行 事

日

時 間

会

場

該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容

等

連

絡

先

1(日)
2(月)
憲法記念日

3(火)

わんぱく祭り（～5日）

9:30 ～ 16:00 富士川クラフトパーク

道の駅「しもべ」こどもまつり（～5日） 10:00 ～ 15:00 道の駅「しもべ」

詳細は裏面

富士川クラフトパーク
℡0556-62-5545

詳細は裏面

道の駅「しもべ」 ℡0556-20-4141

山梨県指定無形文化財の西嶋神楽の奉納等

若宮八幡神社社務所
℡0556-42-3884

4(水) みどりの日
こどもの日

5(木) 沢奥のおまつり

9:00 ～

西嶋地内 弓道場付近臨時舞台

6(金)
7(土)

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

8(日)
9(月)
10(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

「お弁当の日」

11:00 ～ 12:00 身延児童館

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

自主企画講座「３Ｂ体操」

13:30 ～ 15:00 下部地区公民館

ボール・ベル・ベルターの用具を使用しながら、音楽に合わせて集団で行
う健康体操です。申込みは右記までお願いします。参加費500円(変更の場 生涯学習課 ℡0556-20-3017
合あり)

11(水)

12(木)
13(金)

14(土)

行政相談日

下部保健福祉センター
身延福祉センター

心配ごと相談日
発明クラブ

9:00 ～ 11:30 身延支所3F

緑のカーテン講習会

15(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

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

小学生から中学生(小３までは保護者同伴)を対象とした工作教室です。毎
月第2・４土曜日に開催しています。申込みは随時受け付けています。(年
会費1,000円)

生涯学習課 ℡0556-20-3017

身近な温暖化対策「緑のカーテン」で夏を涼しく過ごしてみませんか。

環境下水道課 ℡0556-42-4814

第2回目は身延山から下山までを歩きます。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)

生涯学習課 ℡0556-20-3017

13:00 ～ 15:00 中富すこやかセンター

自主企画講座「みのぶを歩く～富士川
を眺めながらぶらり～」

10:00 ～ 11:00 西嶋公民館
9:00 ～ 12:00 身延山から下山(予定)

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

集まれ！０・１・２
≪中先生の歌のおはなし会≫

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

詳細は裏面

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

10:30 ～ 11:30 身延児童館

母親同士お茶を飲みながら、会話を楽しみましょう。
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

22(日) こどもとしょかんまつり（ブック・

10:00 ～ 16:00 身延町立図書館

年に一度の「こどもと本のおまつり」です。人形劇・ワークショップ（科
学あそび）・こどもの本の交換会・図書館スタンプラリーほか
対象：どなたでも

身延町立図書館

23(月) 消費生活相談日

13:00 ～ 15:00 中富すこやかセンター

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。

観光課

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

9:30 ～ 16:00 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。

町民課町民担当 ℡0556-42-4804

対象児：平成26年8月～11月生まれ

福祉保健課 ℡0556-20-4611

10:30 ～ 11:30 中富すこやかセンター

詳細は裏面

生涯スポーツ担当 ℡0556-20-3017

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 ℡0556-62-3880

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

小学生から中学生(小３までは保護者同伴)を対象とした工作教室です。毎
月第2・４土曜日に開催しています。申込みは随時受け付けています。(年
会費1,000円)

生涯学習課 ℡0556-20-3017

対象児：平成27年4・7・10月・H28年1月生まれ

福祉保健課 ℡0556-20-4611

16(月)
17(火)
18(水)
19(木) 幼児体操教室（前期）
20(金) 「茶話会」
21(土)
フェスタ・キッズ2016）

集まれ！０・１・２

24(火) ≪ちいさなちいさなおはなし会≫
年金相談会

25(水)

13:00 ～ 14:00

1歳6ヶ月児健診

（受付時間）

幼児体操教室（前期）

中富すこやかセンター

26(木)
「壁面を飾ろう」 （～27日）

27(金) 心配ごと相談日
28(土) 発明クラブ

下部保健福祉センター・中富すこや

13:00 ～ 15:00 かセンター・身延福祉センター
9:00 ～ 11:30 身延支所3F

℡0556-62-2141

℡0556-62-1116

29(日)
30(月)
31(火) 乳児健診

13:00 ～ 14:00
中富すこやかセンター
（受付時間）

■固定資産税 前期全納・１期（５月３１日）
■介護保険料
１期（
〃
）
■学校給食費
５月（
〃
）

■住宅使用料
５月（５月３１日）
■奥の湯温泉使用料 ５月（
〃
）
■保 育 料
５月（
〃
）

■ 簡易水道使用料 ５月（５月２６日） 忘れずに
■ 下水道使用料
５月（
〃
） 納めましょう

便利な口座振替をお勧めしています！

５月の生活習慣病予防健診日程
会 場

健 診 日

健

診

対

象

地

区

会場

１１日 (水) 曙地区、夜子沢、下田原

ー

セす
ンこ
タや
か

下
部
地
区
体
育
館

１２日 (木) 伊沼、飯富、宮木
１３日 (金) 日向南沢、寺沢、切石、八日市場
１４日 (土) 西嶋
１５日 (日) 大須成地区、手打沢

健 診 日

健

診

対

象

地

区

１８日 (水) 清沢、大炊平、岩欠、杉山、常葉、一色、和平
１９日 (木) 北川、長塩、北川丸畑、市之瀬、車田、切房木、道、
水船、芝草、樋田、熊沢、古関丸畑
２０日 (金) 古関丸畑以外の古関地区
２１日 (土) 三澤、嶺、山家、久保、大山、上田原
２２日 (日) 波高島、上之平、下部、湯之奥

健診の受付時間は、午前８時３０分～午前１０時３０分です。

【対 象 者】…町内に居住している未就園児（３歳以下）とその保護者
【期日・会場】…5月19日、6月16日（木）・身延児童館
5月26日、6月23日、7月7日（木）・中富すこやかセンター２階
※複数会場参加可能です。毎回参加できなくても１回からでも受付けいたします。
【定
員】…各会場３０人
【時
間】…午前１０時３０分～１１時３０分
【参 加 料】 …無料
【持 ち 物】 …タオル、飲み物など
【講
師】…ＮＰＯ法人ルーデンススポーツクラブ 体操コーチ 野村諒子先生
【申 込 み】 …５月１３日（金）までに教育委員会生涯学習課生涯スポーツ担当
まで電話にてお申込みください。
【そ の 他】 …事業中に撮影した写真を町広報誌に掲載することがあるので予
めご了承ください。
☆後期は９月～１２月（全７回）に開催を予定しています。

≪応 募 締 切≫

5月６日（金）必着

≪ 公 募 方 法≫ E-mail : contest@yda.jp に“写メ”を添付して送信してください。また、パソコンからデ
ジタル写真の応募も可能です。
氏名、住所、連絡先、写真タイトル等のご記入をお忘れなく！お一人様1点まで。
≪発

表≫ 6月4日『歯と口の健康週間』に合わせて歯科医師会ホームページ（http://www.yda.jp）で
発表。また入賞者にはご送信いただいたアドレスにご連絡いたします。（携帯電話メール
設定でドメイン受信されている方は当アドレスの受信許可を行ってください。）
入賞作品は『歯と口の健康週間』各イベント会場、及び『山梨県民歯科保健のつどい』11
月27日(日) アイメッセ山梨にて展示させていただきます。

≪問い合わせ先≫ 山梨県歯科医師会事務局（須田・篠原）℡0556-252-6481
Ｅ-mail : shinohara-47@yda.jp
≪協

申し込み・問い合わせ先
生涯スポーツ担当 Ｔｅｌ0556‐20‐3017
FAX0556‐36‐0088

賛≫ 山梨県歯科医師協同組合
・応募された写真につきましては、今後大会ＰＲ等に使用させていただく予定です。
・応募作品の著作権は、山梨県歯科医師会の所属といたしますのでご了承ください。
・ご応募いただいた連絡先には、歯に関するイベント情報などのご連絡をさせていただきます。

《 入 賞 賞 品》 1等 ロボット掃除機ルンバ
２等 音波歯ブラシ
３等 ディズニーリゾートペア観光券

日

時 ５月３日（火）～５日（木）
午前９時３０分～午後４時
場 所 富士川クラフトパーク

おいしい！楽しい！お店がいっぱい！
日

屋台村、クラフト体験、ふわふわ大集合、大道芸パフォーマンス、
猿回し （3日・4日）、パトカー見学会、カヌー体験、
「酒井敦美 光の切り絵 展」ギャラリートーク（3日）、
スポーツ鬼ごっこ
問い合わせ先

富士川クラフトパーク指定管理者
合同会社 富士川・切り絵の森

時

場

５月３日（火）～５日（木）
午前10時～午後３時
所 道の駅しもべ
ヤキソバ・ヤキトリ・やまめの塩焼き・射的当て
スーパ－ボールすくい・ヨーヨーすくい など

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/

※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 ）

5/1(日)

一瀬医院

5/3(火)

峡南地域（中部）
055-272-0183

しもべ病院

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

5/4(水)

溝部医院

（市川三郷町） 内・小・皮・呼・循・ア

055-272-0003

5/5(木)

市川三郷病院

（市川三郷町） 内・外・泌

055-272-3000

5/8(日)

立川医院

（市川三郷町） 内

055-272-0355 くぼた内科胃腸科医院 （富士川町） 内・小・胃

5/15(日)

磯野医院

（市川三郷町） 内・小

0556-32-1881

小野皮膚科医院

5/22(日)

一瀬医院

（市川三郷町） 内・外・整・小

055-272-0183

5/29(日)

高橋医院

（市川三郷町） 内・外・小

0556-32-2521

（市川三郷町） 内・外・整・小

峡南地域（南部）
0556-36-1111

飯富病院

（身延町） 内・外・整

0556-42-2322

（富士川町） 内・外・整

0556-22-4411

富河病院

（南部町） 内・外

0556-66-2009

富士川病院

（富士川町） 内・外・整

0556-22-3135

佐野医院

（南部町） 内・外

0556-64-2037

くつま整形

（富士川町） 整

0556-22-6688

望月医院

（南部町） 内・小

0556-66-2102

0556-22-0301

身延山病院

（身延町） 内・外・整

0556-62-1061

（富士川町） 皮

0556-22-5567

飯富病院

（身延町） 内・外・整

0556-42-2322

峡南病院

（富士川町） 内・外・整

0556-22-4411

佐野整形

（身延町） 内・外・整

0556-62-0009

富士川病院

（富士川町） 内・外・整

0556-22-3135

南部町立診療所

（南部町） 内・小

0556-64-3117

（身延町） 内・外・整・リ

●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

