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精進小学校利活用アイデアコンテスト

消防自動車入魂式が行われました

まちかど情報局
Street corner Intelligence Agency

　平成23年に135年の歴史に幕を閉じた精進小学校の利活用に向けたア
イデアコンテストが行われ、2月19日に表彰式が行われました。今回のコ
ンテストでは全国より39件のアイデアが寄せられ、精進湖活性化協議会
のみなさまを中心とした審査により、優れたアイデアが表彰されました。
　今後は、いただきましたアイデアを参考にしながら、精進小学校の利活
用に向けて進めていくそうです。ご応募いただきましたみなさま、大変あり
がとうございました。
　・大　賞 「まちを育む小学校」 東京工業大学 那須研究室
　・第２位 「精進小学校活用計画 ～もう一度精進の人たちのために～」 富士河口湖高等学校 放送部
　・第３位 「健康づくりの拠点としての旧精進小学校活用のご提案」 下井良介

　３月１日に上九一色出張所前駐車場において消防団車両入魂式が行わ
れました。
　富士ヶ嶺地区にこの度導入された消防車は、圧縮した空気と水・消火薬
剤を混ぜ、泡で消火を行い、少量の水でも大量の水を使ったような効率的
な消火活動を行えます。
　入魂式では、多くの関係者や来賓の方々が参列され、神事やテープカッ
トを執り行い、活動の安全が祈願されました。今後の消火活動や防災活動
での活躍が期待されます。

　3月4日（土）に第3回目となる中央公民館まつりが行われました。
　日頃から中央公民館を中心に活動している各種団体による発表や古今
亭菊龍さんによる落語、大道詩子さんによる津軽三味線の演奏なども行わ
れ、賑わっていました。
　中央公民館まつりを通じて、新たに活動に参加される方を募集している
団体もあるそうです。みなさまも中央公民館で行われている各種活動に参
加してみませんか。団体のお問合わせは生涯学習課まで。

　今年で10回目となる富士山・河口湖映画祭が2月25日26日に開催され
ました。
　10年間にわたり行われてきた映画祭も今年で最後の開催となります。
昨年のシナリオコンクールグランプリ作品の「春待ちかぼちゃ」の上映に
加え、これまでに制作されたオリジナル映画の上映などが行われました。
過去の作品の上映では、変わっていく町の姿を懐かしく楽しまれている方
もいらっしゃいました。映画祭は10年の歴史に幕を閉じますが、これまで
制作された9本の作品は残っています。今後も様々な場所で上映されると
思いますので、機会がありましたら皆様もぜひお楽しみください。

富士山・河口湖映画祭

中央公民館まつり

ご寄附をいただきました
HAMAYOUリゾート様　10万円クニマス基金へ
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まちかど情報局
Street corner Intelligence Agency

男女共同参画フォーラム

県トラック協会と協定

　3月5日（日）に男女共同参画フォーラムが勝山さくやホールを会場に行
われました。今年のフォーラムでは、各部会による取り組みの発表やカジ
ダン・イクメンの写真コンテスト、UTYのアナウンサー小田切いくみさんに
よる講演など盛りだくさんの内容で開催されました。
　小田切さんの講演では、日頃は聞くことができないアナウンサーの仕事
の内容なども紹介され、性別に関係なく社会で活躍する現場の声を知るこ
とができました。
　町では引き続き、ひとりひとりが豊かな生活を送る基礎となる男女共同
参画を進めて参ります。

　町では、災害時における応急活動の協力に関する協定を2月21日に
（一社）山梨県トラック協会様と設置事業者代表の（有）上田屋商会様と
3者で締結いたしました。
　本協定により、災害時に山梨県トラック協会により備蓄された食料や飲
料水の提供を受けられることになり、住民の皆様の安心安全が向上するこ
ととなります。
　ご協力いただきました関係者の皆様に心より感謝申し上げます。

各登山道口から富士山五合目を目指す

「我が町を知る」ことを目的に、全7回実施で計画している登山です。
第2回目は下記のとおり実施いたしますので、皆様ふるってのご参加お待ちしております。

第2回目　精進登山口「天神峠～五合目」

　まちづくりワークショップ「まちワク」は、住民が主体となって町の未来を考え
町のために出来る事から行動しているグループです。

『健康科学大学と連携しての清掃活動』
『我が町を知る参加型イベント』
　・他の町の活動を見て我が町を知る研修
　・我が町を知る町歩き　※今年度は各登山口から富士山五合目を目指します
『各テーマを決めて町のことを考える勉強会（ワークショップ）』　※毎月第2土曜日

今年度の主な
活動予定

まちづくりワークショップ参加メンバー募集

■日　時　５月１４日(日)　AM ７時４５分　富士河口湖町役場前駐車場集合　　
　　　　　小雨決行（雨天問合せ：０９０-８８０２-６１２０　井出）　（実質歩行時間３時間４５分）
■コース　役場前駐車場出発：天神峠～富士山五合目
■持ち物　お弁当、水筒、雨具、非常食（行動食含む）、絆創膏、薬、その他必要と思われるもの、
　　　　　歩きやすい履きなれた靴（できればトレッキング用シューズ）
■参加費　１０００円／１人　（バス代、保険代など）
■募　集　定員２０名　■対　象　小学生高学年以上（ただし小学生は大人同伴）
■受　付　町役場政策企画課　岡村・後藤　℡７２‐１１２９
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町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ町からのお知らせ

　　の２分の１以上を居住の用に供する建物を言います。
　○補助金の交付申請は、浄化槽設置工事前に行ってください。
　○工事が完了したら、補助事業完了報告書を提出してください。

・今年は八木崎公園が使用できません。
　最寄りの会場にご集合ください。
■期　日　平成２９年５月２１日（日） 雨天中止
■時　間　９：００～１０：００
■場　所　小立地区会場（大池公園）メイン会場
　〇大石地区会場（大石公園）サブ会場
※アレチウリの取材は、東洋大学セミナーハウス付近へお願いします。
　船津地区会場（畳岩付近）
　〇河口地区会場（河口湖美術館芝生広場）
　〇勝山地区会場（シッコゴ公園）
　〇足和田地区会場（長浜下条浜）
　・アレチウリ駆除のある会場：〇
※精進湖、本栖湖も実施しますが地区の実情に併せて行います。

募集要項
■雇用形態　一般職員（観光企画、営業、イベント運営など観
　　　　　　光事業・事務全般）
■給　与　連盟規定による
■勤務日数　週５日間　※土・日曜日、及び年末・年始なども勤
　　　　　　務できる方
■勤務時間　午前８時３０分から午後５時３０分
　　　　　　（内、１時間休憩）
■保　険　雇用内容により各種保険加入
■募集人数　１名
　申し込みする方はお電話にて問い合わせのうえ履歴書をご持
　参ください。
　書類選考・面接を経て採用者を決定いたします。

■臨時福祉給付金（経済対策分）
○対象者
　・平成28年度臨時福祉給付金（3,000円）の支給対象者の方
　　（実際に受給したか否かは問いません）
　・平成28年1月1日に富士河口湖町に住民登録があった者
　　で、平成28年度分の市町村民税が非課税の者（未申告の
　　方は対象となりません）
　・上記の方で、他の者の扶養、専従者等になっていない者等
　・給付金額　対象者１名につき15,000円　
　　※支給は１回のみです。
○受付期間
　・４月１４日（金）より７月１４日（金）となります。
※対象者には４月中旬に申請書を郵送しますので、お早めに申
　請してください。

　富士河口湖町では身体障害者相談員２名（渡辺武士、三浦清
美）、知的障害者相談員１名（堀内里美）、精神保健福祉相談員
１名（三浦雅子）が障害者のみなさんの相談支援活動を行って

　平成２７年１１月より友好都市締結しているスイス ツェルマッ
トとの相互交流を促進することを目的に町内在住中学生を派遣
します。参加中学生を募集しますので、希望する方は、政策企画
課窓口にて申請書類を配付しておりますので、ご来庁ください。
詳細につきましては、お問い合わせいただくか、応募要項をご覧
ください。
■派遣先　ツェルマットを中心としたスイス国内
■日　程　平成２９年８月下旬　６泊８日
■応募締切　４月２８日（金）各窓口提出
　　　　　　（郵送や電子メールでの申込不可）
■募集人員　８名以内
■主な応募要件　町内在住の国際交流に意欲のある中学生等
　その他の要件もありますので、詳細は応募要項を必ずご覧く
　ださい。
■費　用　渡航費総額のうち２分の１を町から補助
　　　　　（補助限度額３０万円）
　３０万円前後の自己負担になる予定（旅行保険代等別途負担
　分あり）
■応募方法　専用の応募用紙に必要事項を記入し、指定の書
　類を添付し、期日までに提出してください。河口湖南中学校、
　河口湖北中学校、勝山中学校については、学校を通して応募
　資料を配付しますので、参加希望の方は必要事項を記入のう
　え、各学校へ提出してください。その他の中学校へ通学の方
　は、政策企画課で資料を配付しておりますので、必要事項を
　記入のうえ、期日までに政策企画課へ提出してください。

　浄化槽を設置する人に、予算の範囲内において補助金を交付
します。
■補助対象地域　町内全域。
※ただし、次に掲げる区域を除きます。
　○下水道法の事業計画に定められた区域
　○精進地区特定環境保全公共下水道事業、本栖地区地域　
　　し尿処理施設の事業計画に定められた区域
■補助対象者
　町内に住所を有する人で、専用住宅に５０人槽以下の浄化槽
　を設置する人。
※次の各号のいずれかに該当する人は、補助の対象となりません。
　○確認申請又は浄化槽設置の届出を行わずに浄化槽を設置
　　する人
　○販売の目的で浄化槽付住宅等を建築する人
　○専用住宅又は土地の借受人で、浄化槽設置に関して貸付人
　　の承諾が得られない人
■補助金額
　浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次の額を限度
　とします。
　　◆５人槽　　　　 ３３２，０００円
　　◆６～７人槽　　  ４１４，０００円
　　◆８～５０人槽     ５４８，０００円
■補助金の返還
　○不正の手段により補助金を受けたとき。
　○補助金を他の用途に使用したとき。
　○補助金交付の条件に違反したとき。
■注意事項
　○専用住宅とは、主に居住の用に供する建物又は延べ床面積

平成２９年度友好都市
　　中学生派遣交流　参加者募集

●問合先　政策企画課　℡72-1129( 直通 )

環境課から
●問合先　環境課　℡72-3169

福祉推進課から
●問合先　福祉推進課　℡72-6028

富士河口湖町観光連盟職員募集
●問合先　（一社）富士河口湖町観光連盟

℡72-5800( 古屋 )

臨時福祉給付金の申請について

『一万人の清掃活動』日程変更等のお知らせ

第１回障害者相談日開設について

浄化槽設置事業補助金について
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　本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険被保険者証等)
※当日服用していても献血可能な薬があります。　　　　　　
　血圧の薬(降圧剤)・ビタミン剤・花粉症の薬（セレスタミン以
　外）・胃腸薬・高脂血症治療薬(コレステロールを下げる薬)
※患者さんの血液の安全性をより高める４００ｍｌ献血の推進
　にご協力お願いします。

　高齢者体力づくりセンター（健康プラザ）は、歩行浴天井部の
改修工事を行うため、一部使用停止を予定しております。
　工期は１ヵ月程度ですが、決定次第お知らせいたします。
ご理解とご協力をお願いいたします。

　下記の事項に該当し、保険料の支払いができない場合、申請
により保険料の徴収猶予・減免が受けられる場合があります。
(1)震災、風水害、火災、その他これに類する災害により、住宅、
　家財等の著しい損害
(2)主たる生計維持者の死亡、心身への重大な障害、もしくは長
　期入院による収入の著しい減少
(3)主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業
　における著しい損失、失業等により著しく減少
(4)主たる生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による
　農作物の不作、不漁等による著しい減少
　詳細につきましては上記の連絡先までお問い合わせください。

　
　４月に入り、ランドセルを背負った新１年生が小学校へ通い始
めます。
　小さな子どもは、交通行動が未熟です。毎日安全に通学でき
るよう、子どもたちを見かけましたら、思いやりのある運転をお
願いします。
　高齢者の交通死亡事故が多発しています。車から歩行者は目
立ちにくいものです。道路を横断する際には、見通しのよい場所
を選び、左右の安全を十分に確認してから横断しましょう。ま
た、反射材を着用し、自分自身を目立たせましょう。
〔運動の重点〕
　１　歩行中・自転車乗車中の交通事故防止
　２　後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイル
　　　ドシートの正しい着用の徹底
　３　飲酒運転の根絶
　４　二輪車の交通事故防止

おります。
第１回の相談日
■日　時　4月18日（火）10：00～15：00
■場　所　役場　1階　104会議室
　どんなことでも結構ですのでお気軽に相談にいらしてください。

　平成29年度の国民年金保険料は、月額16,490円です。
　保険料は、日本年金機構から4月の上旬に送られる納付書に
より、翌月の末日までに納めてください。金融機関・郵便局・コン
ビニで納めることができます。納付書の他にクレジットカードや
インターネット等を利用しての納付、そして便利でお得な口座振
替もあります。又、保険料は月々の納付のほかに割引のある前納
制度もあります。
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮
の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けら
れなくなる場合がありますので、忘れずに納めてください。
　又、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、保険
料の納付が免除される制度や猶予される制度がありますのでご
相談ください。

　平成２９年１０月より体育館の耐震補強及び施設改修工事を
行う予定です。平成２９年度の町民体育館の利用につきまして
は、９月末までの予定です。

備考
1　町民が利用する場合は、無料とする。（くぬぎ平スポーツ　 
　 公園第一、二サッカー場については有料とする。）
2　入場料を徴収する大会等の利用は、使用料金の3倍とする。

■日　時　５月１日（月） 午前10時～12時
■場　所　勝山ふれあいドーム前
■対象者　１６歳から６９歳の健康な方 ※６５歳以上の献血に
　ついては、献血される方の健康を考え、６０～６４歳の間に献
　血経験のある方に限ります。
■持ち物　献血カード（献血手帳） ※献血経験のある方。　
　初めて献血される方は当日発行します。

社会体育係から
●問合先　町民体育館　℡73-1220

介護保険料の減免について
●問合先　健康増進課　介護保険係　℡72-6037

国民年金保険料は
　　　納付期限までに納めましょう

●問合先　住民課　℡72-1114

献血のお知らせ　
　～あなたのやさしさわけてください～

●問合先　健康増進課　℡72-6037

高齢者体力づくりセンター（健康プラザ）の
　　　　歩行浴使用停止のお知らせ

●問合先　健康増進課　℡72-6037

「春の全国交通安全運動｣
平成29年４月６日（木）から15日（土）までの10日間

●問合先　地域防災課防災係
午前9時から
正午まで

正午から
午後5時まで

富士河口湖町
くぬぎ平スポーツ公園
運動場

富士河口湖町
くぬぎ平スポーツ公園
第一サッカー場

富士河口湖町
くぬぎ平スポーツ公園
第二サッカー場

運動場(1面) 4,050円

8,100円

4,050円

16,200円

6,750円

13,500円

6,750円

27,000円

サッカー場

サッカー場

運動場(全面)

利用時間
利用区分

名　　称

〔運動の基本〕
子供と高齢者の交通事故防止
　　　　　　　　　　～事故にあわない、おこさない～

４月１０日(月) は『交通事故死ゼロを目指す日』

くぬぎ平スポーツ公園の使用料が変わります

町民体育館の利用について

5月号広報
5月11日㊍ 配布予定
広報誌に関するお問い合わせは
政策企画課（渡辺和馬）℡７２-１１２９
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県などからのお知らせ

　障害者基幹相談支援センターとは、地域における障害児・
者の相談支援の拠点です。
　障害の種別や年齢、障害者手帳のある・なしに関わらず、
障害のある方やそのご家族等からのお困りごとに相談支援
専門員・社会福祉士等が対応します。
　まずはお気軽にご相談ください。
■場　所　富士吉田市下吉田6-1-1　富士吉田市役所1階
　　　　　福祉課通路反対側
■開所日　平成29年4月3日(月)から相談受付開始
■開所日時　月～金曜日、午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　(土日、祝日、12/29～1/3を除く。ただし、　
　　　　　　緊急時や夜間・休日は対応可能)
■連絡先　TEL:28-6255　FAX:22-1122

　平成２９年３月１６日（木）から平成２９年４月１４日（金）ま
での間、山梨県警察官の募集を行っています。
　対象は、昭和５９年４月２日以後に生まれた方で、大学（短
期大学を除く。）を卒業、もしくは平成３０年３月までに卒業
見込みの方。
■採用人数　男性４５名程度　女性７名程度
■一次試験　平成２９年５月１４日（日）

　県では、自動車税・自動車取得税を減免することにより、障
害者の積極的な社会参加の一助となるよう減免制度を設け
ています。
　今回、障害者の幅広い社会参加をより一層支援していく
ため、減免の対象範囲などの見直しを行うとともに、減免制
度の趣旨や税負担の公平性の観点から自動車税・自動車取
得税の減免に上限額を設けることとしました。（自動車税の
減免上限額の設定については、既に減免を受けられている
方などを対象に、２年間の経過措置があります。）
　見直しについて、詳しくは下記ホームページをご覧ください。
http://www.pref.yamanashi.jp/zeimu/28_zeimuka_si
nsyougenmenminaoshi.html

　近年、農作業中の事故が多発しています。
　中でも、トラクターや乗用草刈り機からの転落や、作業中
に機械と木の間に挟まれるなどの農業機械を使用中の事
故、また、脚立等からの転落事故が多くなっています。
　作業が本格化する３月以降は事故が多くなる傾向にあり
ます。農家の皆さんは次の点に注意して、農業機械を利用し
てください。
　○作業時は作業に適した服装とする。
　○ほ場の出入り、あぜ越えに注意する。
　○移動走行時には人や車に注意する。

　○点検・整備はエンジンを停止する。
　○取扱説明書・安全ラベルを理解する。
　○棚・支柱・針金等は目印などで目立たせる。
　○できる限り一人で作業しない。　　　　　
　少しの油断が大きな事故を引き起こします。「農作業は、焦
らず、急がず、慎重に！」を合言葉に、農作業安全に努めてく
ださい。

　休日や夜間の病院は、限られた職員で、救急医療が必要
な人のために診療しています。
　平成２７年の富士・東部保健所管内における救急搬送人
数は約八千四百人、そのうちの約５０％が軽症者でした。
　軽症者が病院に集中すると職員が足りず、重症者を受け
入れることができません。助かる命も助けられない可能性が
あります。
　また、救急車の台数に限りがあるため、軽症者が利用する
ことにより、より重症な人のところへの到着が遅れてしまう
可能性があります。
　風邪などの軽い病気やケガは、自家用車やタクシーを利
用してください。
【休日や夜間に受診できる
　　　　　　　診療所や救急病院などの問い合わせ先】
　○山梨県救急医療情報センター：055-224-4199
　○富士五湖消防本部：0555-22-0119
　○山梨県東部消防指令センター
　  （都留市・大月市・上野原市消防本部）：0554-45-0119
　また、やまなし医療ネットにより、休日夜間の当番医を確
認できます。 http://www.yamanashi-iryo.net/
　なお、緊急を要する症状の場合には、１１９番を御利用く
ださい。

■受検申請受付　４月３日（月）～１４日（金）
■受付時間　午前１０時から午後３時まで（平日）
■試験日　学科・実技の試験日は各検定科目によって異な
　　　　　ります。

■日　時　５月６日（土）～７日（日）
■時　間　午前９時から午後５時まで
■持ち物　作業着・軍手・雨具・筆記用具・昼食
■受講料　５，０００円
■対象者　一般男女
■定　員　１０名　（５名未満の場合は中止となります）
■締　切　５月１日（月）

■日　時　６月１０日（土）～１１日（日）
■時　間　午前９時から午後５時まで
■持ち物　作業着・軍手・雨具・筆記用具・昼食
■受講料　５，０００円
■対象者　一般男女
■定　員　１０名　（５名未満の場合は中止となります）
■締　切　６月５日（月）

●問合先　富士吉田警察署警務課　℡22-0110

山梨県警察官採用案内

●問合先　富士・東部保健福祉事務所　℡24-9032

休日や夜間に具合が悪くなったら？

●問合先　県農政部農業技術課　℡055-223-1616

農作業は安全第一に

身体障害者等のための自動車税等の
　　　　　減免制度の見直しについて

●問合先　県自動車税センター　℡055-262-4662

●問合先　℡22-5214

富士吉田職業訓練協会から

【平成２９年度 前期技能検定受検申請受付
　　　　　　　　　　　　（塗装・左官・板金など）】
　 ～国家試験 前期技能検定の受付が始まります～

【ものづくり体験教室 「和・洋ガーデニング教室」】
～和・洋式の趣向を凝らした坪庭を作ろう～

【ものづくり体験教室 「松と庭木の手入れ教室」】
～春の芽摘みと簡単な庭木の手入れ方法を学ぼう～

富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・
富士河口湖町・鳴沢村の障害児・者

相談支援事業( (
富士北麓障害者基幹相談支援センター
　「ふじのわ」が平成29年4月3日
　　　　　　開所します。
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information ーインフォメーションー

　富士河口湖町レクリエーション協会では、一般の初心者の
方を募集しています。
■開催予定日　４月～１１月　第３水曜日(月１回)
■時　　　間　１３：００～１５：００
■場　　　所　富士河口湖町総合公園芝生広場

　新鮮な野菜、おいしい食べ物、素敵な手作り品、楽しい体
験ブースなどこだわりのお店が集まるマーケットです。駐車場
完備、雨天開催。ぜひお誘い合わせてご来場ください！
■日　時　4月23日(日)  10時～15時
■場　所　丸統青果市場 (富士吉田市上吉田 872-1)

　きのこ植菌体験に参加しませんか？
■日　時　５月３日（水） 午前１０時３０分～１２時
■参加費　８００円（菌・原木１本・保険料込）
■昼　食　ほうとう無料　　■定員　５０名
■内　容　きのこの植菌を通して原木ときのこの関係を楽しく学ぶ
■申込み　５月３日当日まで ☎７２－２３００又は来所
　　　　　（植菌後のほだ木はお持ち帰り下さい。）

■対象者　児童・生徒とその家族
■日　時　平成29年5月21日（日）、9時30分～12時頃
■場　所　昭和大学富士吉田キャンパス
■応募方法　メールまたは電話

　遠野・岩国・紀伊などの押花風景と共に、室内の人物像、懐
かしの小学校懐古図など、風景だけにとらわれない世界を展
開します。
　仲間たちの友情出展も含め、約100点をお楽しみください
ませ。
■日程　5月21日(日)～28日(日) 午前9時～午後5時
　　　　土日も開催しております。(最終日は午後3時まで)
■会場　富士河口湖町役場エントランスホール町民ギャラリー
■主宰　押し花倶楽部「森の精」

　18組のメンバーが、フォーク・Jポップなど様々な楽曲を演奏

します。
■日時　5月14日(日) 11時～17時
■場所　ステラシアター大ホール　
■入場　無料

☆キディキャンパス
　ママと一緒に英語で遊ぼう
■日時　4月22日(土)、5月20日(土)、6月24日(土)、11月18日(土) 
　　　　午前10時30分～11時30分
■対象　一歳児～二歳児と保護者
■場所　マリア国際幼稚園（ゆめの木保育園ホール）

☆ベビーマッサージレッスン
　ママの手は魔法の手。オイルを使用し、説明を受けながら
マッサージ。親子で楽しい時間を過ごしましょう。
■日時　4月22日(土)、5月20日(土)、6月24日(土)、11月18日(土) 
　　　　午前10時～10時30分
■対象　生後3か月～歩き始め前後の赤ちゃん＆ママ　　
■費用　一回500円
■持ち物　大きめのバスタオル、水分補給できるもの。
■定員　8組(定員になりしだい締め切り)

　4月18日「よい歯の日」に合わせ、皆様の笑顔いっぱいの写
真を公募いたします。
■テーマ　「笑顔と健康」
■応募締切　5月7日(日)必着
■応募方法　E-mail: contest@yda.jpに写真を添付して送付
　してください。氏名・住所・連絡先(電話番号)・写真タイトル
　等ご記入をお忘れなく！お一人様1点まで。

■日時　5月24日(水)　午後2時～午後4時
■場所　甲府地方・家庭裁判所
■募集人員　約30名(先着順、参加費無料)
■内容　裁判所広報用DVD上映、裁判所庁舎内の見学、法
　　　　曹三者の仕事についての説明など
■申込期間等　4月10日(月)～26日(水)まで
■申込方法　申込期間中に電話で申し込む。

■日時　4月23日(日)　午前8時45分～午後3時
■場所　陸上自衛隊北富士駐屯地
■行事内容　記念式典(観閲行進、模擬戦等) 装備品展示、
　戦車・装甲車の体験試乗、模擬売店等
　(雨天の場合、行事内容を一部変更することがあります。)

富士河口湖町レクリエーション協会
　　　　　　グランドゴルフ参加者募集

●問合先　富士河口湖町レクリエーション協会
℡ 090-1603-0074(渡辺)

第8回富士山マーケット
●問合先　富士山マーケット実行委員会 ℡050-3709-2236

Mail: fuji3market@gmail.com

押し花作家 金子政子 
　　　　　　　押し花植彩風景画の世界

●問合先　090-7816-0752(金子)

富士五湖アコースティックギタークラブ
　　　　　　 ステラシアターコンサート

●問合先　℡090-1812-5321(関野)

第10回 よい歯の日
「笑顔で歯°しゃ歯°しゃ（ぱしゃぱしゃ）”写メ“コンテスト」

●問合先　山梨県歯科医師会事務局 055-252-6481(篠原)

憲法週間行事
「てっ！裁判官・検察官・弁護士の話が聞けるっちゅうよ。
　　　　　　　　　　　裁判所に行ってみるじゃん！」

●問合・申込先　甲府地方裁判所総務課　℡055-235-1133

陸上自衛隊北富士駐屯地
　　　 創立57周年記念行事のお知らせ

●問合先　北富士駐屯地広報室　℡84-3135

親子で学ぶ心肺蘇生：Let’s Save A 
Child in Yamanashi project 2017

●問合先　山梨大学医学部小児科医局
　　　　　 ℡055-273-9606(阿部・須長) 
　　　　　 Mail:ysunaga@yamanashi.ac.jp

富士北麓森林組合より
●問合先　富士北麓森林組合　℡72－2300（中野）

マリア国際幼稚園から子育て支援のお知らせ
●問合先　マリア国際幼稚園　℡72-5522　
　　　　　ゆめの木保育園　　℡72-4320
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４月から課の名称と業務内容の一部が変更になります。
　町では、住民の皆様の多様なニーズに対応できるようにこれまでの各課の業務内容を見直し、
効率的な行政運営が出来るように課の名称と業務内容の一部を変更しました。今後とも行政運営に
対し、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

【変更となった課と業務内容】

72-1112

72-6037

72-6028

72-1174

・成人保健に関すること

・予防接種に関すること

・介護予防・介護支援に関すること

・介護保険に関すること

・高齢者福祉に関すること

・生活保護に関すること

・民生委員に関すること

・障害者福祉に関すること

・児童手当に関すること 【住民課から変更】

・子育て支援に関すること 【福祉推進課から変更】

・保育所に関すること 【福祉推進課から変更】

・母子保健に関すること 【健康増進課から変更】

・子ども医療に関すること 【健康増進課から変更】

健康増進課

健康増進係
介護予防係
介護保険係

健康増進課

福祉推進課

社会福祉係
障害福祉係

福祉推進課

（新）子育て支援課

児童福祉係
母子保健係

住民課
福祉推進課
健康増進課

政策企画課

・町の基本方針に関すること

・政策の立案に関すること

・総合計画に関すること

・企業誘致に関すること

・まちづくりの推進に関すること

・広聴・広報活動に関すること

・統計調査に関すること

・男女共同参画に関すること 【生涯学習課から変更】

・国際化の推進に関すること

72-1129

72-1170

政策財政課
政策調整係

企業誘致まちづくり推進係
広報統計係

男女共同参画国際係

・自治会・区に関すること 【総務課から変更】

・財産区に関すること 【総務課から変更】

・防災に関すること 【総務課から変更】

・ホームページに関すること 【政策財政課から変更】

（新）地域防災課

地域係
防災係

情報推進係

政策財政課
総務課

政策財政課
総務課

・条例・規則等に関すること

・選挙に関すること

・職員に関すること

・町財政に関すること 【政策財政課から変更】

・町有財産の取得、管理、処分等に関すること

・入札、契約に関すること

・町長・副町長の秘書に関すること 【政策財政課から変更】

・町への意見、要望、陳情等に関すること 【政策財政課から変更】

総　務　課

総務係
職員係
財政係
管財係
秘書係

現　在 変更後 電話番号主な事務内容
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【変更のない課と業務内容】

・戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、外国人住民に関すること
・国民年金に関すること
・国民健康保険に関すること
・高齢者医療に関すること

72-1114

72-1113

住　民　課住　民　課

・町税の賦課・徴収に関すること
 （町民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税、遊漁税等）
・国民健康保険税の賦課に関すること

税　務　課税　務　課

72-3168
・観光の振興に関すること
・商工業の振興に関すること
・労働・雇用に関すること

観　光　課観　光　課

・環境美化に関すること
・廃棄物の処理、収集、運搬、再利用に関すること
・自然公園法に関すること
・湖の水質保全に関すること
・蓄犬登録に関すること

72-3169環　境　課環　境　課

・農業振興に関すること
・森林の整備・活用に関すること
・農林道の整備・治山に関すること
・鳥獣に関すること
・地籍調査に関すること
・農業委員会に関すること

72-1115農　林　課農　林　課

・都市計画に関すること
・公園整備に関すること
・町営住宅に関すること
・土地区画整理事業に関すること
・土木に関すること
・道路、河川整備に関すること
・防犯街路灯に関すること

72-1976都市整備課都市整備課

72-1620
・上下水道・温泉使用料金に関すること
・上下水道・温泉工事に関すること
・地下水の掘削に関すること

水　道　課水　道　課

・会計事務に関すること 72-3165出　納　室出　納　室

72-3167
・議会運営に関すること
・議会広報に関すること
・監査委員に関すること

議会事務局議会事務局

72-6052
・教育委員会に関すること
・学校教育に関すること
・学校施設・管理に関すること

学校教育課学校教育課

・芸術文化活動の振興に関すること
・芸術文化・芸能団体に関すること

文化振興局文化振興局 72-5577

・社会教育に関すること
・青少年教育に関すること
・公民館活動に関すること
・文化財に関すること
・社会体育に関すること
・スポーツ振興に関すること

72-6053生涯学習課生涯学習課

現　在 変更後 電話番号主な事務内容
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後期高齢者
医療保険料
８期

平成30年2月28日

固定資産税
１期（全 納）

平成29年5月1日

固定資産税
２期

平成29年7月31日

固定資産税
３期

平成29年12月25日

固定資産税
４期

平成30年2月28日

軽自動車税

平成29年5月31日

町 県 民 税
１期

平成29年6月30日

町 県 民 税
２期

平成29年8月31日

町 県 民 税
３期

平成29年10月31日

町 県 民 税
４期

平成30年1月31日

後期高齢者
医療保険料
１期

平成29年7月31日

国民健康保険税
１期

平成29年7月31日

介護保険料
１期

平成29年7月31日

後期高齢者
医療保険料
２期

平成29年8月31日

国民健康保険税
２期

平成29年8月31日

介護保険料
２期

平成29年8月31日

後期高齢者
医療保険料
３期

平成29年10月2日

国民健康保険税
３期

平成29年10月2日

介護保険料
３期

平成29年10月2日

後期高齢者
医療保険料
４期

平成29年10月31日

国民健康保険税
４期

平成29年10月31日

介護保険料
４期

平成29年10月31日

後期高齢者
医療保険料
５期

平成29年11月30日

国民健康保険税
５期

平成29年11月30日

介護保険料
５期

平成29年11月30日

後期高齢者
医療保険料
６期

平成29年12月25日

国民健康保険税
６期

平成29年12月25日

介護保険料
６期

平成29年12月25日

後期高齢者
医療保険料
７期

平成30年1月31日

国民健康保険税
７期

平成30年1月31日

介護保険料
７期

平成30年1月31日

国民健康保険税
８期

平成30年4月2日

介護保険料
８期

平成30年4月2日

町税等の納付は、便利で確実な「口座振替」で！

平成29年度 町税等の納期をお知らせします

※何か不明なことがありましたら、町役場税務課収納係までご連絡ください。
富士河口湖町役場 税務課 収納係 　TEL７２－１１１３（直通）　FAX７２－６０２７

※月末が納期限となります。また、月末が土､日もしくは祝日の場合は翌日となります。
　ただし、１２月については２５日が納期限となりますのでご注意ください。      

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納 

期 

月

税 目 別 納 期

町 県 民 税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者
医療保険料 介護保険料
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富士河口湖町　粗大ごみ出し困難者のための
「収集支援事業」の案内

申込先と問合せ先 （平日8：30～17：00まで）
富士河口湖町役場　環境課　環境整備係　TEL７２-３１６９

次に該当する世帯で、自らがごみを集積所に出すことが困難で、
かつ身近な人の協力を得られない世帯です。
　⑴ 65歳以上の者のみで構成される世帯
　⑵ 障がい者のみで構成される世帯
　⑶ その他町長が必要と認める世帯

　粗大ごみのごみ出しに困窮している世帯に対し、事前の申し込みを受け、町の委託業者が収集を行います。
　4・10月申込（収集の運搬料については、無料で行う為、個数は５個まで〈使用済み小型家電除く〉）
　支援事業実施の殆どが、家庭系ごみ処理有料化を実施しているが、当町ではどうしていくか等々の検討を行います。 
        

　粗大ごみの収集については、従前のステーション収集が「大量の事業系ごみ出し」「他市町村からの越境ごみ
防止」「他市町村の処理費有料化の動き」「収集費用の増大」「ごみの分別、リサイクル活動への移行啓発」等の
観点より、H２７年４月より、４,１０月に町内６カ所と船津のリサイク
ルセンターでの収集を毎月実施する方式へ変更しました。　 
　その際、町民へのアンケートを実施し「粗大ごみ出し困難者への
支援の必要性」へのお声を多くいただきました。
昨年実施では4,10月共に約１５軒、1,000㎏収集しました。
この粗大ごみ収集支援事業を４月に実施しますのでお知らせします。
　必要性や意義が認められる場合については、今後も実施していき
たいと考えていますのでご利用くださるようご案内いたします。　 

２９年度の実施概要

対象世帯

注 意 点

① 電話で役場環境課（72-3169）に収集依頼を行って下さい。
　 粗大ごみの種類と個数等を登録します。
　 収集個数は５個まで（使用済小型家電は除く）
  （申し込み期間は、平成２９年４月２1日まで）
② 町の方で要支援世帯を確認し、要支援決定者リストを作成する。非決定の方へは、連絡を役場で行う。
③ リストを町指定の委託業者に連絡し、収集日の調整を行う。
④ 委託業者が収集（２９年５月上・中旬を予定）して、処理し、役場に実績の報告をする。
 　(収集の際写真を撮ります)
⑤ 実績と要望をもとに事業評価をします。

収集方法
（流れ）

収集する
粗大ごみの
定義

指定ごみ袋に入らない大型のごみ（タンス、家具、机、椅子、カーペット、布団、ベット､マットレス、自転車､ふろ蓋、
　　　　　　　　　　　　　　　大型プラ玩具、物干しざお、ポリタンク、コンロ等）の個数は5個まで
使用済小型家電（家電リサイクル法4品目を除く）個数には入らないが事前登録必要
　　　（電子レンジ、電気オーブン、照明器具、ビデオデッキ、ステレオ、扇風機、電気炊飯器等の電気製品等）

収集業者は、家の中には入りませんので、玄関先までは出してください。
家電リサイクル法4品目（TV、冷蔵庫、乾燥洗濯器、エアコン）、オートバイ、タイヤ類）は集めない。
布団は、紐等で包んだ状態で1個、ベットの場合は、マットレスは別　
要望により、分別パンフレット配布や分別の指導を行います。特に産業廃棄物ごみは集めません。
個人の氏名連絡先等の個人情報は、この事業の為以外には使用しません。

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

背景と目的

粗大ごみ



健康のまちづくり
Healthy community building

　町では4月29日を「町民皆歩の日」と定め、毎年ウォーキング大会を開催しています。
　日頃からちょっと体を動かしてみたいと思っている方、そろそろウォーキングを始めてみよ
うかと思っている方など、運動習慣づくりのきっかけに是非参加してみてはいかがでしょう。

健康のまちづくりウォーキング大会

4月29日（土）昭和の日

※悪天候の場合中止します。
　（防災無線でお知らせします）
※幼児・小学校低学年の参加者は、保護者同伴でお願いします。
※当日はシッコゴ公園で「甲斐の勝山やぶさめ祭り」が開催さ
　れます。ゴール後は祭りもお楽しみください。
※やぶさめ祭り会場から勝山ふれあいセンター駐車場までシャ
　トルバスが出ています。
　　　　　　　　　　　 問合せ先　健康増進課　72-6037

諸事情によりコース等変更する場合がありますので事前にご了承ください

●と　き　  ４月２９日（金）昭和の日
　　　　　　受　付　９時００分～
　　　　　　出発式　９時３０分
　　　　　　スタート　出発式後
●集合場所　勝山ふれあいセンター
●ゴール　　冨士御室浅間神社（現地解散）
●コース　　５ｋｍほどのコースです
●持ちもの　雨具　飲物　副食
●参加料　　無料

ウォーキングコースマップ

交 通 災 害 共 済 受 付 中
お忘れでは
ありませんか？

　交通事故は自分自身が気をつけていても、運転中や同乗中、歩行中などいつどんな時に遭遇
するかわかりません。ご家族そろって加入しましょう。

交通事故によるケガ等に対し、被害の程度に応じて見舞金が支給されるものです。
◇〔見 舞 金〕 通院１日目から支給対象となり、1万円から最高100万円（死亡時）が支給されます。
◇〔共済掛金〕 １人年額500円（中途加入も同額）
◇〔共済期間〕 平成2９年4月1日から平成３０年3月31日（中途加入の場合は、加入した翌日から平成３０年３月３１日まで）
◇〔加入資格〕 町に住民登録されている方。 学生については、他県等に転出していても加入できます。
　　　　　　  また加入者が途中他市町村へ転出した場合でも共済期間中は有効です。

問合せ先：富士河口湖町役場　地域防災課　防災係
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H29年度　町の健康診断の申込みがはじまります。　
～ 特定健診（基本健診）、がん検診がうけられます ～
　特定健診はメタボに着目した健診です。動脈硬化をすすめ、血管を傷つける要因となる
肥満や喫煙などの要因や、高血圧、高血糖、脂質異常などが起きていないかを調べます。
　健診は大切な自分の“健康のバロメーター”。忘れずに年に１回の特定健診を受診して
自分のからだの状態を知り、健康づくりに活かしましょう。

特定健診

　がんは加齢にともないかかるリスクが高くなりま
す。２人に１人が生涯においてがんにかかるであろ
うと推計されています。がんは誰にでもかかる可能
性のある病気です。
　無症状のうちに「がん」を早期に発見し治療する
ことが大切です。

がん検診
内臓脂肪がたまると

高血圧、脂質異常、高血糖をまねく
血管が傷ついていく（自覚症状はほとんどない）

血管変化の進行（動脈硬化）

生活習慣などによる血管の変化

【申 込 み】詳細は、広報4月号「健康診断のお知らせ」折込チラシをご覧いただき、お申込みください。
【お問合せ】富士河口湖町　健康増進課　℡７２－６０３７

血管が破れる、詰まる
（脳卒中、心臓病、糖尿病の合併症等）

【各種教室の詳しいお問い合わせ】町役場 健康増進課 地域包括支援センター 　☎７２－６０３７

教室名 会　　　場 開催日時（祝日は休み）

筋力アップ
教室

水中
ウォーキング

健康プラザ
来て!見て! 実践室（２階）

はじめましょう！ 運動習慣はじめましょう！ 運動習慣はじめましょう！ 運動習慣
　町では、年間を通じて町内の各地区施設を拠点に介護予防を目的とした運動教室を行っています。年齢があがるに
つれて些細なことで体調を崩し、回復までに時間を要することが増えます。いつまでもいきいきと健康に自分らしく過
ごすために、元気なうちから予防しませんか？ 皆様の御参加をお待ちしております。新年度は4月3日～始まります。

★対象者：６５歳以上の方
★いつからでも参加可能で申し込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
★定期的に体力測定を実施し、自分の体力の状態について知ることができます。

毎週 火・水・木・金曜日　
　　午前10時30分～11時30分

富士見町二丁目公民館 毎週 月曜日 午前10時～11時30分

上の段中町公民館 毎週 火曜日 午前10時～11時30分

浜町公民館 毎週 水曜日 午前10時～11時30分

大石出張所 毎週 木曜日 午前10時～11時30分

河口出張所 毎週 金曜日 午前10時～11時30分

足和田出張所 毎週 月曜日 午前10時～11時30分

上九一色コミュニティセンター 原則第1・3・5水曜日 午後2時～3時

上九一色コミュニティセンター 原則第2・4水曜日 午後2時～3時

健康プラザ(１階) 毎週火・金曜日 午後1時15分～2時
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～
栄養食事指導について

・食欲がなく、食事量が減ってきている。食事に時間がかかる。
・食べたり、飲んだりするとむせてしまう。水分がとれない。
・手術後の食事がスムースにいかない。痩せた。
・食事の管理がうまくいかない。食べやすい食事の工夫をお願いしたい。
・糖尿病・腎臓病・その他の食事療法が分からない。

どのようにすれば訪問栄養食事指導が受けられますか？
☆対象となる方☆ ☆訪問の時間・回数・料金☆

①・②の条件を両方満たしている方
①介護保険の要支援、要介護認定
　を受けている方、もしくは医療
　保険を利用している方で通院困
　難な方
②治療のために特別な食事管理を
　必要とする人

訪問時間：約30分～1時間
訪問回数：1ヶ月に2回までご利用いただけます。
ご利用料金：1回の訪問指導につき、介護保険また
　　　　　は医療保険で定められた自己負担が
　　　　　 あります。
　（調理指導を希望する場合は、材料費は実費です。）

【お問い合わせ先】公益社団法人　山梨県栄養士会

栄養ケア・ステーション
〒400-0805 甲府市酒折1丁目1-11日星ビル４Ｆ
TEL 055-222-8140　FAX 055-222-8593　
E-mail yamaei@sky.plala.or.jp

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　管理栄養士　深澤幸子

栄養食事指導では・・・

管理栄養士がお家に訪問してこんなことができます

お惣菜や外食の選び方 介護食へのアドバイス 痩せてきた方へのアドバイス
お惣菜や外食を利用して食事療
法をやりたい方に、お惣菜の栄養
価や外食の選択方法のご指導を
いたします。

ミキサー食の作り方や、飲み込
みやすい食品の選び方など状況
に合わせた調理方法をご提案い
たします。

退院した後の食事の作り方 食事管理の仕方
退院してきたけど、食欲がなく治

療回復に不安な方へ、配慮しなけ
ればならない食品や調理方法に
ついてお話しいたします。

糖尿病・腎臓病等の食事療法に
ついても、嗜好に合わせ、食事が

楽しくなるようご指導いたします。

食べる量が減ってきて心配な方や

ご家族へ、ちょうど良い食事の
量や栄養補助食品の使い方など
をご提案いたします。

このような

悩みは

ありませんか？

栄養に関することで

お困りの時は

連絡してください。

☆申し込みについて☆
管理栄養士の訪問には主治
医の指示書が必要ですので、
医師に申し出て
ください。
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『理解促進研修・啓発事業』
健康科学大学　健康科学部　福祉心理学科　古川　奨

　当別町にあるこの拠点活動も、拠点を一つにしたということではありません。現在、３か所に増えていま
す。拠点以外に、他の事業所も力をいれ、必要となる福祉サービスについては立ち上げられています。どれ
か一つにするのではなく、「福祉も選べる」を大切にしています。

　どうなる日本の福祉？地域共生社会を富士河口湖町で実現していくためにはどんなことを知っておくべきか？
北海道の先行事例から考えてみよう。

サービスの質の向上と効率を両立させた新たな保健医

療システムの構築を目指しこれから様々な取り組みや改

革が行われていく予定です。中でも、地域包括ケアシス

テムの構築は、地域の福祉を支える観点から注目が必要

です。これまで福祉のサービスは、子ども・障害・介護な

どの対象に分けて対応する「たてわり」構造で提供され

てきました。今後は、地域包括ケアシステムが構築され

ることにより、医療、介護、予防、生活支援サービスなど

を組み合わせて提供できるようにしていくことを考えて

います。これは、福祉サービスを利用する方や地域の実

情に合わせた総合的な福祉サービスが提供できる仕組

み作りです。厚生労働省が行った第１回「我が事・丸ご

と」地域共生社会実現本部開催の際に準備された資料

にある図から総合的な福祉サービスを富士河口湖町の

地域住民の皆さんにイメージして頂きたいと思います。

この仕組みは、地域住民全員がかかわることが想定され

ています。まちづくりの拠点として地域住民みんなで町

の福祉を充実させることが期待されています。町づくり

の拠点には地域住民が一緒になり活動に参加する、一人

一人ができることをこの場を利用し実現し合う。その積

み重ねを繰り返すことで支え合える場として育ち、町を

活気づける場となっていきます。

この取り組みを進めるうえでの勘違いや都合よい解釈で

方針が決められると福祉の拠点を「一つにしてしまいま

しょう」という動きにつながる場合があります。厚生労

働省が地域の実践例として説明時に使った当別町という

町があります。先ほどの図で示したように同じ場を共有

し、障害者は働く場として喫茶店を行い、その場で町の

お菓子職人は、子どもたちにお菓子作りの体験を学童保

育として行ったり、高齢者は介護予防ボランティアとして

職人や子どもたちがつくったお菓子に値札付けを行いな

がら子どもや障害者との交流・見守りを行っています。町

の人がたくさんかかわりできあがるとても素敵な活動で

す。ですが当別町で、この取り組みを始めた際、「この町

にあるその他の施設は必要ないのでは？」「運営のサポ

ートもコストがかかるため閉じる必要があるのでは？」と

いった話が持ち上がったことがあります。この町にある

障害者施設、児童関係の施設、介護施設等に向けての話

です。当別町は１万８千人程度の規模です。町の規模とし

て福祉だけにそんなに予算は取れないという声もあった

と記憶しています。ですが、これは、障害者、子供が抱え

る問題、認知症や介護等の必要な症状によっては、多く

の方と今すぐ一緒に対応することがベストにはならない

場合があることを忘れてしまったことからの発想と、拠

点での活動が、多くの地域住民が参加することで町の経

済的発展に貢献できるという視点がその時点ではなか

なか理解されなかったために起こった論争でした。この

制度を進めていくためにも、一人一人の状態に合わせて

生活を支えることができる既存の福祉の重要性を再度、

確認しつつ、これまでの福祉サービスを支え補いながら

新たな福祉サービスの制度を導入していくことでより豊

かな町づくりにつながっていくはずです。

「２０３５年の保健医療システム」 拠点は１つで良いか？

〈総合的な福祉サービスの提供のイメージ〉

高齢者

障害者

子ども対象者の分け隔てなく、1ヵ所で
総合的にサービスを提供

まちづくりの
拠点にもなる

その他（生活困窮者
や見守りが必要な者
など）
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平成２９年度富士河口湖町　家庭教育事業平成２９年度富士河口湖町　家庭教育事業平成２９年度富士河口湖町　家庭教育事業平成２９年度富士河口湖町　家庭教育事業

ワイワイくらぶワイワイくらぶワイワイくらぶ 親と子のリトミック教室親と子のリトミック教室親と子のリトミック教室
　親子で一緒に楽しめる表現遊び・リズム遊びなどを、成長の
発達に合わせて紹介していただきます。親子でにっこり笑いあえ
る時間を体験してみませんか?

　リトミックとは、音楽と体の動きを融合させたリズム遊びで
す。豊かな感性と創造力を育てる効果があると言われています。
親子でリトミックの楽しさを感じて下さい。

対　象：H27. 4/2～H28.4/1生まれの子と保護者　　
日　程：H29. 5/12  6/9  7/14  8/4   9/22  10/13  
　　　         11/10  12/8
　　　  H30.1/12  2/9  いずれも金曜日　全10回
定　員：各30組
         （先着順で、定員になり次第締め切りとさせていただきます）
時　間：午前10時30分～11時30分
　　　（開始10分前にはお集まりください）
場　所：子ども未来創造館　音楽スタジオ
参加費：2,000円（全10回分）
講　師：山梨県立大学　高野牧子先生

対　象：2歳になる子と保護者（H27.4/2～H28.4/1生まれ）
　　　  3歳になる子と保護者（H26.4/2～H27.4/1生まれ）
定　員：各30組
　　　（先着順で、定員になり次第締め切りとさせていただきます）
日　程：H29.5/15  6/5  7/3  8/7  9/4  10/2  11/6  12/4
 　　　 H30.1/15  2/5　　　　いずれも月曜日　全10回
時　間：2歳の部　午前10時～10時50分
　　　  3歳の部　午前11時～11時50分
　　　（開始10分前にはお集まりください）
場　所：子ども未来創造館　音楽スタジオ
参加費：2,000円（全10回分）
講　師：青空リトミックサークルの先生方

※お申し込みは4月17日（月）午前9時から受け付けます。 ※お申し込みは4月19日（水）午前9時から受け付けます。

お問い合わせ・お申込み：生涯学習課　ＴＥＬ72-6053
※参加のお申し込みは富士河口湖町民の方に限らせていただきます。

アーティフィシャルフラワー・プリザーブドフラワー教室アーティフィシャルフラワー・プリザーブドフラワー教室アーティフィシャルフラワー・プリザーブドフラワー教室
カーネーションを使ったアレンジです。母の日の贈り物でもご自宅でもOKなアレンジです。
今季から皆様のご要望にお応えし、少し大きめのアレンジも行えるようになりました。用途にあった方をお選び下さい。

　歴史は先人たちが残してきた文字によって現代に伝えられてき
ました。人から人に出された手紙や書状、後世に残すために綴ら
れた記録など様々な歴史資料があり、これらを読み解き、年代や
関係する人物、地域などを丹念に分析して歴史が構築されます。こ
れらの資料は古文書や古記録と呼ばれ、記号や暗号のようなくず
し字で書かれているものが多くみられます。古文書講座では、町
内に保存されてきた古文書を題材として、くずし字を読む方法を習
得し、書かれている内容から郷土の歴史を紐解く過程を実体験で
きます。みなさんも郷土史を解明する楽しさを味わいましょう！

　生活習慣病にならないためにも…!!さらに健康寿命をのばして
毎日を生きいきと過ごすために「体操」しませんか!!
運動が苦手な方、どなたにも楽しんでいただけます。音楽に合わせ
て行う、やさしく楽しい運動です。

日　時：平成29年4月14日（金曜日）　午前10時～11時30分
会　場：富士河口湖町中央公民館　２階　視聴覚室　
講　師：中村章彦氏（町文化財審議会　会長）
参加費：無　料（要申込み）　　定　員：30名　
申込み：72-6053（生涯学習課文化財担当）

平成２９年度　富士河口湖町　古文書講座
第１回講座のお知らせ

【アーティフィシャルコース】左がＡ　右がＢ

【プリザーブドコース】

3Ｂ体操　会員募集

☆河口地区公民館　
　 第１・第２・第３木曜日　午後1時30分～3時30分
☆中央公民館　　　
　第１・第２・第３火曜日　午後1時30分～3時30分

★連絡先　（公社）日本3Ｂ体操協会
　　　　　　公認指導者　中村　泰子　
　　　　　　ＴＥＬ：0555-76-6460

日　程：①4月24日（月）13：30～  ②4月24日（月）19：00～　※1時間～2時間程度
　　　  ①②どちらかをお選び下さい。
会　場：富士河口湖中央公民館
定　員：各回Ａコース・Ｂコース合わせて10名、プリザーブドフラワーコース10名
　　　（3名以上からの開催となります）
サイズ・材料費：アーティフィシャルＡコース：花器・高さ約8ｃｍ横約9cm　＊2,000円
　　　　　　　 アーティフィシャルＢコース：花器・高さ約10ｃｍ横約11cm ＊4,000円
　　　　　　　 プリザーブドコース：花器・高さ約7cm横約9cm＊3,000円
持ち物：持ち帰り袋（大きな作品ではないですが、マチがあると持ち帰りやすいです。）
申込み：4月19日（水）締切（定員になり次第終了）　　
講　師：The Monte　山口沙季先生・嶺山裕紀枝先生
お問合せ：生涯学習課　72-6053
親子での参加も歓迎♪　ラッピングも承ります。（有料）　
※仕入れの関係上3日前からのキャンセルはご遠慮ください。 
※花材や花器は変わる場合がございます。ご了承ください。
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TEL 72-6053　 FAX 73-1358
みんなの教育委員会  生涯学習課
TEL
みんなの教育委員会 

 
○時間帯：月曜日～金曜日　午前９時～午後４時
○場　所：中央公民館1階
○対　象：お父さん・お母さん・子どもさん・おじいさん・おばあさん・先生方

「困っていること悩んでいること相談してみませんか」教育相談の御案内 連絡先
富士河口湖町立教育センター

 TEL８３－３０２２
E-mail

ed-center@kawaguchiko.ne.jp

……… ………

………

　４月は、入園、入学、進級、進学、そして就職と大きな節目を迎えられたことを喜ぶお祝いの月。４月は、自由・自信・期待感に満ち溢れ
ている月。４月は、大人も子どもも、一つの区切り、大きな節目だと感じ、今までうまくいかないことがあってもリセットされ、１からやり直
せるような新たな気分にさせられる月。
　この意義深い４月を、１年間持続可能な体制で過ごしたたいものです。そのために、一つの方法として、５月から本気
を出すという気持ちで、４月のワクワクはやる気持ちをセーブしておけば、５月以降にものすごい脱力感に襲われること
もないという人もいます。
　しかし、あっという間に１・２週間が過ぎ、少し落ち着いたころ、ふと気が付くと、とても疲れていたり、気持ちが乗ら
なかったり、体のリズムが崩れたり、悲観的になったり……。心と体が助けを求めているのです。心身をリフレッシュさ
せ、少しずつ新しい環境を自分の一部にしていくためには、周りの応援がほしいと知らせている信号です。
　一人で抱え込むことはありません。教育センターの相談員に声をかけてください。一人ひとりの輝かしい未来を、心か
ら応援していきたいと思います。

平成２９年度　富士河口湖町　世界遺産講座

「富士山～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～」「富士山～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～」「富士山～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～」

日　時：平成29年4月19日（水曜日）　午後７時～午後９時　　　会　場：富士河口湖町中央公民館　２階　視聴覚室　
講　師：杉本悠樹（文化財担当）　　　参加費：無　料（申込み不要・どなたでも参加できます）　　定　員：40名
※内容、会場（部屋）は都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

　富士山は、円錐形の美しい姿をそなえた世界的にも絶賛される美しい山です。
その美しい姿が成り立ったのは、富士山が火山として噴火を繰り返してきたこと
によります。日本の最高峰としての標高をもち、人々が祈り、仰いできた富士山の
成り立ちに迫ります。そして、富士山の火山活動の痕跡は私たちの身近なところ
にも隠れています。普段何気なく見ている風景の中の「高低差」などから富士山
の影響を見つけて楽しみましょう。

　富士山は、円錐形の美しい姿をそなえた世界的にも絶賛される美しい山です。
その美しい姿が成り立ったのは、富士山が火山として噴火を繰り返してきたこと
によります。日本の最高峰としての標高をもち、人々が祈り、仰いできた富士山の
成り立ちに迫ります。そして、富士山の火山活動の痕跡は私たちの身近なところ
にも隠れています。普段何気なく見ている風景の中の「高低差」などから富士山
の影響を見つけて楽しみましょう。

富士河口湖町スポーツ推進事業富士河口湖町スポーツ推進事業
富士山
総合型

地域スポーツクラブ

クラブクラブ

富士山富士山

申込方法

申 込 先

メールまたは電話にてお申込み下さい。メールの方は受信設定をお願いします。
①参加希望プログラム　　②氏名（ふりがな）　　③電話番号（携帯番号）
総合型地域スポーツクラブ　クラブ富士山　　　club223@lcnet.jp　☎0555-72-4772

☆子どもから大人までが楽しく走るマラソンです。競技志向のマラソンではありません。☆ ☆親子で運動。後半ママだけのエアロタイムあり☆

期　日：5/13土曜日　　時　間：10：30スタート　　場　所：勝山・小海公園　　　　　
持ち物：飲み物　　部　門：個人の部、駅伝の部/1㎞、2.5㎞、5㎞、7.5㎞、10㎞
登録料：500円（初回のみ）
参加料：大人500円／回・小人300円／回
　　　  パスポート 大人2,500円・小人1,700円

期　日:5/8～7/10　月曜日
時　間:10：30～11：30
場　所:子ども未来創造館
持ち物:上履き、飲み物、タオル
参加料:200円／回
対　象:3歳児までの親子

☆インナーマッスルを鍛えます☆
期　日:4/10～　月曜日
時　間:10：00～11：30 
場　所:中央公民館和室
持ち物:ヨガマット
参加料:600円／回

☆40歳からのボディーメイク☆
期　日:4/10～　月曜日
時　間:10：30～11：30
場　所:中央公民館ホール
持ち物:ヨガマット、飲み物
参加料:600円／回

☆土曜の夜だから思いっきり踊っちゃいましょう!☆
期　日:4/22～　土曜日
時　間:18：00～19：00
場　所:町民体育館
持ち物:上履き、飲み物　参加料:500円／回
その他:18歳以上
 ［☆安全確保のためお子様の入館はご遠慮いただきます。］

気軽にお問い合わせください！
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富士山月例マラソン

ピラティス

キッズビクス＆ママエアロ

あっとホーム簡単エクササイズ さたでーないとＺＵＭＢＡ新企画!!

教育センターだより教育センターだより教育センターだより教育センターだより
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福祉推進課発!! つどいの広場

男の子も女の子もママもパパもじぃじもばぁばもみん
なで来てね♪かわいいお子さんの成長をみんなで、
お祝いしましょう。
こどみら劇団もお楽しみに☆

※未就学児は必ず保護者と一緒に活動して下さい。
※館内ではゲーム機・カードゲームを使って遊ぶこ
　とができません。ご理解・ご協力をお願いします。
※教室・イベントに参加していただいた写真をお便
　り等に掲載させていただくことがあります。ご了
　承下さい。
✆公衆電話はありませんが、1回10円で事務所の電
　  話を使用することが出来ます。気軽に声をかけ
　 て下さい。

問い合わせ先　☎72-6053

平成29年 4月9日～5月13日の予定表

＜休館日＞
4月9・23・29日
5月3・4・5・14・28日

＜休館日＞
4月9・23・29日

5月3・4・5・14・28日

日 月 火 水 木 金 土

☆乳幼児対象☆☆小学生対象☆ ☆どなたでも☆

　わらべうた、絵本の紹介とベビーマッサージ体験
で赤ちゃんとの癒しのひと時を♥

こどみらマムベビーこどみらマムベビーこどみらマムベビー

日　時：４月2０日(木)
　　　  １：30～2:30
対　象：0歳親子（ハイハイ前まで）
持ち物：バスタオル　
申込み・参加費：なし 

活動期になる２歳を迎える親子のためのお楽しみの
時間です。月に１回ずつ行いますので、対象の方は
ぜひどうぞ！

te to te ～てとて～te to te ～てとて～te to te ～てとて～

　「つどいの広場」は、就学前の親子があつまる場
です。子ども同士遊んだり、親同士おしゃべりをし
たりしてストレスを解消しましょう。遊びの時間、
身体測定、相談など、お気軽にご利用ください。
　日　時：毎週月・水・金　 9：００～12：００　
　　　　　　　　　　　13：００～15：００
※子育て相談・栄養相談・助産師相談・お誕生会
　も実施します。
　相談・イベント等の日程についてはカレンダー
　でご確認ください。
♪月・水・金以外もプレイルームは自由に遊べます♪
　  お問い合わせ：福祉推進課 ☎72－6028

子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館子ども未来創造館

4/9
つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場 親子
ふれあい教室A

ク富バレエ
キッズ＆ママ

つどいの広場
(端午の節句の会)

つどいの広場

つどいの広場

ク富ズンバ

ク富ズンバ

ク富ズンバ

やったね！1年生
PＭプラレール

AMプラレール
PM将棋教室

PＭつみきぱーく

tetote キラキラビクス

マムベビー

ワイワイくらぶ

育児学級

funfunくらぶ　

おもちゃ病院

おもちゃ病院

おもちゃ病院

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 2216

24 25 26 27 28 2923

5/1 2 3 4 5 630

8 9 10 11 12 137

つどいの広場○栄

つどいの広場○栄

つどいの広場○栄 つどいの広場○誕

つどいの広場（PM助産相）

つどいの広場○子

休館日

休館日 休館日

休館日 休館日 休館日

① 利用の際は必ず入館票を記入し、窓口に提出してください。
② 自分の荷物は自己責任で管理してください。
③ 館内は飲食禁止です。くつろぎルームでおねがいします。
④ ごみの持ち帰りにご協力をお願いします。
⑤ 帰る際は必ず『帰る名簿』に記入し、スタッフに一声かけてください。
※ 体調不良の場合や、家族に感染者がいる場合、学級閉鎖や学年閉鎖の時には
　 利用をご遠慮ください。ご協力をお願いします。

 利用
方法

の再確認をお願いします

やったね！ １年生やったね！ １年生やったね！ １年生

プラレールの日プラレールの日プラレールの日

端午の節句の会端午の節句の会端午の節句の会

大人の付き添いなしで利用することが
できるピカピカの新1年生のためのご
招待特別イベントです♪
☆スポーツレク・工作ゲーム☆など内容
は盛りだくさん！ぜひお越しください。

＊もしも入館票をわすれてしまっても、
　受け付けで書いてもらうので大丈夫
　です。

日　時：4月2２日(土)　
　　　　9：45集合・12：00終了予定
内　容：スポーツレク 10：00～
　　　　工作レク　　 11：00～
対　象：小学新1年生
申込み・参加費：なし
持ち物：①入学式のとき学校で配られた
　　　　  「子ども未来創造館の入館票」
　　　　   (名前など書いてきてね)
　　　  ②飲み物③タオル

大きなプラレールで楽しもう！大好きな電車
の世界を体験してね♪

日　時：4月1６日(日)１３：００～１５：００
　　　  5月  ７日(日)１０：００～１２：００　　　　
持ち物・申込み・参加費：なし

つみきパークつみきパークつみきパーク

おもちゃ病院おもちゃ病院おもちゃ病院

たくさんのつみきを用意しています！高く高く
積み上げる？それとも何か作品を仕上げる？
それとも…ドミノ？豪快なつみき遊びをしよう！！

動かずに眠っているおもちゃ
はありませんか？
昨年度だけでも約８０件のお
もちゃが再び宝物に生まれ変
わりました。

日　時：5月６日(土) １３：００～１５：００
持ち物・申込み・参加費：なし

日　時：４月１４日・4月28日・５月１２日(金)
　　　（毎月第2・4金曜日13：00～15：00）
※必要に応じて部品代を頂くこともあります。

日　時：5月１日(月)　11:00～
持ち物：申込み：参加費：なし

日　時：４月１２日(水) １０：００～１０：４５
参加費：持ち物：申し込み：なし
対　象：Ｈ２７．４．２～Ｈ２８．４．１生まれ
内　容：リズム遊び、廃材を使ったおもちゃ
　　　  育児のプチ情報など

　　　　
月～金曜日：午前9時～午後6時
土・日曜日：午前9時～午後5時

開館時間
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4月11日㈫
4月25日㈫

ブラウンベア（えいご）
うさぎのおやこ

各図書館のおはなしくらぶ

火・木曜日

月～金曜日

大石・河口

上九一色

午後3時～6時

午前8時30分～5時
（12時～1時は閉館）

小学生までのお子さんが　　 のある講座に参加すると、おはなし王国へのポイント年間合計に1講座２ポイント加算されます。　P

〈開館時間〉平日９：３０～１９：００／土・日９：００～１７：００

生涯学習館　　 0555-73-1212　     0555-73-1358
　   http://www.fujikawaguchiko.ed.jp　　　library@fujikawaguchiko.ed.jp
生涯学習館　　 0555-73-1212　     0555-73-1358
　   http://www.fujikawaguchiko.ed.jp　　　library@fujikawaguchiko.ed.jp

問い合わせ

P
●0・1・2・3歳対象〈10:30～〉 4月の予定

分　館 読み聞かせ 開館日 開館時間

河口 3時50分～
大石 4時45分～18日

3時30分～20日

生涯学習館

毎週月曜日休館／28日(金)は館内整理日、29日(土)は祝日のため休館になります。

◎本館読み聞かせ◎

4月22日㈯パパのえほんタイム
●幼児～小学生低学年対象〈13:30～〉

4月 8日㈯エトワールの会
●幼児～小学生低学年対象〈14:00～〉

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

☆こどもの読書週間 4/23～5/12☆

『幻の声』髪結い伊三次捕物余話　宇江佐真理／著

☆今月の一冊☆

　町方同心のお手先をつとめる粋でいなせな髪結いの伊三次。売
れっ子芸者のお文との恋を横糸に、伊三次がかかわる捕物の一つ一
つの縦糸に江戸下町の人々の喜怒哀楽を織りまぜて物語は進みま
す。山本周五郎・藤沢周平などの系譜に繋がる江戸・深川の人情物
語です。時代小説が好きなら、宇江佐さんの作品も是非、手にしてほ
しいと思います。

※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：４月２２日（土） 午後２時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「武士の娘」杉本鉞子著

♪新設展示コーナー♪

第122回読書会

●読者がぶっとぶ時代小説2016
●はじめてみませんか？応援コーナー
　（資格・勉強法など）
●初恋・恋愛特集

1冊の本から見える、
　　　　　　　いろんなキモチ。

今年の標語は、「小さな本の大きなせかい」

「子ども読書の日」イベント　年に1度の図書館まつり

日時：4月23日(日)　午前10時～（受付：午前9時45分～）
場所：中央公民館ホール

ようこそ！ おはなし王国2017

※どなたでも参加できます。当日参加される方には、福引の引き換え券を配布いたしますので時間に遅れないよう
　お集まりください。尚、多読者１００名には、招待状を送らせていただきますので、ぜひ親子でご参加ください。
 （抽選券が2枚入っています。）

《表彰式》本の貸出冊数（マイル）が多かったお友だち10名を表彰します。
《おはなしパレード》読み聞かせボランティアの皆さんによる催しがあります。
《お楽しみの時間》お楽しみの抽選会もあります。

★内容★

エトワールの会の読み聞かせの時間が午後13時30分⇒午後14時からに変更になります！
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平成29年度富士河口湖町保育所利用者負担基準額表

平成29年度富士河口湖町特定教育利用者負担基準額表

児童の属する世帯の階層区分 ０～２歳児 ３歳児 ４．５歳児

・保育標準時間（7:15～18:15）　・保育短時間（8:30～16:30）

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

第６階層

第７階層

第８階層

第９階層

第10階層

第11階層

第12階層

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

市町村町民税均等割課税世帯

市町村町民税
所得割課税額

20,000円未満

48,600円未満

57,700円未満

77,101円未満

97,000円未満

169,000円未満

301,000円未満

397,000円未満

397,000円以上

0円

5,000円

8,500円

11,000円

15,000円

18,000円

21,000円

23,500円

37,500円

42,500円

43,500円

45,000円

0円

3,000円

6,500円

9,000円

13,000円

16,000円

19,000円

21,500円

35,500円

40,500円

41,500円

43,000円

0円

3,000円

7,000円

10,000円

12,000円

15,000円

18,000円

21,000円

24,000円

24,500円

25,000円

26,000円

0円

1,000円

5,000円

8,000円

10,000円

13,000円

16,000円

19,000円

22,000円

22,500円

23,000円

24,000円

0円

3,000円

7,000円

10,000円

12,000円

14,000円

16,000円

18,000円

18,500円

19,000円

19,500円

20,000円

0円

1,000円

5,000円

8,000円

10,000円

12,000円

14,000円

16,000円

16,500円

17,000円

17,500円

18,000円

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

保育利用者負担金額（月額）

児童の属する世帯の階層区分

児童の属する世帯の階層区分

０～２歳児 ３歳児 ４．５歳児

【母子・父子世帯、障害者同居世帯】
利用者負担額利用者負担額

・保育標準時間（7:15～18:15）　・保育短時間（8:30～16:30）

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

第６階層

第７階層

第８階層

第９階層

第10階層

第11階層

第12階層

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

生活保護世帯

町民税非課税世帯

市町村町民税均等割課税世帯

市町村町民税
所得割課税額

市町村町民税
所得割課税額

20,000円未満

48,600円未満

57,700円未満

77,101円未満

97,000円未満

169,000円未満

301,000円未満

397,000円未満

397,000円以上

77,100円以下

211,200円以下

211,201円以上

0円

0円

3,500円

5,000円

7,000円

8,000円

9,000円

23,500円

37,500円

42,500円

43,500円

45,000円

0円

0円

2,500円

4,000円

6,000円

7,000円

8,000円

21,500円

35,500円

40,500円

41,500円

43,000円

0円

0円

3,000円

4000円

4,500円

5,000円

6,000円

21,000円

24,000円

24,500円

25,000円

26,000円

0円

0円

2,000円

3,000円

3,500円

4,000円

5,000円

19,000円

22,000円

22,500円

23,000円

24,000円

0円

0円

3,000円

4,000円

4,500円

5,000円

6,000円

18,000円

18,500円

19,000円

19,500円

20,000円

0円

0円

2,000円

3,000円

3,500円

4,000円

5,000円

16,000円

16,500円

17,000円

17,500円

18,000円

0円

3,000円

14,100円

20,500円

25,700円 

0円

0円

3,000円

20,500円

25,700円

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

保育利用者負担金額（月額）　【母子・父子世帯、障害者同居世帯】

特定教育利用者負担金額（月額）

（認定こども園の幼稚園利用）

　平成29年度から町独自の子育て支援事業として、給食費無料化により、利用者負担額を軽減しました。また、所得割課税額の算定
にあたっては年少扶養控除を適用したなかで階層を決定しております。
　平成29年度の国の取組みにおいて、所得割課税額が非課税の世帯は、第2子以降無料となり、57,700円未満（６階層以下）の世
帯は、従来の多子軽減における年齢の上限を撤廃し、第2子半額、第3子以降無料となり、ひとり親家庭等の世帯で、所得割課税額が
77,101円未満の世帯は、第2子以降無料となります。
　また、山梨県の「やまなし子育て応援事業」においては、所得割課税額が169,000円未満（９階層以下）の世帯で、満3歳未満
の子どもに対して、第2子以降無料の事業が開始されます。この事業に該当すると思われる世帯は、町への申請が必要になります。
※申請書は保育所を通じて配布します。
　階層区分については、4月から8月分の保育料は平成28年度所得割課税額で決定しますが、9月からは平成29年度所得割課税額で
階層が決定いたします。



 臨時職員募集します！ 
　　　　　　（町社会福祉協議会）

社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより

　●資格要件…介護職員初任者研修修了以上

　　　　　　　普通自動車運転免許（ＡＴ限定可）

　●勤務形態…

　　　①デイサービス：月～土曜日、祝日勤務あり

　　　　　　　　　　午前８時～午後４時45分

　　　②小規模多機能：交替制、土・日曜日、祝日、

　　　　　　　　　　 夜間の勤務（月一回程度）

　●給与形態…日給（日額７,１８０円）

　　　賞与年２回、処遇改善、通勤手当あります。

　　 （小規模多機能は、夜勤手当があります。）

　　　厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険に加入。

　●申込み、問合せ先…富士河口湖町社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　（電話 ７２－１４３０）

　●受付期間…平成２８年４月１５日（金）から

　　　　　　   平成３０年３月３１日（土）まで

　●受付期間…平成２８年１２月２６日（月）から

　　　　　　   平成２９年６月３０日（金）まで

　●問合せ先…山梨県共同募金会富士河口湖町分会

　　　　　　　　　　　　　　（電話 ７２－１４３０）

　

　富士河口湖町社会福祉協議会では、『つなげよう！地域

でつくる一人の幸福みんなの幸福』を基本理念に平成２６

年度から５ヵ年の地域福祉活動計画を策定しました。今

年度は中間見直しとして３月８日（水）に町民福祉館にお

いて進捗状況評価委員２４名に委嘱し、武蔵野大学の渡

辺裕一先生を委員長として評価委員会を実施し、進捗状

況の評価検証を行いました。今後も町民の皆さんと共に

計画を推進していきます。ご協力をお願いします。

　町社協では、外出する機会が少ない高齢の方を対象に、

『生き活き交流広場』を

開催し、交流の場を提供

しています。はり絵やゲ

ーム、ボランティアさんと

の交流等様々な催しを計

画しています。参加費は、

無料です。関心のある方、

参加してみませんか！

　●実施日…年間３６回（月３回）水曜日

　　　　　  午後１時１５分～２時４５分

　●実施場所…船津福祉センター

　●申込み・問合せ先…富士河口湖町社会福祉協議会

　　　　　　　　　　　　　　（電話 ７２－１４３０）

  町地域福祉活動計画（中間見直し）
進捗状況評価委員委嘱式と会議を実施

外出する機会が少ない高齢の方
　　『生き活き交流広場』参加者募集

 臨時職員募集します！ 
　　　　　　（町社会福祉協議会）

共同募金会『義援金』
　　　　　　受付期間延長について

～災害を体験した方のエピソード～ 
「一日前プロジェクト」

『今、流行のゼリー飲料は、非常食にもおススメ』　
―東日本大震災（平成23年3月）― （川口市 40代 男性 会社員）

　午後４時半頃、神田にある会社から帰宅命令が出ましたが、心配なのは、品川の小学校に通う子供のこと。そこで、
歩いて品川を目指しました。途中で寄ったコンビニには既にパンはなく、バナナ、チョコレート、今流行のバランス栄養
食、ゼリー飲料を購入。特にゼリー飲料は、喉の渇きも潤してくれ、「大いに使える」と思いました。
　夜８時半頃、やっと学校に到着。先生に「お父さんも泊まっていけば」と言われ、避難袋（乾パン、水など）を渡さ
れ、子供達と一緒に教室に宿泊しました。本当は子供のために、コンビニでいろいろ買い込んでいたのですが、子供達
全員に行き届きそうもないので、乾パン、水で我慢しました。しかし、乾パンは美味しくない上に、喉も乾きます。改めて
「非常食にゼリー飲料は有効だなあ」と思ってしまいました。
　夜１０時には消灯となりましたが、その後も揺れがあり、子供達は興奮して寝られませんでした。翌朝は、先生方が
用意してくれた塩おむすびが１人１個ずつ支給され、私も頂きました。

内閣府「一日前プロジェクト」　http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/ichinitimae/　 地域防災課　防災係
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『平成２８年熊本地震義援金』

『平成２８年糸魚川市における大規模火災義援金』

町社協では、介護員（非正規）を募集します。
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Nature in and around Mount Fuji 

ご意見・ご質問は、TEL (FAX) ０５５５－２０－３５１０　自然共生研究室まで

船津胎内神社にいたテングコウモリ？が樹型内で冬眠

第４期富士河口湖町公認ネイチャーガイド養成講座が始まりました

ショート・ニュースショート・ニュースショート・ニュース
○第５回「富士山自然保護大賞ジュニア」の入賞作品巡回展示を、４月中旬から７月中旬まで環境省生物多様性センター、7月中旬～10
　月中旬に山梨県立世界遺産センターで実施させていただく予定です。近くですので、地元の小中高校生によるすばらしい作品を是非
　ご覧頂き、今年の公募に応募していただけると幸いです。
○剣丸尾の自然が、３月５日朝７時４５分からのNHKさわやか自然百景で紹介されました。
○富士山自然保護センターの活動が、活動助成を頂いている粟井英朗環境財団のCATV富士五湖の番組「世界へ発信財団通信」の中
　で２月２０日～２８日に紹介されました。

　２月号広報でお知らせした船津胎内神社で１２月から１月１４日まで冬眠状態だった
テングコウモリが、１月１５日にはいなくなってしまったことをお知らせしましたが、当日
胎内樹型の奥や周辺の移動していそうな溶岩樹型を回って探しましたが見つかりません
でした。
　しかし、１月３１日に下記のNHK自然百景の撮影に来ていたNHK甲府放送局のプ
ロデューサーから、当日別の樹型内でテングコウモリが見つかったことを知らせて頂き
ました（その様子も３月５日に放映されましたが）。早速、撮影に行きましたら、写真の
ように背中やお腹の毛に着いた水が凍って全身が輝くようなかっこうで、樹型の天井に
ぶら下がった状態で見つかりました。その後、２月１６日と３月１３日にも確認に行きま
したが、体勢がやや変わっていたもののほぼ同じ場所で確認されました。途中１～２回
起きた可能性はありますが、１月中旬から３月中旬の約２ヶ月間この樹型内で冬眠していたことが判りました。
　背中がまだ半分くらい凍った状態のため、１月１４日に残っていた頭の後ろの青色のマークがあるかどうかはまだ確認出来ていませ
ん。もし、青マークが見つかれば胎内神社にいた個体と同じという証拠になりますので、氷らなくなると考えられる３月下旬に再度確認
に行きたいと思います。その結果は、改めて広報でお知らせしたいと思います。

　町の観光課主催の富士河口湖町公認ネイチャーガイド養成講座の第４期が、２月２７日
から全６回の予定で始まりました。１０数年前に青木ヶ原のマイナスのイメージを払拭しつ
つ、地元の観光振興と環境保全の両立を目指して１期から３期のネイチャーガイド養成
講座が開かれ、現在もその半数近くの方々が西湖コウモリ穴周辺をはじめとして、各方面
で活躍されております。今回は、町の観光課が管理している西湖コウモリ穴周辺における
ガイド事業に携わって下さる方を増やすと同時に、更に地元でネイチャーガイドとして活躍
いただける方を養成したいということで第４期の募集が行われました。
　３０名の定員に対して５０名の応募がありましたので、まずは地元を中心とした３０名の
方々に参加いただいています。初日の２月２７日の午前中には「エコツアーとは」と「富士山と青木ヶ原の自然の概要」を富士山自然保
護センターの渡辺通人が解説させていただき、午後は先輩ガイド３名が各１０名の講座受講生に対して模範ガイドを行いました（写真）。
　２回目の地質講座は、３月８日に都留文科大学名誉教授の上杉陽先生に東京からお越し頂き、午前中の講義と午後の野外実習をし

て頂きました。午前中はスライドを使って判りやすく青木ヶ原の出来方を説明頂き、午後は西
湖コウモリ穴への途中のバウムクーヘン状の部分の地質と、西湖コウモリ穴内部の複雑な地
形がどの様に出来たかを解説頂きました（写真）。
　いずれも現在の形や状態から約１０００年前に溶岩が流れてきた時の様子を推定するも
ので、「色 な々人が各自の考え方を持っていて色 な々説があるが、最も大切なことは目の前に
あるものをしっかり観察することです」といわれたのが、強く印象に残りました。参加者から
も「じっくり色 な々場所の地質がみられて楽しかった」といった感想が聞かれました。
　３月中旬から４月上旬にかけて、植物（昭和大学磯田先生）・鳥類（都留文科大学杉原

先生）・ほ乳類（都留文科大学北垣先生）・昆虫類（富士山自然保護センター渡辺）の各分野の講義と野外実習が行われ、最後の試
験をクリアーした人が第４期のネイチャーガイドとして認定されることになっています。



青木が原ごみ処理センター（大和田清掃センター）の

　　　　　　　　　　　　歴史を振り返ってごみ問題を考える

町
の
文
化
財
紹
介

富
士
河
口
湖
古
の
小
径

い
に
し
え

こ

み 
ち
　

　青木が原ごみ処理センター（大和田清掃センター）は、当初１日当たり１６tの処理能力を持つごみ処

理場として、昭和４７年（１９７２年）１０月、富士北麓四か村の勝山村、足和田村、上九一色村、鳴沢村

で、一部事務組合として組合を設立し、翌年３月に県の許可を得て建設計画をスタートさせました。しか

し、昭和４８年（１９７３年）４月、東八代郡の全町村（石和町、一宮町、御坂町、八代町、芦川村、境川

村、中道町、豊富村）から加入の申し出があり、県からの指導を受けて、この８町村の加入が決定され、

同年１０月に県から許可されて、新たな組合構成となりました。組合の事務所は勝山村役場に置かれ、管

理者は勝山村長、組合議員は参加する関係町村からの２２名が選出され、管理者及び副管理者１１名で

運営が始まりました。そして、昭和４９年２月に、１日当たり４０ｔの能力を持つ近代的なごみ処理施設が

完成します。

　ちょうどこの処理施設が建設された頃、東京では「ごみ戦争」という言葉が使われていました。それ

以来、地方公共団体にとってごみ処理事業は、この「戦争」という言葉を使わなければならないほど、困

難な仕事でした。

　この困難さの一つが、処理場の建設でしたが、地元の方々の深い理解と国及び県をはじめとした関

係機関の絶大なご支援とご協力をいただき、また、関係１２町村が一丸となって努力した結果、三郡（南

都留、東八代、西八代）１２町村６５,０００人のごみ処理場が完成しました。関係者も「ごみ戦争」の時

代にこの施設が出来上がったことは大きな喜びと感激でいっぱいでありました。

　時が流れ、平成7年（１９９５年）に石和町が甲府市のごみ処理場へ移ったため、同組合から脱会し、

副管理者が一人減って１０人になり、組合議員も１９名に減りました。

　そして、現在処理場で扱われているごみは、不燃物のみとなっています。可燃物処理については、当時

の加入市町村が属する各地区の広域事務組合のエリア内の処理施設で処理されています。旧勝山村、

旧足和田村、旧上九一色地区は、富士吉田市の処理場、笛

吹市の旧八代町、旧御坂町、旧一宮町、旧芦川村、旧境川

村地区と甲府市の旧中道町地域は甲府市の処理場、そし

て旧豊富村地域は中央市の処理場で処理されています。

　環境省によると、1日に出す世帯当たりのごみの量は

９４７グラム、平成２６年度（２０１４年）日本で１年間に出る

ごみの量は４,４３２万トンで２５ｍプール約４２万杯分にな

ると発表されています。本町においても、湖や道路、山など

のゴミ拾いを各種団体、自治会、役場、学校など行っていま

すが、これらの取り組みだけではごみはなくなりません。一

人一人が物を大切にして無駄をなくし、資源ごみのリサイク

ルに心がけ、ごみのない美しい町を保っていく必要がある

と思います。

　　　　　　　　　 （文化財審議会委員　小林博文）

こん

なん

ぞく

む　だ

青木ヶ原ごみ処理センター
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
～誰もが輝き自分らしく活躍できる「まち」をめざして～

男女共同参画推進委員　　渡辺　旭

　３月５日勝山ふれあいセンターさくやホールにおいて「男女共同参画フォーラム２０１７」を開催しました。町民はも

とより、甲府市からおいで下さった家族など大勢の方の参加をいただきました。

　フォーラムでは、まず小、中学生、一般の方から「標語・俳句・川柳」について１２９０点の応募をいただき、１０点の

入賞作品を選考し表彰しました。男女共同参画に関する意識の向上を図っています。「カジダン・イクメン写真」のギ

ャラリー賞の投票もありました。活動発表では、「家庭部会」は、「男の料理教室」の内容を発表しました。料理経験

の少ない男性参加者からは、簡単な料理を習いたい、前向きにお手伝いしたいと、アンケートの結果が報告されま

した。

　「地域部会」は介護する方のための「ケアラーズカフェ」を開催し、介護福祉士さんのお話を聞きながら、日頃介護

している方に気軽にゆったりと過ごしていただき、情報交換の場を

作りました。また参加していきたいなどの意見があり、継続的に開

催していく予定です。

　「職場部会」は、職場における女性の働きやすさに関する事業

所アンケートの調査結果を発表しました。介護休暇、育児休暇の取

得はいずれも低く、まだまだ女性が安心して働ける環境にないこと

がわかりました。

　これらの部会で得られたことは、男女共同参画推進事業におい

て、継続して活動していきたいと思います。

　次に講演は、山梨県の行っている「地域における男女共同参画

実践活動支援事業」の一環とし、ＵＴＹテレビ山梨アナウンサーの『小田切いくみ』さんを講師にお招きし、「アナウ

ンサーの仕事～自分磨きで輝く毎日を～」をテーマに志望動機から現在まで、大変なことも乗り越えられる体力、精

神力を養い、男女関係なく努力次第で、輝ける居場所を見つけられる。自分を高めていく過程で目標が生まれ、さらな

る活躍と自分を磨いて行く努力をされていて、努力なくして今の人気はないと思いました。

　会場の皆さんからも励ましの言葉、キャスターとアナウンサーの違いについて質問等あり、１時間があっという間に

過ぎました。

　来年度も男女参画社会の実現に向けて、更に活動を広げていきたいと思います。

男女共同参画フォーラム２０１７
「カジダン・イクメン写真」ギャラリー賞が決定しました。

　父親の家事・育児への参画や仕事優先になりがちな男性の働き方の見直し、男女が協力して子育てすること等の

推進の一環で、カジダン（家事に積極的な男性）やイクメン（育児を楽しむメンズ）を撮影した作品を募集したところ、

１０点の応募がありました。

　この度、「男女共同参画フォーラム２０１７」に参加された皆様の投票により、「ギャラリー賞」が決定いたしまし

た。

　これからも、『男女共同参画社会』の実現に向け、ご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

・「お風呂でワイワイ」　　  　　　　　　　 小　立　渡辺　志帆　　
・「読むに読めない」　　　 　　　　　　　 忍野村　岡田　厚子
・「パパと初めてのお風呂」 　　　　　　　  河　口　渡辺　和彰　　
・「新米パパは、お風呂に入れるのが上手」　 船　津　小池　　透

問い合わせ先／富士河口湖町役場男女共同参画係　℡ 0555-72-6053
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富士北麓公園　春期スポーツ教室

教室名 時  間 春   期 参加料 定 員 会  場 内　　　容曜日

ヒップホップ １９：００～
　２０：３０

月
5/1（体験教室）

5/8.15.22.29      
6/5.12.19.26

４,０００円
/期（８回）

体育館
２F体育室２０人

基本的なステップから始めます。　

さぁ～ダンスを楽しみましょう！

骨盤調整 １０：００～
　１１：３０

火
5/2（体験教室）

5/9.16.23.30
6/6.13.20,27

４,０００円
/期（８回）

体育館
２F体育室

２０人

ピラティス １９：００～
　２０：３０

水
4/26（体験教室）

5/10.17.24.31     
6/7.8.14.21.28

４,０００円
/期（８回）

体育館
２F体育室

２０人

ベーシックヨガ
（昼コース）

１０：００～
　１１：３０

木
4/27（体験教室）

5/11.18.25      
6/1. 8.15.22.29

４,０００円
/期（８回）

体育館
２F体育室

２０人

季節の体操や筋膜ストレッチで不調
を改善し、骨盤を中心に全身を自力
で調整する力を身につけます。
（妊婦可）

呼吸で身体を活性化させ姿勢を整え
ます。関節の動きをなめらかにし、背
骨を柔軟に動かす事でしなやかな引
き締まった身体を目指します。

呼吸と瞑想を通じて身体のバランス
を整え、心身共にリラックスした健康
的な身体つくりができます。

ベーシックヨガ
（夜コース）

２０：００～
　２１：３０

金
4/28（体験教室）

5/12.19.26     
6/2 .9.16.23.30

４,０００円
/期（８回）

体育館
２F体育室

２０人
呼吸と瞑想を通じて身体のバランス
を整え、心身共にリラックスした健康
的な身体つくりができます。

★８回１期の開催★

教室名 時  間 春   期 参加料 定 員 会  場 内　　　容曜日

エンジョイ
グラウンドゴルフ

１０：００～
　１１：３０

火

4/25              
5/2.9.16.（30）    
6/6.（27）       
7/4 
8/22.29

300円
/回

陸上競技場
他３０人

誰もが気軽に参加でき、設定された

コースを回る事ができます。

★１日単位で開催される教室★

　１．受付期間／４月１日（土）～　　※定員になり次第、締め切ります。
　２．受付時間／９：００～１７：００
　３．受付方法／電話または窓口     ※一人で複数人の申し込みはできません。
　４．必要事項／氏名、年齢、性別、住所、電話番号他 

　５．問い合わせ／公益財団法人山梨県体育協会　
　　　　　　　　　富士北麓公園管理事務所
　　　　　　　  　　　富士吉田市上吉田立石５０００番　
　　　　　　　　　　　　　TEL ０５５５－２４－３６５１

【申し込み・問い合わせ】

　　近年、地方に暮らしたい方は確実に増えています。２０１６年移住希望ラ
ンキングで山梨県は第１位になりました。（認定ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援
センター調べ）実際に富士河口湖町空き家バンクには多くのお問い合わせが
あり、空き家を借りたいと登録してくれた方は５００名を超えました。空き家
バンク物件は借りたいという方に対して、足りていない状況です。
　富士河口湖町空き家バンク制度の物件成約者数は、
山梨県の中では一番多く、空き家を登録していただけれ
ば、成約になる可能性はとても高いです！！！
　まずは、下記までご相談をお願いします。

富士河口湖町
政策企画課企業誘致・まちづくり推進係まで　TEL ７２-１１２９

空き家
大募集!
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富士山と湖と高原のまち̶日本の湖水地方̶

平成29年度　観光まちづくり企画提案事業の企画提案（補助金申請）を公募します

精進湖観光マップ作成委員会「精進湖観光マップ作成事業」

本栖湖ダイビングサービスＭＤＲ「本栖湖ハンターツアーによる本栖地区の活性化」

観光まちづくりかわら版観光まちづくりかわら版観光まちづくりかわら版観光まちづくりかわら版観光まちづくりかわら版
富士河口湖町

29年4月号(第49号)

　町では、住民の皆様自身の手による観光まちづくり活動を支援するため「観光まちづくり企画提案事業」を実施し
ています。この事業は「富士河口湖町観光立町推進基本計画」の施策の一つ「住み良いまちを自らの手で楽しみなが
らつくる機会づくり」の一環として行うもので、住民の皆様自身の創意工夫にもとづく観光まちづくり活動や団体の
立ち上げに対して最大２０万円の支援を行うものです。
　これまでに、食を通じたまちづくりや外国人受入環境整備、イベント等の企画に対し補助を行い、この事業をきっ
かけに、様々な観光資源が生まれ、また交流が行われました。住民にとって暮らしやすく、観光客にとって魅力的な
観光まちづくりを実現するには、住民の皆様のアイデアや交流が不可欠です。
　応募締切は平成２９年５月８日（月）です。詳しい応募要領及び補助金交付要綱、申請書は観光課で配布していま
す。また、町のホームページ（http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/）に各資料および過去の採択事業一
覧を掲載していますのでご覧下さい。
　また、提案に際するご質問・ご相談などありましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。 住民の皆様
の柔軟な発想と創意工夫を生かした企画提案を心よりお待ちしています。
以下の取組みは、昨年度の観光まちづくり企画提案事業で補助金を交付し、実際に実施された事業です。

　近年、鹿を始めとする野生鳥獣の増加により農作物が食い荒らされる、いわ

ゆる「獣害」と呼ばれる被害が深刻化しています。対策として鹿の駆除が考えら

れますが、ただ殺処分するだけではなく、食肉として加工し、消費することによっ

て動物の命を無駄しない取り組みが重要になります。町では、町営の鹿肉加工

処理場を設け、鹿肉の普及に取り組んでいますが、本栖湖ダイビングサービスＭ

ＤＲでは、それをさらに観光振興・地域活性化に結び付けようと、「本栖湖ハン

ターツアー」を実施しています。これは本栖湖に住むベテランハンター指導の

下、普段見る事のできないベテランハンターの狩りの雰囲気を体感し、その場

で解体処理を見学の上、ジビエ料理を味わうことができるという体験プログラ

ムです。また希望者は本格的な猟の仕方を学ぶこともできるため、将来的にはハンターを養成し、本栖湖に移住しても

らうことを目標としているそうです。今年度は計１０回のツアーを実施し、延べ５０名の参加がありました。参加者からは、大自

然の中で滅多にできない貴重な体験をすることができ、また命の大切さを学ぶこともできたと好評だそうです。

　精進湖観光マップ作成委員会では、精進湖に訪れる観光客

の方にエリア内を快適に周遊してもらえるよう、精進湖ハイキ

ングマップ・トレッキングナビを作成しました。昨年４月より精

進湖・本栖湖周遊バスが運行を開始し、町の西部エリアにも

外国人観光客が訪れやすくなったことも受けて、日本語・英語

・中国語の３カ国語で併記されています。マップの中にはエリ

ア内の宿泊施設や登山道、名所、遊歩道等を紹介しています。

マップは１万部印刷され、精進湖エリア内の施設等で配布して

います。今後、観光案内所や旅行会社等にも配布し、精進湖エ

リアのＰＲの活用してくとのことです。

お問合せ　観光課 観光振興係　℡７２-３１６８／E-mail kanshin@town.fujikawaguchiko.lg.jp
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八丁目会 4月のおススメ！

地域に根差して…
根場地区の第８番目の“組”です！

町民の皆様は無料で入場できますので、お気軽にお越し下さい。その際、免許証などご住所の確認できるものをご提示下さい。

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

日　程；4月9日㈰、4月16日㈰　午前１１時、午後1時
※ご希望の日と時間をご予約ください。（要予約）
料　金；町民特別価格 2,000円
大きさ；300グラムの粘土
予　約；土あそび富士炉漫窯(前田) 
　　　  ℡080-5024-5735

見晴らし屋　企画展

前田こうせい原画展
まんが日本昔ばなしの

陶と藍二人展
＊陶器・藍染＊

匠や　企画展

いやしの里　端午の節句イベント

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

………………………………………………

≪詳細お問合せ先≫
西湖いやしの里根場総合案内所　TEL；0555-20-4677　URL http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

3月～11月：午前9時～午後5時　無休／12月～ 2月：午前9時30分～午後4時30分／水曜日定休日

2017年４月 １日㈯より お一人様 1,000円

『富士山花器を作りましょう！』

⑫火の見屋　着付料金変更のお知らせ

★夫婦太神楽　奉納ツアー特別公演

★地元産古代米の餅つき

甲州おもてなし芸人「かがみもち」による枡を傘の上で回す伝統芸能

5月3日㈬、4日㈭、5日㈮ 午前10時30分と午後2時　各日2回
つき立てのお餅を１皿100円で販売します。

★端午の節句スタンプラリー
ご参加くださった方にはちょっぴりプレゼントがあります。
※各イベントは天候等の都合により変更する場合がありますので予めご了承ください。

4月29日㈯ 午後1時30分～午後2時

5月8日㈪～5月28日㈰

　ご好評いただいております、建物番号⑫火の見屋の着付け体験に
おいて、きもの・よろい等の衣装また、着付けスタッフの充実の為
2017年4月1日（土）より料金の変更をさせていただきます。
　何卒、ご理解とご協力をいただきますようお願い致します。

作品は乾燥・素焼き・本焼き後、およそ１ヶ月でお送りいたします。
(送料着払い)

町内在住作家
前田康成氏による
一年間の長期
特別企画展

現在開催中
～５月７日㈰

陶と香のかやぬま

紙屋　逆手山房

大石紬と布の館

土あそび富士炉漫窯

ちりめん細工・つるし飾り

おもいで屋

和膳屋　彩雲

食事処　里山

石挽き手打ちそば松扇

匠や

4月18日はお香の日。ちょっぴりプレゼント有！

紙屋の“さくらまつり”

春物ストール入荷しました。

手づくりミニ植木鉢

端午の節句飾りをご覧下さい。

しょっぱさがクセになる！ねぎみそポン

「和イタリアン」トマトほうとう。おすすめです！

季節膳で春をどうぞ召しあがれ。

春野菜、野草天ぷら絶品です。

優美な彫金と素敵なガラスのワールド

4月5日㈬
～2018年3月末

からのお知らせからのお知らせからのお知らせ



このページについてのお問合せは、河口湖ステラシアター  ７２－５５８８までどうぞ

http://www.stellartheater.jp/

第54回定期演奏会カロローザ

ピアノ・ソロリサイタル
永遠のクラシック in 河口湖 円形ホール

&
♪自然の香りが響きわたる♪

河口湖円形ホール
♪優しい音が湖風に舞う♪

STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The march issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The april issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The april issue.

河口湖ステラシアター通信 4月号

♪河口湖円形ホール公演情報♪

[日程] 2017年４月１６日㈰　　開場/14:00　開演/14:30
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] 杉浦美和(ヴァイオリン)、廣川抄子(ヴァイオリン)、茂木新緑(チェロ)、鈴木生子(クラリネット)、
　　　城みどり(ピアノ)、尾西秀勝(ピアノ)、Duo Fiore:(2台ピアノ)横井玲子×石澤直子
[料金] 全席自由 
　　　一般 　　　1,000円
　　　高校生以下 　500円
[予定曲目] 
　▪ドヴォジャーク:ピアノ三重奏曲第3番ヘ短調作品65

　▪アミロフ-ナジロヴァ共作:アルバニアの主題による組曲（2台ピアノ）
　▪リスト:メンデルスゾーンの無言歌の主題による
　　　　　大コンツェルトシュトゥック（2台ピアノ）

　▪メシアン:世の終わりのための四重奏曲
廣川抄子(ヴァイオリン)/茂木新緑(チェロ)/
鈴木生子(クラリネット)/尾西秀勝(ピアノ)

Duo Fiore:(2台ピアノ)横井玲子×石澤直子

杉浦美和(ヴァイオリン)/茂木新緑(チェロ)/城みどり(ピアノ)

※当日の都合により、曲目が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

　国際的な演奏活動の傍ら、桐朋学園、キジアーナ音楽院
(イタリア)や世界各地のマスター・クラスで長年教鞭をとっ
てきた室内楽ピアニスト岩崎淑に師事し、多彩な室内楽の
素晴らしさと奥深さに開眼させられ、その道を究めようとい
う情熱を共有する音楽家たちで構成される演奏団体が「カ
ロローザ」です。桐朋学園出身のピアニストを中心とし、新
鋭の若手から各地で活躍するベテランまで、また子育てを
終えて演奏を再開した者など、多種多様な音楽家たちが結
集し、1982年から定期演奏会、新人演奏会、室内楽研究会
をはじめとする活動を長く重ねております。
　「カロローザ」とは楽譜の中で指示されるイタリア語の音
楽用語で、「温かい心を込めて」、「人間的に」、「赤々とした
情熱を持って」などの意味を持っています。岩崎淑の信条と
して、何より心豊かな心を育み、異なる感性と感性とが相互
に触発され、音楽で多様に語り合う室内楽の醍醐味を「カ
ロローザ」の活動の中で感じていただけましたら幸甚に存
じます。

《カロローザについて》

好評発売中

好評発売中

♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩♪♩

[日程] 2017年４月３０日㈰　　開場/13:45　開演/14:00
[会場] 河口湖円形ホール

[出演] 川村祥子(ピアノ)
[料金] 全席自由 
　　　 前売：2,000円［学生半額］
　　　 当日：2,500円［学生半額］　
　　　　  ※未就学児の入場はご遠慮ください。

[予定曲目] 
▪モーツァルト:ピアノソナタ Ｋ.283 ト長調
▪シューベルト:即興曲 op.90
▪バラキレフ:東洋風幻想曲 イスラメイ
▪チャイコフスキー:ノクターン，瞑想曲
▪ショパン:6つのノクターン(第2,4,8,13,17番,遺作)
※当日の都合により、曲目が変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

1999年  3月　北鎌倉女子学園高等学校・音楽科 卒（日比谷友妃子氏に師事）
2004年  3月　東京藝術大学音楽学部・器楽科 卒（多美智子氏に師事）
2012年12月　モスクワ音楽院・大学院＆研究科 卒
　　　　　　　（エレーナ・リヒテル氏に師事）
　これまで、故ゴールドベルク山根美代子氏、スイスにて故アレクシス・ワイセンベ
ルク氏、ロンドンにてアドルフォ・バラビーノ氏など世界的ピアニストに助言を受ける。
　モスクワ、イタリア、イギリスなど、欧州でも続けて音楽交流を深めている。昨秋、
エドアルド・キヨッソーネ東洋美術館(イタリア/ジェノヴァ)にて『イタリア＆日本、国
交150周年記念イベント』の一環、『日本絵画作品集』展にて、ソロ・リサイタルを行
い、絶賛を得る。この夏、国際音楽祭『音楽と海』(イタリア/ソリ)からの招待で、ソロ
・リサイタル決定。
　日本では、これまでピアノ・ソロ・リサイタルを芦ノ湖音楽祭、上野旧奏楽堂、江ノ
島、横浜美術館、鎌倉美術館(次回 今秋2017.10.15演奏)等にて行う。自然豊か
な琵琶湖、燕三条(次回 2017.5.12&14演奏)、松代(まつだい)の古民家、での演
奏も始めている。 2014年、イギリスでCDデビュー。好評発売中。

《川村祥子プロフィール》

広報 29
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4月20日㈭
実施日

●相談は予約制です● ※相談日の４日前までに政策企画課  ℡ 72-1129まで連絡してください。
　相談は、1人20分間です。

富士吉田商工会議所3階

月～金曜日（祝日を除く） 午前９時～午後５時
多重債務相談　消費者問題相談 ほか

消費者問題のお悩みは

相談専用ダイヤル ℡0555－22－1577
富士吉田市消費生活センターへ

渡辺久美子 72－2849　 　  堀内 　洽　83－2304　　　  渡辺 秀樹　82－2424　 　  小林 直彦　87－2846町の行政相談委員さん

http://www.kenkoudai.ac.jp
『健康大ブログ』好評発信中！

お問い合わせ　■総務課　0555-83-5200（代表）　　■入試広報課　0555-83-5240

℡055－253－2376

山梨県司法書士会総合相談センターの
司法書士無料相談（予約制）

毎月第４火曜日　午後１時～４時　　富士山駅ビル(Ｑ－ＳＴＡ) 地下１階
予約受付　月～金曜（祝日除く）　　午前９時～午後５時
　相続・遺言・成年後見・登記に関する相談、家・土地に関する相談　
　会社に関する相談、借金・日常生活のトラブルに関する相談 ほか

※産業会館建て替えのため4/1より移動しました

健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします

　　26,543人
(＋14)

 12,972人
(－11)

 13,571人
　(＋25)

 10,142　
(＋16)

人口

男

女

世帯 世
帯

●結 婚 相 談 日●
富士河口湖町結婚相談所では、
毎月１回「結婚相談日」を
設けています。
お気軽にご利用ください。

●相談日/5月7日（日）　
●時　間/午前10時～12時
●場　所/町民福祉館ふじやま  ２階
●問合せ/町社協（７２ ー １４３０）
●その他/写真、身分証を持参する
　　　　  ことと、なるべくご本人が
　　　　  来所してください。

●日時/４月２８日(金)（予約優先）
 　　　午前９時～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●会場/富士河口湖町中央公民館
●問合せ/日本年金機構 大月年金事務所　☎０５５４（２２）３８１１

●年  金  相  談●
●日時/４月１２日(水)（要予約）
 　　　午前９時30分～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●会場/富士吉田商工会議所
●問合せ/日本年金機構 大月年金事務所　☎０５５４（２２）３８１１

●国民年金・社会保険相談(社会保険労務士による相談)●

3月１日現在の
人口・世帯

●町民福祉館ふじやま　 午前10時～12時　  　 ●上九一色出張所 　午後1時～3時

●町民福祉館ふじやま　 午前10時～午後2時
●勝山出張所　 午後  1時～ 4時

　 ●足和田出張所　　 午後1時～4時
　 ●上九一色出張所　 午後1時～4時

弁護士相談

行政相談
心配ごと相談

　平成29年3月11日にハイランドリゾートホテル＆スパ(富士吉田市)に
て、平成28年度健康科学大学卒業式が挙行され、本学第11期生196
名が晴れて卒業いたしました。
　富士河口湖町をはじめ周辺市町村関係者、教育関係者、医療・福祉
関係者など多くの方々にご列席いただきました。
また、渡辺喜久男町長からは、祝福のお言葉を頂戴いたしました。心よ
りお礼申し上げます。
　また、卒業生を代表して理学療法学科宮坂綾子さんから、「お忙しい

中、ご臨席いただきました御来賓の皆様、学長をはじめ諸先生方、並びに関係者の皆様
に、卒業生一同、心より御礼申し上げます。
　諸先生方には、熱心で時には厳しいご指導をいただきながら学問を学べる喜び、知識
が深まっていく事の楽しさを知りました。
　富士河口湖町の地域住民の皆様方や学生宿舎組合の皆様方からは、家族のような温
かさをいただき、安心して大学生活を過ごすことができました。
　最後に、健康科学大学でたくさんのことを学び、それぞれの目標に向かって、取り組む
ことを陰ながら温かく支えて下さった全ての皆様に、卒業生を代表して、ここに改めて御
礼申し上げます。」と感謝の言葉がありました。 渡辺喜久男町長から、ご祝辞を賜りました

卒業生代表宮坂綾子さんより答辞が述べられました卒業生代表宮坂綾子さんより答辞が述べられました

ー平成28年度卒業式 挙行ー
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4月12日㊌・26日㊌今月の相談日

時間:午後1時30分～／午後2時30分～
場所:中央公民館  第2会議室

問合せ・申込み先　生涯学習課 72－6053お気軽にご相談下さい。相談は予約制（無料）です。

●生活困窮者・母子世帯等の就業相談について●

●女性なんでも相談のお知らせ（毎月第2･第4水曜日）●

お子さん　　　　　　父　　　　 母

おめでた（出生）

届出人

おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

アンケートにご協力ください

Q1 町からの情報の入手方法は？
広報誌 ・ ＣＡＴＶ ・ 町公式ホームページ ・ フェイスブック ・ メルマガ・ 回覧・公民館など
の掲示やチラシ・ その他（　　　　　　　　）

Q2 広報誌の入手方法は？
自治会配布 ・ 銀行やコンビニ等 ・ 町役場や出張所 ・ その他（　　　　　　　　）

Q3 広報誌は… すべて読んでいる ・ 関心のある分野のみ ・ 読んでいない

Q4 広報誌の情報量は　多い ・ ちょうどよい ・ 少ない

Q5 今月号の広報誌で必要ないと感じた記事とその理由

Q6 今月号の広報誌で役に立った記事とその理由

Q7 こんな面白い人がいる、取り上げてほしいことがあるなどの情報や、
広報誌に関するご意見、要望などご自由にお書きください

アンケートの答え・年齢・性別・地区（プレゼ
ントを希望の場合は住所と名前必須）を明
記し、点線で切り取り、はがきに張り付ける
か、メールで下記連絡先の政策企画課まで
お送りください。
いただいた情報は厳重に管理し、目的以外
には使用いたしません。

〒401-0392　
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
　富士河口湖町役場
  　　政策企画課　広報担当　渡辺宛
e-mail:seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

回答方法

アンケート回答先
………………………………………

お答えいただいた方の中から、
抽選で10名様に

を差し上げます。

特製ふじぴょんランタン
（富士らんたん）

※当選者は発送をもってかえさせていただきます。

お答えいただいた方の中から、
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　町では、毎月５日（５日が休日の場合はその前の平日）にハローワークが出張しての就業相談を実施しています。次
回は５月２日（火）朝１０時から１１時半に町役場１階１０２会議室で実施します。対象者は、生活保護受給者・生活困
窮者・母子世帯となっておりますので、希望する方はお気軽にご相談ください。

宮川　葵帆　　和　博・沙也佳　船津

髙橋　　遥　　　　樹・京　子　船津

渡邉穂乃花　　高　士・麻　美　船津

梶原　乙花　　　勇　・はるか　船津

外川　諒一　　毅　直・恵　利　船津

神田きりん　　哲　朗・まゆみ　船津

渡辺　創真　　一　哉・正　恵　船津

渡邉　侑和　　研　二・宏　恵　船津

渡邉　　凪　　　瞬　・恵　美　船津

奥秋百萌花　　賢　一・日香里　船津

渡邊　敢太　　佑　也・優　子　船津

阿部　　縁　　紫　音・祐　子　浅川

渡辺　朱莉　　寿　之・夏　子　小立

渡邊　　希　　信　也・　茜　　小立

成瀬　昴佑　　佑　一・友　美　河口

貴家　咲彩　　廣　志・亜由美　大石

小佐野結羽　　　満　・千恵美　勝山

渡邊日菜子　　靖　之・美　久　勝山

在原優芽果　　　正　・飛　鳥　勝山

和田陽菜乃　　秀　和・春　菜　西湖

小林　春雄　78歳　小林　　誠　船津

坂本　秀樹　57歳　坂本　徳憲　船津

前𣘺　和良　74歳　前𣘺　義人　船津

渡邊　　寿　67歳　渡邊　純一　小立

外川かつの　99歳　外川　洋司　小立

大石　一三　83歳　大石　和広　小立

渡邊　四郎　84歳　渡邊　歌子　河口

佐野　善子　73歳　佐野　　等　勝山

流石　重友　65歳　流石　俊彦　勝山

堀内源太郎　84歳　堀内　正志　勝山

流石あさの　104歳　流石　　勝　勝山

宮下　統治　93歳　宮下　義郎　勝山

三浦　歌子　97歳　三浦　康夫　長浜

三浦とし子　87歳　三浦　　浩　長浜

古谷　久子　97歳　古谷のり子　西湖西

三浦　照子　83歳　三浦　君久　大嵐

渡邉善一郎　96歳　渡邉　裕一　精進

山内　修一　29歳　山内　　夫　富士ヶ嶺

渡辺　亮佑　 ＝　 田浦　千秋　船津

渡邉　広太　 ＝　 和田　幸子　船津

臼井　俊祐　 ＝　 松田　未希　船津

吉田　耕介　 ＝　 佐藤　美和　船津

笹本　秀一　 ＝　 長田　莉奈　船津

外川　智章　 ＝　 白須　千穂　浅川

渡辺　亮也　 ＝　 田邉　十沙　小立

渡邊　憂樹　 ＝　 古屋　喜子　小立

中田　勝浩　 ＝　 今村　柚希　河口
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おめでた・おくやみ
〈2/14～3/16〉
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☎２３-４４４４ （富士五湖消防本部テレフォンサービス）
☎055-224-4199 （山梨県救急医療情報センター）24時間対応休日・夜間の救急医の問い合わせ先

暮らしたい町は自分たちでつくる！暮らしたい町は自分たちでつくる！
－生涯学習館前広場『ピクニック広場』化実証実験プロジェクト－－生涯学習館前広場『ピクニック広場』化実証実験プロジェクト－

お問い合わせ先：富士河口湖町政策企画課　生涯学習館前広場活用調査担当　0555-72-1129　

〇富士河口湖町で募集する個人・民間事業者イメージ
　・企業等のイメージアップ・社会貢献として、公共施設の魅力アップに取り組みたい！
　・まちの活性化に向けて、新たな事業を町とともに取り組みたい！
　・まちのさまざまな課題を民の力で解決したい！
〇お申込み方法：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp
　・氏名（事業所名）
　・連絡先
　・申込みに際しての思い　3点をご記入の上、政策企画課へメールにてお申込みください。
〇予め本プロジェクトに係るアンケート調査を実施しました。結果はHPにて公開中。

　富士河口湖町には多くの公共施設がありますが、もう少し工夫すればより魅力が高まるものもあります。
　今回は生涯学習館前の芝生広場にスポットを当て、公共空間を最大限活用し、利用者同士のコミュニケーションや
子育てをもっと応援するため、リノベーションまちづくりの手法を用いた「もっと来たくなる広場」を目指します。
　リノベーションの手法では、町が提供してきた公共サービスや公共空間に、民間の資金や技術、ノウハウを取り入れ
ることにより、事業効率の向上等を図ります。

「暮らしたい町は自分たちでつくる！」を基本に、
本プロジェクトに参画する個人・民間事業者を募集いたします。

募集期日
平成29年
４月27日㈭

この広場を
リノベーション!!

「船津小学校卒業式」表紙の説明

4

　今年も町内各小中学校で卒業式が行われました。卒業生は、期
待と不安の入り混じった複雑な心境だと思います。そんな経験をして
きた方も多いのではないでしょうか。「おめでとう」と言われても、
大切な仲間や先生と離れることで素直に喜べないといった気持ちも
あるかと思いますが、新しい場所では新たな出会いがたくさん待っ
ています。
　慣れ親しんだ学び舎を巣立ち、4月からは新しい生活が始まりま
す。今年卒業された皆様も大きな夢と期待を持って羽ばたいていた
だきたいと思います。

富士河口湖町　実証実験


