
日

1(木)

2(金)

3(土)

8:30 ～

13:00 ～

5(月)

11:00 ～ 11:45

11:00 ～ 12:00

13:00 ～ 14:00

8(木)

9:00 ～ 11:30

10:30 ～ 12:00

16:00 ～

9:30 ～ 11:30

10:30 ～ 11:45

12(月)

11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 16:30

13:00 ～ 15:30

20:00 ～ 21:00

15(木) 10:30 ～ 11:30

10:30 ～ 11:30

14:00 ～ 15:30

17(土) 9:00 ～ 16:00

9:00 ～ 12:00

9:30 ～ 16:30

13:00 ～ 16:00

18:00 ～

19(月)

20(火)

13:00 ～ 14:00

22(木)

23(金) 13:00 ～ 15:00

9:00 ～ 11:30

14:00 ～ 15:30

25(日) 13:30 ～ 15:00

26(月) 13:00 ～ 16:00

8:30 ～ 17:00

11:00 ～ 11:45

13:00 ～ 16:30

8:30 ～ 20:00

9:30 ～ 16:00

10:30 ～ 11:30

20:00 ～ 21:00

10:00 ～ 13:00

10:30 ～ 11:30

14:00 ～ 16:00

30(金) 9:30 ～ 16:30

自主企画講座「自彊術」

27(火)

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

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

13(火)

14(水)

自主企画講座「みのぶを歩く」 早川橋～富士川橋（予定）
第４回目は早川橋から富士川橋まで歩きます。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

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

18(日)

自主企画講座「筋力向上教室」下部教室 下部地区公民館

24(土)

七面大明神を祭った開創の日を記念する大祭 七面山敬慎院 ℡0556-45-2551

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。

下部地区公民館　午後１時から
身延地区公民館下山分館　午後３時から

七面山敬慎院

21(水)

七面山大祭（～19日）

消費生活相談日 観光課 ℡0556-62-1116

自主企画講座「筋力向上教室」中富教室

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。

28(水)

子育て座談会
お兄さんお姉さんと遊ぼう！

身延児童館
身延山大学の先生方と子育てについて話しましょう。相談したいこと、気にな
ること等、気軽にお話ししてみませんか？　対象：未就学児とその保護者

身延児童館 ℡0556-62-3880

16(金)

茶話会 身延児童館
ママ同士、お茶を飲みながら、いろんな話をしましょう。
対象：未就園児とその保護者　　持ち物：お子さんの飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

壁面を飾ろう 身延児童館
親子でかんたんな製作をして、児童館の壁面を飾ります。
対象：未就園児とその保護者

身延児童館 ℡0556-62-3880

10(土)

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

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

農事組合法人 下部特産物食品加工組合
　　　　　℡0556-20-4141

オーケストラで歌う
　　　青春ポップスコンサート

身延町総合文化会館ホール

本栖湖いこいの森キャンプ場前　湖畔アウトドアスポーツ教室

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

身延ふるさと民謡うたまつり 身延町総合文化会館ホール ※チケット（全席自由）　会員2,000円、一般2,500円 総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

集まれ！０・１・２
≪ちいさなちいさなおはなし会≫

1歳6ヶ月児健診
（受付時間）

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

中富すこやかセンター 対象児：平成26年12月生まれ、平成27年1～3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

MINNOVATION288 18:30 ～ 町づくりのための新たな価値を創る実践的なワークショップを開催します。 生涯学習担当 ℡0556-20-3017

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）

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　　参加料：無料

生涯スポーツ担当
　　　　　℡ 0556-20-3017

9(金)

行政相談日

結婚相談日 身延支所

ヨガ教室

13:00 ～ 15:00

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

発明クラブ

13:45 ～ 14:30 中富すこやかセンター

図書館わくわく♪おはなし会
【自然と遊ぶ！おはなし会】

歯科検診

中富すこやかセンター

音楽を使って、身体的・感情的・知的に優れた子どもたちの育成を図ります。
ピアノにあわせて楽しい時間を過ごしましょう。
対象：未就園児とその保護者　　持ち物：飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

2歳児子育て発達相談

鳥獣駆逐用煙火講習会 産業課 ℡0556-42-4805

九谷焼展 なかとみ現代工芸美術館（火曜休館日）
11月13日（日）まで開催される「九谷焼展」展示の初日となります。
加賀百万石、武家文化に育まれた工芸作品をご覧ください。

なかとみ現代工芸美術館
　　　　　℡0556-20-4555

中富総合会館
身延支所
下部保健福祉センター

身延町選挙管理委員会（総務課）
　　　　　℡0556-42-4800

身延地区公民館下山分館　調理室 社会福祉協議会 ℡0556-62-3773男性料理教室（３回目） 要予約

【身延町長選挙】
　期日前投票（9月28日～10月1日）

立候補者が複数の場合に選挙が行われます。
9月28日（水）～10月1日（土）の4日間、3箇所のどの投票所でも
期日前投票が行えます。

年金相談会 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。
年金請求等の受付も行います。

町民課保険年金担当
　　　　　℡0556-42-4804

ヨガ教室 下部温泉会館　２階大広間

秋の収穫祭り(17日、18日) 道の駅しもべ 詳細は裏面

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）

リトミック教室

第55回 日本現代工芸美術展
　　　　 in YAMANASHI　最終日

なかとみ現代工芸美術館（火曜休館日）
８月１９日からの「第55回 日本現代工芸美術展 in YAMANASHI」展示の最
終日となります。お見逃しなく。

なかとみ現代工芸美術館
　　　　　℡0556-20-4555

身延児童館

毎月第３日曜日に開催しています。
身延町結婚相談所 ℡0556-62-1395
（当日開催時間のみ受付）

下部温泉会館　２階大広間

自主企画講座「自彊術」
下部地区公民館　午後１時から
身延地区公民館下山分館　午後３時から

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、
整体術等を統合した手法療法です。お気軽にご参加ください。
※1回につき、参加料600円が必要です。

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

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、毎月第２・４土曜日
に工作を行う教室です。お気軽にご参加ください。　年会費1,000円

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

心配ごと相談日

秋分の日

乳児健診 対象児：平成27年8・11月、H28年2・5月生まれ 福祉保健課 ℡0556-20-4611
（受付時間）

中富地区公民館原分館

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。

行 事 時 間 会 場 該 当 者 ・ 該 当 地 区 ・ 内 容 等 連 絡 先

29(木)

みんなの読書会　第２回
（図書館自主企画講座）

身延町総合文化会館
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

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

11(日)

自主企画講座「３Ｂ体操」 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、誰でも気軽に
楽しめる体操です。お気軽にご参加ください。

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

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。

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

幼児体操教室 身延児童館

中富総合会館　２階 Ａ・Ｂ会議室
花火業者と鳥獣被害対策専門員による追払い花火の講習会。
当日持参物有り。申込期限9月9日(金)まで。

中富すこやかセンター

身延町立図書館横芝生広場
 (雨天の場合：総合文化会館1階ホワイエ)

対象児：平成26年7月～9月生まれ

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。お気軽にご参加ください。
※1回につき、参加料600円が必要です。

【身延町長選挙】告示・立候補届出受付 身延町役場本庁舎　2階会議室
立候補者が複数の場合に、10月2日投開票で選挙が行われます。
【裏面参照】

身延町選挙管理委員会（総務課）
　　　　　℡0556-42-4800

7(水)

お弁当の日 身延児童館
館内でお話をしながら、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、飲み物

身延児童館 ℡0556-62-3880

身延支所　３階

絵本の中の自然を見つけよう！
＊季節のミニシアター　＊草木を使った楽しいミニ工作　他
屋外で行うので帽子を忘れずに。　対象：3歳ぐらいから　参加費：無料

身延町立図書館 ℡0556-62-2141

小学生、中学生（小３までは保護者同伴）を対象とした、毎月第２・４土曜日
に工作を行う教室です。お気軽にご参加ください。年会費1,000円

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

生涯学習担当 ℡0556-20-3017

就学前の乳幼児及び妊婦

本栖湖にてカヌー教室を開催します！（対象：小学生以上）
身延町体育協会事務局
　　　　　℡ 0556-20-3017

総合文化会館担当 ℡0556-62-2110

福祉保健課 ℡0556-20-4611

※チケットは完売しました。（チケット所持者のみ入場可）

社会福祉協議会 ℡0556-62-3773

敬老の日

身延町防災訓練 各地区　自主防災会会場

21:30 下山分館

東海地震の発生を想定し、町・消防団・自主防災会において実践的な訓練を実
施します。

総務課 ℡0556-42-4800

4(日)

6(火)
身延町総合文化会館　２階和室

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

「今月の納期」は裏面です。

今年の十五夜は９月１５日



　●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

9/4(日) 市川三郷病院 （市川三郷町） 内・外・泌 055-272-3000

※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 ）

内・小 0556-64-3117

9/11(日) 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 0556-22-6688 南部町診療所 （南部町）

9/18(日) 溝部医院 （市川三郷町） 内・小・皮・呼・循・ア 055-272-0003

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

内・外・整 0556-42-2322

9/19(月) 立川医院 （市川三郷町） 内 055-272-0355 峡南病院 （富士川町） 内・外・整

小野皮膚科医院 （富士川町） 皮 0556-22-5567 飯富病院 （身延町）

9/25(日) 市川三郷病院 （市川三郷町） 内・外・泌 055-272-3000

0556-22-4411 富河医院 （南部町） 内・外 0556-66-2009

内・小 0556-66-2102

9/22(木) 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

しぶや眼科 （富士川町） 眼 0556-22-2220 望月医院 （身延町）

0556-22-3135 （南部町） 内・外 0556-64-2037佐野医院

■国民健康保険税 ３期 （９月３０日） ■学校給食費 ９月 （９月３０日） ■保育料 ９月（９月３０日）

■後期高齢者保険料３期 （ 〃 ） ■町営住宅使用料 ９月 （ 〃 ） ■簡易水道使用料９月（９月２６日）

■介護保険料 ５期 （ 〃 ） ■奥の湯温泉使用料 ９月 （ 〃 ） ■下水道使用料 ９月（ 〃 ）

「夏の収穫まつり」に続き、地元の野菜・果実等を大特価で販売する
「秋の収穫まつり」を開催します。

野菜の他に、焼き鳥や焼きそばなども出店します。
少し早い秋を感じながら、食欲の秋を先取りしよう！

日時 ９月17日（土）、18日（日）の２日間（雨天実施）
午前９時 ～ 午後４時（２日とも）

お問い合わせ先
農事組合法人下部特産物食品加工組合 ℡0556-20-4141
http://michinoeki-shimobe.com/

身延町長選挙

１０月２３日に任期満了となる身延町長選挙を１０月２日

（日）に執行いたしますが、日程は次のとおりです。

■立候補届出書類の事前審査（身延町役場２階会議室）

９月２０日（火）午前９時～午後４時

■【告示日】立候補届出受付（身延町役場２階会議室）

９月２７日（火）午前８時３０分～午後５時

※届出者が１人の場合は「無投票」となります。

※届出者が複数の場合は選挙となり、１０月２日（日）に

投開票が行われます。

選挙となった場合は、９月２８日（水）から１０月１日（土）

までの４日間、期日前投票所が開設されます。期日前投票は午前

８時３０分から午後８時まで、中富総合会館、身延支所、下部保

健福祉センターの３箇所のどこでも投票することができます。ま

た、投票所入場券を９月２８日から各世帯に郵送いたします。

※「投票したいけど投票所入場券がまだ届いていない」という場

合につきましては、入場券がなくても本人確認ができれば投票す

ることができますので、投票所でお申し出ください。

お問い合わせ先 身延町選挙管理委員会 ℡0556-42-4800

１０月２日（日）投開票

歳以上で 本以上

自分の歯がある方を表彰します

【 対 象 】身延町在住の８０歳以上（昭和11年10月1日以前

生まれ）の方で、自分の歯が２０本以上ある方

※ただし、過去に、みのぶまつり（みのぶ健康福祉

まつり）で表彰された方は対象外となります。

【応募方法】直接、下記「お申し込み・お問い合わせ先」まで

ご連絡ください。その際に氏名・年齢・住所・電話

番号を伝えてください。

【応募期限】 ９月１６日（金）まで

【審査方法】以下の①又は②のいずれかで審査します。

①かかりつけ歯科医の証明書を提出

※平成２８年４月以降の証明書

※歯が２０本以上あることが分かれば、証明書の

様式は問いません。

②町の歯科検診を受診

歯科検診日：９月１３日（火）

受 付 時 間：午後２時１５分～午後２時３０分

場 所：中富すこやかセンター ２階

※町の歯科検診の検診を希望される方は
９月６日（火）までにご連絡ください。

該当者につきましては、１１月３日（木・祝日）開催予定の

「みのぶまつり」において表彰いたします。

お申し込み・お問い合わせ先

福祉保健課 健康増進担当 （中富すこやかセンター） ℡ 0556-20-4611

９月1７日（土）、１８日（日）開催 身延中

統合して初めての学園祭です。身延中学校の新しい「校章」デザイン

が、身延中学校学園祭「輝桜祭」に来場した方々の投票で決まります。

地域の皆さまのお越しをお待ちしております。詳しくは、８月１５日回覧

の「校章デザインの最終審査会のお知らせ」をご覧ください。

★輝桜祭に関する問い合わせ先 身延中学校 ℡0556-62-0106
★校章最終審査の問い合わせ先 学校教育課 ℡0556-20-3016

９月２４日（土）開催

・久那土小

・西島小

・原小、原地区合同

１０月１日（土）開催

・下部小

・下山小、下山地区合同

・身延小

・大河内小、大河内地区合同

★地域の皆さまのお越しをお待ちしております。

★詳しくは各学校へお問い合わせください。


