
日

1(金)

2(土)

3(日) 9:30 ～ 16:00

4(月)

5(火) 9:00 ～

6(水) 13:00 ～ 15:00

7(木)

7:00 ～ 9:00

9:00 ～ 11:30

10(日)

11(月)

10:30 ～ 11:30

11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 14:00

11:00 ～ 12:00

13:00 ～ 15:00

20:00 ～ 21:00

14(木)

15(金)

9:30 ～ 11:00

13:00 ～ 21:00

10:00 ～

13:00 ～ 16:00

18(月)

19(火) 11:00 ～ 11:45

20(水) 13:00 ～ 15:00

21(木)

10:30 ～ 11:30

13:00 ～ 15:00

9:00 ～ 11:30

10:30 ～ 12:00

9:30 ～ 12:00

10:00 ～ 16:00

25(月) 13:00 ～ 15:00

10:30 ～ 11:30

11:00 ～ 11:45

9:30 ～ 16:00

13:00 ～ 15:00

14:00 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

28(木) 10:30 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

30(土)

31(日)

17(日)

16(土)

9(土)

23(土)

年金相談会

集まれ！０・１・２

≪中先生の歌のおはなし会≫

緑のカーテン講習会

26(火)

27(水)

ヨガ教室

ヨガ教室

13(水)

南部町森林組合

発明クラブ 身延支所3階

24(日)

下部小中学校PTA資源回収

22(金)

久那土・古関地区

中富すこやかセンター

こどもとしょかんまつり

（ブック・フェスタ・キッズ2015）

身延町立図書館

下部温泉会館

竜王年金事務所職員による年金全般に関する相談会

年金請求の受付も行います。

町民課町民担当 ℡0556-42-4804

「お兄ちゃん・お姉ちゃんと遊ぼう」 身延児童館

身延山大学子ども学コースの学生によるイベントです。親子で一緒に遊び

ましょう。対象：未就学児と保護者　　持ち物：飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

身延児童館 ℡0556-62-3880

ママ同士お茶を飲みながら、お子さんや育児のことについて話しましょ

う。お子さん向けには、紙芝居やゲームなどを行います。

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

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

　　　　　　　　（公民館主事 笠井）

中富会場の第2回目教室です。お気軽にご参加ください。 生涯学習課 ℡0556-20-3017

小学生から中学生まで(小３までは保護者同伴)を対象とした、毎月第２・４

土曜日に、科学工作・木工工作を行う教室です。年会費1,000円

クラブ員募集しています！！　ぜひ、ご参加ください。

生涯学習課 ℡0556-20-3017

みのぶ民謡教室（中富会場1回目） 中富総合会館大ホール 中富会場の第1回目教室です。お気軽にご参加ください。 生涯学習課 ℡0556-20-3017

「お弁当の日」 身延児童館

発明クラブ 身延支所3階

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

中富すこやかセンター 対象児：平成25年8月～11月生まれ

みのぶ民謡教室（中富会場2回目） 中富総合会館大ホール

久那土小学校PTA資源回収

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

　　　　　　　　（公民館主事 笠井）

1歳6ヶ月児健診 福祉保健課 ℡0556-20-4611

（受付時間）

久那土小学校 ℡0556-37-0220

「壁面を飾ろう」 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 身延児童館 ℡0556-62-3880

消費生活相談日

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

年に一度の「こどもと本のおまつり」です。おはなし会・ワークショッ

プ・こどもの本の交換会・図書館スタンプラリーほか　対象：どなたでも

29(金)

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

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

幼児体操教室（前期） 身延児童館 対象：町内在住未就園児（3歳以下）

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

7:00

「みのぶを歩く」～身延線に沿って～ 塩之沢駅(９時30分集合)

身延駅から久那土駅を6回に分けて歩く講座です。第2回は塩之沢駅から波

高島駅を歩きます。ぜひご参加ください。参加費300円

生涯学習課 ℡0556-20-3017

下部小学校 ℡0556-36-0350

～

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。 社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

「ママカフェ」 身延児童館

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。

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

みのぶ民謡教室（身延会場2回目） 総合文化会館レッスン室

結婚相談日 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

しもべおんせんまつり（１日目） 慈照院 歌謡ショー・スタンプラリー・松葉杖供養祭等

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

乳児健診 中富すこやかセンター

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

春の全国交通安全運動（～20日） 町内全域

交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践、交通事故防止の徹底等、警

察や各種団体と連携し、街頭指導等を行います。

総務課 交通防災担当

　　　　　℡0556-42-4800

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

博物館開館18周年記念イベント

気球に乗ろう

下部リバーサイドパークテニスコート

（博物館横）

対象：5歳以上～大人（先着150名）※雨天中止・実施は天候に左右され

ます。　受付時間：6：30～7：30

気球体験料金：1,000円（博物館展示観覧無料チケット付）

湯之奥金山博物館

　　　　　℡0556-36-0015

～ 15:00

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

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

身延町出身の民謡歌手、原田有唱先生による各会場全5回の民謡教室です。

民謡を楽しく学びます。お気軽にご参加ください。

生涯学習課 ℡0556-20-3017

8(金)

行政相談日

13:00

弁護士による無料相談 身延福祉センター

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：5月13日（水）～25日（月）

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。

対象児：平成26年4・7・10月・H27年1月生まれ

身延町指定民俗文化財の熊野神社太々神楽の奉納等熊野神社ほか

小学生から中学生まで(小３までは保護者同伴)を対象とした、毎月第２・４

土曜日に、科学工作・木工工作を行う教室です。年会費1,000円

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

子どもの日

沢奥のおまつり

西嶋地内 弓道場付近臨時舞台 山梨県指定無形文化財の西嶋神楽の奉納等

若宮八幡神社社務所

　　　　　℡0556-42-3884

振替休日

みのぶ民謡教室（身延会場1回目）

総合文化会館レッスン室

しもべおんせんまつり（２日目）

下部地区

集荷物、集荷場所等については、回覧を御覧になるか学校にお問い合わせ

ください。※延期の場合のみ防災無線で放送。（延期の場合5月3１日(日)）

富士川クラフトパーク

ふわふわ大集合、電動カート、食の屋台、雑貨市、パトカー見学会、音楽

ライブ、大 道芸、カヌー体験、※猿回し（3日・4日のみ）

富士川クラフトパーク

　　　　　℡0556-62-5545

みどりの日

連 絡 先行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

身近な温暖化対策「緑のカーテン」で夏を涼しく過ごしてみませんか。

幼児体操教室（前期） 身延児童館

前期は５月（身延児童館）、６月（下部地区公民館）、７月（中富すこや

かセンター）で各会場２回ずつ（全６回）開催します！！

憲法記念日

わんぱくまつり（～5日）

生涯学習課 ℡0556-20-3017

身延会場の第2回目教室です。お気軽にご参加ください。 生涯学習課 ℡0556-20-3017

しもべおんせんまつり実行委員会

　　　　　℡0556-20-3001

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

12(火)

環境下水道課 ℡0556-42-4814

福祉保健課 ℡0556-20-4611

（受付時間）

身延町総合文化会館２階 会議室

5555月月月月15151515日（金）から日（金）から日（金）から日（金）から 『『『『生活習慣病予防健診生活習慣病予防健診生活習慣病予防健診生活習慣病予防健診』』』』 が始まります。詳しくは裏面をご覧ください。が始まります。詳しくは裏面をご覧ください。が始まります。詳しくは裏面をご覧ください。が始まります。詳しくは裏面をご覧ください。 【【【【問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先】】】】福祉保健課健康増進担当福祉保健課健康増進担当福祉保健課健康増進担当福祉保健課健康増進担当 ℡℡℡℡0556055605560556----20202020----4611461146114611

5555月月月月11111111日（月）から毎週月曜日と金曜日に日（月）から毎週月曜日と金曜日に日（月）から毎週月曜日と金曜日に日（月）から毎週月曜日と金曜日に 『『『『若返り教室若返り教室若返り教室若返り教室』』』』を開催します。を開催します。を開催します。を開催します。【【【【申し込み・問い合わせ先申し込み・問い合わせ先申し込み・問い合わせ先申し込み・問い合わせ先】】】】福祉保健課在宅支援担当福祉保健課在宅支援担当福祉保健課在宅支援担当福祉保健課在宅支援担当 ℡℡℡℡0556055605560556----20202020----4611461146114611



　　下記により、平成２７年度の講座受講者を募集いたします。

【受 講 料】　　　一部個人負担があります。  【その他】 ・初心者を優先させていただきます。

【締切日時】　　　４月３０日（木） ・定員になり次第締め切らせていただきます。

【申 込 先】　　　身延町三沢１８番地　身延町働く婦人の家 ・開講期間をとおして受講できることが条件です。

（久那土出張所） （午前８時３０分～午後５時１５分） ・定員に満たない教室については、開講しない場合もあります。

TEL　０５５６－３７－０００２　 FAX　０５５６－３７－０９３７

 曙地区、夜子沢、下田原

 西嶋

 日向南沢、寺沢、切石、八日市場

 伊沼、飯富、宮木

 大須成地区、手打沢

 清沢、大炊平、岩欠、杉山、常葉、一色、和平

 古関丸畑以外の古関地区

 三澤、嶺、山家、久保、大山、上田原

 波高島、上之平、下部、湯之奥

36回

(火)

健 診 対 象 地 区

 北川、長塩、北川丸畑、市之瀬、車田、切房

 木、道、水船、芝草、樋田、熊沢、古関丸畑

１９日 (火)

１７日 (日)

１８日 (月)

下

部

地

区

体

育

館

２３日 (土)

２４日 (日)

２７日 (水)

２５日 (月)

２６日

会 場 健 診 日

す

こ

や

か

セ

ン

タ

ー

１５日 (金)

１６日 (土)

15人
午後1時午後1時午後1時午後1時～3～3～3～3時時時時

和和和和 裁裁裁裁 教教教教 室室室室

太太太太 極極極極 拳拳拳拳 教教教教 室室室室 中中中中 楯楯楯楯 悟悟悟悟
未  定 36回 　　　　毎月毎月毎月毎月３３３３回木曜日回木曜日回木曜日回木曜日 30人

午後7時30分午後7時30分午後7時30分午後7時30分～9～9～9～9時30分時30分時30分時30分

生生生生 けけけけ 花花花花 教教教教 室室室室 遠遠遠遠 藤藤藤藤 民民民民 子子子子
5月17日(日) 10回 　　　　第第第第３３３３日曜日日曜日日曜日日曜日

15人
午前9時午前9時午前9時午前9時～～～～午後4時午後4時午後4時午後4時

5月22日(⾦) 10回 　　　　第第第第４４４４金曜日金曜日金曜日金曜日 15人
午前9時午前9時午前9時午前9時～～～～午後4時午後4時午後4時午後4時

5月9日(土) 10回 　　　　第第第第２２２２．．．．４４４４土曜日土曜日土曜日土曜日

赤赤赤赤池池池池 ささささかかかか江江江江

5月11日(月) 10回 　　　　第第第第１１１１月曜日月曜日月曜日月曜日（（（（初回初回初回初回はははは第2月曜日第2月曜日第2月曜日第2月曜日））））

15人

定定定定　　　　員員員員

茶茶茶茶 道道道道 教教教教 室室室室 望望望望月月月月 富富富富美美美美子子子子

午後2時午後2時午後2時午後2時～4～4～4～4時時時時

教教教教 室室室室 名名名名 講講講講 師師師師 名名名名 開開開開 講講講講 予予予予 定定定定 日日日日 回回回回　　　　数数数数 実実実実施施施施曜曜曜曜日日日日・・・・実実実実施施施施時時時時間間間間

平成２７年度・身延町働く婦人の家文化講座受講者募集平成２７年度・身延町働く婦人の家文化講座受講者募集平成２７年度・身延町働く婦人の家文化講座受講者募集平成２７年度・身延町働く婦人の家文化講座受講者募集

１回目１回目１回目１回目 ５月５月５月５月27272727日（水）日（水）日（水）日（水） ２回目２回目２回目２回目 ８月８月８月８月26262626日（水）日（水）日（水）日（水）

３回目３回目３回目３回目 １１月１１月１１月１１月25252525日（水）日（水）日（水）日（水） ４回目４回目４回目４回目 ２月２月２月２月24242424日（水）日（水）日（水）日（水）

場所：身延福祉センター（総合文化会館南側）場所：身延福祉センター（総合文化会館南側）場所：身延福祉センター（総合文化会館南側）場所：身延福祉センター（総合文化会館南側）

時間：午後２時～時間：午後２時～時間：午後２時～時間：午後２時～４４４４時時時時

5555月月月月27272727日（水）の相談日の予約期間は、日（水）の相談日の予約期間は、日（水）の相談日の予約期間は、日（水）の相談日の予約期間は、5555月月月月13131313日（水）日（水）日（水）日（水）

～～～～25252525日（月）日（月）日（月）日（月）までとなります。までとなります。までとなります。までとなります。

---------------- この事業は社会福祉協議会が行っています。この事業は社会福祉協議会が行っています。この事業は社会福祉協議会が行っています。この事業は社会福祉協議会が行っています。 ----------------

【【【【 予約・問い合わせ先予約・問い合わせ先予約・問い合わせ先予約・問い合わせ先 】】】】 身延町社会福祉協議会（波木井身延町社会福祉協議会（波木井身延町社会福祉協議会（波木井身延町社会福祉協議会（波木井272272272272－－－－1111））））

℡ ℡ ℡ ℡ 0556055605560556－－－－62626262－－－－3773377337733773

どんな相談でも結構ですが、同一内容についての相談は１回のどんな相談でも結構ですが、同一内容についての相談は１回のどんな相談でも結構ですが、同一内容についての相談は１回のどんな相談でも結構ですが、同一内容についての相談は１回の

みとさせていただきます。秘密は固く守られます。みとさせていただきます。秘密は固く守られます。みとさせていただきます。秘密は固く守られます。みとさせていただきます。秘密は固く守られます。

ご利用に当たっては、事前の予約が必要となります。相談日２ご利用に当たっては、事前の予約が必要となります。相談日２ご利用に当たっては、事前の予約が必要となります。相談日２ご利用に当たっては、事前の予約が必要となります。相談日２

週間前より受付けいたしますので週間前より受付けいたしますので週間前より受付けいたしますので週間前より受付けいたしますので日にちを確認の上日にちを確認の上日にちを確認の上日にちを確認の上、、、、ご連絡くだご連絡くだご連絡くだご連絡くだ

さい。さい。さい。さい。

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！

■ 固定資産税 前期全納 ・１期（６月 １日）
■ 介護保険料 １期（ 〃 ）
■ 学校給食費 ５月（ 〃 ）
■ 町営住宅使⽤料 ５月（ 〃 ）
■ 奥の湯温泉使⽤料 ５月（ 〃 ）
■ 保育料 ５月（ 〃 ）
■ 簡易⽔道使⽤料 ５月（５月２６日）
■ 下⽔道使⽤料 ５月（ 〃 ）

健診の受付時間は、午前８時３０分～午前１０時３０分です。健診の受付時間は、午前８時３０分～午前１０時３０分です。健診の受付時間は、午前８時３０分～午前１０時３０分です。健診の受付時間は、午前８時３０分～午前１０時３０分です。

交通事故、医療、借金、離

婚、相続などなど・・・

≪応 募 締 切≫ 平成27年5月8日（⾦）必着
≪ 公 募 方 法≫ E-mail : contest@yda.jp に“写メ”を添付して送信してください。また、パソコンからデジ

タル写真の応募も可能です。
氏名、住所、連絡先、写真タイトル等のご記入をお忘れなく！お一人様1点まで。

≪発 表≫ 6月4日『⻭と⼝の健康週間』に合わせて⻭科医師会ホームページ（http://www.yda.jp）で
発表。また入賞者にはご送信いただいたアドレスにご連絡いたします。（携帯電話メール設
定でドメイン受信されている⽅は当アドレスの受信許可を⾏ってください。）
入賞作品は『⻭と⼝の健康週間』各イベント会場にて、また全応募作品は『第36回全国⻭科
保健大会』11月7日(日)コラニー文化ホール、及び『⼭梨県⺠⻭科保健のつどい』11月29日
(日) かいてらすにて展示させていただきます。

≪問い合わせ先≫ ⼭梨県⻭科医師会事務局（篠原）℡0556-252-6481 Ｅ-mail : shinohara-47@yda.jp

≪協 賛≫ ⼭梨県⻭科医師協同組合
・応募された写真につきましては、今後大会ＰＲ等に使用させていただく予定です。
・応募作品の著作権は、⼭梨県⻭科医師会の所属といたしますのでご了承ください。
・ご応募いただいた連絡先には、⻭に関するイベント情報などのご連絡をさせていただきます。


