行事

日

時 間

会

場

該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容

等

連 絡 先

下部保健福祉センター
10:00 ～ 15:00 中富総合会館
身延保健センター

総務大臣から委嘱された人権相談員が人権に関する相談に応じます。お気軽にご
総務課 ℡0556-42-4800
相談ください。

「お兄さん・お姉さんと遊ぼう！」

10:30 ～ 12:00 身延児童館

身延山大学子ども学コースの学生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

一色ホタルまつり

13:30 ～ 21:00 一色ホタルの里駐車場

裏面参照

ベビーすくすく教室

10:00 ～ 11:30 中富すこやかセンター

対象：0歳児とその保護者
内容：助産師さんによるベビーマッサージ、お母さん同士の交流

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・うたあそび・ミニ工作など
対象：乳幼児と保護者
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

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。参加申込みは右記までお願いします。
生涯学習課 ℡0556-20-3017
参加費500円(変更の場合あり)

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
参加料：300円/回
持ち物：ヨガマットか大きめのタオル

10:30 ～ 11:30 身延児童館

親子で身体を動かして、リフレッシュしましょう。
対象：未就学児と保護者
持ち物：飲み物、汗ふきタオル

身延児童館 ℡0556-62-3880

13:00 ～ 14:00
中富すこやかセンター
（受付時間）

対象児：平成24年12月～平成25年3月生まれ

福祉保健課 ℡0556-20-4611

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

1(水) 特設人権相談所開設
2(木)
3(金)
4(土)

観光課 ℡0556-62-1116

5(日)
6(月)
7(火)

8(水) 自主企画講座「３B体操」
ヨガ教室

9(木) 「親子で遊ぼう！３B体操！」
3歳児健診

10(金) 行政相談日

下部保健福祉センター

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

発明クラブ

9:00 ～ 11:30 身延支所３階

11(土) VF甲府身延町

ホームタウンサンクスデー

身延山開闢会前夜祭

12(日) 身延山開闢会御入山行列
図書館わくわく♪おはなし会
昔話と懐かしい遊びを楽しもう！
「父の日プレゼント作り」
13(月)
（13日～15日）

福祉保健課 ℡0556-20-4611

下部集落公民館 ℡0556-36-1450
（笠井様）

小学生から中学生まで（小３までは保護者同伴）を対象とした、毎月第２・４土
生涯学習課 ℡0556-20-3017
曜日に工作を行う教室です。ぜひ、ご参加ください。年会費1,000円
詳細は裏面をご覧ください

生涯学習スポーツ担当
℡0556-20-3017

～いにしえからの聖なる響き in 身延山～
日本航空高等学校太鼓隊、雷舞、身延山高等学校雅楽部による出演

身延山観光協会 ℡0556-62-0502

8:00 ～ 11:30 町内10か所

身延町住民

環境下水道課 ℡0556-42-4814

総門～御草庵跡
9:00 ～ 12:00 （雨天時：久遠寺）

日蓮聖人が身延山に入山したことを記念して行われる行事

身延山久遠寺 ℡0556-62-1011

10:30 ～ 11:45 身延町総合文化会館２階 和室

昔話っておもしろい！おはなしとミニシアター
昔の遊びを楽しもう！懐かしの工作 対象：3歳以上から

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

10:30 ～ 11:30 身延児童館

お父さんへのプレゼントを作ります。
対象：未就園児と保護者

身延児童館 ℡0556-62-3880

社会保険労務士による年金全般に関する相談会

町民課保険年金担当
℡0556-42-4804

山梨中銀スタジアム

18:00 ～ 20:30 身延山三門特設会場

粗大ごみ収集

他

14(火)
15(水) 年金相談会

9:00 ～ 16:00 身延支所
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

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

第3回目は下山から飯富までを歩きます。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

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

竜王年金事務所職員による年金全般に関する相談会
年金請求の受付も行います。

町民課保険年金担当
℡0556-42-4804

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）

幼児体操教室

10:30 ～ 11:30 中富すこやかセンター2階

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

生涯学習スポーツ担当
℡0556-20-3017

「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 ℡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

16(木) 幼児体操教室
17(金) 「茶話会」

参加料：無料

生涯学習スポーツ担当
℡0556-20-3017

18(土)
19(日)

自主企画講座 「みのぶを歩く
～富士川を眺めながらぶらり～」
結婚相談日

9:00 ～ 12:00 下山から飯富（予定）
13:00 ～ 16:00 身延支所

20(月)
21(火)
22(水)

年金相談会

9:30 ～ 16:00 南部町森林組合

ヨガ教室

23(木)

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

24(金) 心配ごと相談日
発明クラブ
自主企画講座「筋力向上教室」
25(土) （下部教室）

26(日)

参加料：無料

9:00 ～ 11:30 身延支所３階

小学生から中学生まで（小３までは保護者同伴）を対象とした、毎月第２・４土
生涯学習課 ℡0556-20-3017
曜日に工作を行う教室です。ぜひ、ご参加ください。年会費1,000円

14:00 ～ 15:30 下部地区公民館

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

普通救命講習
※修了証を後日発行します。

14:30 ～ 17:30 身延町総合文化会館

中部消防署員を講師に迎え、夏休みを前に万一の事故に備えて、救命救急法の知
識と技術、心得などを体得する。
生涯学習課 ℡0556-20-3017
※もしもの時に役立つ普通救命講習を受講しましょう。

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

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

生涯学習課 ℡0556-20-3017

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

生涯学習課 ℡0556-20-3017

27(月)
28(火)

歯科検診

29(水) 2歳児子育て発達相談

福祉保健課 ℡0556-20-4611
対象児：平成26年4月～6月生まれ

14:00 ～ 16:00 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：6月15日（水）～27日（月）

「救急救命法講習会」

10:30 ～ 11:30 身延児童館

中部消防署から講師を迎え、水遊びの事故防止、AEDの使い方などについて教え
ていただきます。
身延児童館 ℡0556-62-3880
対象：未就園児と保護者、講習会に興味のある方

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5・8・11月・H28年2月生まれ

弁護士による無料相談

30(木)

就学前の乳幼児及び妊婦

13:45 ～ 14:30 中富すこやかセンター

■町県民税 全期前納・１期 （６月３０日）
■介護保険料
２期
〃
■学校給食費
６月
〃
■町営住宅使用料
６月
〃

■奥の湯温泉使用料
■保育料
■簡易水道使用料
■下水道使用料

６月 （６月３０日）
６月
〃
６月 （６月２７日）
６月
〃

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

福祉保健課 ℡0556-20-4611

忘れずに
納めましょう

日 時
会 場
内 容

● ホタルが多く見られる条件
・曇っている（月明かりがない）
・蒸し暑い
・風がない
・夜８時～１０時頃（この時間帯が最も出ます）
● ホタルを鑑賞する時のマナー
・懐中電灯などで照らさないでください
・フラッシュをたいて、写真を撮らないでください
・捕まえないでください
・絶対に、川や田んぼにタバコやごみなどを捨てないでください

6月4日（土） 午後１時３０分～９時
一色ホタルの里駐車場
・歌謡ショー等
・出展コーナー等

※交通規制について
お祭り当日、会場周辺では一方通行規制があり
ます。
会場へお越しの際は、国道52号線側 飯富橋から
お入りください。
お問い合わせ先

鐵に打ち込む刀匠の心
重要無形文化財保持者 大隅俊平の直刃の美
大隅俊平刀匠作品21口、刀装具170点他の展示を
８月７日まで身延町なかとみ現代工芸美術館で開催中
お問い合わせ先
身延町なかとみ現代工芸美術館（なかとみ和紙の里 内） ℡ 0556-62-4555

観光課 ℡ 0556-62-1116

「土地利用審議会委員」の募集
【主な役割】 土地利用計画の検討及び調整など
【応募資格】 平成２８年６月１日現在、次の項目すべてに
該当する方
・町内に住所を有する方
・年齢満２０歳以上の方
【募集人員】 若干名
【任
期 】 平成２８年７月から平成３０年６月までの２年間
【募集期間】 平成２８年６月１日（水）から６月１５日（水）まで
（郵送の場合は当日消印有効）
【選考方法】 委員は応募のあった方の中から選考により
決定します。
【送 付 先】 〒４０９－３３９２ 身延町切石３５０
身延町役場 政策室 企画政策担当
※応募用紙は本庁政策室及び各支所に用意してあります。
※身延町のホームページからダウンロードすることもできます。

※「ホームタウンサンクスデー」とは、県内のサポート市町村で順番にヴァンフォーレ
甲府を 応援する日です。 【道志村との共同開催】

キックオフの時間は決まり次第、ヴァン
フォーレ甲府公式ホームページに掲載され
ます。また、身延町ホームページにも掲載し
ますので、ご確認ください。

■無料招待券の配布■
配布期間 ： ５月２４日（火）～６月３日（金）まで
（土日祝日を除く、午前8時30分～午後5時15分）
※チケットがなくなり次第終了となります。
配布場所 ： 役場政策室・身延支所・生涯学習課（下部地区公民館内）

身延町立図書館、中富・下部図書室は館内すべての資料
（本・雑誌・DVDなど）の点検のため、下記の期間、休館いた
します。ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしく
お願いいたします。
なお、休館中の返却につきましては、ブックポストをご利用
ください。（視聴覚資料につきましては破損のおそれがありま
すので、ブックポストへは返さずに蔵書点検前、あるいは点
検後にカウンターまでお願いいたします）
＊ご自宅に返し忘れの本などありましたら、この機会に返却
をお願いいたします。

※チケットは１人最大5枚まで。
※電話での受付はしておりませんので、直接配布窓口へお越しください。
※招待席はビジター側ホーム自由席となります。
お問い合わせ先

休館期間（身延）： 6月15日（水）～24日（金）
（中富/下部）： 6月15日（水）～23日（木）
お問い合わせ先
身延町立図書館 ℡0556-62-2141

生涯学習課 生涯スポーツ担当 ℡ ０５５６－２０－３０１７

※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）

6/5(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

富河病院

（南部町） 内・外

0556-66-2009

6/12(日)

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

身延山病院

（身延町） 内・外・整

0556-62-1061

6/19(日)

一瀬医院

（市川三郷町） 内・外・整・小

055-272-0183

しもべ病院

0556-36-1111

飯富病院

（身延町） 内・外・整

0556-42-2322

6/26(日)

立川医院

（市川三郷町） 内

055-272-0355

峡南病院

0556-22-4411

佐野医院

（南部町） 内・外

0556-64-2037

（身延町） 内・外・整・リ

（富士川町） 内・外・整

●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

