行

日

事

時

間

会

場

該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容

等

連

絡

先

1(金)
2(土)
3(日)

参議院議員通常選挙
〔身延・下部〕期日前投票所開始

中富総合会館（6/23～7/9まで）

8:30 ～ 20:00 身 延 支 所（7/3～7/9まで）
下部保健福祉センター（

〃

）

身延支所、下部保健福祉センターの期日前投票所が開始となります。9日（土） 身延町選挙管理委員会（総務課）
まで、3箇所のどこでも期日前投票を行うことができます。
℡0556-42-4800

4(月)
5(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

6(水)

「お弁当の日」

11:00

7(木)

幼児体操教室

10:30 ～ 11:30 中富すこやかセンター2階

行政相談日

～

12:00

身延児童館

心配ごと相談日
発明クラブ

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

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

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

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

8(金)

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！

参加料：無料

℡0556-62-3880

生涯学習スポーツ担当
℡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

小学生から中学生（小３まで保護者同伴）を対象にした、毎月第２・４土曜日に
生涯学習課 ℡0556-20-3017
科学工作・木工工作を行う教室です。ぜひご参加ください。

9:00 ～ 11:30 身延支所 ３階

9(土)
学校プール一般開放（9日から）
参議院議員通常選挙【投開票日】

10:00 ～ 16:00 下山小学校プール
7:00 ～ 20:00 町内21投票所

7月9日から8月14日までの土日祝日とお盆期間（8月15、16日）に下山小学
校のプールを一般開放します。詳細は広報みのぶ７月号をご覧ください。

生涯学習課 ℡0556-20-3017

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。
（一部の投票所については、午後7時までで終了となります。）

身延町選挙管理委員会（総務課）
℡0556-42-4800

10(日)
なかとみ現代工芸美術館「銘切実演」

13:00 ～ 15:00 なかとみ現代工芸美術館

刀匠さんにお名前などの希望する文字をプレートに掘ってもらえます。
・先着7名まで ・要電話申し込み

なかとみ現代工芸美術館
℡0556-20-4555

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

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）

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

11(月)
12(火)

13(水) ヨガ教室
14(木)
15(金) 茶話会
16(土)

17(日)

第８回夏休み化学実験教室

9:30 ～ 14:30 湯之奥金山卙物館 1階多目的ホール 詳細は裏面をご覧ください。

図書館わくわく♪おはなし会
【かがやく星と夏のおはなし会】

10:30 ～ 11:45 身延町総合文化会館 2階和室

七夕のお話や夏のミニシアターなど
参加費：無料
対象：3歳以上

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

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

10:30 ～ 11:30 身延児童館

児童館の庭でプール遊びを楽しみます。
対象：未就園児
持ち物：水着（プールに入れる服装）、飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

対象児：平成27年6・9・12月・H28年3月生まれ

福祉保健課 ℡0556-20-4611

親子で簡単な製作をして、児童館の壁面を飾ります。
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

湯之奥金山卙物館 ℡0556-36-0015

18(月) 海の日
19(火)

プール遊び
※25日(月) 26日(火)も実施します

13:00 ～ 14:00

20(水) 乳児健診

（受付時間）

中富すこやかセンター

21(木) 壁面を飾ろう（21日、22日）

10:30 ～ 11:30 身延児童館

22(金) 心配ごと相談日

13:00 ～ 15:00 中富すこやかセンター

下部保健福祉センター
身延福祉センター

発明クラブ

小学生から中学生（小３まで保護者同伴）を対象にした、毎月第２・４土曜日に
生涯学習課 ℡0556-20-3017
科学工作・木工工作を行う教室です。ぜひご参加ください。

9:00 ～ 11:30 身延支所 ３階

23(土)

24(日)

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

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

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

13:00 ～ 16:00 身延保健センター 2階Ｃ会議室

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 ℡0556-62-1116

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

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

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）

10:00 ～ 14:00 下部保健福祉センター

要予約

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

10:00 ～ 11:30 身延児童館

児童館の庭で夏のお祭りを楽しみましょう。
対象：未就学児と保護者
持ち物：飲み物、帽子

身延児童館 ℡0556-62-3880

10:00 ～ 15:30 湯之奥金山卙物館

詳細は裏面をご覧ください。

湯之奥金山卙物館 ℡0556-36-0015

25(月) 消費生活相談日
26(火)

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫
年金相談会

9:30 ～ 16:00 南部町森林組合

27(水)
ヨガ教室
28(木) 甴性料理教室（１回目）
29(金)
こども夏まつり
30(土) 第１６回

31(日)

砂金掘り大会（一般大会）

全国一斉「無料登記相談会」（峡南支部）

13:00 ～ 16:00 （南部町内船4473-1）

南部町総合会館

土地の境界問題、分筆、地目変更、建物の増改築に伴う変更登記、取壊した建物 山梨県土地家屋調査士会
の滅失登記などの相談に無料で応じます。 ■予約丌要、先着順
℡055-228-1311

テコンドー教室(ストレッチ・演武)

10:00 ～ 10:30 中富総合会館2F大ホール

詳細は裏面をご覧ください。

生涯学習課 ℡0556-20-3017

砂金甲子園！
第１３回東西中高交流砂金掘り大会

10:00 ～ 13:30 湯之奥金山卙物館

詳細は裏面をご覧ください。

湯之奥金山卙物館 ℡0556-36-0015

図書館夏休み工作会
「野菜のキャンドルを作ろう！」

13:30 ～ 15:30

■固定資産税
■国民健康保険税
■後期高齢者保険料
■介護保険料

身延町総合文化会館1階
メディアルーム

２期(８月 １日)
１期(
〃
)
１期(
〃
)
３期(
〃
)

夏休みの宿題にぴったりな工作会です！
対象：小学生以上
定員：15人（要申込み）

■学校給食費
■町営住宅使用料
■奥の湯温泉使用料
■保育料

７月(８月 １日)
７月(
〃
)
７月(
〃
)
７月(
〃
)

※材料費がかかります。

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

■簡易水道使用料
■下水道使用料

７月(７月２６日)
７月(
〃
)

便利な口座振替をお勧めしています

弓道教室を開きます

募集
会

場

身延弓道場（支部長 伊藤 正巳） 身延中学校東
教室日 ７月５日（火）・８日（金）
時 間 午後７時３０分～９時３０分

イベント① 第８回化学実験教室

下部弓道場（支部長 二宮 勝） 久那土中学校南
教室日 ７月１９日（火）・２２日（金）
時 間 午後７時３０分～９時３０分

開催日：平成２８年７月１７日（日）
実験メニューの詳細はホームページや配布チラシを見てね！
講 師：宮本一弘 先生（東京・開成学園教諭・理化学部顧問）
●第１回実験「水の不思議！～手の中に雲を作る!?～」 9：30～10：30
●第２回実験「塩の不思議！～コップの中で雪を降らせる!?～」 11：00～12：00
●第３回実験「冷却パックを作ろう！＆シャボン玉を浮かべよう！」 13：30～14：30

中富弓道場（支部長 望月 勝男） 西嶋沢奥
教室日 ７月２６日（火）・２９日（金）
時 間 午後２時～４時
対象者

初心者及び経験者、中学生（保護者が送迎）
高校生（保護者の許可）、大学生、一般

弓

具

道場にあります。

服

装

スポーツのできる服装、靴下

費

用

無料

指

導

身延町弓道部員

締切り

毎年大好評の「化学実験教室」は、より多くの子供たちに、授業では体験できない
実験を通して化学を学ぶ楽しさや驚きや魅力を感じてもらっています。講師は、東
西中高砂金掘り大会で、東京・開成学園を率い、NHK高校講座でも講師を務めら
れている宮本一弘先生。宮本先生から本格的な直接指導を受けることが出来、内
容も充実しています。大人もびっくり！生活の中にある不思議や、身の回りの化学
や化学製品に興味を持てますよ。お友達や親戚、たくさん誘って参加してね。
■共 催：「夢・化学-21」委員会、公益社団法人日本化学会
■定 員：各実験15名まで（要事前予約・重複可）
■場 所：湯之奥金山博物館多目的ホール
■申込締切：7月15日（金）（定員に達し次第終了）

各教室開催前日まで

【 お問い合わせ・お申し込み先】

身延地区 伊藤正巳
下部地区 二宮 勝
中富地区 望月勝男

TEL 0556-62-0471
TEL 0556-37-0402
TEL 0556-42-2865

イベント② 第16回砂金掘り大会（一般大会）

開催日：平成２８年７月３０日(土)

体の柔軟性を高めるストレッチです！
健康増進、怪我防止、ダイエット、若返りなど効果は絶大！
最近お腹が、、、肩が凝っちゃって、、、もっと若くいきいきとしたいな、、、とお悩みのあなた！
時

７月３１日（日） 午前１０時

◆場

所

中富総合会館（２階ホール）

◆対 象 者

どなたでも大歓迎！

◆服

装

動きやすい服装

◆費

用

無料

◆指

導

日本テコンドー協会 東京日野道場

イベント③

砂金甲子園！
第13回東西中高交流砂金掘り大会（学校大会）

開催日：平成２８年７月３１日(日）

イベント④ 第16回こども金山探険隊

◎ 午前１０時から１０時３０分まで、テコンドーストレッチを
体験していただきます。
◎ 体験終了後は、講師の方々の迫力のある演武をご覧
いただく予定になっております。
※参加申し込みは不要です。大勢の皆さまの参加をお待
ちしております。

開催日：平成２８年８月１１日(木・祝)～１２日（金）
場 所：博物館専用駐車場特設テント
今年で1６年目を迎える「こども金山探険隊」！今年は「山の日」に毛無山登山。
「鉄腕DASH!」でもオンエアされた石臼体験は博物館でしかできません。
お近くにお住まいの方はこの機会にぜひご参加ください。募集枠あとわずか！

身延町教育委員会生涯学習課 (身延町体育協会事務局)
TEL 0556-20-3018
FAX 0556-36-0089

期日前投票

中富総合会館

午前８時３０分
～午後８時まで

※雨天決行

時 間：１０時～１３時３０分

～ 当日の流れ ～

【お問い合わせ先】

※雨天決行

時 間：１０時～１５時３０分
９時３０分から受付開始
場 所：博物館専用駐車場特設テント下
競技部門：★ジュニアの部（小学生～中学３年生まで６kg）
★男女一般の部（予選）（高校生以上の男女10kg）
※男女一般の部予選上位20名が決勝進出（16kg/スチールパン決勝戦）
定 員：２００名まで
参加締切：開催日前々日（２８日）の午前中まで。
ただし期日前でも定員になり次第締め切ります。
参加費：大人 ５００円 小・中学生 ３００円（参加費は受付時にご用意ください）

テコンドーストレッチとは・・・

◆日

■対 象：小・中学生
■参加費：１実験200円

お問い合わせ先

６月２３日（木）～７月９日（土）

身延支所
下部保健福祉センター

金山博物館

☎ ０５５６－３６－００１５

公示日の翌日～投開票日の
前日まで（１７日間の予定）

７月３日（日）～７月９日（土）

７日間となります

５月に開催された第１回身延町選挙管理委員会において、１０月２３日任期満了となる
「身延町長選挙」の選挙期日（投開票日）を１０月２日（日）に決定しました。

※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

）

7/3(日)

溝部医院

（市川三郷町） 内・小・皮・呼・循・ア

055-272-0003

富士川病院

（富士川町）

内・外・整

0556-22-3135

望月医院

（南部町）

内・小

0556-66-2102

7/10(日)

市川三郷病院

（市川三郷町） 内・外・泌

055-272-3000

くつま整形

（富士川町）

整

0556-22-6688

佐野整形

（身延町）

内・外・整

0556-62-0009

7/17(日)

高橋医院

（市川三郷町） 内・外・小

0556-32-2521

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

（身延町）

内・外・整

0556-62-1061

7/18(月)

磯野医院

（市川三郷町） 内・小

0556-32-1881

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

7/24(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

南部町診療所

（南部町）

内・小

0556-64-3117

7/31(日)

溝部医院

055-272-0003

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

（市川三郷町） 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

