
日

1(月) 10:00 ～ 15:00

2(火) 11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 15:00

4(木) 15:00 ～ 16:00

5(金)

10:30 ～ 11:30

13:30 ～ 21:00

7(日)

8(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

11(木) 15:00 ～ 16:00

9:00 ～ 11:30

18:00 ～ 20:30

8:00 ～ 11:30

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

15(月) 10:30 ～ 11:30

16(火)

9:00 ～ 16:00

13:00 ～ 15:00

18(木) 15:00 ～ 16:00

10:30 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

20(土) 18:00 ～

21(日)

22(月)

23(火) 10:30 ～ 11:30

9:30 ～ 16:00

13:00 ～ 15:00

20:00 ～ 21:00

10:30 ～ 11:30

15:00 ～ 16:00

26(金) 13:00 ～ 15:00

27(土) 9:00 ～ 11:30

9:00 ～ 12:00

10:30 ～ 11:45

29(月) 10:30 ～ 11:30

30(火)

17(水)

生涯学習課 ℡0556-20-3017

生涯学習課 ℡0556-20-3017

生涯学習課 ℡0556-20-3017

3(水)

生涯学習課 ℡0556-20-3017

みのぶ民謡教室(身延会場３回目) 身延町総合文化会館 民謡を楽しく学びます。ぜひご参加ください。

みのぶ民謡教室(中富会場３回目) 中富総合分館 民謡を楽しく学びます。ぜひご参加ください。

みのぶ民謡教室(身延会場2回目) 身延町総合文化会館 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。

みのぶ民謡教室(中富会場2回目) 中富総合分館 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。

9(火)

6(土)

身延山開闢会前夜祭 身延山三門特設会場

～聖なる響き　太鼓夜行in身延山～　日本航空高等学校太鼓隊、三味道、壱富士

による出演

身延山観光協会 ℡0556-62-0502

身延児童館 ℡0556-62-3880

12(金)

身延児童館「親子で遊ぼう３B体操！」

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

粗大ごみ収集 町内１０か所 身延町住民 環境下水道課 ℡0556-42-4814

年金相談会

身延児童館 ℡0556-62-3880

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

「小説と自分史」講座

14(日)

図書館わくわく♪おはなし会

昔話と懐かしい遊びを楽しもう！

身延町総合文化会館和室

昔話っておもしろい！おはなしとミニシアター

昔の遊びを楽しもう！懐かしの工作　対象：3歳以上から

身延支所

「小説と自分史」講座

心配ごと相談日

19(金)

13(土)

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

「お弁当の日」

「ママカフェ」 身延児童館

お茶を飲みながら、ママ同士でいろんな話をしましょう。子どもたちは、絵本や

ゲームなどで遊びます。　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

生涯学習課 ℡0556-20-3017発明クラブ

身延山開闢会御入山行列 総門～御草庵跡（雨天時：久遠寺）

13:45

下部地区公民館

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

10(水)

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

中富すこやかセンター

ヨガ教室

総務課 ℡0556-42-4800

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

14:30

生涯学習課 ℡0556-20-3017

福祉保健課 ℡0556-20-4611

生涯学習課 ℡0556-20-3017

就学前の乳幼児及び妊婦

中富すこやかセンター

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

13:00 ～

身延町立図書館 ℡0556-62-2141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。

身延児童館 ℡0556-62-3880

下部地区公民館

対象児：平成26年5・8・11月・平成27年2月生まれ

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。

「山を祭る人々」(２０１４)で樋口一葉記念第22回やまなし文学賞受賞を受賞し

た池田茂光氏による講座です。これまでの自分を振り返る自分史や小説を実際に

書いてみませんか？途中参加も可能です。(全4回)　※定員15名

対象児：平成25年4～6月生まれ

（受付時間）

下部集落公民館 ℡0556-36-1450

　　　　　　　　　　（公民館主事 笠井）

親子で身体を動かして、リフレッシュしましょう。　対象：未就学児と保護者。

お父さんの参加大歓迎！　　持ち物：飲み物、汗ふきタオル

福祉保健課 ℡0556-20-4611

町民課町民担当 ℡0556-42-4804社会保険労務士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。

「父の日のプレゼントを作ろう」

　　　　　　　　　　　 （～17日）

当日開催時間帯のみ受付

　　　　　　　℡0556-62-1395

結婚相談日

父の日のプレゼントを作りましょう。対象：未就園児と保護者身延児童館

下部地区公民館

これまでの自分を振り返る自分史や小説を実際に書いてみませんか？

途中参加も可能です。気軽にご参加ください。(全4回)　※定員15名

生涯学習課 ℡0556-20-3017

福祉保健課 ℡0556-20-4611中富すこやかセンター3歳児健診

湯之奥金山博物館　映像シアター親子映画観賞会

対象児：平成23年12月・平成24年1・2・3月生まれ

身延支所３階

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

日に工作を行う教室です。ぜひ、ご参加ください。年会費1,000円

行政相談日

「山を祭る人々」(２０１４)で樋口一葉記念第22回やまなし文学賞受賞を受賞し

た池田茂光氏による講座です。

24(水)

年金相談会

25(木)

生涯学習課 ℡0556-20-3017「小説と自分史」講座 下部地区公民館

身延児童館 ℡0556-62-3880

南部町森林組合 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

「救急法講習会」 身延児童館 ℡0556-62-3880

下部集落公民館 ℡0556-36-1450

　　　　　　　　　　（公民館主事 笠井）

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

下部温泉会館ヨガ教室

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

生涯学習課 ℡0556-20-3017

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。

これまでの自分を振り返る自分史や小説を実際に書いてみませんか？

途中参加も可能です。気軽にご参加ください。(全4回)　※定員15名

心と体を癒すヨガ教室。裏面参照

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

生涯学習課 ℡0556-20-3017

参加者、随時募集中です。ぜひ、ご参加ください。

お申し込みは、右記まで電話にてお願いします。年会費1,000円

第3回は波高島駅から下部温泉駅を歩きます。

お問い合わせは、右記までお願いいたします。(参加費300円)

「壁面を飾ろう」 身延児童館

幼児体操教室（前期） 下部地区公民館

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♪

対象：町内居住未就園児（3歳未満）とその保護者　参加料：無料

2歳児子育て発達相談

身延児童館

中部消防署から講師を迎え、水遊びの事故防止、AEDの使い方などについて教え

ていただきます。 対象：未就園児と保護者、講習会に興味のある方

身延支所３階

（受付時間）

みのぶを歩く～身延線に沿って～ 波高島駅(9時集合)

発明クラブ

上映作品：「となりのトトロ」　入場無料

連 絡 先

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

特設人権相談所開設

身延町総合文化会館２階 和室

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。（詳しくは裏面をご覧ください）

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。

下部保健福祉センター２階 会議室

中富総合会館１階 和室Ｂ

身延保健センター２階 会議室

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

総務課 ℡0556-42-4800

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

歯科検診

「小説と自分史」講座

～

幼児体操教室（前期）

毎月第３日曜日に相談所を開設しています。

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。

心と体を癒すヨガ教室。裏面参照

身延支所

下部温泉会館

乳児健診

日蓮聖人が身延山に入山したことを記念して行われる行事 身延山久遠寺 ℡0556-62-1011

28(日)

一色ホタルまつり 一色ホタルの里駐車場 裏面参照 観光課 ℡0556-62-1116

下部地区公民館

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♪

対象：町内居住未就園児（3歳未満）とその保護者　参加料：無料

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

5555月から毎週月曜日と金曜日に月から毎週月曜日と金曜日に月から毎週月曜日と金曜日に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』』』』を開催しています。を開催しています。を開催しています。を開催しています。【【【【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



特定計量器（はかり）定期検査特定計量器（はかり）定期検査特定計量器（はかり）定期検査特定計量器（はかり）定期検査

　

　

●●●●ホタルが多く見られる条件ホタルが多く見られる条件ホタルが多く見られる条件ホタルが多く見られる条件

・曇っている（月明かりがない）・曇っている（月明かりがない）・曇っている（月明かりがない）・曇っている（月明かりがない）

・蒸し暑い・蒸し暑い・蒸し暑い・蒸し暑い

・風がない・風がない・風がない・風がない

・夜８時～１０時頃（この時間帯が最も出ます）・夜８時～１０時頃（この時間帯が最も出ます）・夜８時～１０時頃（この時間帯が最も出ます）・夜８時～１０時頃（この時間帯が最も出ます）

●●●●ホタルを鑑賞する時のマナーホタルを鑑賞する時のマナーホタルを鑑賞する時のマナーホタルを鑑賞する時のマナー

・懐中電灯などで照らさないでください・懐中電灯などで照らさないでください・懐中電灯などで照らさないでください・懐中電灯などで照らさないでください

・フラッシュをたいて、写真を撮らないでください・フラッシュをたいて、写真を撮らないでください・フラッシュをたいて、写真を撮らないでください・フラッシュをたいて、写真を撮らないでください

・捕まえないでください・捕まえないでください・捕まえないでください・捕まえないでください

・絶対に、川や田んぼにタバコやごみなどを捨てないでください・絶対に、川や田んぼにタバコやごみなどを捨てないでください・絶対に、川や田んぼにタバコやごみなどを捨てないでください・絶対に、川や田んぼにタバコやごみなどを捨てないでください

日日日日 時時時時 ６月６日（土）６月６日（土）６月６日（土）６月６日（土） 午後１時３０分～９時午後１時３０分～９時午後１時３０分～９時午後１時３０分～９時

会会会会 場場場場 一色ホタルの里駐車場一色ホタルの里駐車場一色ホタルの里駐車場一色ホタルの里駐車場

内内内内 容容容容 ・歌謡ショー等・歌謡ショー等・歌謡ショー等・歌謡ショー等

・出展コーナー等・出展コーナー等・出展コーナー等・出展コーナー等

※交通規制について

お祭り当日、会場周辺では一方通行規制があります。

会場へお越しの際は、国道52号線側飯富橋からお入りください。

【問い合わせ先】観光課 ℡0556-62-1116

下部集落公民館

期期期期 日日日日 6666月月月月10101010日・日・日・日・ 6666月月月月24242424日・日・日・日・ 7777月月月月 8888日・日・日・日・ 7777月月月月22222222日・日・日・日・ 8888月月月月12121212日日日日

8888月月月月26262626日・日・日・日・ 9999月月月月 9999日・日・日・日・ 9999月月月月23232323日・日・日・日・10101010月月月月14141414日・日・日・日・10101010月月月月28282828日日日日

11111111月月月月11111111日・日・日・日・11111111月月月月25252525日・日・日・日・12121212月月月月 9999日・日・日・日・ 1111月月月月13131313日・日・日・日・ 1111月月月月27272727日日日日

2222月月月月10101010日・日・日・日・ 2222月月月月24242424日・日・日・日・ 3333月月月月 9999日・日・日・日・ 3333月月月月23232323日日日日 いずれも水曜日いずれも水曜日いずれも水曜日いずれも水曜日

時時時時 間間間間 午後８時～９時午後８時～９時午後８時～９時午後８時～９時

会会会会 場場場場 下部温泉会館下部温泉会館下部温泉会館下部温泉会館

参加料参加料参加料参加料 １回３００円１回３００円１回３００円１回３００円

対対対対 象象象象 健康づくりに意欲のある方はどなたでも健康づくりに意欲のある方はどなたでも健康づくりに意欲のある方はどなたでも健康づくりに意欲のある方はどなたでも

講講講講 師師師師 フィットネスインストラクターフィットネスインストラクターフィットネスインストラクターフィットネスインストラクター 青沼さえ子先生青沼さえ子先生青沼さえ子先生青沼さえ子先生

持ち物持ち物持ち物持ち物 運動のできる服装運動のできる服装運動のできる服装運動のできる服装 大きめのタオルかヨガマット大きめのタオルかヨガマット大きめのタオルかヨガマット大きめのタオルかヨガマット

水分補給用の飲料水水分補給用の飲料水水分補給用の飲料水水分補給用の飲料水

【【【【問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先】】】】下部集落公民館（笠井）下部集落公民館（笠井）下部集落公民館（笠井）下部集落公民館（笠井）

℡℡℡℡0556055605560556----36363636----1450145014501450

心 と か ら だ の 癒 し に
無理なく⾝体の凝りをほぐし、爽快な気分を満喫できるやさしいヨガ。

この教室はゆったりとした呼吸法と⾃分のレベルに合わせた無理のない
簡単なポーズで、リラクゼーションとストレス解消をはかります。
初⼼者や⾝体が硬い⼈、体⼒に⾃信がない⼈でも⼤丈夫。多くの皆さ

んのご参加をお待ちしています。

■町県⺠税 全期全納・１期 （６月３０日） ■奥の湯温泉使⽤料 ６月 （６月３０日）
■介護保険料 ２期 〃 ■保育料 ６月 〃
■学校給食費 ６月 〃 ■簡易⽔道使⽤料 ６月 （６月２６日）
■町営住宅使⽤料 ６月 〃 ■下⽔道使⽤料 ６月 〃

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！

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）とその保護者

【期日・会場】…６月 ９日、２３日（火）下部地区公民館学童保育室

７月 ７日、２１日（火）中富すこやかセンター２階

※複数会場参加可能です。

毎回参加できなくても１回からでも受付けいたします。

【時 間】…午前１０時３０分～１１時３０分

【参 加 料】…無料

【持 ち 物】…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 篠原麻那先生

申し込み・問い合わせ先

生涯スポーツ担当 Ｔｅｌ０５５６－２０－３０１７

身延町立図書館、中富・下部図書室は館内すべての資料（本・雑誌・DVD

など）の点検のため、下記の期間、休館休館休館休館いたします。ご不便をおかけいたし

ますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

なお、休館中の返却につきましては、ブックポストブックポストブックポストブックポストをご利用ください。（視聴

覚資料につきましては破損のおそれがありますので、ブックポストへは返さ

ずに蔵書点検前、あるいは点検後にカウンターまでお願いいたします）

＊ご自宅に返し忘れの本などありましたら、この機会に返却をお願いいたします。

休館期間（身延）： 6月17日（⽔）〜26日（⾦）
（中富/下部）： 6月17日（⽔）〜25日（木）

【【【【問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先】】】】 身延町立図書館身延町立図書館身延町立図書館身延町立図書館 ℡℡℡℡0556-62-2141

＜相談内容＞＜相談内容＞＜相談内容＞＜相談内容＞

①いじめ、体罰、虐待の問題

②親子、夫婦、扶養、相続、借地、借家、名誉、差別、

プライバシー侵害、近隣とのトラブルなどの悩みごと

③配偶者等からの暴力、ストーカー、児童虐待、

セクハラに関する問題

④東日本大震災に起因する人権問題

⑤その他人権に関すること

主催：峡南人権擁護委員協議会・甲府地方法務局鰍沢支局

問い合わせ先：総務課 庶務担当 ℡0556-42-4800

下 部 支 所 ℡0556-36-0011

身 延 支 所 ℡0556-62-1111

相談は無料で、秘密は守られます相談は無料で、秘密は守られます相談は無料で、秘密は守られます相談は無料で、秘密は守られます

日日日日 時時時時 6666月１日（月）月１日（月）月１日（月）月１日（月） 午前１０時～午後３時午前１０時～午後３時午前１０時～午後３時午前１０時～午後３時

会会会会 場場場場 下部保健福祉センター下部保健福祉センター下部保健福祉センター下部保健福祉センター ２階２階２階２階 会議室会議室会議室会議室

中富総合会館中富総合会館中富総合会館中富総合会館 １１１１階階階階 和室Ｂ和室Ｂ和室Ｂ和室Ｂ

身延保健センター身延保健センター身延保健センター身延保健センター ２階２階２階２階 会議室会議室会議室会議室


