
日

11:00 ～ 11:45

19:30 ～ 20:30

2(水) 14:00 ～ 15:30

3(木)

4(金)

7:30 ～ 8:30

9:00 ～ 10:00

6(日) 9:30 ～ 11:30

7(月)

11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 14:00

19:30 ～ 20:30

11:00 ～ 12:00

20:00 ～ 21:00

10(木)

18:00 ～

9:00 ～ 11:30

10:00 ～ 16:00

10:30 ～ 12:00

13(日) 10:30 ～ 11:45

14(月)

11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 16:00

13:00 ～ 14:00

13:30 ～ 14:30

19:30 ～ 20:30

16(水)

17(木)

10:30 ～ 11:30

18:00 ～

19(土)

10:00 ～ 16:00

13:00 ～ 16:00

21(月)

22(火)

23(水) 20:00 ～ 21:00

9:30 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30

10:00 ～ 13:00

13:00 ～ 16:00

25(金) 13:00 ～ 15:00

26(土) 9:00 ～ 11:30

27(日) 9:00 ～ 12:00

28(月) 13:00 ～ 16:00

11:00 ～ 11:45

19:30 ～ 20:30

30(水)

ヨガ教室 中富総合会館2階ホール 詳細は裏面 生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

行政書士無料相談会 身延町総合文化会館 予約不要　裏面参照 山梨県行政書士会 ℡055-237-2601

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

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

鳥獣駆逐用煙火講習会 中富総合会館 2階 A･B会議室

花火業者と鳥獣被害対策専門員による追払い花火の講習会。

当日持参物有り。申込期限8月26日（水）まで。（詳細は裏面）

産業課 ℡0556-42-4805

5(土)

西島小学校ＰＴＡ資源回収

　（延期の場合9月6日(日)）

区内の資源ゴミステーション 回収物は紙類のみです。新聞紙と広告は分けてください。ミックス紙は回収

物になりません。できるだけ学校へ搬入してください。詳しくは、回覧をご

覧ください。※延期の場合のみ、朝防災無線で放送

西島小学校 ℡0556-42-2520

西島小校庭・旧静川小校庭

1歳6ヶ月児健診 中富すこやかセンター 対象児：平成25年12月・平成26年1～3月生まれ 福祉保健課 ℡0556-20-4611

（受付時間）

アウトドアスポーツ教室 本栖湖いこいの森キャンプ場湖畔前 本栖湖にてカヌー教室を開催します！（対象：小学生以上） 町体育協会事務局 ℡0556-20-3017

身延児童館

館内でお話をしながら、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、飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

ヨガ教室（下部集落公民館事業） 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）

行政相談日 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。 総務課 ℡0556-42-4800

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

全席指定3,000円　※未就学児入場不可 総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

発明クラブ 身延支所3階

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。参加者随時募集中です。

生涯学習課 ℡0556-20-3017

「子育て座談会」 身延児童館

身延山大学の先生方と子育てについて話しましょう。相談したいこと、気に

なること等、気軽にお話ししてみませんか？

対象：未就学児とその保護者

身延児童館 ℡0556-62-3880

図書館わくわく♪おはなし会

【自然と遊ぶ！おはなし会】

身延町立図書館横芝生広場

 （雨天の場合：総合文化会館1階ホワイエ）

絵本の中の自然を見つけよう！＊季節のミニシアター

＊草木を使った楽しいミニ工作　ほか

＊屋外で行うので、帽子を忘れずに。対象：3歳ぐらいから　参加費無料

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

（受付時間）

集まれ！０・１・２

≪中先生の歌のおはなし会≫

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

健康体操教室 身延地区公民館下山分館ホール

どなたでも気軽にできる健康体操です！

開催日の１週間前までに担当まで申込みください。

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

ヨガ教室 中富総合会館2階ホール 詳細は裏面 生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

18(金)

「ママカフェ」 身延児童館

ママ同士、お茶を飲みながら、いろんな話をしましょう。

対象：未就園児とその保護者　　持ち物：お子さんの飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

七面山大祭（～19日） 七面山敬慎院 七面大明神を祭った開創の日を記念する大祭 七面山敬慎院 ℡0556-45-2551

秋の収穫まつり（20・21・22日） 道の駅「しもべ」前広場 詳細は裏面

農事組合法人 下部特産物食品加工組合

　　　　　　　　 ℡0556-20-4141

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

敬老の日

国民の休日

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）

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相談会です。 町民課町民担当 ℡0556-42-4804

秋分の日

ヨガ教室（下部集落公民館事業）

「壁面を飾ろう」（～２５日） 身延児童館

親子でかんたんな製作をして、児童館の壁面を飾ります。

対象：未就園児とその保護者

身延児童館 ℡0556-62-3880

男性料理教室（3回目） 中富すこやかセンター 要予約 社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

県下一斉無料法律相談会 中富総合会館

要予約：6人まで（相談時間は30分単位） 予約受付：9/1～9/17(先着順)

※予約申込者がいない場合は実施いたしません。裏面参照

総務課 ℡0556-42-4800

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

みのぶを歩く～身延線に沿って～ 下部温泉駅(9時集合)

第４回は下部温泉駅から甲斐常葉駅を歩きます。

詳細は広報みのぶ9月号をご覧ください。(参加費300円)

生涯学習課 ℡0556-20-3017

消費生活相談日 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。

歯科検診 就学前の乳幼児及び妊婦

中富すこやかセンター 福祉保健課 ℡0556-20-4611

発明クラブ 身延支所3階

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。

生涯学習課 ℡0556-20-3017

集まれ！０・１・２

≪ちいさなちいさなおはなし会≫

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。

1(火)

ヨガ教室 中富総合会館2階ホール 詳細は裏面 生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

8(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

9(水)

11(金)

13:00 ～ 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

三遊亭円楽・風間杜夫落語二人会 身延町総合文化会館ホール

「お弁当の日」

12(土)

15(火)

特設合同行政相談所 富士川町民会館（富士川町青柳338-8） ■受付：先着順（事前予約不要）　■相談：無料　　裏面参照 総務課 ℡0556-42-4800

乳児健診 中富すこやかセンター 対象児：平成26年8・11月・平成27年2・5月生まれ 福祉保健課 ℡0556-20-4611

20(日)

24(木)

中富すこやかセンター 観光課 ℡0556-62-1116

29(火)

身延町総合文化会館２階和室 身延町立図書館 ℡0556-62-2141

13:45 ～ 14:30

2歳児子育て発達相談 対象児：平成25年7～9月生まれ

ヨガ教室 中富総合会館2階ホール 詳細は裏面 生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

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



＊該当者につきましては、＊該当者につきましては、＊該当者につきましては、＊該当者につきましては、

11111111月月月月3333日（日（日（日（火火火火・祝日）開催予定・祝日）開催予定・祝日）開催予定・祝日）開催予定のののの

みのぶまつみのぶまつみのぶまつみのぶまつりの席上において表彰りの席上において表彰りの席上において表彰りの席上において表彰

いたしまいたしまいたしまいたしますすすす

【対対対対 象】象】象】象】 身延町在住の身延町在住の身延町在住の身延町在住の８０８０８０８０歳以上（昭和歳以上（昭和歳以上（昭和歳以上（昭和10101010年年年年10101010月１日以前生ま月１日以前生ま月１日以前生ま月１日以前生まれ）のれ）のれ）のれ）の

方で、方で、方で、方で、自分の歯が自分の歯が自分の歯が自分の歯が２０２０２０２０本以上ある方本以上ある方本以上ある方本以上ある方

※ただし、過去に、みのぶまつり（みのぶ健康福祉まつり）で

表彰された方は対象外となります。

【応募方法】 直接、下記まで申込みをお願いします。直接、下記まで申込みをお願いします。直接、下記まで申込みをお願いします。直接、下記まで申込みをお願いします。

その際に氏名・年齢・住所・電話番号を伝えてください。その際に氏名・年齢・住所・電話番号を伝えてください。その際に氏名・年齢・住所・電話番号を伝えてください。その際に氏名・年齢・住所・電話番号を伝えてください。

【応募期限】９９９９月月月月３０３０３０３０日（日（日（日（水水水水））））

【審査方法】 以下の①又は②のいずれかで審査します。

① かかりつけ歯科医の証明書を提出【平成27年4月以降の証明書】

（歯が２０本以上あることが分かれば、どんな様式でも結構です）

② 町の歯科検診を受診

歯科検診日・・・ ９月２９日（火）

●受付時間：午後2時15分～2時30分

●場所：中富すこやかセンター ２階

※検診を希望される方は９月１５日（火）までに連絡ください。

申込み・問い合わせ先

福祉保健課 健康増進担当

（中富すこやかセンター）

℡0556‐20‐4611

80歳以上で歳以上で歳以上で歳以上で20本以上自分の歯が本以上自分の歯が本以上自分の歯が本以上自分の歯が

ある方を募集していますある方を募集していますある方を募集していますある方を募集しています

近年、増加している鳥獣による農作物被害に苦慮している事と思われます。

町では、被害対策として鳥獣追払い用花火の取扱いの講習会を下記のとおり

実施致します。

○ 日 時 ９月２日(水)

受付開始 午後１時３０分～ 講習会開始 午後２時～

○ 場 所 中富総合会館 ２階 Ａ･Ｂ会議室（身延町切石３６０）

○ 内 容 花火の特徴・使用方法について、取扱いに関する法令について

○ 受講当日の持ち物

①筆記用具

②証明写真１枚(縦３cm×横２．５cm、無帽、無背景)

※証明写真の裏に必ず名前を書いて持参してください。

③本人確認書類（運転免許証または保険証）

④受講料（３，０００円）

①煙火消費保安手帳

②筆記用具

③更新料(１，０００円）

※手帳を紛失した方は、新規受講者と同様の手続きが

必要となります。

○ 申込期限 ８月２６日（水）まで

【鳥獣追払い用花火の特徴】

・火薬の使用量がロケット花火、バクチク等より多く、一般には流通販売して

おらず、花火の販売許可を受けた業者が管理販売しています。

・動物の追払い用として、ロケット花火、バクチク等より大きな音と光を発し

ます。

・安全の為、この花火の購入・使用には、講習を受け煙火消費保安手帳を所持

する必要があります。また、毎年１回、講習を受けることが義務付けられて

います。

当日は受付が混雑することが予想当日は受付が混雑することが予想当日は受付が混雑することが予想当日は受付が混雑することが予想

されますので、時間に余裕を持っされますので、時間に余裕を持っされますので、時間に余裕を持っされますので、時間に余裕を持っ

てお越しください。てお越しください。てお越しください。てお越しください。

問い合わせ先

産業課 農林担当

�0556-42-4805

「夏の収穫まつり」に続き、地元の野菜・果実等を大特価で販売する

「秋秋秋秋の収穫まつりの収穫まつりの収穫まつりの収穫まつり」 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。

少し早い秋を感じながら、食欲の秋を先取りしよう！

日時日時日時日時 ９９９９月月月月20202020日（日）日（日）日（日）日（日）～～～～22222222日（火）の３日間（雨天実施）日（火）の３日間（雨天実施）日（火）の３日間（雨天実施）日（火）の３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（３日間とも）（３日間とも）（３日間とも）（３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/

新規受講者

既に煙火消費

保安手帳を

お持ちの方

■問い合わせ先■ 身延町役場総務課 ＴＥＬ：0556-42-4800（直通）

遺言・相続、農地利用、契約書作成、在留許可、自動車登録、戸

籍、成年後見、会社・各種法人設立、営業許認可等などの相談を行

政書士がお受けします。※事前予約不要です。

●日 時 9月12日（土）午前10時～午後4時

●会 場 身延町総合文化会館 （身延町波木井407）

日常生活にかかわる登記、年金、道路など、私たちの生活の身近

な問題について、国や県、町の担当者のほか、弁護士、司法書士、

行政書士、税理士などが相談に応じます。相談は無料、事前予約も

不要です。※受付は先着順のため、時間によってはご相談いただけ

ない場合もございます。

●日 時 9月15日（火）午後1時～4時（受付時間）

●会 場 富士川町民会館 大ホール （富士川町青柳338-8）

金銭、相続、交通事故、土地建物、契約、離婚、男女関係などの法

律的な相談について、山梨県弁護士会の弁護士が相談に応じます。

要予約で６人まで。予約は先着順で、相談時間は３０分単位です。

※予約申込者がいない場合は相談会は実施いたしません。

●日 時 9月24日（木）午後1時～4時

●会 場 中富総合会館 （身延町役場本庁舎隣）

●予約受付 9月1日（火）～17日（木）午前8時30分～午後5時15分

■問い合わせ先■ 山梨県行政書士会 ＴＥＬ：055-237-2601

９９９９月月月月19191919日日日日（（（（土土土土）））） 西島小西島小西島小西島小 原小原小原小原小････原地区合同原地区合同原地区合同原地区合同

９９９９月月月月26262626日日日日（（（（土土土土）））） 久那土小久那土小久那土小久那土小 下山小下山小下山小下山小････下山地区合同下山地区合同下山地区合同下山地区合同

身延小身延小身延小身延小 大河内小大河内小大河内小大河内小････大河内地区合同大河内地区合同大河内地区合同大河内地区合同

10101010月月月月３３３３日日日日（（（（土土土土）））） 下部小下部小下部小下部小

★地域の皆さまのお越しをお待ちしております。詳しくは各学校へお問い合わせください★

９９９９月月月月12121212日日日日（（（（土土土土）））） 久那土中久那土中久那土中久那土中（（（（岐映祭岐映祭岐映祭岐映祭））））

下部中下部中下部中下部中（（（（翠光祭翠光祭翠光祭翠光祭）））） 中富中中富中中富中中富中（（（（しろやましろやましろやましろやま祭祭祭祭））））

９９９９月月月月12121212・・・・13131313日日日日（（（（土土土土････日日日日）））） 身延中身延中身延中身延中（（（（身中祭身中祭身中祭身中祭））））

★地域の皆さまのお越しをお待ちしております。詳しくは各学校へお問い合わせください★

【【【【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】】】】 ９月１日、８日、１５日、２９日（火）９月１日、８日、１５日、２９日（火）９月１日、８日、１５日、２９日（火）９月１日、８日、１５日、２９日（火） 全全全全4444回回回回 午後午後午後午後7777時時時時30303030分～分～分～分～8888時時時時30303030分分分分

【【【【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）２階ホール）２階ホール）２階ホール

【【【【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 千晴千晴千晴千晴 先生先生先生先生

【【【【申込み申込み申込み申込み】】】】 ８月２８日（金）までに教育委員会生涯学習課８月２８日（金）までに教育委員会生涯学習課８月２８日（金）までに教育委員会生涯学習課８月２８日（金）までに教育委員会生涯学習課 生涯スポーツ担当ま生涯スポーツ担当ま生涯スポーツ担当ま生涯スポーツ担当ま

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

【【【【その他その他その他その他】】】】 ・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・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・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・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。予めご了承ください。予めご了承ください。予めご了承ください。

・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

一切使用いたしません。一切使用いたしません。一切使用いたしません。一切使用いたしません。

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！！

今月は夜間の開催です☆お仕事帰りにもお気軽にご参加ください♪

【問い合わせ先】 生涯スポーツ担当 Ｔｅｌ0556‐20‐3017

♪仕事の後にヨガで楽しく、気持ちよくシェイプアップしましょう♪

■国⺠健康保険税 ３期 （９月３０日） ■学校給食費 ９月 （９月３０日） ■保育料 ９月（９月３０日）
■後期⾼齢者保険料３期 （ 〃 ） ■町営住宅使⽤料 ９月 （ 〃 ） ■簡易⽔道使⽤料９月（９月２８日）
■介護保険料 ５期 （ 〃 ） ■奥の湯温泉使⽤料９月 （ 〃 ） ■下⽔道使⽤料 ９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！


