
日

1(土)

2(日) 7:00 ～ 20:00

3(月)

4(火) 11:00 ～ 11:45

10:00 ～ 11:00

11:00 ～ 12:00

11:00 ～ 12:00

13:00 ～ 14:00

7(金)

9:00 ～ 11:30

10:00 ～ 16:00

16:00 ～

9(日) 9:30 ～ 18:00

10(月)

13:00 ～

15:00 ～ 16:30

12(水) 20:00 ～ 21:00

13(木)

10:30 ～ 11:30

15(土)

9:00 ～ 15:30

9:00 ～ 12:00

9:00 ～ 17:00

10:00 ～ 15:00

13:00 ～ 16:00

17(月)

18(火) 11:00 ～ 11:45

9:00 ～ 16:00

10:00 ～ 11:30

20(木)

21(金)

9:00 ～ 11:30

14:00 ～ 15:30

13:30 ～ 15:00

8:30 ～

9:00 ～ 12:00

10:30 ～ 11:45

24(月)

25(火) 11:00 ～ 11:45

9:30 ～ 16:00

13:00 ～ 14:00

14:00 ～ 16:00

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 13:00

10:30 ～ 11:30

14:00 ～ 16:00

13:00 ～ 15:00

10:30 ～ 11:30

10:00 ～ 13:00

13:30 ～ 15:30

15:00 ～ 16:51

30(日) 9:30 ～ 16:30

31(月)

第10回　身延町民
　　　グラウンド・ゴルフ大会

遅沢スポーツ広場
グラウンド・ゴルフ場

町民を対象としたグラウンドゴルフ大会です。
※参加無料。雨天の場合は１０月２９日（土）に延期いたします。

グラウンドゴルフ部
　　℡0556-42-3475（依田様）

5(水)

自主企画講座「ピラティス」
　（以降、毎週水曜日開催）

身延地区公民館下山分館　大会議室

ピラティスとは、年齢や健康状態に関わらず誰でも気軽に行えるエクササイズ
です。参加費：無料

生涯学習担当 ℡0556-20-3017
自主企画講座「ZUMBA（ズンバ）」
　（以降、毎週水曜日開催）

ZUMBA（ズンバ）は、主にラテン音楽によって行われるエクササイズです。
エアロビクスに比べ、ダンスステップを基本としています。
参加費：500円

道の駅「しもべ」 ℡0556-20-4141下部みそ 蔵出しまつり（10日まで）8(土)

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。

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

対象児：平成25年4月～7月生まれ 福祉保健課 ℡0556-20-4611
（受付時間）

3歳児健診 中富すこやかセンター6(木)

身延山観光協会 ℡0556-62-0502

23(日)

幼児体操教室 中富すこやかセンター

総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

下山地区公民館 調理室

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

西嶋和紙の販売や高校生の書道パフォーマンスなどです。 身延町商工会 ℡0556-62-1103

26(水)

年金相談会 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です。
年金請求の受付も行います。

町民課保険年金担当
　　　　　℡0556-42-4804

19(水)
年金相談会 下部支所 社会保険労務士による年金全般に関する相談会です。

町民課保険年金担当
　　　　　℡0556-42-4804

ノルディックウォーキング体験講習会 富士川クラフトパーク ※要事前申込
町民課保険年金担当
　　　　　℡0556-42-4804

29(土)

28(金)
ミニミニ運動会 身延児童館

親子でかんたんなゲームをして楽しみます。
対象：未就園児とその保護者　　持ち物：飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

27(木)

みんなの読書会　第３回
（図書館自主企画講座）

身延町総合文化会館
コーディネーター：池田茂光さん（第22回やまなし文学賞受賞）
小説について、わきあいあいと語りましょう！
途中参加：可　　申込み：必要　　参加費：無料

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

図書館古文書講座① 身延町総合文化会館２階 会議室
全３回の講座で証文などを読み解きます。1回のみの参加もできます。
お気軽にご参加ください。対象：初心者～中級者　　参加費：無料

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

身延シネマ鑑賞会
映画「ちはやふる　上の句」上映会

身延町総合文化会館ホール 全席自由／チケット500円　※詳細は総合文化会館にお問い合わせください。

料理経験のない男性や子どもが、奥さん（お母さん）が料理できないとき
（風邪等）に作れるようになるよう、料理教室を開催します。

みのぶゆばの里 ℡0556-62-6161

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

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

身延地区公民館下山分館

身延山久遠寺 ℡0556-62-1011

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

政策室 ℡0556-42-4801

身延児童館 ℡0556-62-3880

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

政策室 ℡0556-42-480１

要予約 社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

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。

11(火)

14(金)

16(日)

結婚相談日 身延支所 毎月第3日曜日に開催しています。

身延山御会式 万燈行列 総門～身延山久遠寺境内
日蓮聖人御入滅の際の故事にちなみ、多くの万燈がお囃子とともに練り歩きま
す。

自主企画講座「自彊術」

第７回身延町総合文化祭「芸能発表会」 身延町総合文化会館
文協加入団体をはじめ町内の団体・個人が多数出演します。多くの皆さまのご
来場をお待ちしています。「お茶会」や「囲碁大会」も同時開催。

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。

第4回西嶋和紙まつり なかとみ和紙の里

22(土)

みのぶゆばの里 創業祭（10日まで） 詳細は裏面をご覧ください。みのぶゆばの里

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。

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。

15:00

茶話会 身延児童館
親同士、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

身延山御会式 大法要（13日まで）
日蓮聖人御入滅を偲ぶ法要で身延山年中行事の中で最大の行事。身延山三大会
のひとつです。

日本初の健康体操「自彊術（じきょうじゅつ）」は、マッサージや指圧、整体
術等を統合した手法療法です。お気軽にご参加ください。
参加費：600円

自主企画講座「筋力向上教室」下部教室 下部地区公民館

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≫

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。

自主企画講座「みのぶを歩く」 富士川橋～峡南橋（予定）
第５回目は富士川橋から峡南橋まで歩きます。普段歩かない道を散歩気分で歩
いてみませんか？申込みは右記までお願いします。　参加費：500円

道の駅「しもべ」 詳細は裏面をご覧ください。

ぴゅあ峡南フェスティバル201６ ぴゅあ峡南

身延山久遠寺 祖師堂

ヨガ教室

行政相談日

13:00 ～

連 絡 先

【身延町長選挙】投開票日 町内21投票所
投票所入場券に記載された投票所で投票することができます。一部投票所につ
いては午後７時までで終了となります。（開票は午後９時から）

身延町選挙管理委員会（総務課）
　　　　　℡0556-42-4800

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

お弁当の日 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

体育の日

男女共同参画社会(誰もがいきいきと暮らせる社会)の実現に向けて、活動の促
進を図ることを目的に開催いたします。

下部温泉会館　２階大広間
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
参加費：300円/回　　持ち物：ヨガマットか大きめのタオル

下部集落公民館 ℡0556-36-1450
　　　　　　　　　　　　　 （笠井様）

壁面を飾ろう 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

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会スペシャル≫

「加賀百万石・武家文化が生んだ工芸美
術の華　九谷焼展」　特別講演会

なかとみ現代工芸美術館
（火曜休館日）

11月13日（日）まで開催の「九谷焼展」。石川県立九谷焼技術研修所技術指
導課長　藤原元　先生を講師に招いての特別講演会　”伝統と革新”と題して
午後１時３０分より行います。参加は無料ですが、入館料が必要となります。

なかとみ現代工芸美術館
　　　　　℡0556-20-4555

身延町男女共同参画講座
　　　　　　「簡単！料理教室」

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

弁護士無料相談 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：10月12日（水）～24日（月）

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

ヨガ教室 下部温泉会館　２階大広間
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
参加料：300円/回　　持ち物：ヨガマットか大きめのタオル

下部集落公民館 ℡0556-36-1450
　　　　　　　　　　　　　 （笠井様）

男性料理教室（４回目） 下部保健福祉センター　２階調理室

親子でスキンシップをとって、楽しく体を動かしましょう♪
対象：町内に居住している未就園児(３歳以下)とその保護者　参加料：無料

生涯スポーツ担当
　　　　　℡0556-20-3017

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

乳児健診 中富すこやかセンター 対象児：平成27年9・12月、H28年3・6月生まれ 福祉保健課 ℡0556-20-4611
（受付時間）

身延町総合文化会館２階 和室

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

当日開催時間のみ受付
　　　　　℡0556-62-1395

６０歳以上を対象とし、筋力向上を目的に行う体操教室です。
参加費：１回500円

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

自主企画講座「筋力向上教室」中富教室 中富地区公民館原分館

年に一度の特別なおはなし会。素敵なゲストがやってきます。
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

図書館わくわく♪おはなし会
【秋のおいしいおはなし会】

身延町総合文化会館１階 ホワイエ
秋のおいしい食べ物絵本がたくさん登場します。読み聞かせ・てあそび・
季節のミニ工作。おはなし会の後はみんなで焼きいもを作ってたべよう！
対象：3歳ぐらいから　　参加費：無料

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

■町 県 民 税 ３期（１０月３１日） ■学校給食費 １０月（１０月３１日） ■保 育 料 １０月（１０月３１日）

■国民健康保険税 ４期（ 〃 ） ■町営住宅使用料 １０月（ 〃 ） ■簡易水道使用料１０月（１０月２６日）

■後期高齢者保険料４期（ 〃 ） ■奥の湯温泉使用料１０月（ 〃 ） ■下水道使用料 １０月（ 〃 ）

■介護保険料 ６期（ 〃 ） 便利な口座振替をお勧めしています！忘れずに納めましょう



　●診療科目・・(内)内科、(外)外科、(整)整形外科、(小)小児科、(眼)眼科、(皮)皮膚科、(泌)泌尿器科、(胃)胃腸科、(呼)呼吸器科、(循)循環器科、(ア)アレルギー科、(消)消化器内科、（リ)リハビリテーション科

（富士川町） 耳 0556-22-3387

月　日

※この表は予定であり、変更されることがありますので、消防本部(☎055-272-1919）にお問い合わせください。

身延山病院 （身延町） 内・外・整 0556-62-1061

峡 南 地 域 （ 北 部 ） 峡 南 地 域 （ 中 部 ） 峡 南 地 域 （ 南 部 ）

しもべ病院

10/2(日) 磯野医院 （市川三郷町） 内・小 0556-32-1881 幸芳耳鼻咽喉科

10/9(日) 高橋医院 （市川三郷町） 内・外・小 0556-32-2521 0556-42-2322

10/10(月) 市川ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ （市川三郷町） 内・外・消 055-272-3337 峡南病院 （富士川町） 内・外・整 0556-22-4411

（富士川町） 内・外・整・リ 0556-36-1111 飯富病院 （身延町） 内・外・整

佐野整形 （身延町） 内・外・整 0556-62-0009

0556-64-3117（南部町） 内・小（富士川町） 内・外・整 0556-22-3135 南部町診療所

10/23(日) 市川三郷病院 （市川三郷町） 内・外・泌 055-272-3000

10/16(日) 溝部医院 （市川三郷町） 内・小・皮・呼・循・ア 055-272-0003 富士川病院

幸芳耳鼻咽喉科 （富士川町） 耳 0556-22-3387

（富士川町） 整 0556-22-6688くつま整形

10/30(日) 立川医院 （市川三郷町） 内 055-272-0355 身延山病院 （身延町） 内・外・整 0556-62-1061

0556-66-2009富河医院 （南部町） 内・外

行政相談週間
１０月１７日（月）から２３日（日）までの一週間は、行政相談週間です。

行政相談は、公正・中立の立場から、行政などへの苦情や意見、要望を受

け、その解決や実現を推進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす

仕組みです。（医療保険、年金、雇用、道路、社会福祉、交通機関など、い

ろいろな行政分野の幅広い相談に対応しています。）

◆一日合同行政相談所
日時：１０月２０日（木）午前１０時３０分～午後３時（受付時間）

場所：岡島ローヤル会館８階（甲府市）

◆町の行政相談
日時：毎月１回第２金曜日を基本に開催 午後１時～午後３時

※今後の予定：１０月１４日、１１月１１日、１２月２日

１月１３日、２月１０日、３月１０日

（町政カレンダーでお知らせしています。）

場所：町内３会場で同時開催（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）

※毎年、11月3日（祝・文化の日）開催の「みのぶまつり」の会場

でも特設行政相談所を開設しています。ご利用ください。

お問い合わせ先 総務課庶務担当 ℡0556-42-4800

１０月１７日（月）～２３日（日）

地元大豆を使った純正無添加の 「下部みそ 蔵出しまつり」 を開催します。
味噌の量り売りをはじめ、味噌汁やほうとうの販売、地元で採れた新鮮野菜な
どを販売します。ご近所お誘いの上、お越しください。

日時 10月８日～1０日（土～月･祝）の３日間 午前10時 ～ 午後4時

味噌のほか、きゃらぶき、小梅漬、味噌ようかん、珍しい下部みそアイ
ス、曙大豆のきなこアイス など、特産品をそろえてお待ちしております。

【お問い合わせ先】 農事組合法人下部特産物食品加工組合
℡ 0556-20-4141 http://michinoeki-shimobe.com/

「幻の大豆」と言われる「あけぼの大豆」をより多くの人に味わってい

ただくために「枝豆収穫体験」を開催します。この機会にぜひご賞味くだ

さい。次のとおり町内８会場で開催します。

● 手打沢会場 ● 飯富会場（２会場） ● 相又会場

● 下山会場 ● 西嶋会場 ● 宮木会場

● 八日市場会場

・日程については、10月初旬の新聞折り込みを参照してください。

・各会場で体験方法が異なります。

【お問い合わせ先】 産業課 農林担当 ℡ 0556-42-4805

おかげさまで 「みのぶゆばの里」 も開館以来１３年を迎えることができまし
た。多くの皆さまにご来館、ご利用いただき誠にありがとうございます。
当日は抽選会等、たのしい企画をたくさん用意してお待ちしております。
皆さまおそろいでお出かけください。

日時 10月９日・1０日（日、月･祝）の２日間 午前9時30分 ～ 午後6時

＊抽選会は、玄関入口で随時行っています。1,000円以上お買い上げで、
1,000円につき１回抽選を行うことができます。

【お問い合わせ先】 企業組合みのぶゆばの里・とよおか
℡ 0556-62-6161 http://www.minobuyuba.jp/

第６回 西嶋和紙まつり

◎高校生書道パフォーマンス
３ｍ × ４ｍ の巨大和紙に、高校生たちが青春の思いを表現します。
迫力のパフォーマンスを至近距離でご覧ください。３０分毎に４校が出

場します。

時 間 ： 午前１０時３０分～午後１２時３０分

◎西嶋和紙絵手紙展作品展示・表彰式
「日本のこころ」をテーマに募集した全作品を展示し、優秀作品の表
彰を行います。
表 彰 式 ： 午後１時から
作品展示 ： １０月１５日（土）～１１月２１日（月）

◎絵手紙体験コーナー
ご家族で和紙と親しむ体験コーナーを設置します。絵手紙などの作品
づくりを通して和紙の魅力を感じてください。
時 間 ： 午前１０時３０分～午後２時

◎和風曲芸パフォーマー
「大道芸人 太平洋のライブショー」

傘回し、けん玉、綱渡りなどの曲芸。多彩な技と楽しいおしゃべりで、
どんな会場でも盛り上げ笑わせて、最後には高度な技でがっちり締め
ます。高度な曲芸パフォーマンスショーをお楽しみください。

◎特選屋台コーナーとあけぼの大豆の枝豆収穫体験
焼きそば・たこ焼きなど、お祭りに欠かせない屋台が勢ぞろい。昔懐
かしい味をお楽しみください。また、隣接の農園であけぼの大豆の枝
豆収穫体験も同時開催！あけぼの大豆の枝豆は収穫量が少なく地元で
もなかなか手に入らない貴重品。この機会に大粒で甘みの強い「幻の
枝豆」をゲットしよう！
時 間 ： 午前１０時３０分～午後２時

高校生書道パフォーマンス＆ 曲芸師ライブショー

高校生による書道パフォーマンスと西嶋和紙絵手紙展の展示や体験

コーナー、和風曲芸パフォーマー「大道芸人曲芸師 太平洋のライブ
ショー」、特選地元グルメコーナーに曙大豆の収穫体験など催し物が

主 催：西嶋和紙まつり実行委員会

共 催：あけぼの大豆産地フェア実行委員会
後 援：身延町 山梨日日新聞 山梨放送

テレビ山梨 ＮＨＫ甲府放送局

お問い合わせ先 身延町商工会 身延町梅平2483-36

電 話：0556-62-1103 FAX：0556-62-1183

身延町愛育会では、「みのぶまつり」において『赤ちゃんにらめっこ大
会』を行います。お友だちとにらめっこして、泣いた方が勝ち！

元気いっぱいの赤ちゃんの参加をお待ちしております！

＊下部・古関地区 ・・・・・鈴木 保子 ℡0556-36-1371

＊久那土地区・・・・・・・・今村由紀子 ℡0556-37-0443

＊身延・豊岡地区・・・・・・日吉千恵子 ℡0556-62-2172

＊下山・大河内地区・・・・・松村みちゑ ℡0556-62-5147

＊西嶋地区・・・・・・・・・野中 恭子 ℡0556-42-2613

＊静川･大須成･原･曙地区・・ 井上 裕子 ℡0556-62-5330

【お問い合わせ先】福祉保健課（保健師） ℡ 0556-20-4611

【日 時】 １１月３日（木･祝）午前１０時５０分 ～ １１時２０分（予定）

＊集合時間 午前１０時１５分 ～ １０時３０分

【集合場所】 身延町総合文化会館 芝生広場ステージ横

【対 象 児】 １歳６か月児くらいまで

【申し込み】 １０月１４日（金）までに下記の愛育役員に申込みください。

赤ちゃんにらめっこ大会
参加者大募集！！

１０月１６日（日）開催


