
日

1(日)

2(月)

3(火) 11:00 ～ 11:45

5(木)

6(金) 10:30 ～ 11:30

7(土) 10:00 ～ 11:45

8(日) 13:30 ～

10:00 ～ 11:30

12:30 ～ 15:00

10(火) 11:00 ～ 11:45

10:00 ～ 12:00

11:00 ～ 12:00

20:00 ～ 21:00

12(木) 13:30 ～ 15:00

14(土) 9:00 ～ 11:30

9:30 ～ 16:30

10:30 ～ 11:45

13:00 ～ 16:00

16(月)

17(火) 11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 14:00

13:30 ～ 15:00

19(木)

10:30 ～ 11:30

21(土)

春分の日

13:00 ～ 15:30

22(日)

10:30 ～ 11:30

13:00 ～ 16:00

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:30

9:30 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

26(木)

27(金) 13:00 ～ 15:00

28(土)

29(日)

10:00 ～ 11:00

12:00 ～ 15:00

31(火)

町民課 町民担当 ℡0556-42-4804

「壁面を飾ろう」（～25日） 身延児童館

親子で製作をして、壁面を飾りましょう。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

中富すこやかセンター

身延町総合文化会館２階 和室

23(月)

24(火)

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

はつらつ教室

25(水)

消費生活相談日 身延保健センター2階 会議室Ｃ 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

18(水)

2歳児子育て発達相談

乳児健診

第47回 西嶋和紙の里蔡倫書道展表彰式

9(月)

30(月) 献血

「お弁当の日」

下部地区公民館講座「３B体操教室」

町内中学校 卒業式

集まれ！０・１・２

≪中先生の歌のおはなし会≫

15(日)

4(水)

13(金)

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。

15:00

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。

中富すこやかセンター

身体障害者巡回相談

生涯学習課 ℡0556-20-3017

なかとみ現代工芸美術館

　　　　　　　℡0556-20-4555

なかとみ現代工芸美術館

図書館わくわく♪おはなし会

　＊絵本の中の春を見つけよう＊

ヨガ教室 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）

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

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

当日開催時間のみ受付

　　　　　　　　℡0556-62-1395

結婚相談日 身延支所

春の絵本の読み聞かせや、ミニシアターを楽しもう。

工作：羊毛フェルトであったか工作♪

対象：３歳くらいのお子さんから

身延支所3階

～

在宅介護者リフレッシュ交流会 福祉保健課 ℡0556-20-4611中富すこやかセンター

身延児童館 ℡0556-62-3880

中富すこやかセンター

身延町立総合文化会館 ホワイエ

対象：在宅介護をされている介護者の方

講師：藤本チフミ先生（体操の先生）　参加希望の方は要電話申込み

身延児童館

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

総務課 ℡0556-42-4800

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

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

毎月第３日曜日に開催しています。

（受付時間）

連 絡 先

総務課（消防団本部）

　　　　　　　℡0556-42-4800

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

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

就学前の乳幼児及び妊婦

春季火災予防運動（～7日） 町内全域　消防団による巡回等

火災が発生しやすい時季を迎えるにあたり、住民一人ひとりの火災予防思想

の一層の普及を図ります。

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

対象児：平成25年2・3月生まれ

14:30 福祉保健課 ℡0556-20-4611

歯科検診

13:45

親子で楽しみながら、交通安全教室に参加しましょう。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

親子映画観賞会 湯之奥金山博物館 映像シアター 上映作品：「アナと雪の女王」無料 湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

「親子交通安全教室」 身延児童館

なかとみ現代工芸美術館

2月27日から開催されている蔡倫書道展の最終日です。

午後から表彰式を開催します。

なかとみ和紙の里 ℡0556-20-4556

献血 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：４００ml（２００mlの採血は行いません、また体重が50kg以下の方

は採血が出来ませんのでご注意ください。）

福祉保健課 ℡0556-20-4611

発明クラブでは、来年度のクラブ員を募集しています。お問い合わせ・お申

し込みは右記までお願いします。

春の美術館祭　－会いに来てくれて

“ありが灯”展－　（～28日まで）

和紙で作った手作り灯り作品の展示です。　入館無料

発明クラブ

13:00 ～

行政相談日

身延町総合文化会館２階 和室

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

詳しくは裏面をご覧ください 学校教育課 ℡0556-20-3016

ボール等の用具を使い、音楽に合わせて行う健康体操です。どなたでも参加

できます。（参加費無料）持ち物：飲み物、汗ふきタオル等。参加希望者は

下部地区公民館に電話で申し込んでください。（先着20人）

下部地区公民館 ℡0556-20-3017

福祉保健課 ℡0556-20-4611

詳しくは裏面をご覧ください 学校教育課 ℡0556-20-3016

11(水)

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

「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）

福祉保健課 ℡0556-20-4611

町内小学校 卒業式

中富すこやかセンター 対象児：平成26年2・5・8・11月生まれ

下部地区公民館

ヨガ教室 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）

福祉保健課 ℡0556-20-4611

年金相談会 竜王年金事務所職員による年金相談会です。

心配ごと相談日

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

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

福祉保健課 ℡0556-20-4611身延支所

対象：１６歳～６４歳までの健康な方

内容：４００ml（２００mlの採血は行いません、また体重が50kg以下の方

は採血が出来ませんのでご注意ください。）

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？

南部町森林組合

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

20(金)

リアル謎解きゲーム×

　　　　　　　　湯之奥金山博物館

『怪盗18面相からの挑戦状』（第3回）

湯之奥金山博物館多目的ホール

怪盗１８面相が残した謎を解き、甲州金を取り戻すリアル謎解きゲーム。

対象：小学生以上 どなたでも参加できます。

参加費：小・中学生 700円　高校生以上 900円　定員30人

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

「お楽しみ会」

親子で身体を動かして、遊びましょう。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880身延児童館



【問い合わせ先】生涯学習課 生涯スポーツ担当　【問い合わせ先】生涯学習課 生涯スポーツ担当　【問い合わせ先】生涯学習課 生涯スポーツ担当　【問い合わせ先】生涯学習課 生涯スポーツ担当　☎ 0556-20-3017☎ 0556-20-3017☎ 0556-20-3017☎ 0556-20-3017

■■■■ 3月11日3月11日3月11日3月11日（（（（水水水水）））） 中富中学校中富中学校中富中学校中富中学校（（（（☎☎☎☎0556-42-2023）0556-42-2023）0556-42-2023）0556-42-2023）　　　　身延中学校身延中学校身延中学校身延中学校（（（（☎☎☎☎0556-62-0106）0556-62-0106）0556-62-0106）0556-62-0106）

久那土中学校久那土中学校久那土中学校久那土中学校（（（（☎☎☎☎0556-37-0230）0556-37-0230）0556-37-0230）0556-37-0230）

下部中学校下部中学校下部中学校下部中学校（（（（☎☎☎☎0556-36-0353）0556-36-0353）0556-36-0353）0556-36-0353）

■■■■ 3月20日3月20日3月20日3月20日（（（（金金金金）））） 西島小学校西島小学校西島小学校西島小学校（（（（☎☎☎☎0556-42-2520）0556-42-2520）0556-42-2520）0556-42-2520）　　　　原小学校原小学校原小学校原小学校（（（（☎☎☎☎0556-42-2304）0556-42-2304）0556-42-2304）0556-42-2304）

下山小学校下山小学校下山小学校下山小学校（（（（☎☎☎☎0556-62-5107）0556-62-5107）0556-62-5107）0556-62-5107）　　　　身延小学校身延小学校身延小学校身延小学校（（（（☎☎☎☎0556-62-0066）0556-62-0066）0556-62-0066）0556-62-0066）

大河内小学校大河内小学校大河内小学校大河内小学校（（（（☎☎☎☎0556-62-1225）0556-62-1225）0556-62-1225）0556-62-1225）

久那土小学校久那土小学校久那土小学校久那土小学校（（（（☎☎☎☎0556-37-0220）0556-37-0220）0556-37-0220）0556-37-0220）　　　　下部小学校下部小学校下部小学校下部小学校（（（（☎☎☎☎0556-36-0350）0556-36-0350）0556-36-0350）0556-36-0350）

■■■■ 3月17日3月17日3月17日3月17日（（（（火火火火）））） 原保育所原保育所原保育所原保育所（（（（☎☎☎☎0556-42-2342）0556-42-2342）0556-42-2342）0556-42-2342） 静川保育所静川保育所静川保育所静川保育所（（（（☎☎☎☎0556-42-4431）0556-42-4431）0556-42-4431）0556-42-4431）

■■■■ 3月18日3月18日3月18日3月18日（（（（水水水水）））） 久那土保育所久那土保育所久那土保育所久那土保育所（（（（☎☎☎☎0556-37-0014）0556-37-0014）0556-37-0014）0556-37-0014） 常葉保育所常葉保育所常葉保育所常葉保育所（（（（☎☎☎☎0556-36-0851）0556-36-0851）0556-36-0851）0556-36-0851）

■■■■ 3月24日3月24日3月24日3月24日（（（（火火火火）））） 西嶋保育所西嶋保育所西嶋保育所西嶋保育所（（（（☎☎☎☎0556-42-2544）0556-42-2544）0556-42-2544）0556-42-2544）　　　　※10※10※10※10：30 ～　：30 ～　：30 ～　：30 ～　西嶋保育西嶋保育西嶋保育西嶋保育所閉所式所閉所式所閉所式所閉所式

■■■■ 3月27日3月27日3月27日3月27日（（（（金金金金）））） 下山立正保育園下山立正保育園下山立正保育園下山立正保育園（（（（☎☎☎☎0556-62-5754)0556-62-5754)0556-62-5754)0556-62-5754)

■■■■ 3月28日3月28日3月28日3月28日（（（（土土土土）））） 大野山保育園大野山保育園大野山保育園大野山保育園（（（（☎☎☎☎0556-62-2541)0556-62-2541)0556-62-2541)0556-62-2541)

50cc以下のバイク

5,900円

最高速度35㎞/h未満のもの

4,000円 6,000円

区 分

原動機付自転車

ミニカー・電気自動車

軽　自　動　車 二輪

ボートトレーラー等

126cc～250ccまでのバイク 2,400円 3,600円

91cc～125ccまでのバイク

3,700円

2,400円

3,600円

2,400円

■

1,000円 2,000円

税 率 （ 年 額 ）

2,000円

平成26年度まで 平成27年度から

51cc～90ccまでのバイク 1,200円

2,500円

2,400円

小型特殊

自 動 車
その他 最高速度15㎞/h未満のもの 4,700円

1,600円

農耕作業用 1,600円

9：30 ～9：30 ～9：30 ～9：30 ～

10：00 ～10：00 ～10：00 ～10：00 ～

9：00 ～9：00 ～9：00 ～9：00 ～●●●●中学校卒業式中学校卒業式中学校卒業式中学校卒業式

二輪の小型自動車 250ccを超えるもの

●●●●小学校卒業式小学校卒業式小学校卒業式小学校卒業式 9：30 ～9：30 ～9：30 ～9：30 ～

10：00 ～10：00 ～10：00 ～10：00 ～

●●●●保育所保育所保育所保育所（（（（園園園園））））卒園式卒園式卒園式卒園式 9：00 ～9：00 ～9：00 ～9：00 ～

9：00 ～9：00 ～9：00 ～9：00 ～ 10：30 ～10：30 ～10：30 ～10：30 ～

9：00 ～9：00 ～9：00 ～9：00 ～

10：30 ～10：30 ～10：30 ～10：30 ～

10：00 ～10：00 ～10：00 ～10：00 ～

10：00 ～10：00 ～10：00 ～10：00 ～

下水道使用料

■

■

■

■

■

奥の湯温泉使用料

簡易水道使用料

（３月２５日）

（　　〃　　）３月

３月 （　　〃　　）

（　　〃　　）

（３月２６日）

（　　〃　　）

保育料

国民健康保険税

町営住宅使用料

３月

３月

３月

９期

種　　　別 団　　体　　名 練　　習　　日　・　時　　間 練　　習　　場　　所 会　費　等

少 年 野 球

身延野球スポーツ少年団

火・水（午後4時30分～7時）

土・日（午前8時30分～午後5時）※試合あり

下山グラウンド

団　員　年15,000円

保護者　年10,000円

身延東野球スポーツ少年団

火・木（午後4時30分～7時30分）

土・日（午前8時～正午）※一日練習・試合あり

大河内小学校グラウンド

団　員　月2,000円

保護者　月1,000円

団　員　月3,000円

空 手 道

南松院空手道会スポーツ少年団 月・木（午後7時30分～10時）

南松院道場（下山）

下山小学校体育館

団　員　月3,000円

太和道場空手道スポーツ少年団 火・木（午後7時～9時） 下部中学校体育館 団　員　月2,500円

団員（1～3年）年10,000円

柔      道 身延柔道スポーツ少年団 火・木（午後7時～9時） 身延町武道場 団　員　年2,000円

女 子 バ レ ー 西嶋リリーズスポーツ少年団

火（午後6時30分～9時）

土（午前9時～正午）・日（練習試合、公式戦）

勤労青年センター体育館（宮木）

保護者　月4,000円

剣      道 身延葵剣道スポーツ少年団 火・金（午後７時～10時） 大河内小学校体育館 団　員　月2,000円

サ ッ カ ー 身延ユナイテッドＳＣスポーツ少年団

水・金（午後7時30分～9時）

土・日（練習試合・公式戦）

下山小学校グラウンド

身延町民体育館（雨天時）

団　員　月4,000円

団員（4～6年）年15,000円

保護者　年2,000円

な ぎ な た 身延なぎなたスポーツ少年団 水 （午後6時30分～8時30分） 下部中体育館 団　員　年500円

遠征につき1,000円　

ソフトテニス 身延ジュニアソフトテニスクラブ

水（午後7時30分～9時30分）

日（午前8時30分～正午）

甲南テニスコート（手打沢） 団　員　年6,000円

中学生硬式野球 身延リトルシニア

水・木 （午後７時～9時）

土（午後2時～5時）・日（練習試合・公式戦）

下山野球場

●原動機付自転車および二輪車など、登録されている次の車種の車両すべてが原動機付自転車および二輪車など、登録されている次の車種の車両すべてが原動機付自転車および二輪車など、登録されている次の車種の車両すべてが原動機付自転車および二輪車など、登録されている次の車種の車両すべてが、、、、平成平成平成平成27年度から年度から年度から年度から

新税率が適用となります。新税率が適用となります。新税率が適用となります。新税率が適用となります。

【問い合わせ先】 税務課課税担当 ☎0556-42-4803

忘れずに納めましょう！！忘れずに納めましょう！！忘れずに納めましょう！！忘れずに納めましょう！！

便利な口座振替を便利な口座振替を便利な口座振替を便利な口座振替を

お勧めしています！お勧めしています！お勧めしています！お勧めしています！

スポーツ少年団は随時、団員を募集しています！！

詳細は生涯学習課生涯スポーツ担当までお問合せください。

身も心もレベルアップ！

仲間ができて楽しいよ♪

地方税法の一部改正に伴い地方税法の一部改正に伴い地方税法の一部改正に伴い地方税法の一部改正に伴い平成平成平成平成27年度から年度から年度から年度から


