素晴らしい作品約70点をご紹介いたします。

中富すこやかセンター

身延町総合文化会館２階 和室 身延町立図書館 ℡0556-62-2141

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

身延町総合文化会館２階 会議室

証文などを読み解きます。対象：初心者　参加費：無料

1回のみの参加も出来ます.。お気軽にご参加ください。

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

ヨガ教室（下部集落公民館事業）

栃原金山遺跡見学会

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

本州最後の平成時代の金山、栃原金山にて遺跡見学会を行います。

参加費：300円　　　定員：15人　　対象：小学生～一般

集合場所：湯之奥金山博物館

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

15:00

図書館古文書講座②

身延児童館 身延児童館 ℡0556-62-3880

クリスマス飾りを作りましょう。材料は、児童館で用意します。

対象：未就園児と保護者

下部温泉会館

栃原金山（茨城県）

身延児童館 ℡0556-62-3880

身延町なかとみ現代工芸美術館

　　　　　　℡0556-20-4555

下部集落公民館 ℡0556-36-1450

　　　　　　　　　（公民館主事 笠井）

ママ同士お茶を飲みながら、いろんなお話を楽しみましょう。

対象：未就園児の保護者　　持ち物：お子さんの飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

18(金)

身延児童館 ℡0556-62-3880

13:00

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

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。

総務課 ℡0556-42-4800

当日開催時間のみ受付

　　　　　　℡0556-62-1395

（受付時間）

福祉保健課 ℡0556-20-4611対象児：平成26年11月・平成27年2・5・8月生まれ

身延町総合文化会館２階 和室 身延町立図書館 ℡0556-62-2141

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。

身延児童館

14:30

就学前の乳幼児及び妊婦

中富すこやかセンター

対象児：平成25年10～12月生まれ2歳児子育て発達相談

13:452(水)

生涯学習課 ℡0556-20-3017

歯科検診

～ 福祉保健課 ℡0556-20-4611

山梨県警察音楽隊ふれあいコンサート

in 身延

特設人権相談所開設

下部保健福祉センター

中富総合会館

身延保健センター

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。

総務課 ℡0556-42-4800

9(水)

「第54回 日本現代工芸美術展 in

YAMANASHI」（～1／24）

身延町なかとみ現代工芸美術館

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

11(金)

13(日)

■固定資産税 ３期(１２月２５日) ■学校給食費 12月(１２月２５日) ■保 育 料 12月(１２月２５日)
■国⺠健康保険税 ６期( 〃 ) ■町営住宅使⽤料 12月(      〃 ) ■簡易⽔道使⽤料 12月(１２月２８日)
■介護保険料 ７期( 〃 ) ■奥の湯温泉使⽤料 12月(        〃 ) ■下⽔道使⽤料 12月(       〃 )
■後期⾼齢者保険料 ６期( 〃 )

母子健康手帳母子健康手帳母子健康手帳母子健康手帳 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、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、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、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。来所前に必ずお電話をください。来所前に必ずお電話をください。来所前に必ずお電話をください。 【【【【連絡先連絡先連絡先連絡先】】】】福祉保健課保健師福祉保健課保健師福祉保健課保健師福祉保健課保健師 ℡℡℡℡0556055605560556----20202020----4611461146114611



本格的な寒さの前に早めの本格的な寒さの前に早めの本格的な寒さの前に早めの本格的な寒さの前に早めの 水道凍結防止対策水道凍結防止対策水道凍結防止対策水道凍結防止対策 をお願いします！をお願いします！をお願いします！をお願いします！

～～～～ 凍結防止のために凍結防止のために凍結防止のために凍結防止のために ～～～～

☆凍結しやすいところは、保護・保温しましょう☆凍結しやすいところは、保護・保温しましょう☆凍結しやすいところは、保護・保温しましょう☆凍結しやすいところは、保護・保温しましょう

*電気による保温のコードを巻く。

*厚みのあるしっかりした保温材を巻き、場所によっては二重に保護する。

*水抜き栓がついているところは、必ず水抜きをする。

*水を使っていない深夜帯などは、少量の水を出しておくことも効果的。

～～～～ 漏水の応急手当て漏水の応急手当て漏水の応急手当て漏水の応急手当て ～～～～

☆凍ってしまったら、応急処置をして至☆凍ってしまったら、応急処置をして至☆凍ってしまったら、応急処置をして至☆凍ってしまったら、応急処置をして至急急急急水道工事業者に連絡してく水道工事業者に連絡してく水道工事業者に連絡してく水道工事業者に連絡してく

ださいださいださいださい

*止水栓を右にいっぱいに回して、水を止める。

*水道管が破裂して水が飛び散っているときは、破裂している箇所にタオル

等をテープで固定し、水の飛散を一時防止する。

*指定給水装置工事事業者に修理を依頼する。

～～～～ 凍結したら凍結したら凍結したら凍結したら ～～～～

☆タオルや布をかぶせ、ぬるま湯をゆっくりとまんべんなくかけ、気長☆タオルや布をかぶせ、ぬるま湯をゆっくりとまんべんなくかけ、気長☆タオルや布をかぶせ、ぬるま湯をゆっくりとまんべんなくかけ、気長☆タオルや布をかぶせ、ぬるま湯をゆっくりとまんべんなくかけ、気長

に解かしてくださいに解かしてくださいに解かしてくださいに解かしてください

【お問い合わせ先】 水道課 ℡0556-42-4811

⻄嶋地区住⺠の皆さんの⼿作りによるイルミネーションが今年も始ま
ります。500ｍの道沿いに10万個以上の電球が住宅を彩ります。

12月 5・12・19⽇（⼟）にはすいとん、ゆず湯の無料サービスを実
施します。

１２月１日（⽕）〜 平成２８年１月３日（日）
点灯時間 午後５時〜１０時

（大晦⽇はオールナイトで点灯します）

●●●● おおおお 願願願願 いいいい ●

イルミネーションロードは、ごく普通の住宅地の

中にあるとても狭い道路です。車のすれ違いは困

難で、駐車スペースもありません。なかとみ和紙

の里の駐車場または国道52号(旧道)沿いの臨時

駐車場に駐車し、徒歩でお越しください。

多くの人が生活している住宅地ですので、マ

ナーを守ってお楽しみください。

やさしさに包まれたファンタジーワールド

１０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日日日日（（（（土土土土））））▶▶▶▶１２１２１２１２月月月月２０２０２０２０日日日日

℡ 0556-62-4500

≪≪≪≪メルヘンファンタジーメルヘンファンタジーメルヘンファンタジーメルヘンファンタジー≫≫≫≫と≪≪≪≪天使天使天使天使≫≫≫≫の２テーマで綴る、和紙や洋

紙を使ったペーパーレリーフ作品約70点を展示

Paper work, the Fantasy world

天使のプレゼント天使のプレゼント天使のプレゼント天使のプレゼントⅠⅠⅠⅠ□開館時間：午前10時～午後5時

※入館は閉館30分前まで

□休 館 日 ：毎週水曜日

□入 館 料 ：一般700円（600円）

小中学生300円（250円）

（ ）内は20名以上の団体料金

想いの力を信じて想いの力を信じて想いの力を信じて想いの力を信じてⅠⅠⅠⅠ

朝がくるまで朝がくるまで朝がくるまで朝がくるまで

森のサルティバンコ森のサルティバンコ森のサルティバンコ森のサルティバンコ2222

年末年始年末年始年末年始年末年始のののの急患医療急患医療急患医療急患医療

休日休日休日休日やややや夜間夜間夜間夜間のののの急患医療急患医療急患医療急患医療はははは、、、、９９９９月月月月にににに各戸配布各戸配布各戸配布各戸配布しましたしましたしましたしました『『『『休日夜間休日夜間休日夜間休日夜間

急患医療担当表急患医療担当表急患医療担当表急患医療担当表』』』』（（（（A3A3A3A3両面刷両面刷両面刷両面刷りりりり））））をごをごをごをご覧覧覧覧くださいくださいくださいください。。。。

なおなおなおなお、、、、担当医担当医担当医担当医がががが変更変更変更変更されることもありますのでされることもありますのでされることもありますのでされることもありますので、、、、念念念念のためのためのためのため下記下記下記下記

へおへおへおへお問問問問いいいい合合合合わせくださいわせくださいわせくださいわせください。。。。

消防署消防署消防署消防署 北部消防署北部消防署北部消防署北部消防署℡℡℡℡055055055055----272272272272----8199819981998199

中部消防署中部消防署中部消防署中部消防署℡℡℡℡0556055605560556----62626262----5119511951195119

中部消防署南分署中部消防署南分署中部消防署南分署中部消防署南分署℡℡℡℡0556055605560556----66666666----2119211921192119

やまなしやまなしやまなしやまなし医療医療医療医療ネットネットネットネット https://www.yamanashihttps://www.yamanashihttps://www.yamanashihttps://www.yamanashi----iryo.net/qq19/ iryo.net/qq19/ iryo.net/qq19/ iryo.net/qq19/ 

《《《《救急患者救急患者救急患者救急患者のののの搬送搬送搬送搬送》》》》

患者の搬送は119番で取り扱いますが、あくまで救急重傷患者に限られてお

ります。

食中毒は梅雨時期から初秋までがピークとなっていますが、冬に多く発生

する食中毒もあります。それが、ノロウイルスノロウイルスノロウイルスノロウイルスによる食中毒です。

ノロウイルスは、ごく小さい球形のウイルスで、食品内で増殖せず、人の

腸内で増殖します。人の糞便などに含まれたウイルスが川や海に流れ出て、

牡蠣などの二枚貝の中に蓄積し、それらの食品を生あるいは十分に加熱調理

しないで食べた場合に感染すると考えられています。しかし、近年では、調

理従事者などの手を経て二次汚染された食品を食べたときや、介護に携わる

人が糞便や吐物の処理をするときに、間接的に感染するケースが多くなって

います。

ノロウイルス食中毒は、ノロウイルスに汚染された食品を食べてから通常

１～２日後に激しい吐き気や嘔吐、腹痛、下痢（水様便）、発熱の他に頭痛、

上気道炎など、風邪に似た症状を呈する場合もあります。後遺症はありませ

んが、ひどいおう吐や下痢が続いた場合脱水症状になることもあり、入院・

点滴などの処置が必要になります。

【 ノロウイルスによる食中毒にならないための注意事項ノロウイルスによる食中毒にならないための注意事項ノロウイルスによる食中毒にならないための注意事項ノロウイルスによる食中毒にならないための注意事項 】

* 食品を取り扱うときは、手洗いを十分に行うこと

* 牡蠣などの貝類では 「生食用」 と「加熱調理用」 の表示に注意して購入

すること

*  ノロウイルスは熱に弱い特徴を持っていることから、できるだけ生食は避

け、加熱する場合も中心部まで十分に火を通すこと

* 給水施設や調理器具の衛生管理の徹底を図ること

* 吐物や排泄物に汚染されたものからも感染するので、処理には厳重な

注意を払いウイルスを飛散させない方法をとること

などに注意することが大切です。

◆◆◆◆問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先 県衛生薬務課 TEL055-223-1489 FAX055-223-1492


