
日

1(木)

2(金) 13:00 ～ 15:00

8:00 ～ 16:00

14:00 ～

4(日)

5(月) 10:30 ～ 11:30

11:00 ～ 11:45

18:30 ～

10:00 ～ 11:00

11:00 ～ 12:00

11:00 ～ 12:00

10:00 ～ 15:00

10:30 ～ 11:30

9(金) 9:30 ～ 16:30

9:00 ～ 11:30

13:30 ～ 15:30

11(日) 10:30 ～ 11:45

12(月)

11:00 ～ 11:45

15:00 ～ 16:30

13:00 ～ 15:30

20:00 ～ 21:00

15(木) 14:00 ～ 16:00

13:00 ～ 15:00

10:30 ～ 11:30

11:00 ～ 13:00

15:00 ～

9:30 ～ 12:30

13:00 ～ 16:00

19(月) 10:30 ～ 11:30

20(火) 11:00 ～ 11:45

9:00 ～ 16:00

9:30 ～ 16:00

10:30 ～ 11:30

13:00 ～ 14:00

14:00 ～ 16:00

22(木) 10:30 ～ 11:30

23(金)

24(土) 14:00 ～ 15:30

25(日) 13:30 ～ 15:00

26(月)

27(火)

28(水)

29(木)

30(金)

31(土) 23:50 ～

3(土)

21(水)

年金相談会 中富総合会館 社会保険労務士による年金相談会です。 町民課保険年金担当 ℡0556-42-4804

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年金相談会です。 町民課保険年金担当 ℡0556-42-4804

（受付時間）

歯科検診
13:45 ～ 14:30 中富すこやかセンター

就学前の乳幼児及び妊婦
福祉保健課 ℡0556-20-4611

2歳児子育て発達相談 対象児：平成26年10月～12月生まれ

弁護士無料相談 身延福祉センター

身延児童館

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

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
1回のみの参加も出来ます。お気軽にご参加ください。

身延町総合文化会館２階 和室

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

※要整理券、整理券所持者のみ入場可。未就学児入場不可。

図書館わくわく♪おはなし会
　図書館でひと足早い★クリスマス★

身延町総合文化会館１階
メディアルーム

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

身延児童館 ℡0556-62-3880

行政相談日
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

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

幼児体操教室 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

常葉金山遺跡見学会 身延町常葉金山
身延町の常葉金山にて遺跡見学会を行います。
参加費：無料　　　定員：15名　　対象：小学生～一般
集合場所：JR身延線甲斐常葉駅

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

連 絡 先

みんなの読書会　第５回
（図書館自主企画講座）

結婚相談日 身延支所

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ヨガ教室

総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

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

総務課 ℡0556-42-4800

身延町総合文化会館 身延町立図書館 ℡0556-62-2141

なかとみ現代工芸美術館
　　　　　　℡0556-20-4555

身延シネマ鑑賞会Vol.2「ペット」 身延町総合文化会館ホール

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

総合文化会館担当℡0556-62-2110

お弁当の日 身延児童館

身延児童館 ℡0556-62-3880

図書館古文書講座③

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

身延山久遠寺 ℡0556-62-1011
身延山久遠寺の大鐘は、大晦日のみ先着1000人の一般の方も撞くことが出来
ます。108の煩悩を滅除し、家内安全で幸多き新年を祈ります。

幼児体操教室

リトミック教室

天皇誕生日

自主企画講座「筋力向上教室」
（下部教室）

中富地区公民館 原分館
自主企画講座「筋力向上教室」
（中富教室）

身延山久遠寺　除夜の鐘 身延山久遠寺境内 大鐘楼

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。

ピアノにあわせて、楽しい時間を過ごしましょう。
対象：未就園児と保護者　持ち物：飲み物

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：12月7日（水）～19日（月）

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等

身延町総合文化会館１階
メディアルーム

身延町総合文化会館２階 和室

身延児童館
クリスマス飾りを作りましょう。
対象：未就園児と保護者

下部保健福祉センター
中富総合会館
身延保健センター

クリスマスの楽しい絵本・ミニシアター・てあそび・ミニ工作など
対象：3歳ぐらいから　　参加費：無料

平成29年2月5日（日）まで開催される「甲骨文　ふるさとに甦る　望月翠山
新作書展」展示の初日となります。身延町出身、望月翠山先生による漢字の起
源とされる書作品をご覧ください。

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

山梨県警察音楽隊ふれあいコンサートin身延 身延町総合文化会館ホール

特設人権相談所開設

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。

クリスマス飾りづくり（～６日）

「甲骨文　ふるさとに甦る
　　　　望月翠山　新作書展」　初日

中富すこやかセンター
生涯スポーツ担当
　　　　　　℡0556-20-3017

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

下部地区公民館 多目的ホール
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

6(火)
宝くじ文化公演「東儀秀樹×古澤巌×
coba」TFC55

身延町総合文化会館ホール ※チケット所持者のみ入場可。未就学児入場不可。 総合文化会館担当℡0556-62-2110

茶話会 身延児童館
ママ同士お茶を飲みながら、いろんなお話を楽しみましょう。
対象：未就園児の保護者　　持ち物：お子さんの飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

16(金)

なかとみ現代工芸美術館
休館日　毎週火曜日
　　　　１２月２８日から１月１日

8(木)

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

下部温泉会館２階 大広間

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。
※１２月の心配ごと相談は都合により、第３金曜日のみ開催します。

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

13(火)
自主企画講座「自彊術」 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、整体
術等を統合した手法療法です。　参加費：600円

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

身延児童館 ℡0556-62-3880

乳児健診 中富すこやかセンター 対象児：平成27年11月、H28年2・5・8月生まれ 福祉保健課 ℡0556-20-4611

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

※全席自由、入場無料。整理券を配布します。
詳細は総合文化会館にお問い合わせください。

毎月第３日曜日に開催してます。
当日開催時間のみ受付
　　　　　　℡0556-62-1395

壁面を飾ろう 身延児童館
親子で製作して、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 ℡0556-62-3880

錫クラフト体験教室 湯之奥金山博物館 多目的ホール
オリジナル錫アクセサリーを作ります。
講師：五十嵐智則先生と峡南高校の生徒の皆さん　対象：小学生～一般
定員10人　材料費：500円

法務大臣から委嘱された人権相談員が、相続・いじめ・虐待・近隣トラブル・
家族関係・その他人権に関する相談に応じます。相談は無料で秘密は守られま
す。

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

7(水)

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。

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

10(土)

17(土)

オリジナルキャンドル作り体験教室 湯之奥金山博物館 多目的ホール
オリジナルキャンドルを作ります。
講師：望月聡先生　 対象：小学3～6年生　 定員10人　 材料費：500円

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

18(日)

14(水)

自主企画講座「３B体操」 下部地区公民館 多目的ホール
３B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

湯之奥金山博物館 ℡0556-36-0015

■固定資産税 ３期(１２月２６日) ■学校給食費 12月(１２月２６日) ■保 育 料 12月(１２月２６日)

■国民健康保険税 ６期( 〃 ) ■町営住宅使用料 12月( 〃 ) ■簡易水道使用料 12月( 〃 )

■介護保険料 ７期( 〃 ) ■奥の湯温泉使用料 12月( 〃 ) ■下水道使用料 12月( 〃 )

■後期高齢者保険料 ６期( 〃 )

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、

来所前に必ずお電話をください。 【連絡先】福祉保健課保健師 ℡0556-20-4611



 

　●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

（南部町） 内・小 0556-64-3117

12/29(木) 市川ﾒﾃﾞｨｶﾙｸﾘﾆｯｸ （市川三郷町） 内・外・消

0556-22-3135 佐野整形 （身延町） 内・外・整 0556-62-000912/30(金)

（南部町） 内・小 0556-66-2102

溝部医院 （市川三郷町） 内・小・皮・呼・循・ア 055-272-0003

12/31(土) 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）

0556-22-4411 望月医院

0556-22-2220 南部町診療所眼

小野皮膚科医院 （富士川町） 皮

内・外・整

055-272-3337 峡南病院 （富士川町） 内・外・整

富士川病院 （富士川町）

0556-22-0301 身延山病院 （身延町） 内・外・整 0556-62-1061

12/25(日) 高橋医院 （市川三郷町） 内・外・小 0556-32-2521 内・外・整 0556-42-23220556-22-5567 飯富病院 （身延町）

12/23(金) 磯野医院 （市川三郷町） 内・小 0556-32-1881 くぼた内科胃腸科医院 （富士川町） 内・小・胃

くつま整形 （富士川町） 整

0556-22-3135 富河医院 （南部町） 内・外 0556-66-2009

12/18(日) 市川三郷病院 （市川三郷町） 内・外・泌 055-272-3000 内・外 0556-64-20370556-22-6688 佐野医院 （南部町）

12/11(日) 一瀬医院 （市川三郷町） 内・外・整・小 055-272-0183 富士川病院 （富士川町） 内・外・整

峡南病院 （富士川町） 内・外・整

※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。

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

12/4(日) 立川医院 （市川三郷町） 内 055-272-0355 内・小 0556-64-31170556-22-4411 南部町診療所 （南部町）

本格的な寒さの前に早めの
水道凍結防止対策 をお願いします！

～ 凍結防止のために ～

☆凍結しやすいところは、保護・保温しましょう

*電気による保温のコードを巻く。
*厚みのあるしっかりした保温材を巻き、場所によっては二重に保護する。
*水抜き栓がついているところは、必ず水抜きをする。
*水を使っていない深夜帯などは、少量の水を出しておくことも効果的。

～ 漏水の応急手当て ～
☆凍ってしまったら、応急処置をして至急水道工事業者に連絡してく

ださい
*止水栓を右にいっぱいに回して、水を止める。
*水道管が破裂して水が飛び散っているときは、破裂している箇所にタオル
等をテープで固定し、水の飛散を一時防止する。

*指定給水装置工事事業者に修理を依頼する。

～ 凍結したら ～
☆タオルや布をかぶせ、ぬるま湯をゆっくりとまんべんなくかけ、気長

に解かしてください

【お問い合わせ先】 水道課 ℡０５５６－４２－４８１１

西嶋地区イルミネーション
西嶋地区住民の皆さんの手作りによるイルミネーションが今年も始ま

ります。500ｍの道沿いに10万個以上の電球が住宅を彩ります。
12月 ３・1０・1７日（土）にはすいとん、ゆず湯の無料サービスを

実施します。

大晦日はオールナイトで点灯します。

高齢者の肺炎球菌ワクチンの定期接種が行われています。
平成２８年度高齢者を対象とした肺炎球菌ワクチンの接種対象者は次の通りです。 次のことにご注意ください。

・定期接種の対象者は毎年異なるため、接種

の機会を逃さないようにご注意ください。

・過去に自費で肺炎球菌ワクチンを接種した

ことがある方は、定期接種の対象とはならず、

町で郵送した予診票を利用して接種すること

はできません。

・接種期限は、平成２９年３月３１日までと

なっています。

・経過措置の対象となる方（今年３月末に予診票を郵送してあります）

対象者 生年月日

６５歳となる方 昭和２６年４月２日生  ～  昭和２７年４月１日生

７０歳となる方 昭和２１年４月２日生　～　昭和２２年４月１日生

７５歳となる方 昭和１６年４月２日生　～　昭和１７年４月１日生

８０歳となる方 昭和１１年４月２日生　～　昭和１２年４月１日生

８５歳となる方 昭和　６年４月２日生　～　昭和　７年４月１日生

９０歳となる方 大正１５年４月２日生　～　昭和　２年４月１日生

９５歳となる方 大正１０年４月２日生　～　大正１１年４月１日生

１００歳となる方 大正　５年４月２日生　～　大正　６年４月１日生 お問い合わせ先

中富すこやかセンター内

福祉保健課 健康増進担当

℡０５５６ー２０－４６１１

多くの人が生活している

住宅地ですので、マナー

を守ってお楽しみください。

身延町 西嶋イルミネーション フェイスブックやってます。

https://www.facebook.com/nishijimaillumi/

● お 願 い ●

イルミネーションロードは、ごく普通の住宅地の中

にあるとても狭い道路です。車のすれ違いは困難で、

駐車スペースもありません。なかとみ和紙の里の駐

車場または国道52号(旧道)沿いの臨時駐車場に駐

車し、徒歩でお越しくだ

さい。

「町政カレンダー」
広報みのぶへ移行のお知らせ

毎月１５日に発行してきた広報みのぶお知らせ版「町政カレンダー」が、平成

２９年２月１５日発行予定を最後に、「広報みのぶ」（４月号）平成２９年４月１日

発行予定より移行します。

移行の理由は

・町民の皆様より回覧物を少しでも減らしてほしいとのご意見を多くいただいたため

・コストを削減し、文字をより鮮明にするため

・実際にカレンダーのように利用できるようにするため（予定）

等によるものです。

今後も皆様にわかりやすい広報を目指してまいります。ご理解の程、よろしくお願いします。

お問い合わせ先 政策室広聴広報担当 ℡０５５６－４２－４８０１

・６０歳から６５歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に障害がある方や、ヒト免

疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害がある方で、そのために日常生活に極度な支障

がある方は、肺炎球菌ワクチンの接種対象者となる可能性がありますので、主治医にご

相談ください。


