
日

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30

14:00 ～ 16:00

8:00  ～ 18:00

9:00  ～ 12:30

9:00 ～ 15:00

10:30 ～ 11:30

10:30 ～ 11:30

3(月) 10:30 ～ 11:30

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:00

5(水) 10:30 ～ 11:30

6(木)

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

9:00 ～ 11:30

10:00 ～ 16:00

8:30 ～ 10:30

13:30 14:30

14:40 15:40

14:00 16:00

10:00 ～ 11:30

12:30 ～ 15:00

11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 14:00

14:00 ～ 15:00

12(水) 20:00 ～ 21:00

9:00 ～ 12:00

13:00 ～ 16:00

14(金)

15(土)

13:00 ～ 16:00

20:30 ～

17(月)

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:00

19(水) 9:00 ～ 16:00

20(木) 10:00 ～ 13:00

21(金) 13:00 ～ 15:00

9:00 ～ 11:30

15:00 ～ 21:00

23(日) 13:30 ～

24(月)

11:00 ～ 11:45

14:00 ～ 15:00

9:30 ～ 16:00

14:00 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

27(木) 10:30 ～ 11:30

28(金)

29(土) 13:30 ～ 15:30

8:30 ～

10:30 ～ 11:45

13:00 ～

10:00 ～ 11:30

12:30 ～ 15:00

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50キロ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

町民課町民担当 ℡0556-42-4804

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

年金相談会 社会保険労務士による年金相談会です。

集まれ！０・１・２

　≪中先生の歌のおはなし会≫

31(月) 献血 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50キロ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

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

図書館朗読ボランティア〈ひだまり〉

第8回　朗読会

総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

図書館わくわく♪おはなし会

　【ゆく夏を楽しもう！】

身延町総合文化会館2階和室

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

身延児童館

小学生～中学生(小3までは保護者同伴)を対象とした、科学工作・木工工作を行う教室です。

興味がある方はお気軽にご連絡ください。

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。

当日開催時間帯のみ受付

　　　　　　　　℡0556-62-1395

13(木)

図書館工作教室

　前半：親子で石けんクラフト

　後半：はじめてのソープカービング

～

集まれ！０・１・２

　≪ちいさなちいさなおはなし会≫

下部地区公民館

26(水)

乳児健診

（受付時間）

朗読の楽しさを一緒に味わってみませんか？　入場料無料。

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

集まれ！０・１・２

　≪ちいさなちいさなおはなし会≫

2015ふるさと民謡・舞踊フェスティバル 身延町総合文化会館ホール ※全席自由、チケット一般2,500円、未就学児の入場不可

夏の収穫まつり（8・9・15・16日）

生活習慣病予防健診

連 絡 先

「プール遊び」

　※今月末までの月曜日・火曜日

児童館の庭でプール遊びを楽しみます。

対象：未就園児と保護者　　持ち物：プールに入れる服装、飲み物

町民課町民担当 ℡0556-42-4804

下山新町

身延支所

富士川クラフトパーク

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

第15回こども金山探険隊（1日目）

下部温泉郷リバーサイドパーク

身延町総合文化会館2階和室

親子で簡単なおもちゃを作って遊びます。対象：未就園児と保護者

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

道の駅「しもべ」前広場

下部支所

入場無料。要入場整理券（総合文化会館にて配布中）。

毎月第３日曜日に相談所を開設しています。

峡南の夏まつり

「壁面を飾ろう」

年金相談会

身延児童館

身延町総合文化会館ホール

身延福祉センター

下部温泉会館

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。

弁護士による無料相談

竜王年金事務所の職員による相談会です。

親子で簡単な製作をして、児童館の壁面を飾ります。対象：未就園児と保護者

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：8月12日（水）～24日（月）

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

下部集落公民館 ℡0556-36-1450

　　　　　　　　　（公民館主事 笠井）

生涯学習課 ℡0556-20-3017

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

詳細は裏面

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

ヨガ教室（下部集落公民館事業）

南部町森林組合

総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

ヨガ教室 中富総合会館2階 ホール

身延児童館 ℡0556-62-3880

総務課 ℡0556-42-4800東海地震の発生を想定し、町・消防団・自主防災会において実践的な訓練を実施します。

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。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/円

詳細は裏面

芝生広場や建物壁面をスクリーンにダイナミックな「光の切り絵」を投影する幻想的な宵祭

りです。

(同）富士川・切り絵の森

　　　　　　　　℡0556-62-5545

生涯学習課 ℡0556-20-3017

「現代における生・老・病・死」を総合テーマとした、身延山大学と身延町教育委員会の共

催事業です。

下山小プールを一般開放します。町内にお住まいの方なら誰でも利用できます。

直接会場へお越しください。

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/円

福祉保健課 ℡0556-20-4611

下部集落公民館 ℡0556-36-1450

　　　　　　　　　（公民館主事 笠井）

生涯スポーツ担当 ℡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。

生涯学習課 ℡0556-20-3017

福祉保健課 ℡0556-20-4611

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

生涯学習課 ℡0556-20-3017

小学生～中学生(小3までは保護者同伴)を対象とした、科学工作・木工工作を行う教室です。

興味がある方はお気軽にご連絡ください。

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。

対象児：平成26年7月・10月・平成27年1月・4月生まれ

農事組合法人 下部特産物食品加工組合

　　　　　　　　 ℡0556-20-4141

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

心配ごと相談日

対象：町内全域　申込みがまだの方で、受診を希望される方は事前にご連絡ください。　

行政相談日

13:00 ～

下山小プールを一般開放します。町内にお住まいの方なら誰でも利用できます。

直接会場へお越しください。

発明クラブ

身延児童館 ℡0556-62-3880

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。

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。

身延児童館 ℡0556-62-3880

身延児童館

総務課 ℡0556-42-4800

身延町総合文化会館2階和室

下山愛宕祭典煙火大会 火薬が貴重だった戦時中でも、県内において唯一許可された長い歴史を有する祭典です。

身延町総合文化会館2階和室

下山小学校プール

ヨガ教室 中富総合会館1階和室

学校プール一般開放（下山小）

　（～16日）

身延町総合文化会館1階

　　　　　　　メディアルーム

下山小学校プール

身延支所3階

18(火)

下部温泉会館

身延町総合文化会館2階和室

中富すこやかセンター

学校プール一般開放（下山小）

　（～9日）

22(土)

30(日)

身延町防災訓練 各集落　自主防災会会場

16(日)

25(火)

集まれ！０・１・２

　≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延バンドフェスタ2015

発明クラブ

心配ごと相談日

身延児童館 出店などをまわって、夏を楽しみましょう。対象：未就学児と保護者　持ち物：飲み物、帽子等

9(日)

7(金)

詳細は裏面

第15回こども金山探険隊（2日目）

身延町総合文化会館

前半　対象：3歳ぐらいから。定員：20人（要申込み）

後半　対象：中学生から。定員：15人（要申込み）

材料費：いずれも300円

「現代における生・老・病・死」を総合テーマとした、身延山大学と身延町教育委員会の共

催事業です。

身延支所3階

身延児童館 ℡0556-62-3880

特別講演

　「祖父清六から聞いた宮沢賢治」

身延町なかとみ現代工芸美術館

講師：宮澤和樹先生（宮沢賢治の実弟 宮澤清六氏の孫）宮沢賢治の精神や作品を後世に正し

　　   く伝えるため講演会や作品展示会などで全国で活躍中の先生です。

聴講料：無料　但し、展覧会観覧は有料

身延町なかとみ現代工芸美術館

　　　　　　　　　℡0556-20-4555

身延山大学身延公開講座 第４回 生涯学習課 ℡0556-20-3017

下部観光協会 ℡0556-20-3001やまめ釣り大会・やまめつかみ取り大会等

「こども夏まつり」

全国訪問おはなし隊 中冨総合会館和室Ａ

約500冊の絵本を積んだキャラバンカーが中富総合会館にやってきます。内容：車内の絵本

の自由閲覧とお話会。　対象：2歳ぐらいから　参加費：無料　定員：30人（要申込み）

2(日)

ヨガ教室 中富総合会館2階ホール 詳細は裏面

やまめ祭り

湯之奥金山博物館 湯之奥金山遺跡

湯之奥金山遺跡への現地登山と自分だけの甲州金を作製します。

参加費：5,000円　定員：15人（保護者の方は含まれません）

※2日間通しての参加になります

11(火)

8(土)

4(火)

中富総合会館2階ホール 詳細は裏面

身延町総合文化会館

身延福祉センター

15:00

ヨガ教室

10(月)

今年の夏のしめくくり！夏のお話とミニシアター。ちょっぴりこわいお話。工作：縁日あそ

び。対象：3歳くらいから

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

身延町立図書 ℡0556-62-2141

男性料理教室（2回目） 身延地区公民館下山分館調理室

観光課 ℡0556-62-1116

生涯学習課 ℡0556-20-3017

ヨガ教室（下部集落公民館事業）

生涯学習課 ℡0556-20-3017

1(土)

要予約

「おもちゃを作ろう」

結婚相談日

学校プール一般開放（下山小）

　（～2日）

下山小学校プール

下山小プールを一般開放します。町内にお住まいの方なら誰でも利用できます。

直接会場へお越しください。

身延山大学身延公開講座 第５回



　　　　

　

　

■町県⺠税 ２期（８月３１日） ■町営住宅使⽤料 ８月（８月３１日）
■国⺠健康保険税 ２期（ 〃 ） ■奥の湯温泉使⽤料 ８月（ 〃 ）
■後期⾼齢者保険料２期（ 〃 ） ■保育料 ８月（ 〃 ）
■介護保険料 ４期（ 〃 ） ■簡易⽔道使⽤料 ８月（８月２６日）
■学校給食費 8月（ 〃 ） ■下⽔道使⽤料 ８月（ 〃 ）

便利な口座振替をお勧めしています！便利な口座振替をお勧めしています！便利な口座振替をお勧めしています！便利な口座振替をお勧めしています！

毎年、夏のこの時期に図書館では「戦争と平和」「戦争と平和」「戦争と平和」「戦争と平和」に関する本やＤＶ

Ｄなどの展示・貸出を行っています。

戦後７０年となるこの夏、悲劇を二度と繰り返さないために、この機

会にもう一度「戦争」と「平和」について考えてみましょう。

展示期間展示期間展示期間展示期間 ： 7777月２５日（土）月２５日（土）月２５日（土）月２５日（土） ～～～～ ８月１６８月１６８月１６８月１６ 日（日）日（日）日（日）日（日）

【問い合わせ先】 身延町立図書館 ℡0556-62-4121

広大な芝生広場や建物壁面などをスクリーンにダイナミック
な「光の切り絵」が投影される⼀夜限りの宵祭りです。

【【【【開催日開催日開催日開催日】】】】 ８８８８月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（土土土土））））

【【【【時時時時 間間間間】】】】 午後午後午後午後３３３３時時時時～～～～９９９９時時時時

【【【【会会会会 場場場場】】】】 富士川富士川富士川富士川クラフトパーククラフトパーククラフトパーククラフトパーク

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】

（（（（同同同同））））富士川富士川富士川富士川・・・・切切切切りりりり絵絵絵絵のののの森森森森

℡℡℡℡0556055605560556----62626262----5545554555455545

なかとみ和紙の里内『『『『漉屋なかとみ漉屋なかとみ漉屋なかとみ漉屋なかとみ』は、伝統の紙漉き法をアレンジし、ご自身で体

験していただくためのワークショップです。どなたでもお楽しみいただけます。

字漉き 色の違う紙を三層に漉き、上から自分の指を使い字を書いていきます。

★体験時間 約20分

★乾燥時間 40分程度（状況により多少前後します）

★体験料金 お一人様1,100円

【問い合わせ先】

身延町なかとみ和紙の里 ℡0556-20-4556

開館時間 午前９時～午後５時（体験の受付は午後４時まで）

休 館 日 毎週火曜日（火曜日が祝日の場合は翌日）12/28～1/1

タペストリー漉き 紙を二層に漉き、その上に押し葉、色々な形に切った和紙、

色を使い絵を描いていきます。

★体験時間 約30分

★乾燥時間 40分程度（状況により多少前後します）

★体験料金 お一人様1,600円

灯り漉き（筒） 一枚の薄い紙を漉き、その上に押し葉、色々な形に切り取っ

た和紙、色を使い絵を描いていきます。その上から紙を二層漉きます。(５色)

★体験時間 30分

★乾燥時間 40分程度（状況により多少前後します）

★体験料金 お一人様2,100円

うちわ漉き 紙を一枚漉き、うちわの骨を乗せてその上から紙を流し込み骨を

漉きこみます。その上に色で絵を描いていきます。（5色）

★体験時間 約30分

★乾燥時間 40分程度（状況により多少前後します）

★体験料金 お一人様1,600円

凧漉き 紙を一枚漉き、色付けをして、凧のひごを置き、紙を流し込みひごを漉

きこんでいきます。

★休憩時間 約30分

★乾燥時間 40分程度（状況により多少前後します）

★体験料金 お一人様1,600円

※体験時間、乾燥時間は体験人数によって前後します。

※作品は、郵送もできます。（有料）

※字漉き、うちわ漉きは120人まで。灯り漉き（筒）、タペストリー漉きは80人まで体験

できます。（10人以上で体験を希望される方は事前にご予約ください。）

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。は中富すこやかセンターで交付しています。は中富すこやかセンターで交付しています。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、保健師が不在の時もありますので、保健師が不在の時もありますので、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来所前に必ずお電話を来所前に必ずお電話を来所前に必ずお電話を

ください。ください。ください。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

おおおお

母母母母

るるるる ささささ

皆皆皆皆

ささささ

んんんん

にににに

なななな んんんん

へへへへ

♪♪♪♪

地元の野菜・果実等を大特価で販売する「夏の収穫まつり夏の収穫まつり夏の収穫まつり夏の収穫まつり」 を開催します。

野菜の他に、焼き鳥や焼きそばなども出店します。

新鮮でおいしい野菜を食べて、暑い夏を乗り切りましょう！

日時日時日時日時 ８月８月８月８月 ８日（土）・８日（土）・８日（土）・８日（土）・ ９日（日）９日（日）９日（日）９日（日）

１５日（土）・１６日（日）１５日（土）・１６日（日）１５日（土）・１６日（日）１５日（土）・１６日（日） の４日間（雨天実施）の４日間（雨天実施）の４日間（雨天実施）の４日間（雨天実施）

午前１０時午前１０時午前１０時午前１０時 ～～～～ 午後４時午後４時午後４時午後４時（４日間とも）（４日間とも）（４日間とも）（４日間とも）

【【【【問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先】】】】 農事組合法人下部特産物食品加工組合農事組合法人下部特産物食品加工組合農事組合法人下部特産物食品加工組合農事組合法人下部特産物食品加工組合

℡℡℡℡0556055605560556----20202020----4141414141414141

http://michinoeki-shimobe.com/

【【【【対象者対象者対象者対象者】】】】 町内に居住している方町内に居住している方町内に居住している方町内に居住している方

【【【【日日日日 時時時時】】】】 ８月４日、８月４日、８月４日、８月４日、11111111日、１８日、２５日（火）日、１８日、２５日（火）日、１８日、２５日（火）日、１８日、２５日（火） 午後２時～３時午後２時～３時午後２時～３時午後２時～３時

【【【【会会会会 場場場場】】】】 中富総合会館（切石中富総合会館（切石中富総合会館（切石中富総合会館（切石350350350350）２階ホール、１階和室）２階ホール、１階和室）２階ホール、１階和室）２階ホール、１階和室

※8※8※8※8月月月月18181818日のみ和室日のみ和室日のみ和室日のみ和室 それ以外はホールで開催それ以外はホールで開催それ以外はホールで開催それ以外はホールで開催

【【【【参加料参加料参加料参加料】】】】 ３００円（当日徴収します）３００円（当日徴収します）３００円（当日徴収します）３００円（当日徴収します）

【【【【持ち物持ち物持ち物持ち物】】】】 バスタオル（床に敷く）、運動のできる服装、飲み物等バスタオル（床に敷く）、運動のできる服装、飲み物等バスタオル（床に敷く）、運動のできる服装、飲み物等バスタオル（床に敷く）、運動のできる服装、飲み物等

【【【【講講講講 師師師師】】】】 小澤小澤小澤小澤 千春千春千春千春 先生先生先生先生

【【【【申込み申込み申込み申込み】】】】 ７月３１日（金）までに教育委員会生涯学習課７月３１日（金）までに教育委員会生涯学習課７月３１日（金）までに教育委員会生涯学習課７月３１日（金）までに教育委員会生涯学習課 生涯スポーツ担当まで生涯スポーツ担当まで生涯スポーツ担当まで生涯スポーツ担当まで

電話にてお申込みください。電話にてお申込みください。電話にてお申込みください。電話にてお申込みください。

【【【【その他その他その他その他】】】】 ・教室の定員はありませんが、託児については・教室の定員はありませんが、託児については・教室の定員はありませんが、託児については・教室の定員はありませんが、託児については受付時先着８人受付時先着８人受付時先着８人受付時先着８人までまでまでまで

とします。とします。とします。とします。

・事業中に撮影した写真を町広報誌等に掲載することがあるので予・事業中に撮影した写真を町広報誌等に掲載することがあるので予・事業中に撮影した写真を町広報誌等に掲載することがあるので予・事業中に撮影した写真を町広報誌等に掲載することがあるので予

めご了承ください。めご了承ください。めご了承ください。めご了承ください。

・申込時にいただいた個人情報については、本事業の目的以外には・申込時にいただいた個人情報については、本事業の目的以外には・申込時にいただいた個人情報については、本事業の目的以外には・申込時にいただいた個人情報については、本事業の目的以外には

一切使用しません。一切使用しません。一切使用しません。一切使用しません。

【問い合わせ先】 生涯スポーツ担当 Ｔｅｌ０５５６－２０－３０１７

ヨガの基本的ポーズや呼吸法を習得することで身も心もバランスアップ！！

ママにも嬉しい託児付きの教室です☆ぜひ参加ください♪

本栖湖でカヌー体験教室を開催します！指導スタッフがわかりやすく教えて

くれるので安心で楽しく体験ができます☆

お友だち同士や親子でぜひご参加ください！！

【【【【主主主主 催催催催】】】】 身延町体育協会身延町体育協会身延町体育協会身延町体育協会

【【【【日日日日 時時時時】】】】 ９月６日（日）９月６日（日）９月６日（日）９月６日（日） 午後９時３０分～１１時３０分（受付９時）午後９時３０分～１１時３０分（受付９時）午後９時３０分～１１時３０分（受付９時）午後９時３０分～１１時３０分（受付９時）

【【【【会会会会 場場場場】】】】 本栖湖いこいの森キャンプ場前湖畔本栖湖いこいの森キャンプ場前湖畔本栖湖いこいの森キャンプ場前湖畔本栖湖いこいの森キャンプ場前湖畔

【【【【対象者対象者対象者対象者】】】】 町内に居住している小学生以上３０人町内に居住している小学生以上３０人町内に居住している小学生以上３０人町内に居住している小学生以上３０人（小学生については、保護者が同伴）（小学生については、保護者が同伴）（小学生については、保護者が同伴）（小学生については、保護者が同伴）

※※※※小学４年生から１人乗り可、小学３年生以下は大人と２人乗り。小学４年生から１人乗り可、小学３年生以下は大人と２人乗り。小学４年生から１人乗り可、小学３年生以下は大人と２人乗り。小学４年生から１人乗り可、小学３年生以下は大人と２人乗り。

【【【【参加料参加料参加料参加料】】】】 １人１人１人１人1,0001,0001,0001,000円（円（円（円（18181818歳未満は半額）歳未満は半額）歳未満は半額）歳未満は半額）

【【【【持ち物持ち物持ち物持ち物】】】】 着替え、タオル、帽子、サンダル（かかとに掛かるもの）、飲み物着替え、タオル、帽子、サンダル（かかとに掛かるもの）、飲み物着替え、タオル、帽子、サンダル（かかとに掛かるもの）、飲み物着替え、タオル、帽子、サンダル（かかとに掛かるもの）、飲み物

【【【【講講講講 師師師師】】】】 ＮＰＯ法人みのぶ観光センタースタッフＮＰＯ法人みのぶ観光センタースタッフＮＰＯ法人みのぶ観光センタースタッフＮＰＯ法人みのぶ観光センタースタッフ

【【【【申込み申込み申込み申込み】】】】 ８月２８日（金）までに町体育協会事務局（町教育委員会生涯学習課８月２８日（金）までに町体育協会事務局（町教育委員会生涯学習課８月２８日（金）までに町体育協会事務局（町教育委員会生涯学習課８月２８日（金）までに町体育協会事務局（町教育委員会生涯学習課

内）まで電話にてお申込みください。内）まで電話にてお申込みください。内）まで電話にてお申込みください。内）まで電話にてお申込みください。

受付：平日受付：平日受付：平日受付：平日 午前８時３０分～午後５時１５分午前８時３０分～午後５時１５分午前８時３０分～午後５時１５分午前８時３０分～午後５時１５分

【【【【その他その他その他その他】】】】 ・受付時にはカヌーができる服装できてください（濡れても良い服装）。・受付時にはカヌーができる服装できてください（濡れても良い服装）。・受付時にはカヌーができる服装できてください（濡れても良い服装）。・受付時にはカヌーができる服装できてください（濡れても良い服装）。

・大変混雑する時期ですので、乗り合わせでご来場をお願いします。・大変混雑する時期ですので、乗り合わせでご来場をお願いします。・大変混雑する時期ですので、乗り合わせでご来場をお願いします。・大変混雑する時期ですので、乗り合わせでご来場をお願いします。

・事業中に撮影した写真を町広報誌等に掲載することがあるので予・事業中に撮影した写真を町広報誌等に掲載することがあるので予・事業中に撮影した写真を町広報誌等に掲載することがあるので予・事業中に撮影した写真を町広報誌等に掲載することがあるので予

めご了承ください。めご了承ください。めご了承ください。めご了承ください。

・申込時にいただいた個人情報については、本事業の目的以外には・申込時にいただいた個人情報については、本事業の目的以外には・申込時にいただいた個人情報については、本事業の目的以外には・申込時にいただいた個人情報については、本事業の目的以外には

一切使用しません。一切使用しません。一切使用しません。一切使用しません。

【問い合わせ先】 身延町体育協会事務局 Ｔｅｌ０５５６－２０－３０１７

きれいな空気と景色の中、

楽しい時間を過ごしましょう


