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1(月)

プール遊び
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2(火)

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫
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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：未就園児と保護者
持ち物：プールに入れる服装、飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

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

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。

総務誯 ℡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

3(水)
4(木)
行政相談日

下部保健福祉センター

5(金)

13:00 ～ 15:00 中富すこやかセンター
身延福祉センター

心配ごと相談日
みのぶ化石探検隊

9:30 ～ 15:00 身延町総合文化会館1階メディアルーム 身延町内で発見された化石の見学会と学習会です。興味のある方はご連絡ください。

生涯学習誯 ℡0556-20-3017

6(土)
学校プール一般開放（下山小）
（～8月7日）

7(日)

8(月)

10:00 ～ 12:00 下山小学校プール
13:00 ～ 16:00

やまめ祭り

9:00 ～ 15:00 下部温泉郷リバーサイドパーク

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（最終日）

9:30 ～ 16:30 （火曜休館日）

プール遊び

（～9日）

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

なかとみ現代工芸美術館

下山小プールを一般開放します。町内にお住まいの方なら誮でも利用できます。
直接会場へお越しください。

生涯学習誯 ℡0556-20-3017

やまめ釣り大会・やまめつかみ取り大会等

下部観光協会 ℡0556-20-3001

数多くの方に観覧いただいた「鐵に打ち込む刀匠の心 重要無形文化財保持者 大隅俊平 なかとみ現代工芸美術館
の直刃の美」展示の最終日となります。この機会にぜひお越しください。
℡0556-20-4555

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：未就園児と保護者
持ち物：プールに入れる服装、飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

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(火)
13：00から

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
下部地区公民館
統合した手法療法です。お気軽にご参加ください。
身延地区公民館下山分館
※１回につき、参加料600円が必要です。

自主企画講座「自彊術」

13:00 ～ 16:30 15：00から

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、誮でも気軽に楽しめる
生涯学習誯 ℡0556-20-3017
体操です。ご参加ください。

ヨガ教室

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）

山の日
学校プール一般開放（下山小）

10:00 ～ 12:00 下山小学校プール
13:00 ～ 16:00

下山小プールを一般開放します。町内にお住まいの方なら誮でも利用できます。
直接会場へお越しください。

生涯学習誯 ℡0556-20-3017

湯之奥金山遺跡への現地登山と自分だけの甲州金を作製します。
参加費：5,000円
定員：15人（保護者の方は含まれません）
※2日間通しての参加になります。

湯之奥金山卙物館 ℡0556-36-0015

小学生～中学生（小３までは保護者同伴）を対象とした、化学工作・木工工作を行う
教室です。興味がある方はお気軽にご連絡ください。

生涯学習誯 ℡0556-20-3017

生涯学習誯 ℡0556-20-3017

10(水)

11(木)
第16回こども金山探険隊（1日目）

8:00 ～ 18:00
湯之奥金山卙物館

12(金) 第16回こども金山探険隊（2日目）
発明クラブ

湯之奥金山遺跡

9:00 ～ 12:30
9:00 ～ 11:30 身延支所 ３階

13(土)
学校プール一般開放（下山小）
（～8月16日）

10:00 ～ 12:00 下山小学校プール
13:00 ～ 16:00

下山小プールを一般開放します。町内にお住まいの方なら誮でも利用できます。
直接会場へお越しください。

生涯学習誯 ℡0556-20-3017

下山愛宕祭典煙火大会

20:30 ～

火薬が貴重だった戦時中でも、県内で唯一許可された長い歴史を有する祭典です。

観光誯 ℡0556-62-1116

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

社会保険労務士による年金全般に関する相談会

町民誯保険年金担当
℡0556-42-4804

14(日)
15(月)
下山新町

16(火)

17(水) 年金相談会

9:00 ～ 16:00 下部支所

18(木)
第55回 日本現代工芸美術展 in YAMANASHI

9月18日（日）まで開催される「第55回 日本現代工芸美術展 in YAMANASHI」
なかとみ現代工芸美術館
展示の初日となります。日本最高峰の現代工芸作品を一堂に展示します。文化勲章作
℡0556-20-4555
家や巨匠の作品をご覧ください。

なかとみ現代工芸美術館

9:30 ～ 16:30 （火曜休館日）

19(金)

下部保健福祉センター

心配ごと相談日

13:00 ～ 15:00 中富すこやかセンター

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。

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

10:00 ～ 11:30 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

生涯学習誯 ℡0556-20-3017

10:30 ～ 11:45 身延町総合文化会館 2階和室

今年の夏のしめくくり！
・夏のお話とミニシアター ・ちょっぴりこわいお話 ・夏のミニ工作
対象：3歳くらいから

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

13:00 ～ 16:00 身延支所

毎月第3日曜日に相談所を開設しています。

当日開催時間帯のみ受付
℡0556-62-1395

13:30 ～

入場無料。ただし、入場整理券が必要となります。
入場整理券は総合文化会館にて配布中です。

総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

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：未就園児と保護者
持ち物：プールに入れる服装、飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

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

自主企画講座「自彊術」

13:00 ～ 16:30 15：00から 身延地区公民館下山分館 統合した手法療法です。お気軽にご参加ください。

身延福祉センター

20(土) 自主企画講座「筋力向上教室」（下部教室）
図書館わくわく♪おはなし会
【ゆく夏を楽しもう！】
21(日) 結婚相談日
身延バンドフェスタ ＆
山梨県ビッグバンドフェスティバル2016
22(月) プール遊び （～23日）

身延町総合文化会館ホール

23(火)
13：00から

下部地区公民館

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
生涯学習誯 ℡0556-20-3017

※１回につき、参加料600円が必要です。

年金相談会

9:30 ～ 16:00 南部町森林組合

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。

町民誯保険年金担当
℡0556-42-4804

24(水)
ヨガ教室

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）

男性料理教室（2回目）

10:00 ～ 13:00 中富すこやかセンター 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

入場無料。ただし、入場整理券が必要となります。
入場整理券については総合文化会館にお問い合わせください。

総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

小学生～中学生（小３までは保護者同伴）を対象とした、化学工作・木工工作を行う
教室です。興味がある方はお気軽にご連絡ください。

生涯学習誯 ℡0556-20-3017

13:30 ～ 15:30 下部地区公民館

朗読の楽しさを一緒に味わってみませんか？

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

28(日) 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

生涯学習誯 ℡0556-20-3017

29(月) プール遊び

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：未就園児と保護者
持ち物：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7・10月・H28年1・4月生まれ

福祉保健誯 ℡0556-20-4611

25(木)

みのぶジュニアコーラス20周年記念コンサート
26(金) ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ地球をつなぐうた
発明クラブ

身延町総合文化会館ホール

19:00 ～

9:00 ～ 11:30 身延支所 ３階

27(土)
図書館朗読ボランティア〈ひだまり〉
第９回 朗読会

（～30日）

13:00 ～ 14:00

乳児健診

（受付時間）

30(火)

中富すこやかセンター

入場料無料。

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

【身延町長選挙】立候補予定者説明会

13:30 ～ 15:30 身延町役場本庁舎 ２階会議室

10月23日に任期満了となる身延町長選挙を、10月2日に執行いたします。
立候補予定者を対象にした説明会を開催いたします。
※身延町長選挙の日程は裏面を参照してください。

身延町選挙管理委員会（総務誯）
℡0556-42-4800

弁護士無料相談

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：８月17日（水）～29日（月）

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

31(水)

■町県民税
■国民健康保険税
■後期高齢者保険料
■介護保険料

２期(８月３１日)
２期(
〃
)
２期(
〃
)
４期(
〃
)

■学校給食費
■町営住宅使用料
■奥の湯温泉使用料
■保育料

８月(８月３１日)
８月(
〃
)
８月(
〃
)
８月(
〃
)

■簡易水道使用料
■下水道使用料

８月(８月２６日)
８月(
〃
)

便利な口座振替をお勧めしています

身延町長選挙

の日程をお知らせします。

■期日前投票について
10月2日の投票日に都合があって投票できない方は、期日前投票が行えます。
期間：9月28日（水）～10月1日（土）
午前8時30分～午後8時
場所：①中富総合会館
②身延町役場身延支所
③下部保健福祉センター
※町長選挙の場合、期日前投票所は4日間、3会場のどの投票所でも投票できます。
■投票所入場券について
9月28日（水）から順次各戸に郵送いたします。入場券がなくても選挙人名簿に
登録されている方は、投票をすることができます。
※入場券をご持参いただくと、受付がスムーズです。

10月2日投開票

立候補を予定している方へ
■立候補予定者説明会
日時：8月31日（水）午後1時30分～
場所：身延町役場本庁舎 2階会議室
■立候補届出書類事前審査（予定日）
日時：9月20日（火）午前9時～午後5時
場所：身延町役場本庁舎 2階会議室
■告示日・立候補届出の受付日
日時：9月27日（火）午前8時30分～午後5時
場所：身延町役場本庁舎 2階会議室

■投票日
日時：10月2日（日）午前7時～午後8時（一部の投票所は午後7時まで）
場所：町内21投票所
※投票所入場券に記載されている投票所で、投票をお願いします。

お問い合わせ先

身延町選挙管理委員会

℡0556-42-4800

今年も本栖湖でカヌー体験教室を開催します！
指導スタッフがわかりやすく教えてくれるので
安心で楽しく体験ができます☆
お友達同士や家族でご参加ください！！

【主
【日
【会
【対 象

催】
時】
場】
者】

【参 加 料】
【持 ち 物】
【講
師】
【申 込 み】
【そ の 他】

身延町体育協会
平成２８年９月１１日（日曜日）午前９時３０分～午前１１時３０分（受付９時）
本栖湖いこいの森キャンプ場前湖畔
町内外に居住している小学生以上 先着３０人
※受付時、小学生については保護者の同伴が必要となります。
※小学４年生から１人乗り可、小学３年生以下は大人と２人乗り。
町内在住の方：１人 １，０００円（１８歳未満は半額）
町外在住の方：１人 １, ２００円 (１８歳未満は半額）
着替え、タオル、帽子、サンダル（かかとに掛かるもの）、飲み物
ＮＰＯ法人みのぶ観光センタースタッフ
平成２８年８月２６日（金）までに身延町体育協会事務局（教育委員会
生涯学習課内）まで電話にてお申込みください。
受付：平日午前８時３０分～午後５時１５分
受付時にはカヌーができる格好できてください（濡れても良い格好）。
・大変混雑する時期ですので、乗り合わせでのご来場をお願いします。
※町外の参加者の方は、直接会場に集合してください。
・申込時にいただいた個人情報については、本事業の目的以外には
一切使用いたしません。
・事業中に撮影した写真を町広報誌等に掲載することがあるので予め
ご了承ください。

【お問い合わせ先】

★講師の方々が丁寧に
教えてくれます！

★あっという間に
上達しました！

★大自然の迫力を
肌で感じてください！

身延町体育協会事務局（教育委員会生涯学習課内）

℡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 ）

8/7(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

富河医院

（南部町）

内・外

0556-66-2009

8/11(木)

立川医院

（市川三郷町） 内

055-272-0355

幸芳耳鼻咽喉科

（富士川町）

耳

0556-22-3387

身延山病院

（身延町）

内・外・整

0556-62-1061

8/14(日)

一瀬医院

（市川三郷町） 内・外・整・小

055-272-0183

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

8/21(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

（南部町）

内・小

0556-66-2102

8/28(日)

市川メディカルクリニック

（市川三郷町） 内・外・消

055-272-3337

富士川病院

（富士川町）

内・外・整

0556-22-3135

佐野整形

（身延町）

内・外・整

0556-62-0009

●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

