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勝山地区公民館竣工式

町民皆歩の日「健康のまちづくりウォーキング」開催

まちかど情報局
Street corner Intelligence Agency

　旧勝山村老人福祉センター跡地に建設が進められていた勝山地区公民館が、
4月27日に竣工式を迎えました。勝山地区では初めての地区公民館となります。
　建築には県産木材を使用しており、多目的ホール・和室・調理室・防災倉庫など
を備えた施設です。今後、地域の拠点施設として、住民の皆様にご活用いただけれ
ばと思います。
　使用の申請は勝山出張所で受け付けております。詳細につきましては、生涯学習
課（電話：0555-72-6053）へお問い合わせください。

富士桜・ミツバツツジ祭り開催
　4月28日から5月5日にかけて、河口湖創造の森で富士桜・ミツバツツジ祭りが
開催されました。会場には県内外から大勢の観光客の方たちが訪れ、満開の花々
の競演を楽しんでいました。開催期間中は富士桜の苗木の配布や特産品の販売な
ども行われ、人気を集めていました。

町国際交流協会でバーベキュー交流会
　5月13日に、富士河口湖町国際交流協会の恒例のバーベキュー交流会（総会同
時開催）をニューブリッヂキャンプ場において開催しました。
　今回は初めて、勝山地区で木版画の技術を学んでいる外国人のアートグループの
５人を招待し、参加者や会員の皆さんと交流してもらいました。
　国際交流協会では、住民の皆さんが気軽に外国人と繋がれるような企画を、
今後も開催していきますので、興味がある方は気軽にご連絡ください。会員も随時
募集しておりますので、お待ちしております。

1万人の清掃活動

　4月29日「町民皆歩の日」に合わせて、恒例の「健康のまちづくりウォーキング大
会」が開催されました。参加者は勝山ふれあいセンターからスタートし、町内を巡っ
てゴールの冨士御室浅間神社まで、およそ5ｋｍのコースを歩きました。当日は天候
に恵まれて気持ちのいい太陽の下、皆さん自分のペースで体を動かしていました。

　5月2１日に、富士山周辺の環境保全を目的として「1万人の清掃活動」が町内各地
で実施されました。
　住民の皆さんや各種企業・団体など、朝から各地区ごとに大勢の方々のご参加を
いただき、河口湖畔のゴミ拾いや、特定外来生物「アレチウリ」の駆除作業が行わ
れました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。今後とも町の美化活動
にご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

こどみらはるまつり開催
　5月21日に、子ども未来創造館ではるまつりが開催されました。「こどみらが縁日
に大変身！」ということで、射的や輪投げ、おたますくいなど色々なお祭りのお店が
登場。たくさんの親子連れでにぎわい、集まった子どもたちが元気いっぱいに遊ん
でいました。
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広報 3

固定資産税は毎年1月1日が基準日です

　税務課では、基準日に合わせ町内の土地の状況（田、畑、山林、宅地、雑種地等の利用状況）を調査しており、特に夏から秋にか
けては重点的に調査します。
　敷地内に入っての確認や、土地の利用状況について質問することもありますが、その際は皆様のご協力をお願いします。
また、利用状況に変化があった場合は下記問い合わせ先までご連絡ください。

土地の現況調査にご協力ください

　建物の一部又は全部を取り壊した場合、もしくは年内（１２月３１日まで）に取り壊す予定のある方は、建物の大小に関係なく「家
屋滅失届出書」の提出が必要です。様式は町役場税務課にあります。
　※基準日を過ぎてからの取り壊しや家屋滅失届出書の提出は翌年度も課税されますのでご注意ください。

富士河口湖町役場　税務課　資産税第１係（土地）・資産税第2係（家屋）
ＴＥＬ ０５５５－７２－１１１３（直通）　ＦＡＸ ０５５５－７２－６０２７

問い合わせ先

建物（家屋）を取り壊した場合は 滅失届 の提出を

　家屋を新築・増築すると、固定資産税の算定の基礎となる評価額を算出するための家屋調査が必要となります。
　基本的に建築された時に行う調査で、家屋の基礎・外観・内観・設備等を調査いたします。また、調査に加えて固定資産税の説明
と税金に関する書類についての説明を行います。所要時間は調査と説明を合わせて１時間程度が目安です。
　建物（家屋）が完成した時点で調査対象となりますので、下記問い合わせ先までご連絡ください。
※車庫・倉庫についても調査対象となる場合がありますので、ご連絡をお願いします。現地確認のうえ、調査対象となるかを判断い
　たします。

建物（家屋）を新築・増築をした場合

東京電力から、停電・雨雲・地震情報などを配信する

サービス開始についてお知らせします。
のスマートフォンアプリ

　当社は、停電・雨雲・地震情報、ならびに東京電力グループからのお知らせを配信するスマートフォン向けアプリ「TEPCO速報」
（以下、当アプリ）のサービスを開始しています。 
　近年、スマートフォンの普及とともに、多くの方々がアプリを経由してさまざまな情報を取得している社会的背景を踏まえ、当社ホ
ームページなどでお知らせしている情報を当アプリでも配信し、より多くの方々に東京電力グループの情報を直接お伝えいたします。  
　当アプリでは、ご登録いただいた地域での停電・雨雲・地震情報などをプッシュ通知でお知らせし、皆さまの暮らしをサポートいた
します。特に停電情報は、停電している地域だけでなく、停電軒数や復旧見込みもお知らせいたします。
　ご登録地域は最大８カ所まで登録でき、ご自宅、ご実家、お勤め先の停電情報などをプッシュ通知で把握することができます。

「TEPCO速報」「TEPCO速報」

～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」

『指揮官いなくとも気心知れた者同士で難局に立ち向かう』　
―東日本大震災（平成23年3月）― （浦安市　60代男性　自治会役員）

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

　東日本大震災発生当日は自治会長である私は、京都へ旅行中でした。浦安の自宅には息子がいましたが、連絡は取れません。テレビ
から流れるニュースは津波の話ばかり。これには正直、参りました。その後、浦安も被害を受けているらしいと知ったときは、団地の自
治会長をやっている立場から、団地の皆さんはどうしているだろうか、大丈夫か、混乱しているのではないかと、我が家のこと以上に不
安でいっぱいになりました。
　甚大な被害を受けたニュースばかりが放映され、当たり前のことですが被害の小さいところは全く情報が入ってこない。しかし、住民
には足の不自由な方や高齢者、独居者もいましたから心配でした。翌々日の13日には、車を飛ばしてやっと戻ってきたとき、自治会や住
民の皆さんの顔を見て全員の無事がわかり、ホッと安どしたのを記憶しています。
　しかし、自治会長が指揮を執らなくても粛 と々自治会メンバーが各自の仕事を分担していたときは本当にうれしかった。これも日ごろ
の自治会の交流があったからだと思っています。だれが何を担当するということを決めなくても、おのずと気心知れた者同士では得意
な仕事を各自がこなしていく。それを緊急時に見事に力を発揮してくれたのだと思います。夏祭りなど、日ごろの活動も訓練になったの
かも知れません。これまでの活動を通じて培った連帯感が、信頼感につながって、今回の被災を乗り切れたのだと思います。



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

　連絡先は、０５５５―７２―０７０２（自宅）
　渡邉武士さんにおかれましては、身体障害者相談員とし
ても支援していただいております。障害に関すること等お
気軽にご相談ください。　
＊障害者差別地域相談員とは
　障害を理由とする不当な差別的扱いに関する相談事案
について、相談者に助言し、また差別の確認、相手方との
調整などを進め、差別の解消に努めます。

　工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにするこ
とを目的とした統計法に基づく報告義務がある重要な統
計です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資料と
して利活用されます。
　調査時点は平成２９年６月１日です。（例年１２月３１日
に実施しておりましたが、平成２９年調査は、平成２９年６
月１日に変更し、平成２８年１月から１２月の実績をご報告
いただきます。）
　調査をお願いする事業所へ、調査員が調査票を持って
お伺いいたします。調査票へのご回答をお願いいたします。
◇調査対象　製造業を営む全事業所
◇調査内容　１年間の生産活動に伴う製造品の出荷額、
　　　　　　原材料使用額など
※オンライン調査も行われます。ぜひご利用ください。

　今回は、暑い夏を乗り切るための豚肉を使ったメインデ
ィッシュと、旬の野菜や魚介類をたっぷり使ったサイドメニ
ュー２品、スープをつくる予定です。
たくさんの皆さまの参加をお待ちしています。
■日　時　平成２９年７月１１日（火）
　　　　　午前１０時～午後２時
■場　所　勝山ふれあいセンター 調理室及び大広間
■内　容　調理実習・試食
■持ち物　スリッパ・エプロン・三角巾またはそれに準ず
　　　　　るもの・手拭き用タオル・筆記具など
■参加費　無料
■締　切　７月３日（月）

　国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の
減少や失業等により保険料を納めることができない場合

　
　趣旨　富士登山を中学３年生までに経験させることで、
郷土愛を育み、心身ともに健康な子どもの育成を図る。
■日　時　８月１日（火）～８月２日（水）までの２日間
　　　　　（小雨決行、荒天時は中止）
■対象者　町内在住小中学生　児童生徒（富士登山に挑
　　　　　戦してみたい者・頂上に立つ意欲のある者・チ
　　　　　ャレンジ精神がある者・集団規律を守れる者、
　　　　　過去に参加した者は除く。ただし、頂上まで登
　　　　　山できなかった者は除く。）
■募集人員　小学校６年１０名、中学生２０名
■参加料　１，０００円
　　　　　（富士山トイレの使用料等は別料金）
■募集期間　平成２９年６月１日（木）～６月１５日（木）
■保　険　児童生徒は、学校傷害保険で対応
※参加者・保護者は6月30日(金)の富士登山参加者説明会
　に参加していただきます。

　認知症の方への対応方法や認知症になっても地域で支
え合う方法などについて学びを深める講座です。
■日　時　７月９日（日）
　　　　　１３：３０～１６：３０（１３：００開場）
■場　所　勝山ふれあいセンター　さくやホール
■内　容
　第１部　ドキュメンタリー映画上映（７７分）
　　　　「徘徊ママリン８７歳の夏」 田中幸夫監督作品
　第２部　講演 「認知症の理解と支え合うための地域づくり」
■講　師　山梨大学准教授　
　山梨大学医学部付属病院勤務　医師　布村明彦 氏　
※会場では「認知症の福祉用具」展示会を併せて開催
■定　員　３００名
■申込み　富士河口湖町地域包括支援センター（健康増
　　進課）電話７２-６０３７またはFAX７２-６０２７にて
　　①氏名　②住所　③電話番号　④年齢　⑤性別
　　をお伝えください。

　昨年４月施行された障害者差別解消法により、山梨県で
は障害を理由とする差別を受けた場合に障害がある人
が、身近で・気兼ねなく第三者に相談できるよう、各地域
に障害者差別地域相談員を設置しています。
　富士河口湖町では、渡邉武士さんが障害者差別地域相
談員に委嘱されました。
　任期は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日ま
でです。

認知症地域公開講座
●問合先　地域包括支援センター（健康増進課）　℡72-6037
　　　  山梨県立介護実習普及センター　℡055-254-8680

富士登山への参加者募集
　　　　　　（小中学生を対象）

●問合先　学校教育課　℡72-6052

障害者差別地域相談員制度を
　　　　　　　　ご利用ください

●問合先　福祉推進課　℡72-6028

平成29年
　　工業統計調査を実施します

●問合先　政策企画課　℡72-1129

国民年金保険料の未納を防ぐために…　
知っていますか？ 保険料の免除制度
●問合先　日本年金機構大月年金事務所　℡0554-22-3811
　　　　　町役場住民課年金担当　　　　 ℡0555-72-1114

男性のための料理教室　
　　　　　　　　参加者募集！！

●問合先　健康増進課　℡72-6037

みんなで楽しくおいしい料理をつくりましょう！

広報4



広報 3

　　開始され、平成２９年４月から平成３０年３月までの
　　期間が対象となります。

■過去２年まで遡って免除申請ができます
　　過去２年（申請月の２年１ヶ月前の月分）まで遡って免
　除を申請できます。ただし、申請が遅れると万が一のと
　きに障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場
　合がありますので、すみやかに申請してください。申請の
　手続きは、大月年金事務所又は、町役場住民課でする
　ことができます。

には、本人の申請により保険料の納付が免除される制度
があります。
①免除（全額免除・一部免除）申請
　　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額
　以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険料が
　全額免除または一部免除となります。
＊一部免除については、減額された保険料を納めないと
　「未納」と同等の扱いになります。
②納付猶予申請
　　５０歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所
　得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
③学生納付特例申請
　　学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、
　納付が猶予されます。
　注）①、②の平成２９年度の免除申請の受付は、平成
　　２９年７月１日から開始され、平成２９年７月から平成
　　３０年６月までの期間が対象となります。
　　③の平成２９年度の受付は、平成２９年４月１日から

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

7月号広報
7月6日㊍ 配布予定
広報誌に関するお問い合わせは
政策企画課 広報統計係

℡７２-１１２９
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県などからのお知らせ

　富士山世界遺産センターでは、6月22日の世界遺産登
録決定日とセンター開館１周年を記念し、アニバーサリー
ウィークを開催します。
　6月22日は入館料が無料になるほか、6月19日から6月
25日までの7日間に渡り、各種イベントや記念品プレゼン
トを実施します。
　この機会に、あらためて富士山の魅力を楽しみながら
体感してください。
■期間　６月１９日（月）～６月２５日（日）
■時間　８：３０～１７：００（最終入館１６：３０）
■場所　山梨県立富士山世界遺産センター
　 　　　　    （富士河口湖町船津６６６３－１）
■内容　入館料無料（６月２２日のみ）
　　　　入館者への記念品プレゼント・売店・カフェ利
　　　　用者への抽選券配布・富士山クイズや展示ウォ
　　　　ークラリーをはじめとする各種イベント

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象
とした公的な融資制度です。
【融資限度額】お子さま１人あたり３５０万円以内
【金利】年1．81％　固定金利　※「母子家庭」、「父子
　　　　家庭」、「世帯年収200万円（所得122万円）以
　 　 　内の方」または「子ども３人以上の世帯かつ世帯
　　　　年収500万円（所得346万円）以内の方」は年
　　　　1．41％ （平成29年4月24日現在）
【ご返済期間】１５年以内
※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯
　年収200万円（所得122万円）以内の方」または「子ど
　も３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万
　円）以内の方」は１８年以内）
【お使いみち】入学金、授業料、教科書代、アパート・マ
　 　 　　　　ンションの敷金･家賃など
【ご返済方法】毎月元利均等返済（ボーナス時増額返済
　 　 　　　　も可能）
【保証】（公財）教育資金融資保証基金（連帯保証人に
　 　 　　よる保証も可能）
　詳しくは、ＨＰ（「国の教育ローン」で検索）または教育
ローンコールセンター（０５７０－００８６５６（ナビダイヤ
ル）または、（０３）５３２１－８６５６）までお問い合わせ
ください。

　学校における「いじめ」や家庭内における児童虐待等
の事案は、依然として数多く発生していることから、これ

らの子どもをめぐる様々な人権問題の解決へ向けた取組
を強化するため、全国一斉「子どもの人権１１０番」強化
週間を実施します。
■実施機関　甲府地方法務局及び山梨県人権擁護委員
　　　　　 　連合会
■期間　６月２６日（月）から７月２日（日）までの７日間
■時間　平日（午前８時３０分から午後７時）　
　　　　土・日（午前１０時から午後５時）
■相談担当者　甲府地方法務局職員・山梨県人権擁護
　　　　　　　委員連合会の「子ども人権委員会」の委
　　　　　　　員を中心とした子どもの人権問題につい
　　　　　　　て適切に対応できる人権擁護委員
■その他　　相談は無料で秘密は厳守します。
■電話番号　０１２０－００７－１１０
　 　　　　    （全国共通・フリーダイヤル）

　山梨県立ふじざくら支援学校では、地域の皆様に本校
の教育活動を知っていただくために、次のとおりオープン
スクールを実施いたします。多くの方々のご来校をお待ち
しております。
■日時　６月２２日（木）
■受付　９：２０～９：３５
■校長挨拶、学校概要説明　９：３５～９：５５
■学校案内（ビデオ）　９：５５～１０：１０
■授業見学　１０：１０～１１：４５
■場所　山梨県立ふじざくら支援学校
■その他
　・教育相談につきましては、通年でお受けしております
　　ので、お気軽に電話でお申し込みください。
　・台風等の気象状況により、中止となる場合がありま
　　すので、予めご了承ください。

　山梨県立盲学校では、視覚障がい教育に関する一層の
ご理解を深めていただくため、「山梨県立盲学校　オープ
ンキャンパス　２０１７」を開催いたします。
■日時　６月２４日（土）　午前９時から午後２時まで
■場所　山梨県立盲学校　　
■内容　盲学校の概要説明および校内・授業見学
■対象　・視覚に障がいのある幼児児童生徒、成人及び
　　　　保護者　・教育・福祉関係及び視覚障がい教
　　　　育に関心のある方々　・本校への入学を検討し
　　　　ている方とその家族及び関係者　等
■参加料　無料
■申込受付　山梨県立盲学校（担当：河西　保坂）
　　　　　　TEL 055-226-3361　
　　　　　　FAX 055-226-3362　
　　　　　　午前９時から午後５時まで（月～金） 
　　　　　　※締め切りは６月２１日（水）正午
　その他 年間通して電話及びメールによる相談を受け付
けています。毎週水曜日及び木曜日午前９時から正午、午

●問合先　県立富士山世界遺産センター　℡72-0259

山梨県立富士山世界遺産センター
アニバーサリーウィークの開催について

●問合先　℡72-5161

山梨県立ふじざくら支援学校から

●問合先　℡055-226-3361

山梨県立盲学校から

●問合先　甲府地方法務局　℡055-252-7239

全国一斉「子どもの人権１１０番」
　　　　　　　強化週間のお知らせ

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
　（日本政策金融公庫）がサポート！

広報6
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後１時３０分から３時までを学校見学及び入学相談日とし
て設定しています。　
　詳細につきましてはお問い合わせください。

　人事院では、下記のとおり「平成29年度税務職員採用
試験」を行います。興味のある方は、税務署までお気軽
にお問い合わせください。
■受験資格　
　１　平成29年４月１日において高等学校又は中等教
　　　育学校を卒業した日の翌日から起算して３年を経
　　　過していない者及び平成30年３月までに高等学
　　　校又は中等教育学校を卒業する見込みの者
　２　人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者
■申込手続　
　１　申込方法
　　　インターネット申込み
　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利
　　　用ください。
　　　［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］
　２　受付期間
　　　平成29年６月19日（月）～平成29年６月28日（水）
　　　[受信有効]
　３　受験案内交付期間
　　　平成29年５月9日（火）～平成29年６月28日（水）
　　　９時～17時（土曜日及び日曜日を除く。）
　４　受験案内交付場所
　　　東京国税局又は各税務署若しくは人事院各地方
　　　事務局（所）　
　　　（注）人事院ホームページからもダウンロードす
　　　　　　ることができます。　
　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］
■試験日
　第１次試験　平成29年９月３日（日）
　第２次試験　平成29年10月11日（水）
　　　　　　　　　～平成29年10月20日（金）のうち
　　　　　　　指定された日時

　近年、麻薬・覚せい剤などの薬物乱用をめぐる事件が
相次ぎ、危険ドラッグについても乱用問題が急速に拡大
しています。薬物乱用とは、薬物を本来の医療目的から
逸脱した方法で使用又は医療目的ではなく不正に使用す
ることです。
　覚せい剤やMDMA等合成麻薬、大麻等は法律によっ
て所持、販売、生産を禁止されている薬物です。また、違
法薬物の使用は、たとえ一回だけでも「乱用」になるとと
もに、法律で「犯罪」とされています。
　違法薬物の使用には依存性があり、本人の脳や体を破
壊し、使用する前の体に戻ることはできません。また、大
切な家族の人生にまで大きな影響を与えます。自分自身

のために、大切な人のために違法薬物を拒絶する強い意
志を持ちましょう。
　国及び県では、新国連薬物乱用根絶宣言の支援事業と
して、6月20日から7月19日までの一か月間「ダメ。ゼッタ
イ。」普及運動を展開します。
　違法薬物の恐ろしさを正しく理解するとともに、身近
な人の薬物乱用に気付いたときは、勇気をもって相談して
ください。

■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）

■日時　７月２６日（水）から２１日間（合計６３時間）
■時間　午後６時３０分から午後９時３０分まで
■受講料　６３，０００円（テキスト代・願書代別）
■対象者　受検資格のある方　
　　　　　※願書の販売は６月３０日（金）からですが、
　　　　　　取り寄せも承ります。
■定員　１０名（５名未満の場合は中止となります）
■締切　７月２４日（月）

　富士東部保健福祉事務所（富士東部保健所）では、こ
の期間中、次の日程で夜間検査（即日検査）を実施しま
す。感染の心配や不安等のある方で、通常の時間帯では
なかなか来所することができない方は、この機会にぜひ
ご利用下さい。
■日時　6月6日（火）　午後5時～7時　受付
■場所　富士吉田合同庁舎　2階　相談室
　　　　富士吉田市上吉田１－２－５
■検査　完全予約制です。前日までに電話にてご予約く
　　　　ださい。
※検査は即日検査で1時間ほどかかります。
※検査は匿名で実施できます。検査料金は無料です。
※希望により、クラミジア、梅毒、肝炎（Ｂ型・Ｃ型）検査
　も実施可能です。

●問合先　大月税務署総務課　℡0554-22-3151

平成29年度　
　　　税務職員採用試験のお知らせ

●問合先　富士・東部保健所　℡24-9033

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

●問合先　富士吉田職業訓練協会　℡22-5214

富士吉田職業訓練協会から

●問合先　富士・東部保健所地域保健課　℡24-9035

HIV(エイズ)夜間検査を実施します

【煉瓦・ストーン・枕木のガーデン作り教室】
　～第二弾　アプローチやテラス作り
　　　　　　　　　　　（芝のはり方と管理）～

【２級建築施工管理技術検定試験 受験準備講座】

～あなたと大切な人の未来のために、
　　　　　　　　　エイズ検査を受けましょう！～
6月1日～7日は「ＨＩＶ検査普及週間」です。

県などからのお知らせ



■応募資格　平成29年3月31日現在で70歳以上になって
　いる方（昭和22年3月31日以前に生まれた方）
　健康な歯がおおむね28本程度ある方（治療してあっても
　構いません）
■応募方法　官製はがきに郵便番号、住所、氏名、電話番
　号、生年月日、年齢、最終職歴、かかりつけ歯科医院名を
　記入し、下記までお送り下さい。（〒400-0015 甲府市大手
　1-4-1 山梨県歯科医師会高齢者よい歯のコンクール係行）
■応募期間　6月1日（木）～6月30日（金）

 「8020達成者」をたたえるとともに、県民と「8020運動」
の重要性と口腔の健康の大切さを理解して頂く目的で表
彰を行います。
■応募資格　
　①平成29年3月31日現在で80歳以上になっている方（昭
　　和12年3月31日以前に生まれた人で、自分の歯が20本
　　以上残っている方。歯は治療してあってもよい。）
　②過去の表彰者は除く（ただし、100歳以上で20本以上
　　の歯がある方は、過去に受賞していても「歯っぴい百
　　寿賞」特別賞へ応募可能（1度限り）
■応募期間　6月1日（木）～8月18日（金）
■応募方法　かかりつけ歯科医院（山梨県歯科医師会会
　　　　　　員）で応募をお申し出ください。

■期間　8月1日（火）～8月5日（土） 4泊5日
■場所　静岡県立朝霧野外活動センター
■対象　小学3年生～中学3年生
■内容　富士登山、テント生活体験、野外炊飯体験、キャ
　　　　ンプファイヤー、ワイドゲームなど。
■締切　7月5日（水）

■日時　平成29年7月16日（日）・7月30日（日）・
　　　　8月27日（日）・9月10日（日）・10月22日（日）・
　　　　11月5日（日）・12月10日（日）　
　　　　平成30年1月21日（日）・2月４日（日） 
　　　　全9回 9：15～16：15（各回とも）
■対象　大学生及び一般
■会場　山梨県立青少年センター
■内容　レクリエーションの理論（15時間）と実技
　　　 （39時間）
■参加料　10,000円（講座に必要なテキストや消耗品代
　　　　　金を含む）※初回参加時に、お支払いください。
■申込み　電話または直接来館して申し込む（先着順とし、
　　　　　定員数を超えた場合はキャンセル待ちとする。）

第38回青少年国際交流キャンプ 参加者募集
●問合先　公益財団法人国際青少年研修協会
 　　　　　℡03-6417-9721　メール info@kskk.or.jp

レクリエーション・インストラクター
　　　　　　　　　　　　養成講座開催

●問合先　山梨県立青少年センター　℡055-237-5311 

山梨県歯科医師会から
●問合先　℡055-252-6481

第31回山梨県よい歯のコンクール参加者募集

第14回歯っぴい山梨8020達成者表彰

　
●不法無線局による混信・妨害
　℡03-6238-1939
●テレビ・ラジオの受信障害
　℡03-6238-1945
●地上デジタルテレビ放送の受信相談
　℡03-6238-1944

○労働保険料・一般拠出金の年度更新手続は、6月1日か
　ら7月10日の間に行うこととなっております。法定申告
　・納付期限内に申告・納付を済ませていただきますよ
　うお願いします。
　　年度更新申告書の送付は5月末、申告書受理会は
　6月中旬以降を予定しています。(申告書受理会の日程

等は、申告書に同封してお知らせします。)
○平成29年4月1日から雇用保険率について改正が行わ
　れています。雇用保険は①31日以上の雇用見込みがあ
　る事、②1週間の所定労働時間が20時間以上である事
　の2点を満たす場合に適用されます。なお、平成29年1
　月1日から65歳以上の方も適用されることとなってい
　ます。○労災保険率、一般拠出金率の改定はありませ
　ん。
■問合せ先
　山梨労働局労働保険徴収室　055-225-2852
　都留労働基準監督署(労災課)　0554-43-2195

○放送大学は、平成29年度第2学期の学生を募集してい
　ます。心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科
　学など、約300の幅広い授業科目があり、1科目から学
　ぶことができます。
　　全国に学習センターが設置されており、サークル活
　動などの学生の交流活動も行われています。　
　資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学山
　梨学習センター（℡055-251-2238）までご請求くだ
　さい。出願期間は、第一回は8月31日まで、第二回は9
　月20日まで。

6月1日から10日は、
「電波利用環境保護
　　　　　周知啓発強化期間」です

労働保険料と
　一般拠出金の申告・納付はお早めに

放送大学10月生募集のお知らせ

「STOP THE 不法電波！」

～6月1日から7月10日までに～

問い合わせは、関東総合通信局

県などからのお知らせ

広報8

information ーインフォメーションー



広報 9

■日時　2017年6月25日（日）　 
　　　　午前の回　10：00～12：00
　　　　午後の回　14：00～16：00（所要時間2時間）
■場所　環境省生物多様性センター
　　　　（富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1）
■対象　小学生以上ならどなたでも参加可・大人の方の
　　　　みの参加歓迎（ただし、小学生は保護者の同伴
　　　　参加が必要です。）
■参加費　無料
■定員　各回40名（お申込み先着順となります。）　
■内容　身近なチョウについて、捕まえて観察してみよう！
　意外な生態やその不思議をクイズやゲームで楽しくお伝
　えします。クラフト作りも行います。夏休みの自由研究の
　ヒントを見つけるのにもぴったりなプログラムです。大人
　の方だけでもご参加いただけます。ぜひこの機会に自然
　に親しみませんか。皆様のご参加をお待ちしております。
■申込み　ご希望のお時間、参加者氏名、電話番号をご
　　　　　連絡ください。

　バードコール作り教室と野鳥観察～鳥の世界をのぞいて
みよう！～
■時間　午前の回　10：00～12：00　
　　　　午後の回　14：00～16：00
■定員　各回40名　
　　　　※事前のお申し込みの先着順となります。
■対象　小学生以上ならどなたでも参加できます。(小中
　　　　学生は要保護者同伴・大人のみの参加歓迎)※幼
　　　　児同伴の参加・見学はできません。
■持ち物　あれば双眼鏡・動きやすい服装・運動靴・帽子

■会場　環境省生物多様性センター
　　　　（富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1）
　　　　※スバルライン料金所手前、富士スバルランド向
　　　　　かい。マイカー規制中もマイカーで入場できます。
■日時　4月29日（土）～7月20日（木）
■開館時間　9時～17時（入館無料、土日祝日も開館）
■お問い合わせ　℡72-6033

　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　6月25日（日） 10時～15時
■場所　丸統青果市場（富士吉田市上吉田872-1）

　公益財団法人山梨中銀地方創生基金では、地方創生に
向けた取組みを行う法人・個人の皆さまを対象とした助成
事業を行います。皆さまのご応募をお待ちしております。
　詳しくは、当基金ホームページをご覧いただくか事務局
までお問い合わせください。

○起業・創業に対する助成事業

○地域産業資源を活用した事業又は地域活性化を図る活

　動に対する助成事業

○Ｕ・Ｉ・Ｊターンする個人に対する助成事業

○技術等向上に取り組む個人に対する助成事業

＜お問い合わせ＞

　公益財団法人山梨中銀地方創生基金事務局
　電話 ０５５-２２４-１５３５
　（受付時間：月曜日～金曜日　９時～１７時）
　URL：http://www.yamanashi-chihousousei.or.jp

■日時　5月～9月の毎週土曜日(祝日除く) 13:00～15:00
■場所　「やまなし・しごと・プラザ サテライト」
　　　　富士山駅ビル(Q-STA)3F
■定員　3名以上(グループでのお申込み尚可) 
　　　　定員に満たない場合は中止となります。ご連絡致
　　　　します。
■講師　【やまなし・しごと・プラザ サテライト】キャリア
　　　　コンサルタント
■持ち物　筆記用具
※無料・予約制となります。

　あなたが普段気になっていること、疑問に思ったことな
どを調べて、統計グラフを作ってみませんか。この機会に、
ぜひご応募ください！
■応募資格　県内在住・在学・在勤で小学生以上の方が
　　　　　　対象です。
■課題　自由（ただし、小学校4年生以下の児童について
　　　　は、自ら観察又は調査した結果をグラフにしたも
　　　　のとします。）
■規格　B2判
■募集期間　6月5日(月)～9月5日(火)必着
　　　　　　応募作品についての用紙（B2判）は統計調
　　　　　　査課に用意してありますので、お申し出くだ
　　　　　　さい。

環境省生物多様性センターから
●問合せ・申込み先　業務受託者NPO法人ホールアース研究所
　　　　　　　 ℡0544-66-0790　 FAX0544-67-0567 
　　　　　　　　　　　　 　メールtayousei@wens.gr.jp

公益財団法人
山梨中銀地方創生基金助成事業のご案内

第9回 富士山マーケット
●問合・申込先　富士山マーケット実行委員会
　　　　　　　　℡050-3709-2236　
　　　　　　　　メールfuji3market@gmail.com

やまなし・しごと・プラザ　
　　　　　サテライト就労支援セミナー

●問合・申込先　℡72-8803

山梨県統計グラフコンクール作品募集
●問合先　山梨県統計調査課　℡055-223-1340

生物多様性ハカセになろう！むし編
　　　　　　「チョウってどんな生きもの？」

自然体験プログラム参加者募集！
グループ面接＆グループディスカッション

春の企画展示「にっぽん生きもの絵巻」の開催
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子育て応援ボランティア募集

ファミリーサポーター・生涯学習課ボランティア
養成講座開講

※詳細な内容等はお問い合わせください。
※講座は全部で24時間です。
※ファミリーサポートセンターまかせて会員(有償)の登録は16時間以上、生涯学習課ボランティアは12時間以上の受講が必要です。
※各講座ごとに修了証をお渡しします。
※必須講座：安全・事故（救急救命講習）受講後3年を過ぎている方は受講が必要です。
※ファミサポまかせて会員希望の方は次年度以降未受講の講座を受けて頂きます。
※託児(若干名)も可能です。ご希望の方は、お申込の際にその旨お伝えください。

富士河口湖町では専門の講師を招いて、子育て支援課
ファミリーサポーター、生涯学習課ボランティアの養成
講座を実施します。この講座での知識や経験は、自ら
の新しい分野を切り開くチャンスにもなります。「地域
のため」だけでなく、「自分のため」にもボランティア活
動を通じて、新しい自分に出会ってみませんか？ボラン
ティアとして活動していただくだけでなく、子育て・孫育
て様々な場所で活動の場を広げて
いただける内容となっています。託
児も予定していますので、子育て中
のお母さんの参加もお待ちしてい
ます！

「子育ての手助けをしてほしい人（おねがい会員）」と
「子育てを手助けしたい人（まかせて会員）」の支えあ
いでできています。現在約３００名で構成されている、
この相互支援活動は有償ボランティアとなります。謝礼
金を支払うことで、会員同士が対等な立場で活動して
います。

子ども未来創造館での親子教室の託児や、イベントの
企画運営など、ボランティアグループ（F・K・はんず）とし
て活動していただいています。お祭りや季節のイベント
などで現在１９名の皆さんに活躍していただいています。

ファミリーサポートとは？

生涯学習課ボランティアとは？

地域のために・自分のために

6月20日㈫

6月22日㈭

6月27日㈫

7月  4日㈫

7月  5日㈬

7月  6日㈭

7月  8日㈯

7月11日㈫

7月15日㈯

10 : 0 0～15 : 0 0

1 3 : 0 0～15 : 0 0

 9 : 0 0～15 : 0 0

1 3 : 0 0～16 : 0 0

1 3 : 0 0～14 : 0 0

1 3 : 0 0～15 : 0 0

1 3 : 0 0～16 : 0 0

1 3 : 0 0～15 : 0 0

1 3 : 3 0～15 : 3 0

養成講座開講式・富士河口湖町の子育ての現状など

子どもの発育と病気

子どもの栄養と食生活・子どもの遊び

子どもの安全・事故予防

歯科保健・子どもの口腔機能について

心の発達とその問題

子どもの心の発達とその問題

保育の心・子育て支援の意義と役割について

小児看護の基礎知識

町保育士

町保健師

町栄養士・町保育士

消防署

歯科衛生士・内藤玲子 氏

保育所長

心理士・有泉風氏

保育科教授・駒井美智子氏

医師・古市嘉行氏

日にち 時　間 内　　　　容 講　師

日程と講座内容

子育て支援課 ファミリーサポートセンター  ☎0555-72-3806／生涯学習課  ☎0555-72-6053
申し込みは6月16日㈮までにお願いします。

問い合わせ・お申込み先
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住宅リフォーム工事補助金制度について

生け垣推進に関する補助金制度について

町内経済対策と、町民が居住する住宅の資質向上を目的として、住宅リフォーム工事に補助金を交付いたします。

１ 補助対象 
　　町民が居住している住宅で、町内業者と契約して行う総額３０万円以上のリフォーム工事が対象です。

２ 補助条件
　　住宅用火災報知器が設置されている、またはリフォーム工事の際に住宅用火災報知器を設置することが条件です。

３ 補助額
　○一般リフォーム工事
　　工事費用の１０％（上限額１０万円）
　○耐震改修リフォーム工事
　　工事費用の２０％（上限額２０万円）

４ 募集期間
　　平成２９年４月１日～平成２９年１２月３１日
　　※補助金申請される方はリフォーム工事を始めるより前に補助金を申請してください。（申請前に着工した場合、補助
　　　は受けられませんのでご注意ください。）

安全かつ緑豊かな町づくりを推進するために生け垣を設置する方を対象に補助金を交付いたします。

１ 補助対象
　　補助の対象となる生け垣は町民が居住するために所有または管理する宅地の公道に面した場所に設置するものです。

２ 設置基準
　　以下の基準を満たしているものを対象とします。
　　・公道に面していて長さが５ｍ以上のもの
　　・樹木の本数が１ｍあたりおおよそ３本以上
　　・樹高がおおむね１.２ｍ以上のもの（ただし、交差点に面した部分の樹高は道路面から０.８ｍ以下とする）
　　・樹木の枝幅が０．３ｍ以上のもの
　　・生け垣の設置位置が次のどちらかに当てはまる
　　　○道路中心線から２ｍ後退した位置（隣接道路の幅員が４ｍ未満の場合）
　　　○敷地境界線より０．５ｍ以上後退した位置（隣接道路の幅員が４ｍ以上の場合）
　　・土留めブロックの高さが０．５ｍ以下であること
　　・竹垣（またはこれに準ずるもの）を施すこと
　　・植栽する樹木が常緑樹であること 

３ 交付金額
　　交付金額は以下の表によって決まります。

生垣設置工事

ブロック塀取り壊し

自ら植栽する方のみ

１５万円

１０万円

５万円

（上限９，０００円／ｍ×植栽距離○ｍ）×２／３

（上限９，０００円／㎡×取壊面積○㎡）×２／３

  植木の購入費×２／３

補助限度額 補助基本額制度内容

※ただし費用が補助対象基本額の単価に満たないときは経費の２／３の金額です。

問合先：町役場都市整備課　℡７２－１１７９
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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

　町社協では、町内の聴覚障がい者を対象に、今年度
も、パソコン講習会を開催します。
　内容は、Windows８の操作方法を学
びます。手話通訳者を派遣します。
　この機会にパソコン体験をしてみませ
んか？
　実施日：全８回（毎週金曜日）
　　　　  7月28日、8月18日、25日、
　　　　  9月1日、8日、15日、22日、
　　　　  25日（8月4日、11日はお休み）
　実施時間：午後6時30分～9時
　実施場所：富士河口湖町中央公民館
　講　師：（株）カルク
　対象者：町内の障害者手帳保持者（聴覚１～３級）
　定　員：７名（定員になり次第締切り）
　申込締切日：平成29年７月１４日（金）
　申込み・問合せ先：富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　　（FAX　0555- 72 - 3606）

　富士河口湖町社会福祉協議会では、住民参加による
近隣同士で支え合う小地域福祉活動（ふれあいのまち
づくり事業）を推進しています。
　今年度も、各地域の創意と工夫により、特性を活かし
た活動が開始されています。

◎　　　　  …『河口地区ボランティアロビー』開設
　高齢者や障害者等への病院送迎、お使いサービス。

◎　　　　  …『大石福祉推進会』
　高齢者サロン「いきやぁり会」実施。

◎　　　　  …八丁屋区福祉推進会
　子供とお年寄りの交流。

◎　　　　  …高齢者サロン実施
　・ひばり区…「ひばりやすらぎ会」
　・湖南区…「湖南町共助会」
　・富士桜･スバル区…「富士桜･スバルいきいき会」
　・富士見区…「富士見町なごみ会」
　・浅川区…「浅川健康体操の会」
　・南台区…「南台やすらぎ会」
　・富士区…「富士区いきやり会」

◎　　　　　  …高齢者サロン実施
　・大嵐区…「大嵐区いきいきサロン」
　・長浜区…「長浜絆の会」
　・西湖区…「お多福の会」
　・根場区…「根場にこにこクラブ」

◎　　　　　…『勝山福祉さくや会』
　高齢者サロンの実施。

◎　　　　　　  …高齢者サロン実施
　・富士ヶ嶺区…「富士ヶ嶺ふれあい共生会」
　・本栖区…「本栖ふれあいいきいきサロン」

河口地区

大石地区

小立地区

船津地区

勝山地区

足和田地区

上九一色地区

聴覚障がい者のためのパソコン
講習会の開催【参加者募集】

地域でふれあいの輪を広げます！
～近隣で支え合う小地域福祉活動～

　５人１チームで１２３日間の無事故・無違反に挑戦する「セーフティードライブ・チャレンジ１２３」はドライバー自らが積極
的に交通安全に取り組むことにより、県内の交通事故の減少を目指すものです。
　昨年度は、過去最多の7,７1９チーム（38,595人）が参加しました。県内の免許保有者を比較すると、チャレンジ１２３
参加者の事故率・違反率が低くなっています。
　地域・職場・友達・家族などでチームを作り、無事故・無違反に挑戦しましょう！

平成２９年７月２１日（金）～平成２９年１１月２０日（月）の１２３日間
◇一般の部
◇高校生の部（高校生で構成）
◇ファミリーの部（家族・親族で構成）
◇シルバーの部（メンバー５人全員が７月２１日時点で６５歳以上であること）
運転免許（国内免許）を持つ県内在住または県内在勤者
平成２９年６月１日（木）～平成２９年６月３０日（金）
５人１チームで参加出来ます。
１チーム３，１５０円が必要となります。（無事故・無違反を確認する「運転記録証明書」の交付申請料）
パンフレット・申込用紙等は、役場地域防災課窓口、出張所窓口にあります。
山梨県　リニア交通局交通政策課
〒400-8501　甲府市丸の内1-6-1 　℡055-223-1353

チ ャ レン ジ 期 間
募 集 部 門

　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
応 募 資 格
受 付 期 間
参 加 手 続
　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
申込及び問合せ先
　　　　　　　　　

抽選会参加者（達成チーム）の中からギフト券などの賞品合計１００本以上総額３５０万円相当が抽選で当たります

「セーフティードライブ・チャレンジ１２３」参加チーム募集中！



河口浅間神社大鳥居木の運搬（続）
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　昨年の『町広報』８月号、９月号で河口浅間神社の鳥居木の伐採、運搬について紹介したが、その中で、
①大隅山から船津までのルートと②河口湖上を曳行して陸揚げした場所は浅川の転石（ころびいし）か、
河口の転石（ころびし）か明確でない旨を述べた。その後、河口浅間神社文書の大正９年（1920）「御縁年行
事紀要」（以下「紀要」）により、この二点を中心に一定の知見を得ることができたので、今月号ではそのこと
について述べてみたい。
　先ず①であるが、「紀要」は（大正９年）９月１日に「冠木ハ舟津地先四ツ街道迄曳付ケ帰ル」と記して
いる。昨年の『広報』に紹介した「事務報告書」には「舟津上部」とだけしか書かれていないが、「紀要」には
「四ツ街道」と名が記されているのである。「四ツ街道」は『勝山村史』下巻Ｐ1270に鳴沢街道（現東海自然
歩道）のこととあり、特定の地名を指すものではない。鳴沢街道は赤坂を起点に大田和・鳴沢へ通じているか
ら、一日目に舟津地先四ツ街道まで曳き付けたとある地点は、2つの候補、即ちＡ赤坂の道標の辺りとＢ船津
登山道と交叉する辺りが考えられる。それに伴い船津までの運搬ルートはＡの場合は吉田経由、Ｂの場合は
船津胎内道経由が考えられる。私は赤坂へ曳き付けた場合は「四ツ街道迄曳付」でなく「赤坂迄曳付」と書く
のではないかと考えるし、「事務報告書」に「舟津上部」とある文言を考えてもＢである可能性が高いと思う
が、なお速断するには躊躇を覚える。結論を下すためには更なる資料の発掘とともに、各ルートにおける障害
の有無やその程度など運搬上の技術的問題の考慮・検討と比較も必要と思われる。
　次に、②については「紀要」の９月２日の記に「冠木ハ四ツ街道ヨリ本村転石迄曳付ク」とあり、「本村（河
口村）転石」と明記されている。従って河口湖からの用材陸揚げ地は河口の現河口湖美術館辺りの転石（こ
ろびし）であることが明確になった。
　また、昨年の『広報』で私は「ころびし」からでは神
社までの運搬時間が距離に比して少しくかかり過ぎで
はないかと述べたが、この点についても「紀要」の９月
３日に「転石ヨリ社前曳付ケ、紛装ハ男ニシテ女ニ化
シ、女ニにテ男ニ化シ、和洋装・甲冑・乞丐、種々名状
ニ遑ナキ変装ニテ、歌舞雑踏ヲ極メタリ」の記があり、
「事務報告書」に記されている前日の船津の賑わいと
同様、大変な騒ぎの中を神社まで曳いたことが分かり、
短い距離ではあるが十分に時間をとり、参加者はそれ
ぞれ歓を尽くして楽しんだことが明らかになった。
　なお、山出し初日の９月１日には「冠木曳付ニ従事ス
ベク、夜ノ一時半ヨリ出発ス、消防、青年会ヲ主トシテ
村中（男子）出立」の記があり、『山梨日日新聞』は「頃
日来村民は其事に熱中し、老も若きも寝食を忘れて労
に服し、愈々曳き附けの当日は思い思いの仮装をなし、
節面白く古歌を唄ひ連れて優雅なる行事あり」と記して
いる。冠木の運搬は河口村にとっては60年に一度の一
大イヴェントであったことが分かるのである。
　ところで、上棟式は９月２５日の予定であったが、折悪しくチブスが発生したため順延となり、１１月２１日に
行われた。「紀要」は当日の様子を「晴天、煙火轟声眠ヲ醒ス、（中略）招集人員五百四十八名、不参客
百参拾四名（後略）」とあり、多数の人々の参集の下盛大に行われたことを記している。翌22日には
「大々神楽ヲ奏ス」とあるので、稚児の舞が奉納されたものと思われる。
　以上前回と今回の記録から、大正9年縁年の河口浅間神社大鳥居木の運搬は、１日目に冨士山大隅山から
胎内道または吉田を経由して船津四ツ街道まで運び、２日目には船津村地内の詳細な経路は分からないが、
船津三叉路まで運び、その後湖畔へ出し河口湖上を曳行、河口村の転石（ころびし）で陸揚げし、３日目に神
社まで運ぶルートで行われたという結論を得ることができた。なお、「四ツ街道」については、文化財審議会
副会長の大石良範氏をはじめ中村和行宮司、小林那津子氏、外川寿雄氏から情報を頂いた。記して謝意を表
したい。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （文化財審議会会長　中村章彦）
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（いとま） （か　ぶ）（ざっとう） （きわ）

けい

じつらい

ふし こ　か

（えんか）

（だいだいかぐら）

たいないみち

りく　あ

（ごうせい）（ねむり）（さま）

つ （ママ）

そのこと

いよいよ ひ

（かっちゅう）（きっかい） （めいじょう）

こう さ あた

たいないみち

（じさき） （ひきつけ）

りく  あ
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みなさんのやる気を応援します!みなさんのやる気を応援します!みなさんのやる気を応援します!みなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援しますみなさんのやる気を応援します!!!!

※前日までに要予約（窓口：生涯学習課）
　●場　所：子ども未来創造館
　詳しくは生涯学習課へ

やまなし・しごと・プラザサテライトやまなし・しごと・プラザサテライトやまなし・しごと・プラザサテライト 出張相談
　子育てと仕事のお悩みにキャリアコンサルタントが
おこたえします。お気軽にお越しください。

個別無料相談

アーティフィシャルフラワー教室アーティフィシャルフラワー教室アーティフィシャルフラワー教室アーティフィシャルフラワー教室
●日　時：6月21日（水）　①午後1時30分～ ②午後7時～
●場　所：富士河口湖町中央公民館

　Ａコース　花器・高さ約8㎝横約9cm　　2,000円
　Ｂコース　花器・高さ約10㎝横約11cm　4,000円

　花器・高さ約7cm横約9cm　3,500円

●定　員：各10名（3名以上開催）
　※材料の関係上3日前以降のキャンセルはできません。
●持ち物：マチ付持ち帰り袋
●講　師：The Monte　山口沙季先生・嶺山裕紀枝先生
●申込・問合先：6月16日（金）までに生涯学習課へ
ラッピング承ります。（有料）

アーティフィシャルフラワー

プリザーブドフラワー

（Aコース） （Bコース）

※各地区で囲碁愛好者が囲碁をやっています。
　囲碁を習ってみたい方、お気軽にお越しください。

持山勇喜
　73-1375

小佐野直己
　83-2601

午後1時
　　　～4時

午前11時
　～午後4時

毎週
　土曜日

毎週
　日曜日　

駒井　彰
　76-7031

午前9時　
　～午後4時

第2
　水曜日
　　

湖南町公民館

河口地区公民館

勝山ふれあいドーム
和　室勝 山

船 津

地区 場　　所 曜 日 時　間 連絡先

河 口
大 石

富士河口湖囲碁クラブ主催

富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会

第25回

　囲碁好きな方必見！本格的なトーナメントで大人から子
どもまで熱戦を繰り広げます！
　初心者さんもベテランも、気軽にご参加ください。

●日　時：6月25日（日）  午前8時30分～午後4時
●場　所：勝山ふれあいセンター
●参加費：大人　1,500円／小中学生　500円
●対　象：小学生以上
●競　技：レベル別で開催
　　　　　（少年の部、有段者Ａ・Ｂ）
●定　員：50名（定員になり次第締切）
●申込・問合先：6月16日（金）までに
　　　　　　　 生涯学習課 へ

平成２９年度　富士河口湖町　世界遺産講座

●日　時：平成29年6月21日（水曜日） 午後７時～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。

第3回　「古代の富士山噴火と鎮火祭祀 ～歴史書に記録された火山災害と鎮火の祈り～」第3回　「古代の富士山噴火と鎮火祭祀 ～歴史書に記録された火山災害と鎮火の祈り～」
　『万葉集』に詠まれた富士は、日本の鎮めの神であり、宝として古代の人々に認識されていました。ところが、この古代
（奈良・平安時代）に富士山は活発な火山活動がたびたび起こります。富士山の噴火は日本の安定を脅かす災害として、
当時の朝廷は富士山の神に祈りを捧げ、噴火を鎮めようとしました。『日本三代実録』などの歴史書には、富士山の噴火と
鎮火祭祀についての動向が記録されています。古代の富士山噴火と鎮火祭祀について、歴史書の内容や山麓の遺跡の
状況から迫ります。

　『万葉集』に詠まれた富士は、日本の鎮めの神であり、宝として古代の人々に認識されていました。ところが、この古代
（奈良・平安時代）に富士山は活発な火山活動をたびたび起こします。富士山の噴火は日本の安定を脅かす災害として、
当時の朝廷は富士山の神に祈りを捧げ、噴火を鎮めようとしました。『日本三代実録』などの歴史書には、富士山の噴火と
鎮火祭祀についての動向が記録されています。古代の富士山噴火と鎮火祭祀について、歴史書の内容や山麓の遺跡の
状況から迫ります。

6月28日㈬　
午前10時30分～11時30分（1人約20分）

～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～～人 が々祈り、仰ぐ神秘の山～

石鹸でお魚をつくろう！
カービングでミニアクアリウムカービングでミニアクアリウムカービングでミニアクアリウム

●日　時：７月８日（土）　午前１０時～正午
●対　象：小学４年～６年生　●定　員：１０名　
●参加料：８００円
●講　師：（社）日本カービング普及協会
　　　　　　　カービング　スタジオ・ベリー　志村貴美子
●場　所：子ども未来創造館
●締　切：6月26日（月）までに生涯学習課へ

●日　時：７月８日（土）　午前１０時～正午
●対　象：小学４年～６年生　●定　員：１０名　
●参加料：８００円
●講　師：（社）日本カービング普及協会
　　　　　　　カービング　スタジオ・ベリー　志村貴美子
●場　所：子ども未来創造館
●締　切：6月26日（月）までに生涯学習課へ
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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年齢　④住所　⑤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

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
困っていること 悩んでいること

相談してみませんか
困っていること 悩んでいること

相談してみませんか

教育に関するお悩みは
　　　　　教育センターへ
月～金曜　午前9時～午後4時
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
連絡先　富士河口湖町立教育センター
℡　　　☎0555-83-3022
E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

月～金曜　午前9時～午後4時
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
連絡先　富士河口湖町立教育センター
℡　　　☎0555-83-3022
E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

TEL 0555-72-6053　  FAX 0555-73-1358
　○問合先　教育委員会　生涯学習課

　いよいよ衣替えの６月です。町を往く中学生や高校生の制服が夏服と
なり、晴れた日は、初夏の光にまぶしく心地よいものです。
　しかし、６月は梅雨の時期でもあります。「心の衣替え」がうまくいかな
いと、「学校に行きたくない」「何もしたくない」などと、家に引きこもりが
ちになると「ナヤミノ種」が芽を出してきます。気温が上がり湿り気たっぷ
りでうっとうしい６月は、本人だけでなく、周囲の者にも「ナヤミノ種」が
芽を出し、大きく育ってしまいます。
　教育センターの教育相談室では、この「ナヤミノ種」を何とかしたい人
の手助けをしたいと思っています。心にどっかりと「ナヤミノ種」が根をは
らないうちに、思い切って、電話をしてみてください。きっと、「自分にあっ
た心の衣替え」のきっかけを見つけ、「ナヤミノ種」が「ナゴミノイイ種」
に変わってくるかもしれません。

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 休校の場合もありますので、電話でお問い合わせください

バドミントン
久しぶりに運動してみませんか？
どなたでも大歓迎！

●期　日：6月17日（土）
●時　間：午前10時～正午
●場　所：町民体育館
●持ち物：上履き、飲み物、100円
　　　　  ラケット（レンタル先着順）
●その他：年齢不問
　　　　（小学生はなるべく保護者
　　　　　同伴でご参加ください）

さたでーないとＺＵＭＢＡ 富士山月例マラソン
土曜の夜だから
思いっきり踊っちゃいましょう！

●期　日：6月17日（土）
●時　間：午後6時～7時
●場　所：町民体育館
●持ち物：上履き、飲み物
●参加料：500円
●その他：18歳以上
☆安全確保のためお子様の入館は
　ご遠慮ください

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。少人数でアットホーム！

●期　日：7月8日（土）
●時　間：午前10時30分スタート
●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★詳細は町ホームページ

　http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

中央公民館ロビー展示 中央公民館講座

梶原憲山（憲十郎）氏作品展
「書道」

6月5日㈪～29日㈭
休館日　日曜日
※土曜日…利用予約がない場合、閉館
　詳しくは生涯学習課へ

ガーデニング教室ガーデニング教室ガーデニング教室
　庭に美しいバラを咲かせてみませんか？実践を通して
『バラの育て方（剪定の仕方等）』を学びましょう。河口湖オ
ルゴールの森美術館が地域貢献にと協力してくれました。
●日　時：6月21日（水） 午後1時～2時30分
●場　所：河口湖オルゴールの森美術館（入口集合）
●持ち物：剪定ばさみ、軍手、筆記用具
●定　員：20名（定員になり次第締切）
※雨天決行
申込は生涯学習課へ
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平成29年 6月4日～7月8日の予定表

＜休館日＞
6月11・25

7月1日(電気点検）

＜休館日＞
6月11・25

7月1日(電気点検）

日 月 火 水 木 金 土

☆乳幼児対象☆☆小学生対象☆ ☆どなたでも☆

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

6/4

AMつみき

親子
ふれあい教室A

親子ふれあい教室
特別編(さくやホール)

親子
ふれあい教室B

親子
ふれあい教室B

つどいの広場

つどいの広場

リトミック

ク富バレエ

ク富バレエ

ク富バレエ

キッズ＆ママ

つどいの広場
リトミック

ク富バレエ
キッズ＆ママ

キッズ＆ママ

キッズ＆ママ
AMジョブカフェ

AMジョブカフェ

つどいの広場

ク富バレエ
キッズ＆ママ

ぷち相談会

母親学級

母親学級

(よみきかせの日)
つどいの広場

(七夕まつり)
(PM助産相)

つどいの広場

(おやこの日) (からだの日)

「子どもの信頼感を
　　   育むために」

(からだの日)

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

ク富ズンバ

ク富ズンバ

PＭプラレール

AMプラレール

AMプラレール
将棋教室

将棋教室

コドミ―ランドで
　　大冒険！　

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　

funfunくらぶ　

おもちゃ病院

おもちゃ病院

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 23 2418

27 28 29 3026

3 4 5 6 7 82

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

つどいの広場○子

親子
ふれあい教室A

つどいの広場○子

休館日

休館日 休館日

子育て支援課発!! つどいの広場

つどいの広場の時間をお借りして、
家族のためのリフレッシュタイムを
お届けします。

　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♥
日　時：6月１5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 

　「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時～12時　13時～15時
※子育て相談・栄養相談・助産師相談・お誕生会　
も実施
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。　　
　お問い合わせ：子育て支援課 ☎72－1174

おやこの日

○いずれも11：００スタートです○
♪月・水・金以外もプレイルームは自由に遊べます♪

親子ストレッチと女性の為のトレーニング
6月26日㊊

からだの日
「子育て身体の不調あるある」をテーマにプチトレーニング

6月28日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

6月16日㊎

※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

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。交流ホールの一部か、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

　活動的になる２歳を迎える親子に贈るお楽しみの
時間です。月に一回行いますので、対象の方はぜひ、
どうぞ！

　つどいの広場で、七夕祭りをします。
お子さんとの制作（お家でも遊べるようなもの）・手
遊び・こどみら劇団による名作劇場？！などお子さん
が楽しいのはもちろん、ママたちが日常を忘れる様な
愉快なひと時を♡

日　時：6月14日(水) 10:00～10:45
参加費：申込み：なし　持ち物：のみもの
対　象：H27.4２～H28,.4.1生まれ　　

　　　　
月～金曜日：午前9時～午後6時
土・日曜日：午前9時～午後5時

開館時間開館時間

☆12時～1時までは閉館です。

第2・4日曜日と祝祭日は休館です

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

たなばたまつりたなばたまつりたなばたまつり

te to te ～てとて～te to te ～てとて～te to te ～てとて～
　自分で作るワイヤークラフトで、世界に１つだ
けのフラワーポットを飾りませんか?
日　時：6月24日(土) 2:00～4:00
参加費：250円　定　員：２０人　
申込み：６月10日(土) 10:00～
持ち物：スコップ、軍手、ぼうし、タオル、
　　　  水筒、持ち帰り袋（大きめ）　

funfun ぷちガーデニングfunfun ぷちガーデニングfunfun ぷちガーデニング

　今年も県立科学館の先生が、スペシャルサイ
エンスショーを見せてくれます！テーマは【超低
温の世界】テレビでしか見られなかった不思議
が目の前で見られますよ！

スペシャルサイエンスショースペシャルサイエンスショースペシャルサイエンスショー

おもちゃ病院の
スーパードクター！
おもちゃ病院の
スーパードクター！
おもちゃ病院の
スーパードクター！日　時：６月１０日(土) ２:00～4:00　

定　員：６０人
参加費：持ち物：なし　申込み：受付中

そもそもこどみらは・・・　そもそもこどみらは・・・　そもそもこどみらは・・・　そもそもこどみらは・・・　
　町内の小学生なら大人の付き添いなしに、
子どもだけで遊べます。遊び道具も増えたの
で、どんどん利用してね！
　また、学校で出来ない楽しい体験学習をす
るのが「funfunくらぶ」です。富士河口湖町
の小学生ならだれでも参加できます！脳トレ・
クッキング・アドベンチャーなど、楽しい教室
を企画してます。ぜひ、参加してください！

☆FKはんず企画！☆
コドミー ランド

　みんなが知ってる夢の国の物語が、こどみら
オリジナルのチャレンジゲームに大変身!
　ボランティアグループ「FKはんず」のみなさん
や、学生ボランティアさんと一緒に【コドミーラン
ド】で冒険してみませんか？

日　時：7月8日（土）２：００集合
参加費：持ち物：申込み：定員：なし

　大切にしていたのに、壊れて動かなくなったお
もちゃはありませんか?　こどみらにはおもちゃ
をさっさっと治してくださるスーパードクター達
がいます。名医の専門はそれぞれで幅広く治療
にあたり、完治率が高いです！お子さんの「あり
がとう」の言葉はいつも心の底から♡

日　時：６月９日・2３日(金)
1：００～３：００の間におもちゃを
持ってお越しください。
部品代などがかかる場合があります。

創作ルームがおもちゃ病院の
診察室になります。

日　時：７月７日(金)　１１：００～
参加費：持ち物：定員：申込み：なし

11

7/125
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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

『へろへろ』鹿子裕文//著

お金の貯め方、使い方見直してみませんか？

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
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★聞いて得する
　　 お金のはなし★（全2回）★読書会に参加してみませんか？★★読書会に参加してみませんか？★★読書会に参加してみませんか？★★読書会に参加してみませんか？★

☆今月の一冊☆

〈開館時間〉平日９：３０～１９：００／土・日９：００～１７：００

生涯学習館
毎週月曜日休館／30(金)～7月7日(金)まで蔵書点検のため休館。

■日時：第１回目　6月17日(土) 14：00～
　　　  第２回目　6月21日(水) 19：30～
■場所：生涯学習館
■講師：渡辺　友良氏
　　　（信用組合理事）

動物写真家 外川英樹氏と行く
わくわく子ども自然体験  P

　著者のつくる雑誌「ヨレヨレ」と「宅老所よ
りあい」の人々の人間模様。その「よりあい」の
モットーはその人の混乱に付き合いその人の
困難に沿おうとすること、宅老所よりあいの人
たちが特別養護老人ホームをつくろうとするこ
とでバタバタ。無い無いづくしの無力に思えて
も、行き詰ったように思えても、やれることは
あると、困難に笑いを交えて乗り越えていくバ
イタリティー。脱帽です！その行動の基にある
のは人の生命を大切に思うこと。実話です。

蔵書点検期間中の休館のお知らせ

貸出開始は7月8日㈯からです。
6月30日㈮～7月7日㈮

　他の人の考えで感じる新たな気づき、本と人との
出会いがあります。興味のあるジャンルだけでもお気
軽にご参加ください。

◎8月・11月・1月は、午後3時～
　上記以外が、午後2時～実施いたします。
◎課題本は、開催日1か月前よりカウンターでご用意いたします。
　お申し付けください。

自然が答えを
　　　持っている

6/24㈯

8/26㈯
9/16㈯

10/28㈯
11/25㈯
12/16㈯
1/27㈯
2/24㈯
3/24㈯

7/22㈯

時代小説

小説
動物記
人情小説
外国文学
エッセイ
小説
人生訓
医療

山本周五郎

中里恒子
山極寿一
川口松太郎
カズオ・イシグロ
岡　潔
吉田修一
野口嘉則
鎌田　實

さぶ

時雨の記
ゴリラ
人情馬鹿物語
忘れられた巨人

横道世之介
鏡の法則
がんばらない

エッセイ大村　智

しゅんしょうじゅうわ

春宵十話

実施日 書　名 著　者 ジャンル

読書会年間スケジュール

6月13日㈫
6月27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）

P
●0・1・2・3歳対象〈10:30～〉 6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～20日

3時30分～22日

◎本館読み聞かせ◎

6月10日㈯パパのえほんタイム
●幼児～小学生低学年対象〈13:30～〉

6月24日㈯エトワールの会
●幼児～小学生低学年対象〈14:00～〉

○日時：６月18日(日) 午前9時～（午前中終了予定）
○集合場所：中央公民館前駐車場
○行き先：西湖こうもり穴とその周辺
○対象：小学生　○定員：20名
○内容：図鑑を片手に、自然の中の動植物を観察
○持ち物：水筒、ハンカチ、ティッシュ、カッパ、
　　　　  懐中電灯
　※雨天決行



健康のまちづくり
Healthy community building

歯と口の健康週間 （６/４～６/１０）

歯を失う原因は歯周病、むし歯で約7割
しっかりと噛める歯は、健康に欠かせません。
歯周病やむし歯から歯を守る事が大切です。

予防のポイントは、原因となるプラーク（歯垢）を取り除く事と、定期検診を受ける事です。

①正しい歯磨き
　・歯ブラシは鉛筆を持つようにして軽く握る
　・ブラシの角度を変えて、毛先を正しくあてる。
　・軽い力で、軽く「振動させる」ように動かす。

②よい生活習慣 （食事・運動・睡眠の見直し）
　・不規則で偏った食生活の改善
　・睡眠不足やストレスの解消
　・禁煙
　・運動不足の解消

③歯科による定期的な健診　　　　　　
　・歯石の除去や治療　
　・歯磨き指導
　・歯科相談

歯を守る3か条

　町では、年度末年齢が40・50・60・70歳の方に、歯周病疾患検診を無料でうけられる
受診票を4月末にお送りしております。
　この機会に歯科検診をぜひお受けください。

お問い合わせ先　健康増進課　TEL 0555-72-6037

広報18

各登山道口から富士山五合目を目指す

第４回目　吉田登山口「北口浅間神社～五合目」
■日　時　７月９日（日） 午前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６時間２５分）
■コース　役場前駐車場出発：北口浅間神社～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　６月２０日（火）午前10時より受付開始（定員になり次第受付終了）
　　　　　町役場政策企画課　岡村・後藤　℡７２‐１１２９

皆様のご参加、お待ちしております。

「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。
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～
在宅で療養生活をしていく中で開業医が出来ること ～その２～

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　青木医院　青木　明

　個々の状況によっていろいろなことはあります
が、およそ以上が訪問診療の流れになります。
　在宅訪問診療は、患者さんのご家族の手間、
費用などから見ても非常に便利な制度です。
　受付はいつでも大丈夫なので、必要な方
はいつでもご利用ください。

在宅訪問診療は・・・

　このようにして、患者さんの状態の経過を観察し
ていくわけですが、訪問診療で患者さんに対してで
きることには限界があります。
　一つは訪問する際に持っていけるのは、往診かば
ん１つ。これに入る物は、血圧計、聴診器、パルスオ
キシメーター、注射器、試験管、駆血帯、少量の薬
品、場合によっては点滴道具一式と言ったところで
す。本当に基本的な道具だけです。
　もう一つは人数です。基本的には医師一人。看護
師を合わせても最大で２人です。これを超える規模
の医療は家庭では不可能ということです。
　そのような場合はご家族に了解を得た上で病院
にお願いすることになります。ご家族の考え
によっては病院にお願いしないことも
あります。

訪問診療の限界

　様々な事情や、手順が複雑すぎる時、専門的な技
術が必要な場合は訪問看護を要請することになり
ます。ご家族の方の手に余る事態がある時には、訪
問看護はとても頼りになります。
　例えば、寝たきりの方に褥瘡が出来てしまうと、
医師と家族だけでは十分な加療はできません。し
かし、病院に入院するほどのことではありません。
そういう時に訪問看護は、医師の指示のもとで治
療を行うと共に、患者さんのご家族の方にも日々の
手当ての方法を教え、週に何度かの訪問以外にも
継続して治療ができるようにしてくれます。
　また折りに触れ、患者さんの様子、変化等を
医師に報告し、治療の変更、対応のなどを
次の指示を仰ぐことになります。

訪問看護との連携
　前回（平成２７年１２月号）の続きです。
前回は在宅医療が必要な患者さんに対して、医師・
訪問看護師・ケアマネージャー、場合によっては歯
科医師・栄養士等様々な職種がチームを組んで活
動するという内容でした。　
　こうした在宅医療への入り口もさまざまです。私
のところに患者さんのご家族から直接お話をいた
だくことはもちろん、看護師から、介護施設から、
市町村の包括支援センターからとあらゆる方向か
ら訪問診療をとのお話が来ます。これは患者さんの
ご家族の側から見ると、訪問診療を希望するので
あれば、相談先は医師、介護施設、看護師、自治体
のどこでも良いということです。
　必要があればどこに相談しても訪問診療を
受けるための入り口になるということです。

訪問診療を希望する際の窓口

　このようにして私が看ることになった患者さんに
対し、医師は定期的、あるいは不定期に訪問して診
ていくことになります。
　定期的に訪問する方のところには、大体月に１～
２回訪問し、様子を見ることにしています。特に新
しい問題がなければ、その時の様子を見てご家族
の方に食欲、便通等の確認をして、現状、今後の見
通しなどのお話をしておしまいですが、痛み、発
熱、食欲や便通の異常、新しい徴候などがあれば
体温を毎日測る、姿勢を換える等のことを
指示します。

訪問診療で出来ること

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～
在宅で療養生活をしていく中で開業医が出来ること ～その２～

訪問診療を希望する際の窓口
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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

　今回は「ストレスチェック制度」について特集いたします。厚生労働省が推進する職場のメンタルヘルス対策の
一環です。この制度は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）を目的としています。

労働安全衛生法の一部改正によってストレスチェック制
度は創設されました。労働者が５０人以上いる事業所で
は、２０１５年１２月から、毎年１回、全ての労働者に対し
て実施することが義務付けられました。労働者が自分の
ストレス状態をしることや会社の仕事量の調整等、職場
の改善につなげメンタルヘルス不調を未然に防止するた
めの仕組みがストレスチェック制度です。ストレスチェッ
ク制度実施後の結果を理由に解雇、雇い止め、退職推
奨、不当な動機・目的による配置転換・職位の変更を行
うことは禁止され、決してありません。

mental-healthは、精神衛生、精神保健を示す言葉と
して使われています。私たちが一番わかりやすい言葉と
して直訳するならば、心の健康ではないでしょうか。身
体の健康と同じく、心も健康であることは誰にとっても
大切なことです。ここ数年、職場でのメンタルヘルス問
題が顕著に表れ、様々な精神疾患による不調が報告さ
れています。そこで、国をあげて、メンタルヘルス不調の
未然防止（一次予防）に対する取り組みがはじまりまし
た。未然防止を組織として計画的に継続し実施すること
がようやく可能になる土台が見えてきました。

日本のメンタルヘルスの環境は、うつ病のメンタルヘル
ス不調者を１０年間で２倍に増加し、自殺者も３万人超
えが１９９８年から１０年以上続き、労働者にとっても過
重な労働が続いている。より安全な職場づくりが求めら
れ、国を挙げて様々な施策が講じられている。また、事
業者には適切な健康管理を実施することが求められる
ようになった。そうした中、平成２６年６月２５日に労働
安全衛生法が改正され、ストレスチェック制度の実施が
義務付けられました。

産業構造や経済の変化は、労働環境の厳しさにつなが

り、職場のメンタルヘルス不調をもたらしています。平成

２４年の労働者健康状況調査によれば、過去１か月間に

おける時間外・休日労働時間について、「１か月あたり

100時間を超える労働者がいた」事業所の割合は4.7％

［2３年調査7.6％］、「1か月あたり80時間を超え、100

時間以下の労働者がいた」事業所の割合は9.6％［同

9.8％］、「１か月あたり45時間を超え、80時間以下の

労働者がいた」事業所の割合は30.6％［同28.4％］と

なっています。多くの労働者が長時間の時間外労働や休

日労働を抱えている状況を示しています。

平成２７年労働安全衛生調査（実態調査）では、メンタ

ルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は59.7％

［平成25年調査60.7％］となっている。取組内容（複

数回答）をみると、「メンタルヘルス対策に関する事業

所内での相談体制の整備」が44.4％［同41.8％］と最

も多く、次いで「メンタルヘルス対策に関する労働者へ

の教育研修・情報提供」が42.0％［同46.0％］、「メン

タルヘルス対策に関する管理監督者への教育研修・情

報提供」が 38.6％［同37.9％］となっている。取り組み

が行われる中、メンタルヘルス不調により連続１か月以

上休業又は退職した労働者の状況としては、過去1年間

（平成26年11月１日から平成27年10月31日までの期

間）にメンタルヘルス不調により連続 1 か月以上休業し

た労働者（受け入れている派遣労働者を除く）の割合は 

0.4％、退職した労働者の割合は0.2％となっている。産

業別にみると、1か月以上休業した労働者は、

「情報通信業」が1.3％と最も高く、退職した労働者は、

「情報通信業」、「宿泊業，飲食サービス業」及び

「医療、福祉」が 0.4％と最も高くなっています。

　職場におけるメンタルヘルスへの取り組みは始まったばかりです。まだまだ職場だけの取り組みでは充
分な予防とはなりません。メンタルヘルスの問題を解決していくために、ストレスへの対処が大切になり
ます。まずは、自分のストレスについて学び、メンタルヘルスの不調を意識できる自分づくりが心の健康の
第一歩となります。

ストレスチェック制度？

メンタルヘルスとは？

職場のメンタルヘルスの現状

職場メンタルヘルスの取り組み
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
渡辺  実美男女共同参画社会

　昨年、男女共同参画ネットワークセミナー・基礎講座に参加

し、立教大学社会学部教授の萩原なつ子氏の講演「ひとりひ

とりの思いをまちづくりに～男女共同参画の視点で地域創生

を考える」を拝聴しました。「男女共同参画社会」とは、男性も女性もお互いの人権を尊重して、責任を分かち合い、個性と

能力を十分に発揮することができる社会であるとのことでした。また、家庭、職場、地域において、みんなで力を合わせ、

持続可能な社会を創っていくことが求められているとのことです。少子高齢化が進む地方が、持続可能なコミュニティと

して生き残るためには何が必要か、男女共同参画の視点を地域づくりにどう活かしていけばよいかについてのお話でし

た。講演では、「男は仕事、女は家庭という固定的な役割でなく、性別に関係なく個性、能力を発揮し、どこでも、どんな

場面でもすべての人に居場所と出番があります。」との言葉が印象に残っています。

　ところで、最近ではスーパーなどで買い物をしている男性や赤ちゃんを抱っこしたりおんぶしたりしている男性をよく見

かけるようになりました。世間でもイクメン・カジダンという言葉をよく耳にします。テレビ番組で「男子ごはん○○」や

「男の料理○○」、男性タレントによる料理番組が多くなりました。また、イクメンタレントなども増

えてきたように思います。料理だけでなく、家事が得意な男性タレント「カジ○○さん」のような方の

番組も多くなってきました。テレビドラマやＣＭの影響なのか、夫婦で料理をしたり、掃除を分担した

りということが当たり前になってきたように思います。男性の方も楽しんでいるように見えます。今で

は、家事・育児を女性に任せる考え方では通用しなくなってきました。家庭においてもお互いが協力

することで、女性の社会進出につながりなす。男女共同参画の推進により、誰もが自分らしく安心し

て暮らせる社会になっていくことがこれからのあり方だと思います。

６月は、男女共同参画推進月間です。
◎普及・啓発事業「男女共同参画推進月間記念講演会」
 「輝ける場所を探して」
　　■講　師：山口絵里子 氏（株式会社マザーハウス　代表取締役兼チーフデザイナー）

　　■日　時：６月１０日（土） １３：３０～１５：００　　　

　　■場　所：ぴゅあ富士（都留市中央３－９－３）

　　■申込・問合せ： ℡０５５４－４５－１６６６

◎平成29年度やまなし男と女とのフォーラム
　　■日　時：６月１８日（日） １３：３０～１６：００　

　　■場　所：山梨県立文学館 （甲府市貢川１－５－３５）

　　　１３：３０～　セレモニー・男女共同参画推進事業者等表彰

　　　１４：００～　基調講演「働き方改革は生き方改革」―工夫しよう山梨ならではの働き方―

　　　　　　　　　講師：安藤哲也氏（イクボス提唱者 ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン  ファウンダー代表理事）

　　　１５：００～　シンポジウム

　　■申込・問合せ： ℡０５５－２２３－１３５８

　＊手話通訳・無料託児あり（託児は、６月１２日までに事前予約が必要です。）

◎女性の権利１１０番　弁護士に聞く　あなたのお悩みほっとタイム
　山梨県弁護士会・山梨県男女共同参画推進センター共催事業

　男女共同参画推進月間記念事業

 

受講・相談申し込みは、希望するそれぞれの施設（ぴゅあ総合・ぴゅあ富士）にお申し込みください。

■日　時：６月１７日（土）

■場　所：ぴゅあ総合（甲府市朝気１－２－２）

　１３：００～１４：００　

　　　　  講演会「成年後見制度利用法」

　　　　  講　師　小笠原亘 氏（弁護士）

　１４：００～１６：３０　相談会（事前予約優先）

　　　　　　　　　　  山梨県弁護士会所属弁護士

■申込・問合せ　℡０５５-２３５-４１７１

■日　時：６月１８日（日）

■場　所：ぴゅあ富士（都留市中央３－９－３）

　１３：００～１４：００　

　　　　  講演会「高齢者の消費者トラブル」

　　　　  講　師　渡邊森矢 氏（弁護士）

　１４：００～１６：３０　相談会（事前予約優先）

　　　　　　　　　　  山梨県弁護士会所属弁護士

■申込・問合せ　℡０５５４-４５-１６６６

(ひと) (ひと)
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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

今年も富士山麓にアカモズが渡来しました

剣丸尾溶岩樹型内のテングコウモリのその後

ショート・ニュースショート・ニュースショート・ニュース
○NPO法人富士山自然保護センター、鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合、鳴沢村からなる「富士山北部生物多様性保全協議会」が発
　足し、平成２９年度から３年間の予定で環境省から「富士山北部生物多様性保全推進事業」を受託できる内示を頂きました。林業活動と絶
　滅危惧草原性チョウ類・植物の保全を両立させることで、富士山全体の生物多様性を保全するのが目的です。
○第５回「富士山自然保護大賞ジュニア」の入賞作品を、４月12日から７月12日まで環境省生物多様性センターのエントランスホールに展示
　させて頂いています。7月中旬～10月中旬には山梨県立世界遺産センターで展示させていただく予定です。
○アメリカLewis＆Clark大学の学生と先生が参加して行われる夏期プログラムが、７月１３日から約１０日間富士山北麓を中心にして実施さ
　れる予定です。

　２０１４年に富士山麓で再確認されたアカモズの生息地での観察も４年目を迎え
ました。今年は、富士山自然保護センターの顧問でもある慶応大学樋口広芳教授
（東京大学名誉教授）の指導を頂いて、慶応大学４年時に都内でオオタカの研究を
していた水村春香さんが、東京大学久保田耕平准教授の研究室に入ったことで、富
士山麓のアカモズの調査に参加して下さることになりました。４月８日には、富士山自
然保護センターの渡辺通人を含めた３人で調査地の下見と研究計画の検討が行われ
ました。その結果、４月中旬からはモズの繁殖生態と分布調査を行い、夏鳥であるア
カモズが渡来したら両方の繁殖生態と生息環境の違いを調査することになりました。
　４月下旬から５月の連休までの間はモズしか見られませんでしたが、５月９日に現
地に調査に行くと１羽のオスのアカモズを発見（写真）。何とこれまでの３年間の観察では見られなかったモズとの追いかけ合
いが見られたのです。これまでの３年間の観察では近縁種なのに全くといっていい程干渉がなかったので、なぜかと疑問に思っ
ていたのですが、渡来直後には一時的に両種の間にも干渉があることが判りました。５月２３日には慶応大学樋口広芳教授も
現地を視察して下さる予定です。おそらく、この記事が広報に載る６月上旬にはナワバリが安定した状態になると思いますが、こ
れまでとどのような変化があるか楽しみにして観察を続け、絶滅危惧種のアカモズがこれからも安心して住み続けられる環境と
はどんな環境なのかを探求し、そのような貴重な環境を保全していけるように研究を続けて行きたいと思います。
　

　４月号広報でお知らせした剣丸尾の溶岩樹型内で３月下旬まで越冬が確認さ
れていたテングコウモリを、その後もほぼ毎週１回観察を続けました。写真は３月
２８日から５月８日の様子を示した４枚の写真で、４月上旬までは頭の周辺の毛
が氷っていたのがわかりますが、４月下旬からは全身の毛の氷結はなくなってい
たのに、調査に行くたびに同じ場所にいました。５月８日には、生きているのか心
配になって背中に触ってみましたら、眠そうに「なにするんだよー」と言っている
ように口を開けて体をねじらせたので、寝ているだけだと判って安心しました。
　しかし、５月１５日に１週間間隔の定例調査に行きましたら、いつもいた場所に
いなくなっていました。おそらく、完全に冬眠から覚め、溶岩樹型の入口までの間
にも見られませんでしたので、春から秋を過ごすと考えられる森の中のねぐらに
移動したものと思います。今後、周辺の他の溶岩樹型内でテングコウモリが見つからないか、注意してみてみたいと思います。
　前号でもお知らせした１月に付けた後頭部の青色マークは５月８日には確認できませんでしたが、冬眠中も含めて時々起きて
は水を飲んでいたと考えられますので、そのような活動を繰り返す中で後頭部をクリーニングしていて消えてしまっていた可能性
もあると思います。これは、最初にこの個体をこの溶岩樹型で確認したNHK甲府のディレクターに確認して見るしかないかなと
も思っています。もし、１月１５日の最初に見つかった時に後頭部に青色マークが着いていたなら、胎内神社にいた個体がここの
溶岩樹型に移動し、５月８日まで冬眠（越冬）していたことになり、貴重なデータとなります。
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八丁目会 6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。

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

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

現在開催中～6月9日㈮

6月11日㈰～６月３０日㈮

初夏を迎えて

夏・Kirari☆３人展

＊ガラス・金工＊

＊ガラス・陶・羊毛＊

匠や　企画展

『お蚕さん』育てます！

日　程；6月11日㈰、6月18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
　　　  (送料着払い)
予　約；土あそび富士炉漫窯(前田) 
　　　  ℡080-5024-5735
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……………………………………………………………………………………………

………………………………………………

≪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

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

手づくりのタンス香はいかがですか。

湿気に負けない紙加工とは

富士山柄のネクタイをプレゼントにいかがですか？

新商品（木の中の陶ふくろう）

色んなストラップが作れます。体験に来て下さい。

白桃シフォンケーキ　お土産にどうぞ！

人気の和風パフェと三種のデザートをテラス席で！

山野草たっぷりの季節膳をどうぞ。

季節限定の山菜天ぷらが好評です。

きれいなガラスと陶器とフワフワバッグをどうぞ！

からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

6月18日㈰は
どなたでも入場料無料！

いやしの里スタッフ募集！

『盆景作り』 ～小さい盆景を２個作ります！～

昔の根場地区および農村生活の再現を目指した
取り組みとして「養蚕室（ようさんむろ）」にて

「お蚕さん」を育てます。
この機会にぜひご覧ください。

6月1日から20日頃まで一般公開します。

※次回は７月下旬から８月中旬公開予定

ご家族、お友達をお誘いの上
この機会にぜひお越し下さい。

＊事　務＊
＊販　売＊

＊受付業務＊
＊誘導員＊

詳細についてはお問合せください。

西湖いやしの里根場　総合案内所
0555-20-4677

お問合せ時間　9：00～16：00

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

また当日は西湖ロードレース開催に
伴う交通規制がありますので、

ご注意ください。

大好評！ 現在開催中
～2018年３月末
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In June, 2017, a season of music comes over soon in this town.In June, 2017, a season of music comes over soon in this town.In June, 2017, a season of music comes over soon in this town.

河口湖ステラシアター通信 6月号

富士山河口湖音楽祭2017開催決定！！富士山河口湖音楽祭2017開催決定！！富士山河口湖音楽祭2017開催決定！！ 開催期間/8月11日㈮～20日㈰

８月２０日㈰８月２０日㈰ 開場/PM1：30　　開演/PM2：30　会場/河口湖ステラシアター

８月13日㈰８月13日㈰ 開場/PM１：４５ 開演/PM４：00　会場/河口湖ステラシアター

富士山河口湖音楽祭2017

シエナ・ウインド・オーケストラ

＆シエナ・スピリッツ コンサート

マット・カティンガブ指揮

富士山河口湖音楽祭2017

宮川 彬良（作編曲・ピアノ・指揮・おはなし）

2017 夏 スペシャル・コンサート！！2017 夏 スペシャル・コンサート！！2017 夏 スペシャル・コンサート！！
Japanese Pops VS American Pops
アメリカのポップス界を代表する巨匠マットが、満を持してシエナ
公演で指揮＆サックス演奏！日本のブラス・ポップスと、“これぞ

アメリカ！”なハリウッド映画、ファンク、ジャズ等の名曲が激突！！
お楽しみに！　

★
★

《曲目》Earth Wind ＆ Fireの名曲 / 映画音楽メドレー
　　　　（ロッキーのテーマ、スタートレックのテーマ）
　　　  ルパン三世 / 高度な技術への指標 / ディスコ・キッド　他

《料金》指定席/町民:5,200円　一般:5,500円　ステラ会員:5,000円
　        自由席/町民:3,300円　一般:3,500円　ステラ会員:3,100円
　　　  自由席/高校生以下 町民:1,400円  一般:1,500円　ステラ会員：1,300円

※当日都合により、曲目の一部が変更になる場合があります。

※当日都合により、曲目の一部が変更になる場合があります。

※3歳以下のお子様の入場はご遠慮願います。なお、観覧可能な母子室はございませんので、予めご了承下さい。

※3歳以下のお子様の入場はご遠慮願います。なお、観覧可能な母子室はございませんので、予めご了承下さい。

一般発売６月24日㈯ AM10:00 より開始！

一般発売６月24日㈯ AM10:00 より開始！

　ナタリー・コール、ケ
ニー・ロギンス、TOTO、
など数多くのアーティス
トのアレンジを手掛け、
映画『グッドナイト＆グ
ッドラック』ではサント
ラでグラミー賞を獲得。
ポップスの世界を知り尽
くしたマットが、シエナ
の新しい世界を切り拓
きます！

マット・カティンガブ

シャトルバスの運行あり

シャトルバスの運行あり

～河口湖で、待望のコンビが結成！シエナの演奏会でもおなじみ、
　宮川彬良とスピリッツの初共演！ ㊙編曲方法も大公開いたします！～

《共演》富士山河口湖音楽祭2017特別合唱団
《曲目》キャラバンの到着（「ロシュフォールの恋人たち」より）/ 翼をください /
　　　　My Favorite Things / 交響組曲「宇宙戦艦ヤマト」より　他　

《料金》指定席/町民:4,700円　一般：5,000円　ステラ会員：4,500円
　　　  自由席/町民:2,800円　一般：3,000円　ステラ会員：2,700円
　　　  自由席/高校生以下　町民:950円　一般:1,000円　ステラ会員：900円

♪プレ演奏会あり♪　開場/PM1：45　　開演/PM2：30
富士山河口湖音楽祭2017中学生バンドが特別出演いたします！！

宮川彬良が吹奏楽の

編曲に物申す！

本物の“アレンジ”はこう作る！！

©Hikaru.★

広報24



STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS

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/

&
♪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♪

富士山河口湖音楽祭2017

国際青少年交流音楽祭

フレンドシップコンサート
国内トップチームによる

吹奏楽高校生

サロンコンサート
アンサンブル・ラズーヌ
弦楽器とフルートによる室内楽

６月１０日㈯から配布開始！

シャトルバスの
運行あり

《会場》河口湖ステラシアター（野外音楽堂）
《出演》やまなしジュニアオーケストラ（日本）
　　　　屏東キーボードオーケストラ（台湾） 
　　　　介壽中学校弦楽団(台湾)　他　
　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

《料金》入場無料　※入場時に整理券が必要になります。
　―入場整理券配布先―　

　河口湖ステラシアター(☎72-5588)
　河口湖ショッピングセンターBELL(☎73-4500)　他

スペシャルゲスト ペーター・シュミードル (クラリネット奏者)
ウィーン・フィル

富士山河口湖音楽祭2017 プレ企画

富士山河口湖音楽祭2017　プレ演奏会

海外で活躍するチームと、山梨を中心に活躍するチームが相互に
披露する機会を作り、富士山の麓に集い交流する音楽祭です。
各チームのエネルギッシュなパフォーマンスが大自然の中を駆け
巡り、心に響き渡るでしょう♪

７月９日㈰  開場/PM3:00 開演/PM３:30

８月１９日㈯  開場/PM１2:00 開演/PM１2:30

７月１６日㈰  開場/PM1:30　開演/PM2:00全国を代表する吹奏楽チームのエネルギッシュな
ステージが富士山麓で繰り広げられる！！

《会場》河口湖ステラシアター（野外音楽堂）
《出演校》埼玉県立伊奈学園総合高等学校吹奏楽部
　　　　　東京都立片倉高等学校吹奏楽部
《料金》全席自由

　　　　町民:1,400円
　　　　一般:1,500円

　　　　ステラ会員:1,300円
　　　　高校生以下 町民:  550円
　　　　　　　　　 一般:  600円

　　　　ステラ会員:  500円

昭和音楽大学連携プログラム

《会場》河口湖円形ホール　
《出演》Ensemble  Lazune
　　　　ヴァイオリン:松浦瑠奈  チェロ:安藤葉月
　　　　ハープ:山本文瑠　　    フルート:鈴木菜月

昭和音楽大学の大学院生が奏でる弦楽器とフルートによる室内楽
です。本格的なクラシック作品から耳なじみの曲までサロンスタイ
ルで、より身近にお楽しみ頂けます。

《曲目》エルガー / 愛の挨拶 他
《料金》全席自由
　　町民:1,400円/一般:1,500円
　　　　 （ステラ会員1,300円）
　　高校生以下 町民:550円
　　　　　　　 一般:600円
　　　　　（ステラ会員500円）

一般発売6月24日㈯ AM10:00より開始! チケット発売中!

河口湖南中学校吹奏楽部出演決定!　

町民特別先行予約承ります！町民特別先行予約承ります！ ―町民限定の特別先行予約を受付いたします。詳細は下記をご確認ください―

☆対象公演：8月13日㈰ PM4:00開演　  宮川彬良＆シエナ・スピリッツコンサート
　　　　　  8月19日㈯ PM12:30開演　吹奏楽高校生国内トップチーム　フレンドシップコンサート
　　　　　  8月20日㈰ PM2:30開演　  マット・カティンガブ指揮 シエナ・ウインド・オーケストラコンサート

◆受付日時：★第一次　６月１１日㈰～６月１７日㈯　　　　◆受付方法：全公演、電話予約のみ　☎７２－５５８８
　　　　　  ★第一次　６月１８日㈰～６月２２日㈭
　　　　　  ※火曜日を除く ＡＭ10：00～ＰＭ5：00まで
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お問い合わせ　■総務課　0555-83-5200（代表）　　■入試広報課　0555-83-5240

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

　　26,520人
(＋14)

 12,953人
(＋7)

 13,567人
　(＋7)

 10,188　
(＋19)

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/７月２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/６月２７日(火)（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/山中湖村役場
●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/６月１４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/河口湖商工会
●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)●

5月１日現在の
人口・世帯

6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。

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

℡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

●町民福祉館ふじやま　 午前10時～12時　  　 ●足和田出張所　　 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

富士吉田市役所　東庁舎1階

　健康科学大学では、下記の日程でオー
プンキャンパスを開催いたします。
　本学オープンキャンパスでは、大学概
要説明会、入試対策講座、キャンパス見
学ツアー、模擬授業、体験コーナー、各
種個別相談コーナー、学食ランチ体験、
サークル紹介等、みなさまの「知りたい」
「体験したい」に答えるプログラムを用
意し、教職員・学生一同心からお待ちし
ています。
　また、高校生だけでなく、地域の方々
も参加可能となっておりますので、下記
お問い合わせ先（入試広報課）まで、お
気軽にご連絡ください。

※各回の詳細については、本学HP にて追ってご案内いたします。

オープンキャンパスのご案内オープンキャンパスのご案内オープンキャンパスのご案内

オープンキャンパスの日程

第1回
第2回
第3回
第4回

7月15日（土）
8月  5日（土）
8月26日（土）
9月3 0日（土）

月　　日

　平成29年4月15日( 土) に、バーベキュー場 ハッピータイム（富士河口湖町勝山）
にて、健康科学大学 学友会( 学生主体のクラブ、サークル、学園祭等に関する活動の
管理運営を行う団体）主催の新入生歓迎会が開催されました。
　この日は、新入生は103名、学友会が6名、総勢109名が参加しました。
　今年はくもり空の下でしたが、快適な気候のなか行われました。
　この新入生歓迎会は、大学への歓迎の気持ちを込めて、学友会の先輩たちが企画
した会です。新入生の皆さんの、たくさんの笑顔を見ることができました。
　バーベキュー後のビンゴ大会では、新入生が喜ぶものをと学友会メンバーが一生

懸命考えた商品が次々に当たり、
大いに盛り上がりました。
　学友会のアイデアとがんばりの
おかげで、会の始まり、進行がとて
も円滑に進みました。楽しく美味し
く、交流も深められたよい会になり
ました。
　不安も多い新生活、大学になじ
んでいただくきっかけになったので
はと思います。和気あいあい、楽しい時間を過ごしました

平成29年度 新入生歓迎会

ホームページはこちらから！
facebook,LINE でも情報配信
しています
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6月14日㊌・28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　政策企画課 72－1129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）●

　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７月５日（水）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。

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？

Q3 広報誌は…

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（　　　　　　　　）

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

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

アンケート回答先

回答方法

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。

岡　慎之助　　真　樹・梨　恵　船津

渡邊　　澪　　　章　・祐　子　船津

渡邊日茉璃　　裕　介・美乃里　船津

梶原　行眞　　健　一・祐　子　小立

三浦　光莉　　正　司・　愛　　小立

市川　陽梨　　雄　一・遥　奈　小立

渡邉　天翔　　湧　哉・冴　香　大石

山崎　叶喜　　　優　・亜希子　河口

山田　桜生　　　勉　・万　貴　河口

渡瀨　　亮　　武　久・佳　織　河口

梶原　　粋　　正　人・　恵　　河口

渡邊　愛茉　　紘　平・亜　衣　河口

新田　朔菜　　浩　隆・　祐　　勝山

川村　仁虎　　忠　広・由里子　勝山

小笠原愛璃　　伸　吾・綾　子　大嵐

白壁三代子　86歳　白壁　俊一　船津

小林　　弘　70歳　小林　和弘　船津

塚原　文雄　91歳　塚原　初男　船津

　濱　　清　88歳　　濱　正彦　船津

奧津　　武　74歳　奧津　栄子　船津

渡邊冨美子　78歳　渡邊　和弘　船津

渡邉ゆき子　68歳　渡邉　関雄　船津

渡邉　澄雄　86歳　渡邉　晋太　船津

相澤うめ子　　  歳　相澤伊佐夫　小立

古屋　澄江　85歳　古屋　友常　小立

降矢　明男　67歳　降矢　裕太　河口

三浦ゑみ子　87歳　三浦　政昭　西湖南

平田　大地　 ＝　 中山紗央里　船津

堀江　宏司　 ＝　 北垣亜由美　船津

渡邉　実行　 ＝　 　　　　　　 船津

髙木　俊介　 ＝　 宮下　葉月　船津

渡邊　昌志　 ＝　 杉原　里奈　船津

橋本　良太　 ＝　 小濱　里沙　船津

堀内　太一　 ＝　 福島奈津紀　大石

堀内　　迅　 ＝　 鈴木　亜美　大石

お子さん　　　　　　父　　　　 母

おめでた（出生）

　　　　　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　広報統計係
　　　　　　　　e-mail:seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

ジャンナー，
　ティティパン

届出人

おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

おめでた・おくやみ
〈4/17～5/10〉
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「広報富士河口湖」は資源保護とリサイクル促進のため再生紙を使用しています。

☎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

28 広報

富士河口湖町とツェルマット（スイス）は、友好都市提携しています。

「本栖公家行列」表紙の説明

町広報誌に掲載する有料広告を募集します。

　　　　　6か月間
【第1期】（4月号から9月号）
【第2期】（10月号から3月号）

広告掲載位置

仕様

掲載料

掲載枠数

広報誌発行部数

申込締切

掲載基準

掲載期間

「こうほう富士河口湖」裏表紙最下段

フルカラー　縦50㎜×横90㎜

100 ,0 0 0円

毎号2枠（希望者数が超えた時は抽選により決定）

毎月8000部

7月31日（月）（今回は第2期についての募集となります。）

富士河口湖町広報誌広告掲載要綱の規定による

　広告掲載を希望する方は「富士河口湖町広報誌広告掲載申込書」に掲載しようとする広告案を添えて、政策企画課に
ご提出ください。詳しくは、政策企画課広報統計係（℡ 0555-72-1129）までお問い合わせください。
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　今年も５月１７日に「本栖公家行列」が行われました。３００年以上前から本
栖地区に伝わるこの祭り。大名や奴（やっこ）などの役に扮した住民の皆さん
が、神社を出発して国道沿いを練り歩きます。
　独特の動きや掛け声とともに進んでいく行列の姿は、見ごたえ十分。今回は、
「本栖湖みらいプロジェクト」や地区の皆さんの尽力により、国の補助を受けて
修理・新調された神輿や装束なども初めてお披露目されました。新しくなった
神輿や装束と共に、今後も１００年、２００年と続いていってほしいですね。

甲斐の勝山やぶさめ祭り（4月29日） エロイカ・ジャパン2017（5月14日）
シッコゴ公園で開催された勝山の春の風物
詩。人馬一体の見事な技で、大勢の観客を
魅了しました。

イタリア発祥のビンテージ自転車の祭典。
世界各国からの参加者が、自慢の自転車で
町を駆け抜けました。

まちかど写真館まちかど写真館まちかど写真館まちかど写真館




