行

日
1(火)

2(水)

3(木)

事

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫
自主企画講座「ピラティス」
（以降、毎週水曜日開催）
自主企画講座「ＺＵＭＢＡ（ズンバ）」
（以降、毎週水曜日開催）

時間

会

場

該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容

等

連

11:00 ～ 11:45 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。

10:00 ～ 11:00

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
身延地区公民館下山分館 大会議室

11:00 ～ 12:00

絡

先

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

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

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

身延町住民

環境下水道課 ℡0556-42-4814

文化の日

4(金)
5(土)
粗大ごみの収集

6(日)

8:00 ～ 11:30 町内10ヶ所

下部小学校PTA資源回収

下部地区

7:30 ～
久那土小学校ＰＴＡ資源回収

久那土・古関地区

集荷物・集荷場所については、回覧をご覧になるか学校に問い合わせてくだ 下部小学校 ℡0556-36-0350
さい。延期の場合のみ防災無線で放送します。延期の場合は１3日（日）に
なります。
久那土小学校 ℡0556-37-0220

7(月)
8(火)

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

11:00 ～ 11:45 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「自彊術」

15:00 ～ 16:30 身延地区公民館下山分館 和室

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
生涯学習担当 ℡0556-20-3017
体術等を統合した手法療法です。 参加費：600円

自主企画講座「３Ｂ体操」

13:00 ～ 15:30 下部地区公民館

3Ｂ体操とは、ボール・ベル・ベルターといった用具を使った、誰でも気軽
に楽しめる体操です。

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

20:00 ～ 21:00 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）

10:30 ～ 11:30 身延児童館

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 参加費：無料

生涯スポーツ担当
℡0556-20-3017

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

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
生涯学習課 ℡0556-20-3017

9(水)
ヨガ教室

10(木) 幼児体操教室
11(金)

12(土)

下部保健福祉センター

行政相談日

13:00 ～ 15:00 中富すこやかセンター

心配ごと相談日

身延福祉センター

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

古写真と巡る身延山歴史探訪

9:00 ～ 15:00 身延山久遠寺周辺

幕末以降の古写真を見ながら身延山周辺を歩き、文化財等を見学します。
参加費：無料 持ち物：弁当・飲み物・雨具等
申し込み期限：11月4日(金)

発明クラブ

9:00 ～ 11:30 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
生涯学習担当 ℡0556-20-3017
作を行う教室です。

第2１回ブック・フェスタ
（身延町立図書館まつり）

13(日) 加賀百万石・武家文化が生んだ工芸美
術の華

九谷焼展

最終日

10:00 ～ 16:00 身延町立図書館全館
なかとみ現代工芸美術館

9:30 ～ 16:30 （火曜休館日）

講演会・ワークショップ・人形劇・ブックリサイクル・雑誌の放出・遊休品
バザー・わたしのおすすめこの１冊展など。
身延町立図書館 ℡0556-62-2141
読書の秋、ご家族でお出かけください。
9月30日からの「加賀百万石・武家文化が生んだ工芸美術の華
展示の最終日となります。お見逃しないようお越しください。

九谷焼展」 なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555

14(月)
集まれ！０・１・２

15(火) ≪中先生の歌のおはなし会≫
16(水)

11:00 ～ 11:45 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

10:30 ～ 11:30 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
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

9:00 ～ 17:00 なかとみ現代工芸美術館

保育園・小中学校をはじめ各種団体等、約1,000点の作品を展示します。
観覧無料です。

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

8:20 ～ 13:00 富士川クラフトパーク

詳しい内容は裏面をご覧ください。

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

9:00 ～ 12:00 なかとみ和紙の里

今年度最後の「みのぶを歩く」は、なかとみ和紙の里周辺を歩きます。普段
生涯学習担当 ℡0556-20-3017
歩かない道を散歩気分で歩いてみませんか？ 参加費：500円

17(木)
18(金) 茶話会
第７回身延町総合文化祭
19(土) 「文化文芸作品展示会」（27日まで）
第１回みのぶスポーツフェスタ

20(日) 自主企画講座「みのぶを歩く」
結婚相談日

13:00 ～ 16:00 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

11:00 ～ 11:45 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

20:00 ～ 21:00 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）

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

21(月)
集まれ！０・１・２

22(火) ≪ちいさなちいさなおはなし会≫
勤労感謝の日

23(水)

ヨガ教室
年金相談会

9:30 ～ 16:00 南部町森林組合

男性料理教室（5回目）

10:00 ～ 13:00 すこやかセンター2階 調理室

要予約

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

「壁面を飾ろう」

10:30 ～ 11:30 身延児童館

親子で製作をして、児童館の壁面を飾りましょう。
対象：未就園児と保護者

身延児童館

10:30 ～ 11:30 中富すこやかセンター

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 参加費：無料

生涯スポーツ担当
℡0556-20-3017

24(木) 幼児体操教室
県下一斉無料法律相談

13:00 ～ 16:00 中富総合会館

みんなの読書会 第４回
（図書館自主企画講座）

14:00 ～ 16:00 身延町総合文化会館
下部保健福祉センター
13:00 ～ 15:00 中富すこやかセンター
身延福祉センター

25(金) 心配ごと相談日
発明クラブ

9:00 ～ 11:30 身延支所３階

お兄さん・お姉さんと遊ぼう！

10:30 ～ 12:00 身延児童館

図書館古文書講座②

13:30 ～ 15:30 メディアルーム

自主企画講座「筋力向上教室」（下部教室）

14:00 ～ 15:30 下部地区公民館

自主企画講座「筋力向上教室」（中富教室）

13:30 ～ 15:00 中富地区公民館 原分館

26(土)
身延町総合文化会館１階

27(日) 身延山七面山修行走

7:40 ～

醍醐山から毛無山を眺めよう

身延山・七面山

8:30 ～ 15:20 醍醐山（身延町常葉）

県下一斉の無料法律相談です。相談時間は30分で要予約となります。
予約受付（先着順）：11月1日（火）～11月18日（金）
詳細は裏面をご覧ください。
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
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。

℡0556-62-3880

総務課 ℡0556-42-4800

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

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
生涯学習担当 ℡0556-20-3017
作を行う教室です。
身延山大学福祉学科の学生さんによるイベントです。お兄さんやお姉さんた
ちと工作をしたり、遊んだりしましょう。
身延児童館 ℡0556-62-3880
対象：未就学児と保護者
持ち物：飲み物
全３回の講座で地域に関わる古文書を読み解きます。
講師：山田省吾さん 対象：初心者～中級車 参加費：無料
身延町立図書館 ℡0556-62-2141
1回のみの参加も出来ます。お気軽にご参加ください。
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：500円

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

詳細は裏面

身延山・七面山修行走実行委員会
℡0556-62-0504

身延町のスカイツリー・醍醐山に登り、湯之奥金山遺跡の全容を眺めます！
参加費：無料 定員：20名 対象：小学生～一般
湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015
集合場所：ＪＲ甲斐常葉駅（8：30集合）

28(月)
29(火)

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

11:00 ～ 11:45 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

13:00 ～ 14:00
中富すこやかセンター
（受付時間）

対象児：平成27年10月、H28年1・4・7月生まれ

福祉保健課 ℡0556-20-4611

30(水)

■国民健康保険税
５期(１１月３０日) ■学校給食費
11月(１１月３０日) ■保 育 料
11月(１１月３０日)
■介護保険料
７期(
〃
) ■町営住宅使用料
11月(
〃
) ■簡易水道使用料 11月(１１月２８日)
■後期高齢者保険料 ５期(
〃
) ■奥の湯温泉使用料 11月(
〃
) ■下水道使用料
11月(
〃
)

※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。
峡

月 日

南

地

域

（

北
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）
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南

地
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峡

南

地

域

（

南

部

）

11/3(木)

一瀬医院

（市川三郷町） 内・外・整・小

055-272-0183

小野皮膚科医院

（富士川町）

皮

0556-22-5567

飯富病院

（身延町）

内・外・整

0556-42-2322

11/6(日)

磯野医院

（市川三郷町） 内・小

0556-32-1881

峡南病院

（富士川町）

内・外・整

0556-22-4411

望月医院

（身延町）

内・小

0556-66-2102

11/13(日) 高橋医院

（市川三郷町） 内・外・小

0556-32-2521

富士川病院

（富士川町）

内・外・整

0556-22-3135

佐野医院

（身延町）

内・外

0556-64-2037

11/20(日) 市川三郷病院

（市川三郷町） 内・外・泌

055-272-3000

しぶや眼科

（富士川町）

眼

0556-22-2220

佐野整形

（身延町）

内・外・整

0556-62-0009

11/23(水) 市川ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ

（市川三郷町） 内・外・消

055-272-3337

くぼた内科胃腸科医院

（富士川町）

内・小・胃

0556-22-0301

身延山病院

（南部町）

内・外・整

0556-62-1061

11/27(日) 溝部医院

（市川三郷町）

055-272-0003

しもべ病院

（富士川町）

内・外・整・リ

0556-36-1111

飯富病院

（身延町）

内・外・整

0556-42-2322

内・小・皮・呼・循・ア

●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

【開催日】 11月27日（日）

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問題について、山
梨県弁護士会の弁護士が相談に応じます。相談時間は１人３０分です。要予約で６人まで相談
に応じます。
※予約は先着順です。
※予約申込者がいない場合は相談会は実施いたしません。

【場 所】 身延山地内、七面山

【コース】 ①七面昇龍ロングコース（36km） 7時40分 スタート
②思親報恩ショートコース（13km） 9時15分 スタート
☆アドバイザー 石川弘樹氏（TRAIL WORKS代表）

●日
時 １１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 １１月1日（火）～1８日（金） 午前8時30分～午後5時15分

★多くの皆さまのご声援をお願いします。

本イベントに関する問い合わせは・・
身延山・七面山 修行走実行委員会
℡ ０５５６－６２－０５０４

■予約・お問い合わせ先■ 身延町役場総務課 TEL：0556-42-4800

第１回 みのぶスポーツフェスタ
１１月２０日（日）富士川クラフトパークにおいて、第１回スポーツフェスタを開催します。みのぶ健康マ
ラソンをはじめ、ノルディックウォーキング教室や様々な軽スポーツを体験できるコーナーもあります。家族
や友達とスポーツの楽しさを味わいましょう。参加者募集中！（申込締め切りは１１月１０日（木）です。）

【日 程】
受
付
開 会 式
スタート

自分の歩き方を意識したことがありますか？自身の健康や歩き方の改善にも
つながります。近年大注目の、スキーのストックのようなポールを利用した
ウォーキングです。実際に体験してください。参加をお待ちしております。

午前８時２０分～８時４０分
午前８時５０分～９時０５分
午前９時１０分～（小学生・ファミリーの部）
午前９時５０分～（中学生・高校生・一般の部）

【 コース 】
クラフトパーク内特設コース３ｋｍ（全種目共通：１.５ｋｍ×２周）

【日 程】
受
付 １０時１０分～１０時３０分
体
験 １０時３０分～１１時３０分

【種 目】
○ファミリーの部（小学生以下親子等ペア）
○小学生の部（男・女）○中学生の部（男・女）
○高校生の部（男・女）○一般の部 （男・女）

【その他】
○ 体験教室での使用用具は用意します。
○ 参加費無料、申し込みは電話で下記までお願いします。
生涯学習課生涯スポーツ担当 ℡０５５６－２０－３０１７

【参加資格】
①身延町民の方
②身延町内の学校及びスポーツ少年団・クラブに在籍している方
③身延町内の事業所に勤務している方
④①～③以外の町外者（OP参加）
共通：心身共に健康な方で大会のルール・マナーを遵守できる方
【表 彰】
各部門１位～３位に賞状とメダル、４位～８位に賞状を授与します。
※完走者には完走証を発行します。
【 その他 】
○ナンバーカード（ゼッケン）は主催者で用意します。
受付時に配布し終了後に返却していただきます。
○事前に健康診断を受け体調には十分注意し、変調を感じた時はただちに
競技を中止してください。
【申し込み】
○下記申込書に記入し、郵送またはFAXにて申し込みをしてください。
郵送先：〒409-2992 身延町常葉1025 身延町教育委員会生涯学習課
○中富総合会館、身延支所、下部地区公民館に直接提出もできます。
※健康マラソンについては、電話での申し込みは受け付けられませんので
ご注意ください。

フライングディスクやターゲットバードゴルフ、ストライクターゲットな
どの体験コーナーがあります。健康マラソンのランナーを応援し、さらに自
分でチャレンジしてください！！
体

験

１０時１０分～１１時３０分

ご注意ください
○中止の連絡は防災無線で午前７時３０分に
放送します。
○主催者は傷害、紛失、その他の事故等につい
ては、応急処置を除き一切の責任を負いません
ので、各自の責任において対応してください。
○事業中に撮影した写真を、町広報に掲載する
ことがあります。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先

№
1
2
3
4
5

氏

名

ふりがな

住所

主
主
協

協

催：身延町・身延町教育委員会
管：みのぶ健康マラソン実行委員会
身延町体育協会
身延町スポーツ推進委員会
力：身延町体育協会陸上部
富士川･切り絵の森
南部交通安全協会身延地区各支部
身延高校陸上競技部
賛：身延ロータリークラブ

生涯学習課生涯スポーツ担当

電話番号

性別

℡０５５６－２０－３０１７

学校名・学年・年齢

参加種目

