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仏トライアスロン連盟と
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2020年、お待ちしています2020年、お待ちしています



２０２０年東京五輪・パラ五輪事前合宿
フランストライアスロン連盟との「基本協定書」締結

まちかど情報局
Street corner Intelligence Agency

　町が鳴沢村とともに進めてきた２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに
おけるフランストライアスロンの事前合宿誘致について、両町村とフランストライ
アスロン連盟との間で事前合宿をすることで合意に至りました。7月11日に山梨
県知事立会の下、フランス共和国の駐フランス大使公邸にて町長とフランストラ
イアスロン連盟副会長が協定書に署名を行いました。

三浦小枝子さん、中村幸子さん
100歳おめでとうございます！
　長浜にお住まいの三浦小枝子さん、船津にお
住まいの中村幸子さんが7月に100歳の誕生日
を迎えられ、町長、副町長が自宅を訪問し、お
祝いしました。
　お二人とも大変お元気で、にこやかにお話を
されていました。ご長寿おめでとうございます。

勝山保育所に園庭の遊具をご寄付いただきました。
　勝山地区の４２歳厄年グループの皆様より勝山保育所に園庭用の遊具のご
寄附をいただきました。
　厄年の皆様の大半は、勝山保育所に通った方が多く、現在もご自身のお子さ
んが勝山保育所に通われている方も多くいらっしゃるとのことです。大切にさ
せていたただきます。ご寄付ありがとうございました。

町建設安全協議会が道路清掃
　７月６日に富士河口湖町建設安全協議会の皆さまによる道路清掃活動が行
われました。富士ヶ嶺地区の国道、県道付近を中心に、協議会員の皆様が落
ちているゴミを拾い集めてくださいました。
　お忙しい中、町の環境美化にご協力を頂きまして、本当にありがとうござい
ました。

富士河口湖リトルシニア全国大会出場！
　６月３日から行われた『全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカ
ップ予選』において、富士河口湖リトルシニアが優勝を成し遂げ、山梨
県、長野県のシニア、ボーイズ併せて５１チームの代表チームとして、８
月１３日から開催される全国大会に出場する事になりました。
　予選の山梨県シニア代表決定戦の決勝戦では、甲府南シニアに
９-８、山梨県代表決定戦では、笛吹ボーイズに17-３、山梨県・長野県

代表決定戦では、上田南シニアに３-１で勝利しました。これはチームとして初めての快挙です。
　選手たちは大会に向け精一杯練習し、気持ちを引き締め全国大会に挑みます。皆様の応援、よろしくお願いいたします。
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まちかど情報局
Street corner Intelligence Agency

クニマス展示館で「丸木舟」展示開始

大石小学校、大石保育所で
　　　人権教室開催

　西湖地区の「ー奇跡の魚ー クニマス展示館」では、クニマス漁で実際に使わ
れていた「丸木舟」を６月１６日から展示しております。この丸木舟は秋田県仙
北市からこの度ご寄贈頂いたもので、クニマスのふるさと田沢湖での漁で使わ
れていました。全長はおよそ７mで、一本の杉から削り出されています。
　かつてクニマスが人々の生活の中に息づいていたことを示す貴重な資料、お
立ち寄りの際はぜひご覧下さい。

　町人権擁護委員の皆さんによる人権教室
が、7月14日に大石小学校の5・6年生、21日に
大石保育所の全園児に向けて開かれました。
　小学校では戦争で息子を亡くした母親の物
語が、保育所では「人権まもる君」というキャラ
クターのお話が朗読されるなど、年齢に合わせた内容で人権の大切さが伝えられ、子供たちは真剣な表情で聞き入ってい
ました。
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エントリーNo.700

 
みんなの応援
待ってるぴょん!

★「ふじぴょん」に、１日１票の投票をお願いします！！
●問い合わせ先　富士河口湖町役場　政策企画課 政策調整係　電話 ０５５５－７２－１１２９

ＱＲコードでも
簡単にアクセスできます！

ゆるキャラ グランプリの投票は、パソコンやスマホ等から
ＩＤ登録していただくと簡単にできます！ ＩＤ登録後は、１日１票投票する
ことができます！

®

８３１（やさい）の日まつりを開催します！８３１（やさい）の日まつりを開催します！８３１（やさい）の日まつりを開催します！
食育の一環として、地元の農産物や郷土料理・伝統食を知ってもらうため、やさいの日まつりを開催します。
日時：平成２9年８月３１日（木） 午前１０時００分～１２時３０分／会場：中央公民館

問い合わせ：健康増進課　７２－６０３７

◎育てる／プランターで野菜づくり（１０人限定）
◎食べる／地元農産物の直売、地元産物を使った料理等の試食
◎学　ぶ／野菜の上手な選び方、郷土伝統食の紹介、食品ロス・リサイクル等
◎楽しむ／スタンプラリー、プチトマトすくい体験
◎見　る／食・健康・環境展

８月３１日は野菜の日

皆さんのご参加お待ちしております！

エントリー中です！！エントリー中です！！
富士河口湖町キャラクター

がが
富士河口湖町キャラクター

にに

平成29年  8月1日㈫ 10時から／平成29年 11月10日㈮ 18時まで

まずは、ゆるキャラグランプリ２０１7 で検索

投票期間



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

　河口湖地区については例年実施のとおり、お盆のお供え
物を収集します。河川に流さず、次の収集場所へ８月１６日
（水）の午前中までに出してください。
（午後から回収します。なお、飛散防止の為ごみ袋等で出
すようお願いしします。)
◎各地区収集場所
　船津地区…河口湖ホテル東の消防用道路、たたみ岩
　　　　　　入口トイレ東
　浅川地区…浅川中央川下流の河川敷　　　　　
　小立地区…乳ヶ崎土地改良区ポンプ場横、妙法寺北の
　　　　　　八木崎公園入口、久保花木別荘北側道路
　大石地区…大石公園入口のステーション、中沢橋横、
　　　　　　後藤の木炭倉庫前
　河口地区…大桧横、善応寺入口、横町渡船場入口、広瀬
　　　　　　バス停付近
※収集場所では線香をたかないでください。

　町営住宅の入居者を募集します。（※町営住宅は住宅に
困っている一定の基準内所得の人たちに低廉な家賃で供
給するものです。そのため公営住宅法や町条例で定められ
た入居資格を満たしていなければ入居することができませ
ん。）
１　募集住宅・戸数
○町営住宅小立団地　１０戸
（鉄筋コンクリート造、３ＤＫ（５３.０㎡）、駐車場２台）

２　入居資格
（１）町内に住所又は勤務場所を有する方で、住宅に困窮
　　していることが明らかな方。（原則として、持ち家のあ
　　る方、公営住宅など公的な住宅にお住まいの方及び
　　過去に公営住宅を不正に使用したことのある方は申し
　　込むことができません）
（２）現に同居し又は、同居しようとする親族
　　（婚約者を含む）があること。
（３）同居しようとする家族を含めて、町税等の滞納がな
　　い方。
（４）その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親
　　族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
　　律に規定する暴力団員でないこと。
（５）その他　法令等に定められている方。

３　申込方法及び必要書類
　申込書に必要事項を記入及び必要な書類をそろえ、申
込受付期間内に都市整備課に申し込みをしてください。
（※申込書は、町役場３Ｆ都市整備課にあります。）

４　入居申込受付期間及び場所
　平成２９年８月７日（月）～８月３１日（木）
　午前８時３０分から午後５時１５分まで（土・日曜・祭日
及び昼休みの１２時から１時の間は除く）の間に、町役場
都市整備課へ直接提出（※郵送不可）

　ねたきり高齢者及び認知症高齢者を介護している家族
の身体的、精神的な労苦に報いるとともに、要介護者の在
宅生活の継続を図るための慰労金です。
介護慰労金は、１ヶ月当り１万円（月ごとに該当、非該当の
審査をします。申請は半年ごとです。）で年額（最高で）
１２万円になります。

申請対象者
・介護者、被介護者ともに富士河口湖町内に住所がある方
・６５歳以上の被介護者と同居し、常時介護している方
・要介護度４・５のねたきり高齢者又は重度の認知症高齢
　者を常時介護している方
※住所、介護開始、介護認定を受けた日が、平成２９年
　７月１日の過去６ヶ月以上前（平成２９年１月１日以前）
　の方が対象です。
※介護において１ヶ月に５日以内のショートステイ・入院に
　ついては、常時介護していると判断し、該当月となりま
　すが、超えた月については非該当月となります。

申請方法
　受給資格認定申請書（新規の方）又は現況届（既に認定
を受けた方）、介護保険被保険者証の写しを福祉推進課
に提出してください。
　申請書（現況届）には平成２９年１月～６月の状況を記
載し、平成２９年８月３１日（木）までに提出してください。
支給予定は、平成２９年９月です。
※期間をさかのぼっての申請は出来ませんのでご注意くだ
さい。

　口腔機能低下や肺炎等疾病の予防のため、下記の方を
対象に歯科健診を実施します。
■対象
　町内の後期高齢者医療の被保険者で、平成２９年３月３
１日時点の年齢が７５歳（昭和１６年４月１日～昭和１７年
３月３１日生）の方と、８０歳（昭和１１年４月１日～昭和１
２年３月３１日生）の方
※対象の方には、８月下旬に受診券をお送りします。

河口湖地区の
お盆のお供えもの収集について

●問合先　環境課　℡72-3169

ねたきり高齢者・
認知症高齢者介護慰労金

●問合先　福祉推進課　℡72-6028

平成２９年度 後期高齢者医療
歯科口腔健診のお知らせ

●問合先　住民課　℡72-1114

町営住宅入居者募集
●問合先　都市整備課 ℡72-1179
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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

9月号広報
9月7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

■期間
　平成２９年９月１日（金）～１１月３０日（木）（実施機関
休診日時を除く）

■実施機関
　町内および鳴沢村内のすべての歯科医療機関
　（歯科医院）

■料金　無料　

■注意事項
・歯科医院に必ず事前に電話予約して、有効期間内に受
　診してください。
・受診当日は、「受診券」、「後期高齢者医療被保険者
　証」をお持ちください。
対象の方でお手元に受診券が見当たらない方は、住民課
までお問い合わせください。

　視覚・聴覚及び指先からの刺激で脳を活性化させます。
「回想法」「体操」「音読」なども組み合わせ、脳をイキイ
キ・ワクワク若返らせる楽しい講座です。

■期日　９/２５、１０/２・１６・２３・３０、
　　　　１１/６・１３・２０・２７、１２/４・１１・１８、　
　　　　全１２回　毎週月曜日
■時間　１４：００～１５：３０
■場所　上九一色出張所
■定員　２０名
■講師　システムインナカゴミ　丸山智子
　　　　作業療法士　阿南美紀

■期日　１０/３・１０・１７・２４・３１、
　　　　１１/７・１４・２１・２８、１２/５・１２・１９、
　　　　全１２回　毎週火曜日
■時間　１４：００～１５：３０
■場所　役場 1階 研修室
■定員　２０名
■講師　システムインナカゴミ　丸山智子

　水道課では二ヶ月（偶数月）に一度水道メーターの検針
を行い水道料金のご請求を行っています。皆様の所有する
敷地内に設置してあります水道メーターは使用された水量

を計るだけでなく、漏水の早期発見にも役立っています。
水道メーターの検針の際に、メーターボックス付近に妨げ
になる障害物がありますと、検針作業が困難になってしま
います。また検針員の怪我につながってしまう事も考えら
れますので、次のことにご協力ください。
・メーターボックス上に車を駐車したり、物を置かないで

　ください。

・メーターボックス付近の木や草を伸ばし放しにしないで、

　常に清潔にしておいてください。

・飼い犬をメーターボックスから離してつないでください。

　放し飼いは大変危険ですのでしないでください。

　　安全で正しい検針ができる環境作りにご協力くださ
　いますようお願いいたします。

■講師　都留文科大学特任教授　北垣　憲仁　様
　　　　著書『川ネズミの谷』フレーベル館、
　　　　　  『小学館動物図鑑NEO』(分担執筆)
■日時　平成２９年９月１２日（火）
　　　　　１０時００分～１１時３０分
■場所　富士河口湖中央公民館　２階　第二研修室
■内容
　　「富士山周辺に生息する代表的な哺乳類の生態や行
　動を解説します」
　　直接、専門家からお話を伺う機会ですので、興味のあ
　る方、ご一緒に聴講してみませんか。
■参加費用　無料
　　　　　  （申し込み不要・どなたでも参加できます）

 富士河口湖ガイドの会では、会員のスキルアップを兼ね、
富士山周辺の歴史、文化、自然、動植物などをテーマに月
一回の研修会を開催しています。
　会では、一緒に学んで、その知識を役立てる会員を募集
しております。（一社）富士河口湖町観光連盟℡0555－
28－5177へご連絡ください。

65歳からの健康づくり講座
　　　 iPad(アイパッド)で脳トレ

●問合・申込先　健康増進課　℡72-6037

『富士河口湖ガイドの会』より
　　　　　公開研修会のお知らせ

●問合・申込先　町観光連盟　℡28-5177

水道課よりお願い
●問合先　水道課　℡72-1620

いくつになっても 元気でいきいき 
　　　　　　　楽しみながらチャレンジ！！

①いきいき教室

【富士山の哺乳類】

『会員募集』について

②わくわく脳若トレーニング
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～親子で楽しい秋の行楽へ出かけませんか？～

事業主の皆さん
「出張がん相談」を実施します。

パート等労働者のみなさん

無期転換ルールとは？

対象となる方は？

夏休みの宿題は書道で決まり！

キッズお仕事体験講座～ネイリスト体験

子育て中でもキャリアアップ

県などからのお知らせ

■日時　平成２９年１０月４日（水）
　　　　　午後１時３０分～午後４時
■場所　富士吉田市民会館３階　会議室１・２
　　　　山梨県富士吉田市緑ヶ丘２－５－２３
■対象　がん患者・がん患者の家族や関係者
※保健師・ピアサポーター（がんを経験した仲間）ががん
　の悩みや心配ごと等の相談をお受けします。
　当日参加も可能ですが事前の予約が確実です。
　お気軽にお電話下さい。

　ボランティアガイドとして，世界遺産「富士山」の紹介を
してみませんか。
※山梨県富士山世界遺産ガイド会会則の遵守と研修の修
　了が必要になります。
◇応募期間   平成29年7月24日（月）～9月22日（金）必着

■日時　平成２９年１０月２９日（日）雨天決行
　富士吉田市職員駐車場　
　　７：４５集合　８：００出発…１７：４０帰着予定
　富士河口湖町職員駐車場　
　　７：５０集合　８：０５出発・…１７：３５帰着予定
■場所　サンシャイン水族館見学　その後自由散策（展
　　　　望台・専門店街アルパ　ほか）※昼食は各自でお
　　　　取りください。主催者での負担はありません。
■申込方法　『往復はがき』に、住所、参加者人数、参加
　者全員の氏名（ふりがな）、ツアー実施時点の年齢、学校
　名、学年、参加代表者の携帯番号を明記の上、１枚のハ
　ガキに１世帯でお申し込みください。
■申込期間　
　平成２９年７月２４日（月）～８月２８日（月）消印有効
　（応募者多数の場合は抽選を行います。）※参加決定　
　及び抽選漏れについては、返信ハガキでお知らせします。
　※決定後の増員、権利の譲渡等は出来ません。キャンセ
　ルがあった場合は再抽選します。
■参加対象　広域圏内在住の小学生児童・園児（実施日
　現在３才以上～小学校６年生までのお子様）とその同伴
　の父・母、祖父・祖母（大人２名まで）のみ参加可。安全
　面等への配慮からシートベルト着用の困難な２歳以下
　のお子様の参加はご遠慮いただいています。
■参加費　大人１０００円　子供５００円
　　　　　（参加費はバス乗車時に徴収します）
◎１０月１０日(火)以降のキャンセルについては、キャンセ
　ル料を徴収させていただきます。

　パート労働者等有期雇用労働者を雇用する事業主の皆
さんは、無期転換の申し込みに対する準備はお済ですか？
　来年４月以降転換申込みが予想されますが、有期雇用か
ら無期転換された後の処遇などを予め就業規則に記載し
ておく等準備が大事です。是非お手元の就業規則等を確認
してみてください。また、転換に係る助成金制度もあります
ので利用を検討してみましょう。

　単年度契約を更新し５年を経過しているパート労働者等
の皆さんは次回更新以降無期転換を申し出るか否か検討
の準備をしましょう。
　そのためには、お勤めの会社の無期転換後の処遇など
を就業規則などで確認することが大事です。職場の就業規
則等を確認してみてください。
くわしくは、無期転換ポータルサイトへアクセス！
　http://muki.mhlw.go.jp/
または、山梨労働局雇用環境・均等室（ＴＥＬ０５５－２２
５－２８５１）へお問い合わせください！

　有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたとき
は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約
（無期労働契約）に転換できるルールです。通算５年のカ
ウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約か
ら開始します。

　雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めが
ある有期労働契約が５年を超えるすべての方が対象です。
契約社員やパート、アルバイトなどの名称は問いません。

■日時　8月6日(日)13：00～15：00
■受講料　無料 
■持ち物　書道道具一式・課題の見本・新聞紙 
■対象　小学３～６年生

１日目学習会　２日目ワンデーイベント
■日時　8/9(水)、10(木) 
　　　　10：00～12：00、9：00～14：00
■受講料　材料費　500円
■持ち物　エプロン・マスク・筆記用具・飲み物 
　　　　　※２日目は昼食
■対象　小学３年生～中学生　男女問わず

■日時　8月30日(水) 10：00～12：00
■受講料　無料
■持ち物　筆記用具
■対象　子育て中の方10名　　無料託児あり

●問合先　山梨県がん患者サポートセンター　

℡055-227-8740（要予約）

山梨県がん患者
　　サポートセンターからのお知らせ

「無期転換ルール」
 ～平成30年4月から無期労働契約への
　　　　　転換申込みが本格化します

●問合先　富士五湖広域行政事務組合　℡23-5270

富士五湖広域住民交流
　　　　　ふれあい親子バスツアー

●問合先　富士山世界遺産センター　℡72-2314

「山梨県富士山世界遺産ガイド」募集！

●問合・申込先　ぴゅあ富士　℡0554-45-1666

ぴゅあ富士から講座のお知らせ
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◎植木管理講習会

県などからのお知らせ

　植木剪定技術や器具の取扱いの基本を学びます。
■日程　９月２６，２７，２８，２９日　
　　　　ＡＭ９時３０分～ＰＭ４時
■会場　富士吉田市「富士北麓浄化センター」　
■定員　２０名（書類選考により決定します）
■受講料　無料
■締切日　平成２９年８月２５日
■要件　シルバー就業を希望する60歳以上の方
　　　　（事前にシルバーセンターに登録が必要となります）

　お子様の見え方について不安を感じている方、成人され
てから目に障がいを持ち悩んでいる方、視覚に課題がある
子どもさんを指導されている先生など、見え方や目のこと
でお悩みの方は、お気軽に御相談ください。

■日時　平成２９年 ８月２６日（土）、　８月２７日（日）
　　　　※午前10時から午後3時まで
　　　　 （１件につき約１時間の相談）
■場所　山梨県立盲学校（甲府市下飯田2-10-2）
■内容　盲学校教員による、見え方や見えにくさのサポー
　　　　ト等についての相談
■対象　
・視覚に障害のある児童生徒、成人および保護者
・教育・福祉関係及び視覚障がい教育に関心のある方々
■参加料　無料
■申し込み受付　午前９時から午後５時まで（月～金）
※締め切りは各相談会開催週の木曜日午後５時
■その他　年間通して相談を受け付けています。（平日）
詳細につきましてはお問い合わせください。

　受講案内の掲載、受講申込書のダウンロード、講座風景
など随時更新致します。
ホームページアドレス
　http://fyoshidakunrenko.jp

●問合先　℡055-228-8383

山梨県
　シルバー人材センター連合会から

●問合先　山梨県立盲学校　℡055-226-3361

夏のEye愛ひとみ相談会のご案内
職業訓練法人 富士吉田職業訓練協会
　　　　ホームページ開設

～ホームページがオープン致しました～

information ーインフォメーションー

　富士ふれあいの村の利用者、地域の障害児（者）及び住
民が、まつりを通じ様 な々交流をする中で、相互理解を一層
深めることを目的に開催します。
■開催日時　９月９日（土）午前１０時～午後２時４０分
■場所　富士ふれあいの村運動場
　　　　（雨天の場合は、ふじざくら支援学校体育館他）　
　　　南都留郡富士河口湖町船津６６６３－１
■主催　 山梨県、富士ふれあいの村まつり運営委員会
■参加予定者　 約２，０００人
■まつりの内容
　　支援学校、福祉施設（作業所）、福祉関係団体及び　
　地域住民等による演技・演奏等の発表、作品の展示・即
　売、ゲストによる演技・演奏、模擬店、フリーマーケット、
　体験工房、お楽しみ抽選会

　一竹美術館は今年で開館２３年を迎えます。町民の皆様
へ日頃の感謝を込めまして下記、特別料金を設定致しまし
た。是非、ご来館下さい。　　　
■料金　一般、大学生、高校生５００円
　　　　中学生、小学生２００円
■期間　通年
＊運転免許証、保険証など住所がわかる物をご提示ください。

　司法書士による「あきらめないで　全国一斉　養育費相
談会　～子どものかけがえのない今と、未来のために～」開催
のお知らせ
　山梨県青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会
では、養育費に関する電話相談会を開催します。
■日時　平成２９年９月２日（土）　
　　　　午前10時から午後4時まで
■電話番号　０１２０―５６７―３０１（フリーダイヤル）
相談料は無料です。秘密は厳守します。

　富士山と富士五湖を楽しむポータルサイト『富士山モ～
ル』ではフォトコンテストを開催しております。富士北麓地
域（富士吉田市・富士河口湖町・西桂町・鳴沢村・忍野村・
山中湖村）で撮った富士山の写真を募集しております。　
　また、賞品も多数ご用意しておりますので皆様のご応募
お待ちしております。
■応募期間　平成２９年７月１日（土）～９月３０日(金)
■応募方法　富士山モ～ル フォトコンテストサイト応募フォ
　　　　　　ームで応募　コンテストサイトへはこちらから
　　　　　　http://223mall.com/contest.html
■応募資格　プロ・アマ不問　
　　　　　　どなたでも応募いただけます。

富士ふれあいセンターからのお知らせ
●問合・申込先　富士ふれあいの村まつり運営委員会

℡７２-５５３３

第２２回　富士ふれあいの村まつり

久保田一竹美術館
　　　　　　町民特別料金のご案内

●問合先　久保田一竹美術館　℡76-8811

司法書士全国一斉養育費相談会
　　　　　　　　　　開催のお知らせ
●問合先　山梨県青年司法書士協議会　℡０５５-２５３-６９００

富士山モ～ルフォトコンテスト開催中！
●問合先　富士山モ～ル運営協議会　℡22-1111

あなたのイチオシ富士山を教えてください！
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information

　都留信用組合では、中小企業庁の「平成２９年度地域創
業促進支援事業」として、地域での創業・起業を目指す方々
を対象に『創業セミナー』『創業スクール』を以下のとおり開
催します。ご興味のある方ご参加ください。

■開催日時　１０月１４日（土）１３：３０～１６：３０
■開催場所　都留信用組合本店
■定員　４０名
■対象　創業・起業に興味のある方、創業・起業について
　　　　学びたい方（無料）

■開催日時　１０月２１日（土）～１１月１８日（土）
　　　　　　（全５回）１０：００～１７：００
■開催場所　都留信用組合本店
■定員　３０名
■対象　地域において新たに創業を予定している方
■受講料　１０,８００円・税込

　地域のみなさまの下水道事業に対するご協力に感謝する
とともに、下水道への理解と関心を一層深めていただくた
め、９月の「下水道の日」の行事の一環として、毎年下水道
まつりを行っています。今年は釜無川浄化センターを会場と
して「第３２回下水道まつり」を行います。
　どなたでも楽しみながら下水道のことが学べるように、た
くさんの催し物を用意しましたので、ご近所お誘いあわせの
うえ、ぜひご来場ください。
■日時　９月９日（土）午前１０時～午後２時（雨天決行）
■場所　釜無川浄化センター
　　　 （南巨摩郡富士川町長沢１７９０番地（駐車場あり））
■問い合わせ先　℡０５５６-２２-８５１１
■催し物 　
　○下水道施設見学会、下水道探検ツアー
　○ミニ下水道展（下水道リサイクル製品等の展示）水質　
　　実験コーナー
　○甲斐　和太鼓衆　信玄太鼓保存会（甲斐市）の演奏
　○甲州YOSAKOI凛舞増穂（富士川町）による演舞
　○ファファ、マイエコバッグ作りなどのイベント
　○模擬店コーナーでの無料配布、販売
　○おたのしみ抽選会、来場記念品プレゼントなど（予定）
※雨天時には、一部の催し物が中止となる場合があります。

■日時　９月３日（日）１３：３０～１６：００ (開場13：00)
■場所　勝山ふれあいセンター　さくやホール
　　長崎県の社会福祉法人南高愛隣会に所属する、知的
　障害のある方達の和太鼓演奏グループ「瑞宝太鼓」の演
　奏会を開催します。国際舞台でも活躍し、プロの和太鼓
　集団として活躍している彼らの演奏は『希望し努力し感
　謝して生きる姿』を発信し、見る者に力強いメッセージを
　与えてくれます。今回は富士の麓で音楽活動をしている
　「楽鼓」、「Kie&Vividboys」、渡辺智広さん等と共演し

ます。障がいを持ちながらも音楽を通して自らを表現してい
る方々の舞台を一緒に楽しみませんか。

■内容　
　今年の企画展は「あなたのまちの生物多様性」をテーマ
に、山梨県の市町村でシンボルとなっている動植物やその
調査方法を紹介します。また、発信器やドローンを用いた鳥
の調査をテーマに講演会も開催します。
　そのほか、オリジナルエコバッグやペットボトルを用いたラ
ンタンなどのクラフト体験、野外での「松ぼっくり釣りゲー
ム」、普段は一般公開されていない「標本収蔵庫ツアー」な
ど親子で楽しめるイベントが満載です。
■日時　８月２０日（日）　９:００～１７:００
■場所　環境省生物多様性センター
　　　　(富士スバルライン沿い、料金所手前)
■対象　どなたでも
■申込・参加費　無料

○富士五湖周辺はカモ類などの水鳥をはじめ、多くの野鳥
　がみられる場所として知られています。企画展示では、富
　士五湖周辺でみられる鳥たちの見分け方や生態につい
　て、標本やパネルで紹介します。
○富士五湖で見られる鳥の観察マップを配布します。

○絵本の中には様々な生きものたちが登場しますが、企画
　展示では、絵本に出てくる生きものについて、標本とパネ
　ルで紹介します。絵本に出てくる生きものの大きさを実際
　に体感したり、生きものの目線で絵本に描かれた世界を
　のぞいてみる体験型の展示もあります。
■会場　環境省生物多様性センター
■日時　７月２２日（土）～平成３０年３月３０日（金）
■開館時間　９時～１７時
　　　　　　（入館無料、11月26日（日）まで土日祝日も開館）

■日時　８月１９日(土)　午後１時３０分～午後４時
■場所　ジット甲府プラザ（甲府市高畑２－１９－２）
　　　　※駐車場あり
■定員　３００名程度
■その他　参加費無料・事前予約不要

創業スクール参加者募集
●問合先　℡090-4133-6589（勝俣）

創業セミナー

創業スクール

下水道まつりのお知らせ

瑞宝太鼓 in 河口湖
～天空の音色～富士に響け私たちの鼓動～

環境省生物多様性センターから
●問合先　℡72-6033

監視型社会を考えるシンポジウム
●問合先　山梨県弁護士会　℡055-235-7202

生物多様性まつり2017

企画展示のお知らせ
■内容
（１）富士五湖に鳥を見に行こう！

（２）絵本の中の生きものたち

8 広報 2017年 8月号
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南青山

　　クラリネット♪伊藤圭(N響首席)

　　　ファゴット♪宇賀神広宣(N響首席)

　　　　ホルン♪福川伸陽(N響首席)

　　　　　　　　ピアノ♪宇根美沙恵(東京藝術大学管打楽科伴奏助手)

オーボエ♪茂木大輔
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福祉に関する各種制度からのお知らせ
　福祉には各種制度があります。受給資格があるにもかかわらず、制度を知らないために
手当等の受給をされていない方はいませんか。

いずれの手当等も、受給資格者は定められた期間中に届を提出していただく必要があります。
提出されないと、手当等は支給されませんのでご注意ください。

　　提出期間　①～③　所得状況届　8月1０日（木）～9月11日（月）
　　　　　　　　　　　　提出・問合せ先：福祉推進課　７２－６０２８

　　　　　　　④、⑤　現況届　8月 1日（火）～18日（金）
　　　　　　　　　　　　提出・問合せ先：子育て支援課　７２－１１７４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊土・日・祝除く　午前８時３０分～午後５時１５分

更新手続きのお知らせ

やまなし子育て応援カード…対象のお店で提示すると、特典を受けられるカード（妊婦または18歳未満の
子どもがいる家庭が対象）

子育て応援

　町役場子育て支援課で交付しています。簡単な手続きでその場でカードをお渡しできます。（母子手帳または保険
証など交付の対象と確認できるものをお持ちください。）
　※旧カード（平成26年9月以前）をお持ちの方は、新しいカードへ切り替えて
　　ください。

カードはお持ちですか

1級51,450円
2級34,270円

14,580円

26,810円

医療費の一部助成

児童１人の場合
42,290～9,980円
（所得額による）

助成額（月額）対　　　　　　　象制　　　度

① 特別児童扶養手当

② 障害児福祉手当

③ 特別障害者手当

④ 児童扶養手当

⑤ ひとり親家庭医療費助成

身体、知的及び精神に中程度以上で永続する障害があり、常時監
護を必要とする20歳未満の児童を養育している父母等
※施設に入所している場合は対象外

父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童
（満１８歳の誕生日の属する年度末まで、中度以上の障害を有する
場合は20歳未満の児童）を養育している母親等（父親等）

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別
の介護を必要とする在宅の20歳以上の方
・おおむね身体障害者手帳1級程度の異なる障害が2つ以上ある
　場合、最重度程度の知的障害や同程度以上の精神障害など
※施設に入所、または3ヶ月以上入院している場合は対象外

重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介護を必要
とする在宅の20歳未満の児童
・おおむね身体障害者手帳が1級程度（両手指欠損など一部の2級）、
　療育手帳がA-2ａ程度の知的障害、または同程度以上の精神障害
　など
※施設に入所している場合は対象外

ひとり親家庭の親と児童（満18歳の誕生日の属する年度末まで）

詳しくはパソコンで
「やまなし 子育て」で

検索
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高額介護サービス費の基準
（月々の負担の上限額）が
変わります

　介護保険のサービスを利用した場合、利用者は1割または2割を負担しますが、利用者負担には月々の負担の
上限額が設定されています。1か月に支払った利用者負担の合計が負担の上限を超えたときは、超えた分が払い
戻される制度です。
　平成29年8月から世帯のどなたかが町県民税を課税されている方の負担の上限が、37,200円（月額）から
44,400円（月額）に引上げられます。
　ただし、介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65歳以上の方（介護サービスを利
用していない方を含む）の利用者負担割合が1割の世帯は、年間446,400円（37,200円×12ヶ月）の上限が
設けられ、年間を通しての負担額が増えないようにされています。（3年間の時限措置）

高額介護サービス費とは

平成２９年８
月から

現役並み所得者に相当する
方がいる世帯の方

利用者負担の所得区分 平成29年8月からの負担の
上限（月額）

平成29年7月までの負担の
上限（月額）

44,400円（世帯） 44,400円（世帯）

世帯のどなたかが町県民税
を課税されている方 37,200円（世帯） 44,400円（世帯）

世帯の全員が町県民税を
課税されていない方 24,600円（世帯）

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

24,600円（世帯）

生活保護を受給している方
等 15,000円（個人） 15,000円（個人）

前年の合計所得金額と
公的年金の収入額の合
計が年間80万円以下
の方等

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額
　を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

　介護保険施設やショートステイを利用される方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低
所得の方については食費・部屋代の負担軽減を行っています。
　対象となるのは町県民税が非課税世帯で預貯金が一定額以下（配偶者がいる方は合計2,000万円、配偶者が
いない方は1,000万円）の方です。しかし世帯で課税されている場合でも一定の条件をすべて満たす場合は、負
担軽減を受けることができます。

負担限度額認定証について

※

※

詳しくは健康増進課介護保険係まで ＴＥＬ７２-６０３７（直通）
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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２８年度から町独自の子育て支援事業として段階的に給食費無料化を行い、平成２９年度から給食費完全無料化となり、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（７階層以下）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、３歳未満児の
子どもに対して、第２子以降無料の事業が開始されています。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
額で階層が決定します。
　９月からの利用者負担額については、９月中にお知らせします。



平成30年度
Fujiこどもの家バンビーノの森

入園説明会のお知らせ

　平成３０年度入園説明会を次の日程で行います。
来年度入園を検討されている方は、ぜひご参加ください。

【募集対象児】
　平成３０年度新入園児対象

　平成２６年４月から平成２７年３月生まれ　１１名

　平成２４年４月から平成２５年３月生まれ　若干名

【第一回】平成29年８月２４日（木曜日）10:00～
【第二回】平成29年８月２７日（日曜日）10:00～
【場　所】Ｆｕｊｉこどもの家バンビーノの森・教室

【内　容】活動場所の見学・説明
教育方針（森のようちえんとモンテッソーリ教育）・

教育目標・子どもたちの様子・年間予定・１日の流れ・

給食・延長保育について・入園までの手続き　その他

※会場準備のため、できるだけ電話かメールでご予約をお願いします。　　　　
☆９月２２日（金）～２９日(金)を見学週間（要申込）とします。

保育機能施設型認定こども園　
　Ｆｕｊｉ こどもの家バンビーノの森

山梨県南都留郡富士河口湖町勝山3407-1

TEL 0555-72-9995  FAX 0555-72-9996
E-mail infobambino-mori.co.jp
H P http://www.bambino-mori.co.jp

厚生労働省認定事業

ぐんない若者サポートステーション
ぐんない若者サポートステーションでは“秋の”チャレンジプログラムを実施いたします。
働くために生活リズムを整えたい、自分に自信が持てない、働きたいけどブランクがあってちょっと不安、
このような思いを抱えている方、是非この機会に“秋の”チャレンジプログラムに参加してみてはいかがでしょうか。
“秋の”チャレンジプログラムは、職業人意識やコミュニケーション力、自律心を養うとともに、パソコン等のビジネ
ススキルを身につけ、将来の就職に向けて具体的な行動を養うプログラムです。

就労・就学中ではなく、プログラム開始日において15～39歳の方。（サポステ利用登録が必要です）
　　○未成年の方は保護者の同意を得られた方。
　　○過去に若者自立塾、合宿型若者自立プログラムを受講されていない方。

11,000円 （4泊5日研修時の宿泊費および食事代、テキスト代含む）
　　　　　　　　　　　　　　　※そのほか、宿泊研修先や職場体験先までの交通費は自己負担

平成29年8月31日(木)～9月27日(水) 全20日間　訓練時間9:30～15:30(昼休み60分)　※合宿時以外
【募集期間】平成29年6月9日(金)～8月24日(金)　※ただし合宿開始前の9月11日まで入校可能

ぐんない若者サポートステーション（富士吉田市上吉田2-4-19　富久澄ビル2F）

10名　※定員に達した場合は先着順となります。

対　　象

日　　程

実施場所

定　　員

受 講 料

TEL　　0555-23-0080　　FAX　0555-23-0105
Email　gss@ycca.jp        　Web　http//ycca.jp/gss　　まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先

　総務省統計局（山梨県・富士河口湖町）では，日本の就

業・不就業の実態を明らかにすることを目的として１０月１

日現在で就業構造基本調査を実施します。

　この調査は，国が実施する統計調査のうち，統計法によ

り特に重要なものとされる「基幹統計調査」です。

調査結果は，雇用政策，経済政策などの企画・立案のため

の基礎資料として活用されます。

　８月下旬より調査員が対象となる調査区内の居住者の

方に「準備調査用リーフレット（調査のお知らせ）」を配布

し、その地域で調査することを周知させていただきます。調査の趣旨をご理解いただきますようお願い申し上げます。

13広報2017年 8月号
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(1) 想定災害　東海地震
(2) 震源　　　駿河湾南方沖（北緯３４．９度、東経１３８．１度）
(3) 地震規模　マグニチュード８．０
(4) 震度　　　震度６強

町内全域で家屋の倒壊、同時多発火災、崖崩れ、地滑り、道路の寸断、通信、水道、電気等の
ライフラインの途絶等が発生し、被害は拡大しつつある。
崖崩れ、地滑り等により幹線道路が寸断し、地区は孤立状態にある。

訓練想定

　８時３０分の訓練開始と同時に緊急地震速報とサイレン（10秒間）を放送します。この１０秒間で「その時自分
がいる場所で一番安全な場所」を見つけ、低い姿勢で移動し、①～③の行動を1分間とってください。

　　　①姿勢を低くする。　② 頭を守る。　③ 揺れが収まるまでその場で身を守る。

○ 住民初動体制訓練
○ 炊き出し訓練
○ マンホールトイレ設置訓練
○ 給水訓練
○ 消火訓練（消火器、消火栓、可搬ポンプ）
○ 応急救護訓練
○ 土のう積み訓練　など

船津地区：船津小学校

小立地区：小立小学校

大石地区：大石小学校

河口地区：河口小学校

勝山地区：勝山小学校

大嵐地区：大嵐運動場

長浜地区：足和田出張所

西湖地区：湖畔キャンプ場前

西湖南地区：西湖公民館

根場地区：根場公民館

本栖地区：本栖県営駐車場

精進地区：旧精進小学校

富士ヶ嶺地区：上九一色コミュニティセンター

□東海地震に関する情報発信
　７：３０　　東海地震に関連する調査情報発令
　７：４０　　東海地震注意情報発令
　８：２０　　東海地震予知情報 （警戒宣言） 発令

□大規模地震発生
　８：３０　　訓練開始　地震発生 （震度６強）
　８：５０　　各地区災害対策本部役員集合
　９：００　　避難所開設
　９：１０　　住民集合

主な訓練内容（訓練内容は地区によって異なります）

～訓練の流れ～

訓練会場

※町民カレンダーで富士ヶ嶺地区の訓練を9月1日と
　紹介しておりますが、8月27日に実施いたします。

お問い合わせ先：地域防災課TEL72-1170

日時：平成29年8月27日㈰ 時間：８時３０分～
9時10分会場集合

富士河口湖町
総合防災訓練
富士河口湖町
総合防災訓練
富士河口湖町
総合防災訓練
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◇九州大雨災害に対する義援金の受付◇
　平成29年7月5日からの九州北部地方における断続的な大雨は、当該地に大きな被害をもたらしました。
　町としましては、この災害で被災された方々の生活再建の一助とするため、義援金を集め日本赤十字社
を通じ支援を行うこととしました。
　趣旨をご理解いただき、みなさまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。

○郵便局・金融機関の振込の場合は、通信欄又は備考欄に「平成29年7月大雨災害義援金」
　と明記して下さい。
○領収証発行を希望の場合は、送付先住所を明記し、通信欄または備考欄に「領収書希望」と
　記入してください。

・設置場所：町役場、出張所、保育所などの町有施設
・設置期間：平成２９年７月１１日（火）～平成２９年８月２５日（金）

福祉推進課　℡ 72-6028
政策企画課　℡ 72-1129

問い合わせ先

日本赤十字社に直接振り込みたい方はこちら
○募集期間　平成２９年７月７日（金）から平成２９年８月３１日（木）まで
○受入窓口

　　●日本赤十字社山梨県支部（持参の場合）
　　　甲府市池田１丁目６番１号

　　　午前８時４５分から午後５時１５分まで　土、日、祝祭日を除く

　●郵便局
　　口座番号　「００４８０－３－７７７７」

　　口座名義　「日本赤十字社山梨県支部」　

　　※手数料無料

　　●山梨中央銀行
　　　下飯田支店　普通口座「８０１７９」

　　　口座名義　「日本赤十字社山梨県支部」

　　　※手数料無料
　　　  （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）

　　●甲府信用金庫
　　　本店　普通口座　「０４４８５４３」

　　　口座名義　「日本赤十字社山梨県支部」

　　　※手数料無料
　　　　（本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）

　　●山梨信用金庫
　　　池田支店　普通口座　「１９０１９６」

　　　口座名義　「日本赤十字社山梨県支部」

　　　※手数料無料
　　　　（本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）

平成29年８月２７日(日) 午前８時３０分日 時

突然の揺れに凍りつかないために!!
１分間の行動訓練 “シェイクアウト訓練”

◇問合せ　町役場 地域防災課 防災係　72－11７０

町総合防災訓練
発災時刻

　ほとんどの人が、突然の出来事に遭遇すると、ただその場で立ちすくん
でしまう「凍りつき症候群」になってしまうそうです。
　～自分が無事でいるために～揺れを感じたらすぐに安全行動に移せる
よう、シェイクアウト訓練で地震から身を守る安全行動をとりましょう。

～訓練開始時間に次のとおり訓練情報を配信します～
◇ 防災行政無線放送
◇ CATV放送（河口湖CATV11Ch／北富士テレビ10Ch）
◇ 地震防災訓練アプリ

訓練日時登録用QRコード
（アプリをダウンロードしてから登録してください。）

事前参加登録受付中！「防災意識を高めたい」気持ちを事前参加登録で！  ～申込用紙は役場・出張所、HPから～

「凍りつき症候群」に
ならないために

訓練開始の
合 図
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 富士河口湖町議会議員一般選挙について

　平成２９年１０月１５日で任期が満了となる富士河口湖町議会議員の一般選挙は、下記日程で行われます。

【富士河口湖町議会議員一般選挙　日程】
　　■告　　　示　　９月２６日（火）
　　■期日前投票　　９月２７日（水）～９月３０日（土）　午前８時３０分～午後８時
　　■投　　　票　 １０月　１日（日）　午前７時～午後８時
【投票できる人】
　　■住 所 要 件　　平成２９年６月２５日以前に本町の住民基本台帳に記録され、引き続き住所を有している方
　　　　　　　　　 （１０月１日以前に町から転出した場合は投票できません。）
　　■年 齢 要 件　　平成１１年１０月２日以前に出生した方（１０月２日生まれの方も含む）

富士河口湖町議会議員一般選挙立候補予定者説明会を開催します
　富士河口湖町選挙管理委員会では、１０月１日に投開票が行われる富士河口湖町議会議員一般選挙の立候補
予定者説明会を、次の通り開催します。
■日　時　平成２９年８月３０日（水） 午後１時３０分～
■場　所　富士河口湖町役場　１階　コンベンションホール
※大切な説明会です。立候補を予定している方は必ずご出席ください。
※出席者は本人でも代理人でもかまいませんが、一候補者あたり３人以内でお願いします。

【問い合わせ】富士河口湖町選挙管理委員会（町役場総務課内）　TEL：０５５５－７２－１１１２

●町民の皆様、空き家の登録・利活用をお願いします●
　町では、年々空き家の数が増加しています。町役場では、増加する空き家を有効活用し
て、町への移住者を増やす「空き家バンク制度」を実施しています。この制度は、空き家を
借りたい町外の方と空き家を貸したい大家様を仲介する制度です。
　空き家の有効活用のためにも「空き家バンク」へのご登録にご協力お願いします。

■お問い合わせ先■　政策企画課　企業誘致・まちづくり推進係　℡0555-72-1129

■空き家バンク制度の特徴■

…築３０年から５０年程度経過してい

る物件や、トイレが汲み取り式、雨漏

りしているなど物件に不便があって

も、借りたいという方がいます。

…空き家を借りたいとお待ちいただ

いている方は約６００名います。家族

連れに入ってもらいたいなど、入って

もらう方を大家様が選ぶこともでき

ます。

…空き家大家様を対象にした、「空

き家リフォーム補助金」や「空き家

提供補助金」など補助金交付の対象

となります。

①家が古くても貸し出せます ②借りたい人は約６００名 ③登録すると補助金の対象に…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

各登山道口から富士山五合目を目指す

■日　時　９月１０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５時間程度）
■コース　役場前駐車場出発：中央青少年交流の家～五本松～馬返し～太郎坊洞門～大石茶屋～新五合目
■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　無料　　■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　８月２１日（月）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。

第６回目　御殿場登山口「中央青少年交流の家～新五合目」
「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～

出典：厚生労働省ホームページ（http://www.mhlw.go.jp/）「介護保険と福祉用具」（厚生労働省）（http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/dl/yougu.pdf）
　　  をもとに編集・加工して、株式会社まるやまが作成

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　丸山春美

◆腰掛便座◆特殊尿器◆入浴補助用具◆簡易浴槽
◆移動用リフトのつり具の部分

◆車いす◆車いす付属品◆特殊寝台◆特殊寝台付属
品◆床ずれ防止用具◆体位変換器◆手すり◆スロー
プ◆歩行器◆歩行補助つえ◆認知症老人徘徊感知
機器◆移動用リフト（つり具の部分を除く）◆自動排
泄処理装置
※介護度によっては利用できない場合があります。ただし、
　厚生労働大臣が定める特定状態にある方は利用できる場合
　もありますので、介護支援専門員等にご相談下さい。

購入の対象種目

貸与（レンタル）の対象種目
要介護認定または、
要支援認定を受けた方が対象
です。

介護サービス計画（ケアプラン）
において必要とされる福祉用具が
レンタル（一部は購入）できます。

介護保険で福祉用具がレンタル・購入できます

福祉用具を活用する事で、自分で出来る範囲が広がり、自立し
た生活の維持に役立ちます。また、介護する方の負担も軽減し
ます。福祉用具に詳しい福祉用具専門相談員のいる事業所も
あります。気軽にご相談ください。ご家族みんなの、心地よい
暮らしを応援します。

福祉用具を活用する事で、自分で出来る範囲が広がり、自立し
た生活の維持に役立ちます。また、介護する方の負担も軽減し
ます。福祉用具に詳しい福祉用具専門相談員のいる事業所も
あります。気軽にご相談ください。ご家族みんなの、心地よい
暮らしを応援します。

介護保険制度を利用するには？

まずは、富士河口湖町地域包括支援センター、
もしくは居宅介護支援事業所等の介護支援専門
員（ケアマネージャー）にご相談下さい。

チェックポイント！
■使う人の身体に合っていますか？
小さすぎる、または大きすぎ使いづらい、
無理な姿勢を強いられる、身体に痛みが生じる･････など

■本人や介護者が無理なく操作できていますか？
多大な力が必要、操作が難しい･････など

相談窓口は？？ 介
護
保
険
と

福
祉
用
具

加
齢
や
病
気
に
よ
り
身
体
の
機
能
が
低
下
し
た
場
合
、

車
い
す
や
電
動
ベ
ッ
ド
な
ど
の
福
祉
用
具
を
上
手
に
活
用
す

る
こ
と
で
、
自
立
的
な
生
活
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

充分なスペースがない、段差がある･････など
■福祉用具を使用できる環境ですか？
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中央公民館ロビー展示

中央公民館主催事業

志賀明美氏 作品展
「アメリカンパッチワークキルト」「アメリカンパッチワークキルト」

8月２日～31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

平成２９年度　富士河口湖町　世界遺産講座

●日　時：8月23日（水） 午後７時～９時 （８月のみ第４週の開催です。お間違いのないようお願いします。）　　
●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（文化財係）　
●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5回　「『勝山記』に記された戦国時代の富士山　～よみがえる500年前の山麓の歴史～」第5回　「『勝山記』に記された戦国時代の富士山　～よみがえる500年前の山麓の歴史～」

～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～

　『勝山記』は６世紀から1,000年に及ぶ出来事を書きつづった歴史の記録です。特に戦国時代の文正元年から永禄３
年にかけての記述は、その時々に起った事柄が詳細に記されています。当時の僧侶が客観的な視線で社会全般をとらえ
ており、500年前の富士山北麓の様子を現代にいきいきと伝えています。富士山の信仰施設の整備や山麓の変化、自然
災害など内容は多岐にわたります。『勝山記』をとおして、500年前の山麓の歴史に迫ります。

※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

参加無料

8月23日㈬、9月6日㈬　
午前10時30分～11時30分（1人約20分）

勝山地区公民館より
申込・問合先　0555-83-2111（勝山出張所）

　子育て世代が今気づいておきたい
「お金」「保険」「貯蓄」等を、専門
家の視点でわかりやすく。
　「下流老人」「人生100年時代」と
言われる現代を、30代40代はどう生
き抜いたら良いのか？
　「やってはいけない！」そんな裏話もライブだから聞け
ます。

お金のはなしお金のはなしお金のはなしお金のはなしＴＶじゃ言えない

＊この事業は教室スタイルで話を聞き、質疑応答を受ける形式です。

●日　時：8月19日（土）午前10時～11時（60分間）
●場　所：中央公民館　　●参加料：無料

●定　員：20名（先着順）

●講　師：ファイナンシャルプランナー　石田典義氏

申込・問合先は生涯学習課へ

　ピラティスとは、深い呼吸に合わせ、健康で快適な生活
を送るためのエクササイズ（運動）です。

●日　時：9月7・14・28日、10月5・12・26日、11月2・9日
　　　　（全8回）午後7時30分～8時30分
●場　所：勝山地区公民館
●定　員：15名（定員になり次第締め切り）
●持ち物：ヨガマット、大きめのタオル、飲み物

発見!
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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

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

★詳細は町ホームページ
　http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

　夏休み真只中、７月から始まる自治会や育成会の楽しい催し物、湖上祭や
盆踊りなど、子ども達は、宿題と格闘したりしながらも夏休みを満喫している
ことでしょう。子ども達にとって、夏休み中の生活リズムは、２学期からの学
校生活が、実りの秋にふさわしいものとなるためのベースになっていきます。
睡眠・食事・学習・遊びなど、目配り・気配り・心配りを忘れずに過ごしたいも
のです。
　しかし、１日中一緒に過ごすことの多い夏休みだからこそ、我が子の言動
や行動が目についてしまう。「これでいいのかな？」という疑問、「こんなこと
でどうなるのかな？」という不安、「できるならちゃんとして！」という不満な
ど、親自身の感情もコントロールできなくなってしまうことがあるのではない
でしょうか。
　どう受け止めてよいのか迷ってしまったとき、その気持ちを心に押し込み、
一人で抱え込まないでください。だれかに話を聞いてもらったり、相談したり
してもよいと思います。教育センターは、８月も開いていますので、ご活用く
ださい。

バドミントン

富士山月例マラソン

●期　日：8月20日（日）
●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）

ラテンダンスフィットネスＺＵＭＢＡ

げんきもり森プレイパークげんきもり森プレイパークげんきもり森プレイパークげんきもり森プレイパーク夏休み
夏休み中、子ども未来創造館の裏山に、子どもを見守り、
一緒に遊んでくれる『プレイリーダー』がきてくれます。
色々な道具を使って工作、水遊びなど、プレイリーダーと一緒に遊びましょう。

※プレイリーダーを予定していても、荒天の場合などはプレイパークがお休みの場合があります。
※プレイリーダーがいない日もあります。（通常の裏山遊びは毎日できます。）
※工具等を使う以外、裏山での活動は自己責任ですので、危機管理をしっかり行い遊びましょう。

～ 8月22日（火）
午前10時～正午  午後1時～4時

プレイリーダー
配置期間

●期　日：8月24日（木）よりスタート
●時　間：午前10時30分～11時30分
●場　所：町民体育館
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：600円/回

●期　日：9月9日（土）雨天中止
●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　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

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！

キッズビクス＆ママエアロ
後期日程　8月28日（月）よりスタート
　　　　　●時　間：午前10時～
　　　 詳細はお問い合わせください
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平成29年 8月6日～9月9日の予定表

＜休館日＞
8月11・13・27日

日 月 火 水 木 金 土

☆乳幼児対象☆☆小学生対象☆ ☆どなたでも☆

☆乳幼児対象☆

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

8/6

AMつみきパーク

つどい（プール）
（プール）

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場

つどいの広場

リトミック

リトミック

funfunくらぶ　

ク富バレエ

ク富バレエ

ク富バレエ

マリンバ＆笛の演奏会

キッズ＆ママ

キッズ＆ママ

ぷち相談会

母親学級

(よみきかせの日)
つどいの広場

つどいの広場

(おやこの日) (PM助産師)

(からだの日)

(からだの日)

つどいの広場

ク富ズンバ

ク富ズンバ

AMプラレール

AMプラレール

AMプラレール

都留文大発
  夏に遊ぼう会

将棋教室

将棋教室
ほりでぃつどい

tetote

tetote

キラキラビクス

こどみらクラフト
（夏のリース）

マムベビー

ワイワイパニック

こどみらクッキング
（マジックやきそば）

育児学級

funfunくらぶ　

funfunくらぶ　
おもちゃ病院

ク富ズンバ
おもちゃ病院

7 8 9 10

14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 2620

29 30 3128

4 5 6 7 8 93

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○子

親子
ふれあい教室A
(勝山さくやホール)

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。

　「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
8月28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

8月23日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

8月18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

　　　　
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日曜日祝祭日が休館日になります！！

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

わいわいパニック！！！わいわいパニック！！！わいわいパニック！！！

　カウンセラー川邉修作先生をお招きして、テ
ーマに沿いながら子育てのあれこれを相談した
り、一緒に考えます。目から鱗が落ちたり、心が
軽くなったりします☆

　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！
日　時：8月23日(水)と9月5日(火) 10:00～10:45
参加費：申込み：なし　持ち物：のみもの
対　象：H27.4.２～H28.4.1生まれ　　

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

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会
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funfun ゲーム　水遊びfunfun ゲーム　水遊びfunfun ゲーム　水遊び
夏休みの思い出に、チームに分かれて水合戦！
日　時：８月１９日(土) ２：００～３：３０
参加費：定員：申込み：なし
持ち物：タオル、帽子、飲み物、
　　　  ぬれても良い服装、簡単な着替え　　

funfun 脳トレ２０１７④funfun 脳トレ２０１７④funfun 脳トレ２０１７④
　おもしろクイズのプリントで、君の脳みそ
をやわらかくなるように鍛えるのが《脳トレ》！
日　時：８月２６日(土) １：００～３：００
　　　  この時間内に自由に来てね。
参加費：持ち物：申込み：なし

『カメレオン焼きそばパン』『カメレオン焼きそばパン』『カメレオン焼きそばパン』
　材料をかえるとあら不思議？？イロイロ
な色の焼きそばに大変身！パンにはさんで
食べちゃおう!

　こどみらの広いお部屋全部を使って、ワ
イワイするようなものすごく楽しい、夏ら
しいゲーム大会をするよ！

　ペーパーナプキンで、ふわふわなサマー
リースを作ろう！パールやビーズでデコレ
ーション♡

こどみらクッキング

『サマーリースを作ろう』『サマーリースを作ろう』『サマーリースを作ろう』
こどみらクラフト

日　時：8月16日(水)１１：００～
場　所：中央公民館　　定員：20人
参加費：300円　
持ち物：エプロン、三角巾、手ふきタオル、飲み物　　
申込み：8月5日(土)　１０：００～

日　時：8月21日(月)１０：3０～
定　員：20人　　参加費：200円
持ち物：手ふきタオル
申込み：8月12日(土)１０：００～

日　時：８月９日(水) ２：００～３：３０
対　象：乳幼児親子・小学生　定員：なし　
持ち物：汗ふきタオル・のみもの
申込み :なし
          （突然参加も大歓迎！）

♫マリンバ＆笛の演奏会♫♫マリンバ＆笛の演奏会♫♫マリンバ＆笛の演奏会♫
　打楽器奏者の池上英樹さんと笛奏者 
オマタタツロウさんをお迎えして、ミニコ
ンサートを開催します。どなたでも自由に
聴くことができます♪

お待たせしました!
つどいを卒業した方、お仕
事で土日しか来られない方、
そのご家族、そしてもちろん
いつも来てくれている方も
ぜひどうぞ。測定、相談も出来ます。

日　時：８月７日(月) １：３０～２：４５
参加費：持ち物：定員:申込み：なし
場　所：こどみら内　ホール

日　時：9月3日(日) ９:00～12:00
＊11:00からお楽しみもあります♪

ほりで
ぃ
つどいの広場つどいの広場つどいの広場

日　時：８月２９日(火)　１０：３０～
持ち物：参加費：なし　申込み：受付中
定　員:乳幼児親子10組

テーマ：「子どものしつけ～自立心を育む～」

　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：8月24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 

2

11 12

funfun＆こどみら
サマーミッション2017　
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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

『８８歳・佐々木都という生き方』
　　　　　　　　　　　　　佐々木都著

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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〈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／11日(金)は祝日、31(木)は館内整理日のため休館。

8月  8日㈫
8月22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～〉 8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～15日

3時30分～17日

◎本館読み聞かせ◎

8月26日㈯パパのえほんタイム
●幼児～小学生低学年対象〈13:30～〉

8月12日㈯エトワールの会
●幼児～小学生低学年対象〈14:00～〉

　長野県の清集館のおかみさんの著作で、日々
の暮らしを丁寧に生きてること、言葉の大切さ・
丁寧な暮らしが伝わり、心が穏やかな気持ちに
なれます。時間に追われる日々の中で、ゆっくり
とした心持ちで丁寧に過ごすこと、そして人への
感謝の気持ちを大事にしていきたいと思う一冊
です。

※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：８月２６日（土） 
　　　　  午後３時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「時雨の記」中里恒子 著

第126回　読書会
1冊の本から見える、いろんなキモチ。

第42回 小さな夏の朗読会

☆今月の一冊☆

暑い夏の、ほっとするひと時を
　　　　　　　　過ごしませんか？
■日　時：8月26日(土)午後2時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■内　容：「万太郎船」
　　　　　  婦道物語選(下)より山本周五郎著
　　　　　　　読み手：鈴木若子さん
　　　　 「九十歳なにがめでたい」
　　　　　　　　　　　 佐藤愛子著より抜粋　　　
　　　　　　　読み手：中村栄子さん

　世界の昔話など楽しいおは
なしがいっぱいあります。世
界地図に本の表紙をつけたも
のを地図に添付し、絵本には
その国の国旗を添付して紹介
しています。

●ひまわり/和歌山静子作 ●トマトさん/田中清代作
●まほうの夏/藤原一枝・はたこうしろう作
●はだしになっちゃえ/小長谷清実ぶん
●ねこのはなびや/渡辺有一作
●はじめてのキャンプ/林明子さく・え

●波乗りジョニー/桑田佳祐 ●TUNAMI/桑田佳祐
●あー夏休み/TUBE ●夏祭り/Whiteberry ●夏色/ゆず
●ultra　soul/B’Z ●Body＆Soul/SPEED ●渚/スピッツ
●睡蓮花/湘南乃風 ●楽園ベイベー/RIP　SLIME
●Over　Drive/Judy　And　Mary
●上海ハニー/ORENGERANGE
●HOTLIMIT/T.M.Revolution
●ミュージック・アワー/ポルノグラフィティ
●Secret　base～君がくれたもの～/ZONE
●夏の思い出/ケツメイシ ●金魚花火/大塚愛 
●夏が来る/大黒摩季 ●渚にまつわるエトセトラ/PUFFY
●島唄/THE　BOOM ●夏の日の１９９３/class
※上記の曲が収録されているCDは、所蔵しています。

世界のおはなしを集めてみました！
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健康のまちづくり
Healthy community building

※町の健康診断やがん検診の申し込み・問合せ ／ 富士河口湖町　健康増進課　℡72-6037

材料２人分

作り方

２１０kcal １.４g１人分あたりの栄養価 エネルギー 食塩相当量

①胡瓜は細長い乱切りにする。鶏ささみは薄いそぎ切りにし、軽く塩・胡椒を
　振って片栗粉をうすくまぶす。
②フライパンにごま油を中火で熱し、鶏ささみの両面を軽く焼く。胡瓜を加えて
　１分程度炒める。
③全体に油が回ったら強火にし、★の調味料を加えて鶏ささみに火が通るまで
　３分程度炒める。　　（船津地区会員）

胡瓜……2本（200g）
鶏ささみ……2本
塩………軽くひとつまみ
胡椒……適量
片栗粉…大さじ1と1/2（14g）

★中華スープ（または水）…1/4カップ（50ml）
★酢……1/4カップ（50ml）
★ケチャップ……大さじ1（15g）
★とんかつソース…大さじ1（18g）
★塩……少々
ごま油…大さじ1（12g）

７月中旬、祇園祭の頃初めて胡瓜がなり始め、採れ出すと食べきれないくらいなり出しますね。
そんな時のためのレシピを紹介します。

がん検診を受けましょう
　日本人の男性の３人に２人が、女性の２人に１人が、生涯にがんを発症するおそれがあります。若くても、これまで
病気ひとつしたことかなくても、突然、がんが見つかる可能性があります。
がんから命を守るため、がんにかからないようにすることが重要です。がん予防のための生活改善『がんを防ぐため
の 新 12か条』を参考に、日常の生活習慣を振り返り、今後の生活に活かしましょう。
　また、町の健康診断・がん検診(肺・胃・大腸・乳・子宮・肝がん)を年に一度は必ず受診しましょう。(日程や内容の
詳細は、H29年度4月広報誌の健康診断折込ちらし・町ホームページに掲載しています。)

　●肺がん : 男女とも70歳以上で増加
　●胃がん : 男女とも50代から増加
　●大腸がん : 男女とも中高年で増加
　●肝がん : 男女とも高齢者での増加が目立つ。
　●乳がん : 特に、40歳代後半～60歳代前半で大きく増加
　●子宮頸がん : 30代を境に、20歳～50歳代の若い年齢層で増加
　　　　　　      子宮体がんは、中高年で近年増加傾向にある。

　

たばこは吸わない
他人のたばこの煙をできるだけ避ける
お酒はほどほどに　　　　　　　　　　　
バランスのとれた食生活を 
塩辛い食品は控えめに
野菜や果物は不足にならないように
適度に運動
適切な体重維持
ウイルスや細菌の感染予防と治療
定期的ながん検診を
身体の異常に気がついたら、すぐに受診を
正しいがん情報でがんを知ることから
　　　　　　　　（国立がん研究センターより）

  1条
  2条
  3条
  4条
  5条
  6条
  7条
  8条
  9条
10条
11条
12条

最新の全国
「がんの統計2016年版」での

がんの罹患状況

食生活
改善推進員の
おすすめ

胡瓜とささみの
甘酢炒め

胡瓜とささみの
甘酢炒め

胡瓜とささみの
甘酢炒め

胡瓜とささみの
甘酢炒め

がんを防ぐための 新 12か条
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●お問合せ先　健康増進課　℡７２－６０３７

健康のまちづくりウォーキング健康のまちづくりウォーキング

健やか樹海ウォーク２０１７

Let's WalkingLet's Walking

■日　時／平成29年８月２０日（日）小雨決行
■場　所／西湖　 野鳥の森公園　
■時　間／午前９時30分　受付開始
　　　　　午前１０時　　  出発式
 　　　　  出発式終了後スタート
■持ち物／飲み物・帽子・雨具・昼食は各自持参

健康のまちづくりキャッチフレーズ入選作H28 健康のまちづくりキャッチフレーズ入選作近道よりも　地道に歩いて　健康を近道よりも　地道に歩いて　健康を近道よりも　地道に歩いて　健康を

　町では、健康づくりの一環として「健康のまちづくりウォーキング大会」を実施しています。
　今回は、世界遺産「富士山」のすそ野に広がる青木ヶ原樹海で開催します。
　ウォーキングはどこでも手軽に、無理なく自分の体調に合わせて出来る運動です。その上、有酸素運動の代表格で
あり、脂肪を効率よく燃焼させることが出来ます。
　今回は、「いのちをつなぐ青木ヶ原ネットワーク会議」「山梨県富士・東部保健福祉事務所」や各関係団体と共催
いたします。樹海の爽やかな風を感じて歩きましょう。

５キロ・１０キロコース

参加費　
無料

平成２９年８月からの自己負担限度額（月ごと）

　高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、月の初めから終わりまでに一定額を超えた場合に、
その超えた金額を支給する制度です。

住民税課税所得が145万円以上
の高齢受給者がいる世帯

住民税非課税世帯

他の区分に該当しない人

44,400円→57,600円

8,000円
（変更なし）

80,100円＋（医療費-267,000円）×1％
（４回目以降の場合は44,400円）

（変更なし）

44,400円→57,600円
（４回目以降の場合は44,400円）

24,600円
（変更なし）

住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など）

15,000円
（変更なし）

現
役
並
み

住
民
税
非
課
税

一
　
般

区　　　　分 外来（個人単位） 外来＋入院（世帯単位）

お問い合わせ先／住民課　国保年金係　℡０５５５－７２－１１１４

12,000円→14,000円
年間上限

14万4,000円〔 〔

健康のまちづくり
Healthy community building

平成２９年８月から　７０歳以上の方の高額療養費の
自己負担限度（上限）額の一部が変わります。

国保からのお知らせ
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(※1)

(※1)広報7月号の金額に誤りがありました。お詫びし訂正します。　　（誤）14,400円　⇒　（正）14,000円
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全席シートベルト・チャイルドシート着用徹底運動（7、8月重点期間）

夏の交通事故防止県民運動実施中

　全席でのシートベルト着用の徹底を図るため、
「広報・啓発活動」「指導取締り」「着用率調査」を組み合わせた運動が
実施されています。

　衝突時に自分自身を支えることができるスピードは、わずか時速７㎞程度です。
時速５０㎞での衝突時の衝撃は体重の３０倍にもなるため、車の天井や座席に激しくぶつかったり、車外へ投げ出
されたりする可能性が高くなること、また後部座席の衝撃により、前席の人が危険な状況につながる恐れもあります。
全ての座席でシートベルト・チャイルドシートを着用しましょう。
　また、チャイルドシートは取扱説明書をよく読み、正しく装着しお子さんを守りましょう。

　夏休みと夏の行楽シーズンが重なることから、道路の混雑が予想され交通事故の多発が心配されます。事故のない
楽しい夏を過ごせますよう、ドライバー、歩行者それぞれが交通ルールと交通マナーを守りましょう。

運 転 席
後部座席

チャイルドシート

98.9％
40.2％
49.8％

山梨県平均
98.5％
36.0％
64.2％

全国平均

１　高齢者と子供の交通事故防止
２　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　飲酒運転の根絶と悪質・危険な運転の追放
４　二輪車の交通事故防止
５　自転車の安全利用の推進

（平成28年度　警察庁・JAF全国調査結果）全ての座席で

着用を

全ての座席で

着用を

平成29年７月２１日㈮～８月２０日㈰

～ココロにやさしい夏のおもいで～

地元町民の方、観光でお越しの方どなたでもご来場いただけます。
夜のしじまに、多くの灯籠が河口湖の湖面を彩ります。

灯籠のやさしい灯火に、想いや願いを託し、心に残る夏の一夜をお過ごしください。

ご来場を心よりお待ち申し上げます。

◆日　時：平成29年８月１６日㈬
　　　　 午後４時００分～　　灯籠受付開始　

　　　　　　　　　　　　　 （随時、灯籠を流せます）

　　　　 午後６時３０分～　　音楽と声明のセレモニー

　　　　 午後７時３０分　　　灯籠受付終了

　　　　 午後８時００分　　　閉場

◆会　場：河口湖湖畔 大石公園
◆問合先：富士河口湖灯籠流し実行委員会事務局　０３－６４４７－３８６０
　 注：問合せ時間は、１０：００～１７：００　※８月１６日のみ２２：００まで対応
 　 　問合せ期間は、６月２６日（月）～９月１日（金）　※土・日・祝日を除く

※当日は会場周辺の混雑なきよう配慮してまいりますが、何とぞご理解ご協力のほどお願い申し上げます。

※灯籠の流し方は、自然状況により変更になる場合がございます。
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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

　７月７日（金）町民体育館において、社会参加促進事
業の一環として高齢者や障がい者の方々が一堂に会
し、健康増進と相互に親睦を深めることを目的に、総
勢４８５名が参加し「ふれあい福祉運動会」を開催しま
した。
　各地区老人クラブチーム、身体障害者福祉会・ハーバ
ル工房・パルパル・スイートベリーの福祉連合チーム
が、それぞれ９チームに分かれて、８種目の競技「わかっ
てちょうだい」「スティックでＧｏ！」「フラフープにイン」
「玉入れ」等で熱戦が繰り広げられました。
　成績は次の通りです。

　　優　勝・・・足和田老人クラブ
　　準優勝・・・大石老人クラブ
　　３　位・・・勝山老人クラブ

　なお、民生・児童委員の皆さんには、競技進行など全
面的にご協力をいただきました。紙面をお借りして、お
礼申し上げます。

　町社協では、老人福祉週間事業の一環として、金婚
式を迎えられるご夫婦に記念写真を
贈呈します。
　今年度は、昭和４２年に結婚された
ご夫婦が該当になります。ご希望の方
は、10月３１日(火)までに町社協まで
お申込み下さい。（７２-１４３０）

　７月５日からの大雨により福岡、大分両県内で人的
被害をはじめ家屋の倒壊等の被害が発生し、複数の市
町村で災害救助法が発令されました。福岡県、大分県
共同募金会は、被災された方々を支援することを目的
に、義援金の募集を実施しています。

【取扱機関】
○福岡県
　ゆうちょ銀行
　　口座番号「０0980-0-332036」
　　口座名義「福岡県共同募金会７月大雨災害義援金」
○大分県
　ゆうちょ銀行
　　口座番号「０0990-3-236117」
　　口座名義「大分県共同募金会豪雨災害義援金」
【受付期間】
○平成２９年8月３１日まで
【義援金の配分】
　両県ともに災害義援金は、両県が設置する『義援金
配分委員会』を通じて、被災者に配分されます。

　町社協では、山梨県鍼・灸マッサージ師会湖岳部会
にご協力していただき、町内在住で73才以上の方を対
象に鍼とマッサージ治療の無料サービスを実施します。
　事前予約受付はありませんので、当日、直接各会場
で受付してください。

　期日………平成２９年９月１４日(木)
　受付………午前９時～11時
　治療時間…午前９時～12時
　会場………船津福祉センター
　　　　　　小立福祉センター
　　　　　　河口住民センター
　　　　　　勝山ふれあいセンター

※足和田地区、上九一色地区の方は、会場が船津福祉
　センターになりますので、当日、温泉送迎バスをご利
　用ください。
※大石地区の方は、会場が河口出張所になりますので、
　大石出張所を午前９時に送迎します。

『平成29年７月の福岡県、
大分県大雨災害義援金』を募集中

金婚式のご夫婦に
記念写真を贈呈します

＝ 共同募金会よりお知らせ ＝

鍼・マッサージサービス
対象　73才以上の方

無料

スポーツで交流
『ふれあい福祉運動会』開催



『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

　今月は「元気回復行動プランWRAP」がタイトルです。精神保健福祉の分野では、先月から取り上げているストレ
スが心身に何らかのインパクトを与えることで精神医学的症状の発症や再発の危険性が高まるとする仮説がありま
す。WRAPは、この状況に対応する一つのシステムとして考えられています。

　ＷＲＡＰは治療方法ではありません。医師による精神疾患への治療を否定するものでもありません。
ＷＲＡＰはあくまでも「自分の取り扱い説明書」であり、自分が自分自身にとってのスペシャリストになる
ためのものです。自分をよく知り自分をコントロールする方法だと考えてください。

私は、WRAPの中で、この「元気に役立つ道具箱」は、

一番重要な役割を持っていると感じています。この道具

箱は応用が効き、多くの方が取り組んで活用できるもの

です。皆さんには経験上、○○をしたら幸せ、元気にな

るといったものを持っていませんか？必ずたくさん持っ

ているはずです。「お風呂あがりにビール」、「好きな音

楽を聴く」まだまだ、たくさん出てきそうです。もちろん、

「アルコール依存やその他精神疾患」によってはアルコ

ールといった疾患によっては避けるべきものもあります

が、まずは、この広報では多くの方が取り組むためのきっ

かけとして少し簡易にしてお伝えさせていただきます。

付箋紙を用意して下さい。こんな時、私は幸せだなあと

いった出来事、行為等何でも思いつく限り付箋紙一枚に

つき１つ書き出してみましょう。どんどん書き出して下さ

い。自分がどんな時にどんな物に幸せを感じているのか

がわかります。書き出して手元に集まった付箋紙一枚一

枚が自分の幸せです。読み直してみてください。そこから

もう一つ作業があります。先ほど書き出した幸せを具体

的にしている物は何かを考えてまた付箋紙に書き出して

みましょう。先ほどの例であれば、お風呂上りにビール

のひと時が幸せとした場合であれば、「お風呂」、「ビー

ル」、「くつろげるひと時」といったものが書き出せるは

ずです。自分を幸せにする道具をたくさんみつけて自分

の手助けをしてくれる道具箱を完成させて欲しいと思い

ます。

ラップはWellness Recovery Action Planの頭文字

をとったもので、不快あるいは危険な身体症状と感情の

激しい起伏をモニターし、軽減し解消するためのシステ

ムです。精神障害の一つである躁うつ病を体験し、リカ

バリーを経験する過程でメアリーエレン・コープランドさ

んらが大切に育ててきた行動プランのことです。「自分

が元気でいるために、自分自身が作るプラン」のことで

あり、「元気に役立つ道具箱」と６つのセクション（１．

日常生活管理プラン、２．引き金、３．注意サイン、４．調

子が悪くなってきているときのサイン、５．クライシスプ

ラン、６．クライシス後のプラン）からなるモニタリングと

対処方法のシステムから成り立っています。簡単にいう

と自分で日常生活を6つの状態（セクション）に分け、道

具箱を使いながら自己管理する方法をあらかじめ決めて

おくことであると言ってよいと思います。

「その人自身が求める生き方・人生を主体的に生きる」

この言葉への理解がなかなか難しいようです。人によっ

ては、症状が残っている場合があります。そのような状

態でも、夢や希望をもち主体的に生きることは可能なは

ずです。10年程前のことですが、看護職と福祉職ではこ

のリカバリーという言葉に対して「回復を中心に意識し

過ぎてなのか」意味づけや捉え方のニュアンスが少し違

い、同じ言葉を使いながらも精神疾患を抱えた方へのア

プローチの際に連携が上手に組むことが難しくなってし

まった。そんな状況を多くの場所で耳にしてきました。

WRAP（ラップ）

リカバリー

元気に役立つ道具箱

道具箱の作り方
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン

たくさんの作品ありがとうございました

　去る５月２３日、大正大学社会心理学准教授 田中

俊之先生の講座を受講しました。テーマは「男女共

同参画社会基本法施行から１８年、あらためて家族

から考える」でした。田中先生は、男性学の第一人者

であり、社会学・男性学・キャリア教育論を主な研

究分野としておられます。男性学とは、男性が男性で

あるがゆえに抱える悩みや葛藤、男性問題を対象に

した学問であり、１９８０年後半以降に登場しました。

男性問題には、働きすぎ、自殺、過労死、平日昼間問

題、地域や家庭での居場所・・・等々があり、これら

に着目し、研究している学問が男性学です。

　男女共同参画の趣旨がなかなか世間に浸透しな

い大きな要因は、日本の男性の意識改革が進まない

のが大きな要因であると言っておられます。そこには

性別ならではの問題もあると言います。コミュニケ

ーションには大きく分けて要件伝達型コミュニケー

ション＝要件を伝えることを目的としたコミュニケー

ション（手段的行為）、関係形成型コミュニケーショ

ン＝相手との共感を目的としたコミュニケーション

（自己充足的行為）があるそうですが、男性はとり

わけ前者である

と言われ、用件

を伝えて終わり、

と言う習性であ

ると言います。ゆ

えに男性特有の

習性、習慣、意識

の改革なくしては

男女共同参画の

浸透は進捗しないと言うのです。

　であるならば、我々委員会も町の男性の意識改革

に重点を置いた施策の方がより浸透するのではない

かと言うことになります。今後は、その角度からも考

えて行く必要もあると思いますが・・・

　もうひとつ印象に残った事は、講義の中で言われ

たワーク・ライフ・バランス再考についてです。ライフ

の三つの意味＝生命・生活・生涯の各ライフとのバラ

ンスをどうとって行くか、今後とも継続課題として行

きます。人生において、仕事とどう調和してゆくのか

を考えて行くことは今後も大切になっていくでしょう。

男女共同参画ネットワークセミナー基礎講座を受講して 古屋　  浩

　第１０回（平成２８年度）男女共同参画啓発事業の一環として「標語・俳句・川柳」の募集を行い

ました。小・中学校の児童・生徒のみなさん、一般の方、保育所保護者の方からたくさんの応募を

いただきました。大変ありがとうございました。

　入選作品は、「各地区公民館まつり」及び「ぴゅあ富士フェスティバル２０１７」で展示予定です。

渡辺　綾子
勝又　泰佑
伊藤　光

　　
仲安　亜依奈
白壁　一晟
朝比奈　花響
外川　航大
石塚　菜后孔
入野　歩
渡辺　七海

「パパとママ　今日はお迎え　どっちかな」
「がんばるよ　ぼくもちいさな　料理人」
「心の手　つないで　つなげて　男女の輪」

　　
「ごちそうさま パパの でばんだ　さらあらい」
「お父さん　育児も家事も　神ってる」
「みな笑顔　我が家の公約　家族ファースト」
「父の飯　真っ黒焦げで　母笑う」
「手伝うよ　父の一言　母笑顔」
「僕は今　母から学ぶ　家事　育児」
「父と母　クックパッドを　見る姿」

（小立保育所保護者）

（船津小学校２年）

（河口湖南中学校２年）

　　

（船津小学校１年）

（船津小学校6年）

（大嵐小学校６年）

（河口湖南中学校２年）

（河口湖南中学校２年）

（河口湖南中学校２年）

（河口湖南中学校２年）

（学年は、平成28年度です。）

最優秀参画賞

優 秀参画賞
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　富士河口湖町役場から
県道７０７号線（大橋通り）
を河口湖側に進み、「乳ヶ
崎北」交差点を左折してか
ら２５０ｍ位過ぎると、住
宅のまばらな地域に入る。
道路の右側（東側）が小字
島原、左側（西側）が小字
法師塚（現在の表記は宝
司塚）である（以下小字を
省略）。さらに島原は、法
師塚の湖岸側にＬ形に広がっている。
　この地域は周辺が窪地になっていて、しかも窪地の外側よりも標高が少し高い。そのため、過去の河
口湖増水時にも、浸水の被害を免れていた（明治の大増水を除いて）。
　水辺の平地であり面積も広いため、縄文、弥生時代から生活の利便性が高かった。当時の土器の破
片も数多く発見されている。富士山噴火による溶岩の先端部が河口湖に流れ込み、急激に冷やされて
表面は固まるが、内部はまだドロドロに溶けた状態なので、そこに後続の溶岩が注入されて膨らんだも
のと考えられる。そのため、膨張した溶岩の周囲はへこみを作る。なので、他の河口湖南部と同様に、こ
の地域も溶岩台地の上にある。
　また、諏訪神社（祭神　建御名方命）が、延暦１５年頃（７９６）島原に勧請され、明治４０年代
（１９０７）河口湖の大増水により被害を受け、明治４５年（１９１２）現在地に遷宮。諏訪神社は旧小立
村の産土神社。さらに、隣接した金山には、金山神社（祭神　金山彦命）が承和２年（８３５）に勧
請された。しかし永正年間（１５０４～１５２１）河口湖の増水被害のため、永正１４年（１５１７）に現在
地に遷宮。　
　他の隣接地域からこの地域へ入る道路は、窪地を経由するために、窪地に石積みして盛土したも
のであり、丁度、橋をかけたような状態にある。度重なる増水被害を避けるためである。最近では、昭和
５８年（１９８３）に島原周辺の窪地まで増水した。しかし、現在ではうそぶき山治水トンネルの完成に
より、増水被害の心配はなくなっている
　また、この地域は水辺の美しい景観と併せて、富士山の眺望が素晴らしい。特に島原地域は国立公
園第２種特別地域に指定されていて、「農林漁業活動について、つとめて調整を図ることが必要な地
域」とされている。昭和３２年（１９５７）開田の田圃は河口湖の水をポンプで汲み上げて、昭和年代末
～平成年代初頭まで大きな水田地帯を形成していた。溶岩大地を開拓して生活の糧とする苦労をされ
た先人に感謝する今日この頃である。

出典：『地名辞典　山梨県』（平凡社）

　　 『地名大辞典　山梨県』（角川書店）

　　 『山梨県の考古学』（山本寿々雄）

　　 『ふるさとの社寺』（河口湖町教育委員会）

　　 『ふるさとの地名考』（河口湖町教育委員会）

　　 『うそぶき治水トンネルについて』（都留土木事務所　吉田支所）

協力：山梨県富士山科学研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    （文化財審議会委員　渡辺　健）

小立・乳ヶ崎　小字島原他
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ぼうちょう
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えいしょう
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Nature in and around Mount Fuji 

ご意見・お問い合わせは、自然共生研究室　ＴＥＬ.（ＦＡＸ.）２０ー３５１０まで

今年度第１回の河口湖畔アレチウリと絶滅危惧湿性植物調査

アメリカLewis＆Clark大学の夏期プログラムが始まりました

ショート・ニュースショート・ニュースショート・ニュース
○富士山麓の１７４校の小中高等学校の児童・生徒を対象に、第６回「富士山自然保護大賞ジュニア」の自由研究・写真・ポスターの作品募集
　を7月２０日～９月２０日の間行っています。第５回の入賞作品を、7月10日～10月10日に山梨県立世界遺産センターで展示させていただい
　ておりますので参考にしていただき、夏休みを利用して作品を制作して応募してもらえればと思います。

　２０１０年に開始した河口湖畔での特定外来植物アレチウリと絶滅危惧湿性植物の
調査も、今年で８年目を迎えました。山梨県内でも富士五湖、特に河口湖周辺にしか見
られないような絶滅危惧湿性植物の分布と個体数の変化を調べると同時に、これら絶
滅危惧湿性植物の生育地へアレチウリが分布を広げないように、アレチウリ防除も兼ね
て行っています。
　今年度第１回の調査を、7月１日に行いました。例年６・８・１０月の下旬に実施してい
ますが、今年は天候の影響や他の調査の関係で６月末に調査出来なかった為です。河
口地区では、河口湖の水位が下がったため広く出来た干潟に、ジョウロウスゲ・スジヌマ
ハリイ・カンガレイ・カワヂシャの４種の絶滅危惧湿性植物の生育地が多数広がっており
（写真）安心しました。アレチウリも草刈りされた土手には全く見られず、湖畔に近い場
所で数株発芽していたので防除しました。広瀬地区も、水位が下がったおかげでジョウ
ロウスゲ・スジヌマハリイ・カンガレイの３種の新たな生育地が出来ており、アレチウリや
昨年防除したオオオナモミは見られませんでした。大石地区も水位が下がったおかげで
カワヂシャの大きな群落や新たなジョウロウスゲ・スジヌマハリイ・カンガレイの生育地が
出来ており、アレチウリは数株の新芽が見つかっただけで全て防除しました。
　勝山地区には、これまで同様アレチウリは全く見られませんでしたが、絶滅危惧湿性
植物はコキツネノボタンが見られただけでした。八木崎公園東地区は、県の機関によって絶滅危惧湿性植物の生育地には手を
付けず、周辺の場所でアシを刈るところと刈らないところを設けて植物の生育状況の違いが調査されていますので、当センター
では例年通り絶滅危惧湿性植物とアレチウリの生育状況を調査しました。その結果、ジョウロウスゲ・スジヌマハリイ・コキツネノ
ボタンの絶滅危惧植物と約１０株のアレチウリの新芽（写真）が確認されたためアレチウリを防除しました。
　８月・１０月にも調査を実施し、今後の動向を見守ると同時に各方面に報告して行きたいと思います。

　３年前にも富士山麓で行われたアメリカ・オレゴン州にあるLewis＆Clark大学の夏期
プログラムの第２回目が６月３０日から８月中旬にかけて行われる予定ですが、その富士
北麓の部が、西湖の古民家を宿泊地として７月１０日から２７日に行われることになりま
した。「富士山北部の里山草原環境の調査と保全」プログラムが、１２・１３日の富士河
口湖町の本栖高原での調査（写真）を皮切りに開始されました（写真）。
　今回は、環境省の生物多様性保全上重要な里山草原環境に選定されている「本栖高
原」・「野尻草原」・「梨ヶ原」の富士北麓三大草原で、絶滅危惧のチョウ・植物を中心
とした動植物と土壌、さらには土地利用の変化を調べることによって、これら三草原の
違いは何か、それは何が原因で生じているのか、これら三草原をこれからどう保全して
行ったら良いかを考えることを目的としています。男女１２名の学生と２名の教員に富士山自然保護センターの渡辺通人が講師
として参加し、「チョウ班」・「植物班」・「土壌班」の３グループに分かれて、計６日間のフィールド・ワークと２日間のまとめが行
われる予定で、非常に意欲的で活発な人達が集まっていますので大きな成果が期待されます。全体の結果については、改めて
次号でご報告したいと思います。
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富士河口湖町の観光に関する興味深い情報やまちづくり情報などを紹介するかわら版です。

富士山と湖と高原のまち̶日本の湖水地方̶

【創刊号】富士河口湖町観光トピックス2017年６月を公表しました！

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8月号(第52号)

お問合せ　観光課 観光振興係　℡７２-３１６８／E-mail kanshin@town.fujikawaguchiko.lg.jp

　富士河口湖町観光課では、町内における観光事業の経営戦略や
政策評価に資する基礎資料を提供することを目的として、４月に公表
いたしました「富士河口湖町観光統計年報」に続き、町内の観光動
向について、最新の統計データとともに、年に二度のペースで「富士
河口湖町観光トピックス」を公表いたします。
　今回公表する「富士河口湖町観光トピックス」は、2016年10月
～2017年3月の観光動向となります。
　統計データをご提供いただいた事業者の皆さまに深く感謝申し上
げますとともに、ぜひ観光トピックスをご活用いただければ幸いです。
　なお、「富士河口湖町観光トピックス」でお知らせする内容は順次
見直して参りますので、ご意見・ご要望などお寄せくださいますよう
お願いいたします。

～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」

『いままで大丈夫だったから」は危ない』
―平成16年台風第23号―　（平成16年10月）（徳島市 60代 男性）

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

　ずっと昔、我々がちょうど小学校2、3年生のころに、今回と同じ川の堤
防が決壊して、軒下まで水が来たんです。そのときに大きな被害を受けた
ので、地区の人たちの台風に対する備えや考え方は十分にできていたと思
いますが、「40年以上たったから、もう心配ない」というのがどこかにあっ
たのではないでしょうか。
平成16年は台風が特に多かった年で、5回台風が来てもなんとかなってい
たものだから、6回目の台風23号の時には、「避難しろ」と言っても、なかなか言うことを聞かなかったということなん
ですよ。
　それで大変な被害を受けたものだから、あれから、台風がくるといえば、みんな、車とかを高いところに上げていま
す。それがいつか、「上げたけど心配なかった」になり、「もう上げなくてもいい」というようになって、危機感がだんだ
ん薄れていかなければいいのですが。今回の水害で、『災害は忘れたころにやってくる』ことを実感しました。



八丁目会 8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。

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

料　金；500円～
問い合わせ； ℡080-5024-5735 (前田) 
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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／無休

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

手びねり、粘土の冷たさが気持ちいい。

渋うちわ作ってみよう。

ゆかたでお出掛け、いかがですか？

風鈴の色付体験。

夏の花々がいっぱいあります。ゆかたの髪飾り等。

ピリッと爽快！わさび揚げ　お茶のお供にどうぞ！

和風パフェ・クリームあんみつなど冷たいデザートを用意しています！

夏こそカレーほうとう

松扇の鴨せいろを食べて、暑い夏を乗り切ろう。

深い藍色、手にやさしい器

からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

夏休みの宿題体験

クイズラリー開催中！

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

大好評！ 現在開催中
～2018年３月末

陶と藍の二人展
匠や　企画展

※なお、臨時休館する場合がございますのでご了承ください。

『色付け体験いろいろ』
素焼きの風鈴、コースター、鈴、壁掛け、
置物他、色付け当日お持ち帰り出来ます。

7月から展示替えしました！

いやしの里にちなんだ
クイズに答えて各棟を巡ろう！

納涼会のお知らせ 養　蚕

☆流しそうめんやミニ縁日！
☆年に一度の里内ライアップ！　
☆フィナーレに打ち上げ花火！

8月31日㈭ まで
※期間終了後、抽選で景品プレゼント！

8月19日㈯ 限定

8月中旬まで一般公開します。

17時～20時／入場無料（17時以降）

※天候等の都合により予告なく変更する場合が
　ございます。予めご了承下さい。

『お蚕さん』を育てます！
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。

今年最後です！お見逃しなく！

陶＊米山久志＊　藍＊米山のぶ子＊

冬季の休館日についてお知らせ
今シーズンから１２月～２月の水曜日休館がなくなり、年中無休になります！

（営業時間は変更ありません。）
一年を通していつでもお楽しみいただけます。ぜひお越し下さい！

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

現在開催中～8月31日㈭

31広報2017年 8月号



STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The August issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The August issue.

河口湖ステラシアター通信 8月号

富士山河口湖音楽祭201７ 開催1６年目 ８月１１日（金･祝）～ ８月２０日（日）

●●●● 無料聴講プログラム ●●●●

マリンバ奏者
池上英樹による
ミニコンサート

音楽祭中学生
特別バンドメンバーによる
よりみちコンサート vol.２

音楽祭中学生
特別バンドメンバーによる

よりみちコンサート vol.１

音楽祭中学生
特別バンドメンバーによる

くつろぎコンサート vol.１

《出演》山梨県中学生特別バンド
《会場》ショッピングセンターBELL
　　　　時計台広場

8月12日㈯  PM2:00～

《会場》ホテル 丸富荘（富士河口湖町勝山）

8月12日㈯  PM8:00～

《会場》森の音楽堂　※要申込み　
　　　　方法は右記参照

～楽器になる木を育てよう！見る、聞く、木の一生～

8月14日㈪  AM10:30～
笛奏者オマタタツロウによる
森のミニコンサート

vol.１

《出演》山梨県中学生特別バンド
《会場》富士山五合目広場

8月12日㈯  AM11:00～

《出演》山梨県中学生特別バンド
《会場》富士山五合目広場

《出演》ふじ山麓児童合唱団 ほか
《会場》ショッピングセンターBELL
　　　　時計台広場

8月12日㈯  PM12:45～
富士山河口湖音楽祭
ハーモニーコンサート

8月12日㈯  AM11:00～
アウトリーチプログラム ～音楽があなたの身近なところに～

◆全聴講プログラム　入場無料
◆お申込み方法
ご希望のプログラム、住所、氏名、電話番号、申し込み人数をご記入の上、
音楽祭事務局へFAX（0555-72-5578）、E-mail (stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp) 
お電話（0555-72-5588）、ステラシアターホームページにある応募フォーム
（http://www.stellartheater.jp/）いずれかにてお申込みください。

聴講プログラム
お申込み方法

宮川彬良による

習志野高等学校マーチングバンド シエナ･ウインド･オーケストラ公開リハーサル
アメリカンポップスの巨匠

マット･カティンガブ(指揮･ピアノ･サックス･歌) 
公開リハーサル＆マーチングコンサート

～習高ワールドへようこそ！！～

富士山河口湖音楽祭２０１７
山梨県中学生特別バンド公開レッスン

宮川彬良の
「吹奏楽のためのポップス・レシピ」

8月12日㈯ 会場:河口湖ステラシアター

8月18日㈮ 会場:河口湖町民体育館

8月12日㈯ 会場:河口湖ステラシアター

8月19日㈯ 会場:河口湖ステラシアター

受付開始 PM4:30 / レッスン開始 PM5:00 （終了予定 PM6:00）　　　　　　　　　　　　　　
●曲　目：交響組曲「宇宙戦艦ヤマト」、マツケンサンバ２
●参加者：宮川彬良（講師）
　　　　 シエナ・スピリッツ（演奏）
　　　　 富士山河口湖音楽祭山梨県中学生特別バンド（受講）

受付開始 PM7:00 / レッスン開始 PM7:30 （終了予定 PM9:00）

受付開始 PM7:00 / 演奏開始 PM7:30 （終了予定 PM8:30）

●曲　目：私のお気に入り～My Favorite Things
　　　　 （宮川彬良編曲 New Sounds in Brass1995）
●参加者：宮川彬良（講師）
　　　　　公募メンバーによるモデルバンド（演奏）

課題曲の「私のお気に入り～My Favorite Things」、映画「サウンド・オブ・ミュー
ジック」やCMでもおなじみの名曲。聴けばカッコイイけれど演奏してみると非常に
難しい…この課題曲を通してポップスの演奏･表現の方法を学びましょう！〔 〔

吹奏楽に関わる皆さんはプロオーケストラのリハーサルの様子は興味のあるもの。
リハーサルがどんな形で進められるのか、自分たちの目で見て学ぶ機会として、
リハーサルの一部を公開します！〔 〔受付開始 PM1:00 / 演奏開始 PM1:30 （終了予定 PM2:45）　　　　　　　　　　　　　　

●曲　目：マーチングコンテスト演奏曲
　　　　 野球応援メドレー　ほか
●出　演：習志野高等学校吹奏楽部

●出　演：シエナ・ウインド・オーケストラ(演奏)
　　　　 マット･カティンガブ(指揮)

シャトルバスの
運行あり

シャトルバスの
運行あり

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………
………………………………………………………………
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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♪

●日時：8月19日㈯ AM11:30～PM9:00
　　   8月20日㈰ AM11:30～PM9:00
●会場：河口湖ステラシアター正面広場
●料金：入場無料

ワインは1フィンガー(40ml)２００円より
※飲食は別料金
※各ワインの値段が違いますので、料金はブースでご確認ください。
※オープンライブを開催予定です。詳細はステラシアターまで

～厳選ワインと食事、そして音楽～
森の蔵出しワインバー

笛奏者 オマタ タツロウと
森のミニコンサート vol.1

8月14日㈪ AM10:30～
◆第１部　植樹及び楽器づくり　　　
◆第２部　ミニ演奏会
●曲　目:アメイジング･グレイス、風のうた、
　　 　　風の通り道(オマタタツロウ編曲)  ほか

参加無料（募集100名程度）
ご住所･氏名･電話番号･申込み人数をご記入の上、下記音楽祭事務局まで

FAX:0555-72-5578 ／ TEL:0555-72-5588
E-mail:stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp 

第９回
国際ジャズオーケストラフェスティバル

第1回
FUJI A CAPPELLA FESTIVAL

[大学生ジュニアバンドの部]
9月7日㈭、8日㈮

9月10日㈰

開場 AM9:00　開演 AM9:45

開場 AM9:30　開演 AM10:00

[小中高生バンド＆青少年市民バンドの部]
開場 AM11:30　開演 AM11:45
全席自由　一般前売1,200円/当日1,500円
　　　　　中･高･大学生前売800円/当日1,000円
　　　　　小学生以下入場無料(但し、保護者同伴)

全席自由　一般 前売1,200円/当日1,500円　
　　　　　大学生 前売500円/当日1,000円
　　　　　高校生以下 入場無料

※観覧可能な母子室はございませんので、予めご了承ください。

※未就学児入場無料。但し保護者同伴

ステラシアター
コンサートスケジュール♪♪♪♪

★上記公演は鑑賞無料となります。※河口湖オルゴールの森美術館と河口湖美術館は別途入館料がかかります。

習志野高等学校  吹奏楽部
ミニライブ

《会場》ショッピングセンターBELL
　　　　時計台広場

8月19日㈯  AM11:00～
習志野高等学校

マーチングバンドによる
パレード演奏会

with 地元吹奏楽メンバー
《会場》船津登山道→ステラシアター

8月19日㈯  AM11:30～
習志野高等学校

マーチングバンドによる
ミニコンサート

《会場》ステラ前広場（ワインバー併設）

8月19日㈯  PM12:00～

笛奏者
オマタタツロウによる
森のミニコンサート

vol.２

茂木大輔と木管歌劇場
ミニ演奏会

《会場》富士山世界遺産センター

8月14日㈪  PM2:00～

《出演》オーボエ　茂木大輔 ほか
《会場》河口湖美術館

《会場》河口湖オルゴールの森美術館
  ※別途美術館入園料有料

8月15日㈫  AM11:00～
ぱんだウインドオーケストラ

メンバーと楽しむ
金管五重奏ミニコンサート

8月17日㈭  AM10:30～
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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

　　26,471人
(－33)

 12,933人
(－18)

 13,538人
　(－15)

 10,184　
(－9)

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/9月3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/8月２2日(火)
 　　　午前９時～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●会場/忍野村役場
●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/8月  9日(水) 富士吉田商工会議所
　　　9月13日(水) 河口湖商工会
 　　　午前９時30分～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●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)●

7月１日現在の
人口・世帯

8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）

　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

毎月第４火曜日　午後１時～４時 (９月より毎月第３水曜日)
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

●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20分～2時40分

●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

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

第2回
第3回
第4回

8月  5日（土）
8月26日（土）
9月3 0日（土）

月　日

富士河口湖町との地域連携について

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

要予約

予約優先

　平成２９年度第１回目のオープンキャンパスを
７月１５日（土）に開催いたしました。暑い夏の到
来と同時に、健康科学大学の熱いオープンキャ
ンパスのシーズンもやってきました。健康科学大
学では、下記日程で夏のオープンキャンパスを開
催いたします。８月５日（土）以降の開催におい
ても、全体説明会、模擬講義・展示・体験・個別
相談等を行います。また、来場者のご質問には丁
寧にお答えいたしますので、高校生の皆様に限ら
ず、どなたでもお気軽にご参加ください。参加を
ご希望される場合、大学のホームページからお
申込みいただくか、下記問い合わせ先（入試広
報課）までご連絡ください。なお当日の詳細につ
きましても、本学ホームページにも掲載させてい
ただいておりますのでご覧ください。

　6月28日（水）に「富士河口湖町・健康科学大学地域連携推進委員会総会」
が富士河口湖町役場1階研修室において開催され、富士河口湖町役場の皆様
（渡辺喜久男町長・藤巻美文副町長をはじめとする役職者の方々）と健康科学
大学関係者（荒木力学長他教職員）が出席し、昨年度実施した連携事業につい
ての活動報告と本年度活動予定について話し合われました。富士河口湖町と健
康科学大学の更なる発展に向けた意見交換が行われました。
　平成22年3月に「健康科学大学と富士河口湖町との連携に関する協定書」
を締結し、「地域連携講座」、「大学講義（地域行政理解を目的とした）への町
役場職員招聘」、「町内で実施される諸行事やボランティア活動」等において
連携事業を行っております。

オープン
キャンパスの
日程
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8月9日㊌・23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
9月５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。

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
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リ
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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。

三宅　結人　　淳　一・倫　子　船津

川村　将大　　好　毅・未　來　船津

宮野　玲那　　孝　大・亜衣里　船津

網野　　空　　和　正・麻由子　船津

小林　優月　　　崇　・紗絵子　船津

増田　侑真　　　学　・幸　絵　船津

越膳　未羅　　寿　也・真佐子　小立

遠山　　凛　　　僚　・衣　里　河口

小林　太陽　　正　史・祐　衣　河口

神田　宗介　　友　弘・美　和　勝山

渡邊ふみ江　87歳　渡邊　源彦　船津

小林　　洋　76歳　小林　健一　船津

本木富美子　63歳　阿部　陽子　船津

小林　　子　78歳　小林　宗春　船津

古屋　芳子　83歳　古屋　和郎　小立

堀内みね子　79歳　堀内　良浩　大石

渡邊　公晴　72歳　渡邊　博紀　河口

宮下せつ子　84歳　宮下　速生　河口

流石　富雄　84歳　流石　信也　勝山

三浦　國造　91歳　三浦　浩一　長浜

坂本　英介　 ＝　 堀内　麻衣　船津

渡　　勇樹　 ＝　 朝比奈美佳　小立

岡部　敬信　 ＝　 渡邊　清美　小立

小佐野貴史　 ＝　 平松　　綾　河口

米山　史洋　 ＝　 小林恵里奈　勝山

山田　正喜　 ＝　 岡田　沙紀　精進

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

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
〈6/15～7/11〉
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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

富士河口湖町とツェルマット（スイス）は、友好都市提携をしています。
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「東京五輪・パラ五輪事前合宿実施へ協定締結」表紙の説明

36 広報 2017年 8月号

屋外広告物の基準変更についての
説明会開催のお知らせ

　山梨県では世界文化遺産に登録された富士山周辺地域のすばらしい景観を守り育む
ため、道路沿道に新たに設置する屋外広告物の高さや面積、色彩等についての基準の
強化を目指しています。

◆説明会の趣旨

◆説明会の日程

◆目指しているイメージ

　基準強化の内容や今後のスケジュール等について、屋外広告物を設置している事業者の方や
住民の皆さんのご理解を深めていただくことを目的として開催します。
■屋外広告物は、次の4つの要件を満たすものです。
　・常時又は一定期間継続して表示されるもの　
　・屋外で表示されるもの
　・公衆に表示されるもの　
　・看板や建物などに表示、設置されたもの
■山梨県屋外広告物条例により一定のルールがあり、
　また、一定規模以上の場合、許可が必要です。

■日時　平成２9年8月22日㈫ 14：00～
■会場　富士河口湖町役場コンベンションホール（富士河口湖町船津1700）

■屋外広告物の高さや面積、色彩等を抑え、
　富士山などの眺望景観の保全等を目指しています。

山梨県　県土整備部　景観づくり推進室
ＴＥＬ：055-223-1325
〒400-8501  甲府市丸の内1-6-1
ホームページ：http://www.pref.yamanashi.jp/kendosui/index.html

問い合わせ先

富士河口湖
町役場

乳ヶ崎北交差点

東恋路交差点

町民グラウンド

至 富士吉田市→

白木里宮線
（町道0111号線）

インター線
（町道0116号線）

富士登山道線
（町道0101号線）

◆基準強化を目指している範囲

既指定路線
新規路線案

※凡例

N

　町がかねてより鳴沢村とともに進めてきた２０２０年東京オリンピック・パ
ラリンピック事前合宿誘致について、この度フランストライアスロン連盟との
間で事前合宿をすることで合意に至りました。
　山梨県知事立会の下、７月１１日に駐フランス大使公邸にて富士河口湖町
長とフランストライアスロン連盟副会長が協定書に署名を行いました。
　町では事前合宿の誘致を通して、世界に向けた町の魅力発信やスポーツ
振興へつなげていきたいと考えています。今から２０２０年が待ち遠しいで
すね。


