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世界遺 産富士山とともに ー笑顔あふ れる富士河口湖町ー世界遺 産富士山とともに ー笑顔あふ れる富士河口湖町ー

成人者のつどい成人者のつどい



　平成30年1月7日(日)に「平成30年成人者のつどい」が勝山さくやホールにおいて行われました。当日は
気持ちの良い青空の下、集まった新成人の皆さんが懐かしい友人たちとの旧交を温めていました。

平成30年

今年成人を迎えた皆様が生まれた年の主な出来事
＜1997年(平成9年)4月～1998年(平成10年)3月＞

●長野オリンピック・パラリンピック開催
●郵便番号が7桁に　  ●地球温暖化防止京都会議開幕、京都議定書が採択
●「神戸連続児童殺傷事件」で少年逮捕
●サッカー日本代表のワールドカップ初出場が決定
●スタジオジブリの映画「もののけ姫」が大ヒット
●安室奈美恵さんがダンサーのSAMさんとの結婚を発表

　本日は、私たち新成人のためにこのような盛大な式典を開いていただき、誠

にありがとうございます。また、町長様をはじめとし、お祝いと激励のお言葉をく

ださったご来賓の方々に、心より感謝申し上げます。皆様からの温かいお言葉を

胸に、新成人としての自覚と責任を持ちつつ、一歩一歩精進して参ります。

　私たちは、世界に誇る雄大な富士の下、美しい山々や湖、豊かな自然に囲まれ

て育ってきました。そんな故郷、富士河口湖町を心から誇りに思うとともに、共

に励まし合い、沢山の思い出を作った友人たち、いつも一番近くで支えてくれる

家族、温かく見守ってくださる地域の方々といった、多くの支えがあって、今日、

新成人という門出を迎えることができたのだと強く実感させられます。

　私は現在、大学進学を機に富士河口湖町を離れ、東京で生活しています。日

々新たな環境や人々に刺激を受け、新たな知識や考えに触れることで、自分なり

に大きく成長することができたと感じています。一方で、住み慣れた地を離れて

見知らぬ世界に一人で飛び込むことに、初めは大きな不安もありました。また、

一人で暮らす中で、自分の未熟さを痛感することもたくさんありました。そんなと

きにいつも背中を押してくれたのは、家族の存在、そして故郷で育んだたくさん

の思い出たちでした。私たち新成人の中にも、故郷から離れて暮らす人、故郷に

残って暮らす人、それぞれの道があります。しかし、どの人にも、ここ富士河口湖

町という帰るべきふるさとがある、そのことこそ私たちにとって、苦しいとき、つ

らいとき、何より大きな支えになるのだと思います。

　そんな富士河口湖町で晴れて成人式を迎えた今、改めて考えることがあります。

「成人する」とは、「おとな」とは、いったいどういうことなのでしょうか。二十歳

を迎えた、それだけで「おとなになった」と胸を張って言うことができるでしょうか。

　その一つの答えとして、以前読んだ谷川俊太郎さんの「成人の日に」という詩

の一節を紹介したいと思います。

　どんな美しい記念の晴着も　

　どんな華やかなお祝いの花束も

　それだけではきみをおとなにはしてくれない

　他人のうちに自分と同じ美しさをみとめ

　自分のうちに他人と同じ醜さをみとめ

　でき上がったどんな権威にもしばられず

　流れ動く多数の意見にまどわされず

　とらわれぬ子どもの魂で

　いまあるものを組み直しつくりかえる

　それこそがおとなの始まり

　永遠に終わらないおとなへの出発点

　私たちは、今まさに「おとなへの出発点」に立っています。華やかな晴れ着や

花束だけでは、おとなになったとは言えません。他人の良いところ、自分の悪い

ところを素直に認め、権威や多くの意見に惑わされず生きることが、どれだけ難

しく勇気のいることでしょうか。しかし、ここまで愛情深く育ててくれた家族や親

戚、地域の方々のためにも、私たちは今こそおとなにならなくてはなりません。自

分も他人も同じように大切にしながら、確固たる信念を持ち、いまある社会をよ

りよいものにしていく。そんな覚悟と責任を持って、一歩一歩、前に進もうと努力

することこそが、おとなになるということなのだと私は思います。

　最後に、周りにいるすべての方々への感謝と尊敬の気持ちを忘れず、これから

の人生により一層の希望を持って、「おとな」へと出発していくことをここに約束

するとともに、誓いの言葉とさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　平成三十年一月七日　新成人代表　倉澤　百代

　それだけではきみをおとなにはしてくれない 新成人代表

誓いの言葉

船津地区

小立・大嵐地区小立・大嵐地区

大石・河口地区

勝山・上九一色地区

長浜・西湖・根場地区

船津地区

大石・河口地区

勝山・上九一色地区

長浜・西湖・根場地区
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　1月4日に河口浅間神社において平成30年の各種事業に対する安全祈
願祭が執り行われました。当日は町長をはじめ、町議会議員や観光協会
関係者、漁業協同組合、消防団、安協など多くの関係者が集まり、今年
1年の各種事業の安全を祈願しました。
　今年も町民の皆さんの笑顔あふれる1年となるよう願っております。

西湖地区でお多福の会で
地区の皆さんと門松づくりをしました

ご寄付のご紹介

　西湖地区の有志でつくられたお多福の会。昨年足和田地区
で行われた地域ケア会議（足和田の今、未来を考える会）で地
域づくり活動を活発にする協議がなされ、高齢者に声をかけ地
域で集まる場「よってかっしーの会」を開催してきました。
　12月16日（土）西湖公民館での「よってかっしーの会」にお
いて、村の門松づくりの上手な方に講師を依頼し、42名の参加者のもと行いました。11月の会でウォーキングを行った際
に見つけたマツタケを調理し、昼食にしました。参加された皆さんからは「こんな素敵な門松作りを教えていただいたり、
おいしい食事を作ってもらえて、とても楽しかった」との言葉をいただきました。町にも門松を寄贈していただき、玄関に
飾らせていただきました。

誠にありがとうございました。

早稲田大学  外国人留学生  
インターシップ実習生を受け入れます！
　早稲田大学留学生センターとの協働により、インターシップ実習生を受け入れることになりました。
　早稲田大学へ留学生として来日している外国人留学生１名を２月３日から３月３日までの間受け入
れます。実習生の１人は、「地方訪問文化インターンシップ」プログラムの一環で来町し、期間中は、
政策企画課と生涯学習課の両課で業務補助員として、業務実習しておりますので、見かけましたら
お気軽に声をかけていただきたいと思います。町では、今後も国際交流推進のため様々な取り組み
を進めていきます。「実習生」トビンさん

ふ
じ

か

わ

ぐ
ち こ

平成３０年安全祈願祭

　河口にお住いの三浦さき子さん、勝山にお住いの
小佐野博男さんが、1月に百歳の誕生日を迎え、町長
が訪問しお祝いしました。お二人とも町長とにこやか
にお話をされ、とってもお元気でした。
　ご長寿おめでとうございます。

三浦さき子さん、小佐野博男さん、
百歳おめでとうございます
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◎町社会福祉協議会へ
　真如苑様　　　　　 　　   　 70万円
　大月法人会様　　　　 　　    10万円
　富士レイクサイドカントリー倶楽部様  10万円
　富士桜カントリー倶楽部様 　  10万円
◎大石財産区へ
　真如苑様　　　　　　　     　30万円



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

　保育所に４月から勤務していただける保育士を募集して
います。
■要　件　保育士資格のある方で、町内公立保育所に勤
　　　　　務することが可能な方
■業務内容　児童の保育及び所長の指示する業務
■採用人員　若干名
■期　間　平成３０年４月１日から
■勤務時間　平日午前８時３０分～午後５時１５分（基本）
　　　　　　※早番・遅番あり
■待　遇　日給７，８２０円 ・社保加入・年間賞与あり
■応　募　２月２８日（水）必着で、履歴書・保育士証の
　　　　　写しを子育て支援課へ提出
■選　考　応募者多数の場合は、履歴書と面接により決
　　　　　定します。

　保育所に３月及び４月から勤務していただける調理員を
募集しています。
■要　件　勤務することが可能な方
■業務内容　給食調理
■採用人員　３月勤務２名、４月勤務１名
■期　間　平成３０年３月１日から、平成３０年４月１日から
■勤務時間　平日午前８時３０分～午後４時３０分
■待　遇　時給８８０円・社保加入・年間賞与あり
■応　募　２月２０日（火）及び３月１６日（金）必着で、履
　　　　　歴書を子育て支援課へ提出
■選　考　応募者多数の場合は、履歴書と面接により決
　　　　　定します。

　町立小学校（町単教諭･支援員･用務員）及び教育委員
会関係（スクールソーシャルワーカー）で４月１日から勤務し
ていただける次の嘱託職員･臨時職員を募集します。

 
　◎要　件　小学校教諭免許（有効期限内）があり、勤
　　　　　　務可能な方
　◎内　容　在校児童への教育・指導及び所属長が指
　　　　　　示する業務
　◎採用期間　採用日から平成３１年３月３１日まで
　　　　　　　（※1ヶ年更新）
　◎勤　務　原則、平日の午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　　　　　午後５時１５分まで
　◎待　遇　町規定の町費教員基準額、社会保険加入
　◎選　考　履歴書・小学校教諭免許状の写しを提出、
　　　　　　応募多数の場合は、履歴書と面接により決
　　　　　　定します。

　◎要　件　臨床心理士、社会福祉士若しくは精神保健
　　　　　　福祉士の資格（平成３０年３月末までに取

　　　　　　得見込み）を有する者又はこれに準ずる者
　　　　　　で、勤務可能な方
　◎内　容　・学校への巡回訪問
　　　　　　・学校からの要請による学校訪問及び問題
　　　　　　　等への対応
　　　　　　・児童･生徒、その家庭及び学校に対する支
　　　　　　　援、相談及び情報提供
　　　　　　・関係機関等とのネットワークの構築及び
　　　　　　　連携及び調整
　　　　　　・その他、教育長が必要と認める職務
　◎採用期間　採用日から平成３１年３月３１日まで
　　　　　　　（※１ヶ年更新）
　◎勤　務　原則、平日の午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　　　　　午後５時１５分まで
　◎待　遇　町規定の嘱託職員基準額、社会保険加入
　◎選　考　履歴書を提出、応募多数の場合は、履歴書
　　　　　　と面接により決定します。

　◎要　件　心身ともに健康で、勤務可能な方
　◎内　容　児童の支援全般及び所属長が指示する業務
　◎採用期間　採用日から平成３０年９月３０日まで
　　　　　　　（※６ヶ月更新）
　◎勤　務　原則、平日の午前８時３０分から
　　　　　　　　　　　　　　　　午後５時１５分まで
　◎待　遇　町規定の臨時職員基準額、社会保険加入
　◎選　考　履歴書を提出、応募多数の場合は、履歴書
　　　　　　と面接により決定します。

　◎要　件　心身ともに健康で、勤務可能な方
　◎内　容　学校用務全般及び所属長が指示する業務
　◎採用期間　採用日から平成３０年９月３０日まで
　　　　　　　（※６ヶ月更新）
　◎勤　務　原則、平日の午前９時００分から
　　　　　　　　　　　　　　　　午後４時００分まで
　◎待　遇　町規定の臨時職員基準額、社会保険加入
　◎選　考　履歴書を提出、応募多数の場合は、履歴書
　　　　　　と面接により決定します。
■募集締切　平成３０年２月２８日（水）
※希望職種を履歴書の右上に記載し、町学校教育課へ提
　出ください。

　「健康プラザ」に４月から勤務していただける方を募集
しています。
■要　件　６５歳くらいまでの方
■業務内容　温泉施設内で受付、清掃等　　
■定休日　月曜日・年末年始
■採用人数　１名
■期　間　平成３０年４月１日から
■勤務時間　午前８時半～午後９時まで
　　　　　　（１日７時間４５分勤務）シフト制　

子育て支援課から
●問合先　子育て支援課　72 -1174

【募集】嘱託・臨時職員
●問合先　学校教育課　℡72 - 6052

高齢者体力づくりセンター
「健康プラザ」温泉施設臨時職員募集

●問合先　健康増進課　℡72-6037

保育所臨時調理員募集

保育所臨時保育士募集

■嘱託職員（教諭、町立小学校勤務）2名

■臨時職員（支援員、町立小学校勤務）3名

■臨時職員（学校用務員、町立小学校勤務）1名

■嘱託職員（スクールソーシャルワーカー）１名
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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

広報誌に関するお問い合わせ・情報提供は

政策企画課 広報統計係　℡７２-１１２９

３月１日㊍ 配布予定３月号広報

■待　遇　日給　７，２１０円　社保加入・年間賞与あり
■応　募　２月２８日(水)必着で、履歴書を健康増進課へ
　　　　　提出
■選　考　応募者多数の場合は、履歴書と面接により決
　　　　　定します。

　船津財産区では三ノ段・天上山等の区有地を管理する
業務員を募集します。希望される方は、履歴書と運転免許
証のコピー・健康状態がわかる診断書等（町で行う健康
診断の結果表でも可）を持参し、町役場２階地域防災課
船津財産区事務局へ２月２８日までに提出してください。
なお採用可否の連絡は管理会での選考後となります。
■要件等　平成３１年４月１日現在、満７０歳未満の方。
　　　　　健康で普通運転免許証を持っている方。
　　　　　※船津地区在住者に限る。
■業務内容　区有地内の伐採・下刈り・枝打ち・清掃等
■採用人員　１名
■勤務場所　天上山・三ノ段　他　船津財産区有地
■勤務時間　午前８時～午後５時
※４月から１１月までの期間雇用

　女性の活躍を応援する講座を開催します。この講座で
は、地域の神社について、宮司 中村和行氏 をお招きしお
話していただきます。今回は、町にあるたくさんの神社の歴

史や船津地区の神社についてわかりやすく、“なぜ、筒口･
八王子神社例祭でおみこしが二つの神社を行ったり来た
りするのか？”など興味深いお話もしていただきます。
ぜひ、ご参加ください。
■日　時　平成３０年２月１９日（月）　
　　　　　　午後１：３０～午後３：００
■場　所　中央公民館　第２研修室（２階）
■参加費　無料　先着２０名
　　　　　（定員になり次第締め切ります。）
■持ち物　筆記用具

　　　

　町では、障害者相談員として４名の方に活動していただ
いております。
　障害者や家族の方の悩み事、障害者サービス等どんな
ことでもご相談ください。

◎身体障害者相談員
　　　　渡辺　武士（船津）　７２－０７０２
　　　　三浦　清美（長浜）　８２－２９８４
◎知的障害者相談員
　　　　堀内　里美（河口）　７６－７２５３
◎精神保健福祉相談員
　　　　三浦　雅子（船津）　７２－０５７７
　障害者のみなさんの身近な相談員さんです。お気軽に
ご相談下さい

船津財産区業務員募集
●問合先　地域防災課船津財産区事務局　℡72 -1170

富士河口湖町障害者相談員の紹介
●問合先　福祉推進課　℡72-6028

女性の活躍支援講座
「知的に女子力アップ
　～町の神社の歴史を知ろう～」の開催

●問合先　政策企画課　℡72－1129

　地元富士北麓地域での就労に関心のある学生及び社会人を対象とした「合同企業就職セミナー」の開催を、
平成30年3月22日（木）に予定しております。
　これに伴い、当日のブースにて企業紹介や求人案内を行っていただける、町内及び周辺市町村内に事業所、
支店又は工場のある企業を下記のとおり募集いたします。
　なお、このセミナーは周辺市町村役場の就職支援担当者と連携し、富士北麓地域（主催：富士吉田市　協力：西桂町・忍野
村・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町）としての開催予定となります。

「富士北麓地域合同企業就職セミナー」への参加企業を募集します!!

■日　　　時／平成30年3月22日㈭ 午後１時半から午後４時まで
　　　　　　　※参加企業数大幅増の場合、午前10時～12時・午後２時～４時の２部構成
■会　　　場／ハイランドリゾートホテル＆スパ 「バンケットホール」
■参加対象者／地元富士北麓地域での就労に関心のある学生
　　　　　　　（平成31年春、大学・短大・専修学校を卒業予定の方）及び社会人
■内　　　容／参加対象者との個別面談方式による企業紹介
■参 加 費／無料
■申込方法／下記担当まで、電話又は電子メールにて連絡をいただければ、参加申込書類　　
　　　　　　を郵送いたします。到着後に必要事項を記入の上、返送又は提出
　　　　　　をお願いします。また、参加希望企業多数となった場合、平成31
　　　　　　年春の新規採用予定者数が多い企業から選定させていただきま
　　　　　　すのであらかじめご了承ください。
■申込 締 切／平成30年2月28日㈬
■担　　　当／観光課　商工担当　℡：72-3168　kanko@town.fujikawaguchiko.lg.jp
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県などからのお知らせ

　「山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器
具、情報通信機械器具製造業最低賃金」は、平成２９年
１２月２７日から、１時間８６９円に、「山梨県自動車・同
附属品製造業最低賃金」は、平成２９年１２月１５日から
１時間８７５円に改定されました。
　なお、山梨県最低賃金は、平成２９年１０月１４日から
１時間７８４円となっています。
■お問い合わせ先　
　山梨労働局賃金室　　☎０５５－２２５－２８５４
　都留労働基準監督署　☎０５５４－４３－２１９５

■対　象　再就職に必要な技能・技術を身につけたい方
■コース　
　①産業技術科、電子制御技術科
　②機械CAD/NC科、金属加工科、建築CADサービス
　　科、電気設備技術科、産業技術科、電子制御技術科
■訓練期間
　①平成３０年３月２日～３０年９月２８日（７ヶ月）
　②平成３０年４月３日～３０年９月２８日（６ヶ月）
■訓練場所　ポリテクセンター山梨
　　　　　　（甲府市中小河原町403-1）
■受講料　無料（テキスト代実費）
■その他　無料託児サービスあり
　　　　　（託児料無料、その他実費負担）
■申込方法　
　①平成３０年２月１３日までに
　②平成３０年３月６日までに
　住所または居所を管轄するハローワークへ

■日　時　2月10日(土)　13時30分～15時
■講　師　谷内夏子　やまなし・しごとプラザサテライト
■受　講　無料
■持ち物　筆記用具
■対　象　一般（高校生以上）15名

■日　時　3月3日(土) 
　　　　　9時30分～12時30分、13時30分～16時
■講　師　竹林利朗
■受　講　材料費 2,000円
■対　象　一般（中学生以上）15名

　お子さまの「きこえ」「ことば」のことで不安はありませ
んか。少しでも不安のある方は、この機会にご相談くださ
い。専門の教員がご相談に応じます。
■日　時　平成３０年３月１１日（日）～３月１２日（月）
　　　　　午前９時から午後５時まで　
■場　所　県立ろう学校（山梨市大野1009）
■対　象　０歳児から大学生まで
■相談内容　
　１.「きこえ」と「ことば」に関する悩みの相談、２.「きこ
　え」と「ことば」に不安のあるお子さまへのかかわり方
　について（育児相談）、３.「きこえ」と「ことば」に不安
　のあるお子さまの生活や学習について（教育相談）、
　４.聴力測定、５.補聴器相談
■申し込み方法　
　事前に電話かＦＡＸで日時を予約してください（締め切
　りは３月６日（火）午後３時まで）　　
■問合先　TEL0553-22-1378、FAX0553-22-6419
☆費用は一切かかりません。
☆完全個別予約制で秘密は厳守します。
☆この相談会は、ろう学校入学とは関係ありません。

　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
あるお子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、お気軽にご相談ください。
■日時および会場　
　3月3日（土）山梨県立盲学校（甲府市下飯田2-10-2）
　・時間はいずれも午前10時から午後3時まで。
　・１件につき約１時間の相談となります。
■申し込み方法　
　3月１日（木）までに、盲学校へ電話で申し込みをお願
　いします。受付時間は平日午前9時から午後5時まで。
■費　用　無料
■問い合わせ先
　TEL055-226-3361 、FAX 055-226-3362

　検察審査会は、選挙権を持っている２０歳以上の人の
中から「くじ」で選ばれた１１人の審査員によって構成され
ます。したがって、あなたも審査員に選ばれる可能性があ
ります。
検察審査会では、交通事故や詐欺、脅しなど犯罪の被害
にあって警察や検察庁に訴えたが、検察官がその事件を

山梨県の特定最低賃金が
　　　　　　　改定されました

●問合・申込先 　県立ろう学校　℡0553-22-1378

春の「きこえ」と「ことば」の
　　　　　　　相談会のお知らせ

●問合先　ポリテクセンター山梨　℡055-242-3066

再就職を目指す方へ
「職業訓練受講者（３・４月生）」募集中

●申込・問合先　県立盲学校　℡055-226-3361

春のEye愛ひとみ相談会のご案内

●問合先　　甲府検察審査会　℡055-213-2548

ごぞんじですか「検察審査会」

●問合先　℡0554-45-1666

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

自己実現のMethod

～ろう学校 「きこえとことばの相談支援センター」～

カカオワークショップ＆ドリップワークショップ
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県などからのお知らせ

起訴しなかったこと（不起訴）について、その処分に不満
をもつ被害者などから申立があった場合に、その不起訴
処分が正しかったかどうかを審査します。
審査申立などの手続、または検察審査会について知りた
い場合は、お問い合わせください。
■問合せ先
　甲府検察審査会　甲府市中央一丁目１０番７号
　　　（甲府地方裁判所３階）電話055-213-2548

　富士山五合目周辺において自然解説や自然保護の啓発
をする自然解説員を募集します。
■募集人員　20名程度
■勤務期間　5月1日から10月31日まで（事務局の要請

　　　　　　に応じて勤務していただきます。）
■勤務時間　午前9時00分から午後4時30分まで
■勤務地　　富士山五合目総合管理センター
■賃　金　　日給7,450円
■募集締切　3月9日（金）（当日消印有効）
■申込方法　申込書に必要事項を記入し、書類を添付の
　うえ、郵送又は持参してください。詳しい内容は、ホー
　ムページをご覧になるか、電話又は電子メールにてお
　問い合わせください。
■申込・問合せ
　富士山五合目周辺公園利用協議会
　富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合
　　URL　http://www.onshirin.jp/
　　TEL0555-22-3355　
　　E-mail：shinrinbunka@onshirin.jp

平成30年度
　富士山五合目自然解説員募集

平成30年３月１１日(日) 午前１０時日 時

問合せ／富士河口湖町役場 地域防災課 防災係　72－11７０
町ホームページ／http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=2463&ka_id=26

１分間のいっせい行動訓練 “シェイクアウト訓練”
～いま一度 自助の原点に立ち返ろう～ 「自分が助かること」が「人を助けられること」

１分間のいっせい行動訓練
～いま一度 自助の原点に立ち返ろう～ 「自分が助かること」が「人を助けられること」

参加者数の把握のため
事前参加登録をお願いします
用紙は全戸配布、また役場・出張所に
 あります。町ＨＰから登録もできます。

訓練日時に、その場でいっせいに
地震から身を守る安全行動をとります

（約１分間）

「地震防災訓練アプリ」を登録してみましょう！
お手持ちのスマートフォンに「地震防災訓練アプリ」による専用アラーム音と
訓練メッセージが配信されます。この機会にアラーム音を体感しましょう。

１．「地震防災訓練アプリ」をダウンロードする。
２．アプリを開き、訓練日時ＱＲコードを読み取れば完了です。

◇登録方法◇　～簡単に登録できます～ 【訓練日時ＱＲコード】

【訓 練 名】 富士河口湖町シェイクアウト訓練
【訓練日時】 平成３０年３月１１日(日)　午前１０時
【訓練ＩＤ】 １７００７３

※ＱＲコードが読み取れない場合は、手動で登録して下さい。

アプリをダウンロード後読み取って下さい。

【掲載期間】　 平成３０年４月から翌年３月まで
　　　　　　　 １ヶ月を単位に、最大１２ヶ月連続して
　　　　　　 　掲載することができます。　
【広告掲載料】 １枠当たり　月額５，０００円（税込）　
【申込締切】　 平成３０年３月２日（金）
【申込方法】

【広告掲載ページ】  町ホームページトップページ
【広告規格】　　　［サイズ］縦６０ピクセル × 横１９０ピクセル
　　　　　　　　　［データ形式］GIF  JPEG
　　　　　　　　  ［容量］２０キロバイト以下

　　　　　　 町ホームページに掲載している「富士河口湖町ホームページ広告掲載申込書」に必要事項を記入し、
地域防災課情報推進係へご提出ください。詳しくは、町ホームページの＜新着情報・お知らせ＞『町ホームページの
バナー広告募集中』ページに掲載している“富士河口湖町ホームページ広告掲載要綱”“富士河口湖町ホームペー
ジ広告掲載要領”をご参照頂くか、地域防災課情報推進係（℡ ０５５５-７２-１１７０）までお問い合わせください。

町ホームページに掲載する有料広告を募集します
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information ーインフォメーションー
求職予定者は事前申し込み不要で参加できます。企業ご
とにブースを設け、求職予定者がブースを訪問し、各企業
の担当者から直接、仕事の内容等を聞くことができます。

　みんながそだち　みんながそだてる　しょくどうです。
■時　間　12時～3時
■日にち
　2月12日(月)　メニュー　シチュー・コーンバターライス
　2月24日(土)　メニュー　コロッケ定食・ひじきの煮物・
　　　　　　　 　　　　　みそ汁
　3月17日(土)　メニュー　親子丼・けんちん汁
　3月25日(日)　メニュー　シーフードカレー・わかめ
　　　　　　　 スープ・サラダ
■参加費　こども100円　おとな300円
■対　象　幼児～中学生・保護者　高齢者
※アレルギー対策は行っておりません。
■会　場　NPO法人富士と湖とかかしの里
　　　　　(富士河口湖町船津3400) 

■日　時　２月１０日（土）１３時３０分～１６時００分 
■場　所　山梨県富士山科学研究所 本館１Ｆホール 
■対　象　富士山周辺のガイド、インタープリター、一般
　　　　　市民（所属・資格は問いません） 
■参加費　無料 
■定　員　１２０名 
■内　容　富士山の自然の魅力を効果的に伝えるために
　　　　　は、自然科学への正しい理解や新たな研究成
　　　　　果のアップデートが欠かせません、外部より専
　　　　　門家をお招きしてスキルアップセミナーを開催
　　　　　します。 
■講　師　古瀬 浩史
　　　　　（帝京科学大学 生命環境学部 教授） 
■申込方法　不要

 
■日　時　２月２４日（土）１３時００分～１５時４５分
　　　　　（受付１３時００分～）
■会　場　山梨県立図書館１階イベントスペース  

　富士山世界遺産センターでは、富士山の日を記念して2
月23日（金）、24日（土）の2日間に渡り「富士山の日フェ
ア」を開催します。23日（金）は南館入館料が無料になり
ます。入館者全員への記念品プレゼントのほか、プロ三味
線奏者によるミニコンサートや和太鼓の演奏、絵図からミ
ニ富士山を作る「起こし絵ワークショップ」、さらに、飲食
や雑貨、小物作りなど様々な出店者が集うマルシェの開催
や、山梨の名産品ワインの試飲会、戌年にちなんだドッグ
ショー等、お子様から大人の方まで幅広く楽しんでいただ
けるイベントが盛りだくさん！また、当日ご来館頂いたお客
様向けに素敵な景品がもらえるスタンプラリーも実施しま
す。ぜひご家族・ご友人皆様お誘い合わせの上ご来場くだ
さい！ 
■期　間　2月23日（金）、24日（土）
■開館時間　8:30～17:00（最終入館16:30）
※各種イベントの実施時間は内容によって異なりますの
　で、詳細はお問い合わせいただくか、ホームページ等で
　ご確認ください。
■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　南館入館料無料　※23日（金）のみ、南館入
　　　　　館者全員へオリジナルブックマーカー進呈、マ
　　　　　ルシェ、ドッグショー、ワイン試飲会等の各種
　　　　　イベント
※イベント内容は変更する場合があります。
※24日（土）は南館入館料が必要となります。
　（高校生以下は無料）

　山梨県では、平成３１年３月卒業予定者の就職と県内企
業の人材確保を支援するため、「成長分野・ものづくり企
業等合同就職フェア」を開催します。

■日　時　平成３０年３月１７日（土）　
　　　　　　　　　１３：３０～１６：３０
■会　場　ベルサール新宿グランド
　　　　　（東京都新宿区西新宿８－１７－１）　
※山日YBS企業ガイダンス2019と同時開催。

■日　時　平成３０年３月２６日（月）　
　　　　　　　　　１３：００～１６：００
■会　場　ベルクラシック甲府
　　　　　（甲府市丸の内１－１－１７）

　平成３１年３月卒業予定者（３年以内の既卒者を含む）

山梨県立富士山世界遺産センター　
富士山の日フェア開催

●問合先　山梨県立富士山世界遺産センター　℡72-0259

成長分野・ものづくり企業等
合同就職フェア

●問合先　山梨県産業労働部労政雇用課地域雇用担当
℡055-223-1562

いらっしゃい　ニコニコかかし食堂
●問合先　NPO法人富士と湖とかかしの里　℡72-2989

山梨県富士山科学研究所から
●問合先　℡72-6206

【都内会場】

【県内会場】

【対象者】

富士山自然ガイドスキルアップセミナー
　　　　第３回「インタープリテーションとは何か」

「平成２９年度研究成果発表会」

場所　かかしの家 （駐車場はありません。）
ばしょ

てい

いえ

ふなつほいくじょ

ふじさん

ちゅうしゃじょう

ツタヤ
こんぴら様

船津保育所

至 富士山
ベル

ウエルシア

かかしの家（かかしが目印）

きじ亭
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information

■場　所　勝山ふれあいセンター研修室
■参加費　3.500円
■申込・問合先
　富士の国やまなし通訳案内士会　℡30-2089(松川) 
　メールinfo@fygia-japan.com　

■対　象　どなたでも 
■参加費　無料 
■内　容　富士山科学研究所が平成２９年度に行ってき
　　　　　た研究の成果を、３つの口頭発表と２１のポス
　　　　　ター発表にて紹介します。調査や分析、実験
　　　　　などからわかった最新の知見を質疑応答も交
　　　　　えながら知ることができます。

　日本伝統芸能・能楽を外国人にわかりやすく説明するた
め基礎を学びます。第一級の能役者さんが講師です。第
一部：能の基礎を実演を交えて学びます。受講対象は通
訳案内士ですがどなたでもご参加いただけます。第二部：
5月１8日にさくやホールで公演される演目「鞍馬天狗」の
鑑賞の仕方を学びます。
■日　時　3月18日（日）
　第一部：午後1時～3時（受付は12時30分から）
　第二部：午後3時30分～5時

○勤務場所　　富士河口湖町社会福祉協議会（富士河口湖町小立２４８７）
○業務内容　　一般職　社会福祉協議会が行う事業全般
○雇用形態　　正職員以外　雇用期間の定めあり（契約更新の可能性あり）
○勤務時間　　午前８時３０分～午後５時１５分
○休 日 等　　土、日、祝日、年末年始
○給 与 等　   １）給　与　富士河口湖町社会福祉協議会給与規程によります。
　　　　　　　２）手　当　本会給与規程により、期末手当、通勤手当等
　　　　　　　３）その他　社会保険、労働保険制度に加入します。
○資　　格　　普通免許証（AT限定可）、社会福祉主事任用資格があれば尚可

富士河口湖町社会福祉協議会職員募集案内

○２月20日(火)までに履歴書を持参のうえ、当会まで申込みをして下さい。2月21日以降に面接日等をご連絡いたします。
○問合先／富士河口湖町社会福祉協議会　電話0555-72-1430　富士河口湖町小立2487　町民福祉館ふじやま 2F

研修「外国人にも説明できるように
　　　　　　　お能の基礎を学ぼう！」

○勤務場所　　富士河口湖町社会福祉協議会（富士河口湖町小立２４８７）
○業務内容　　通所介護施設の介護員
　　　　　　　小規模多機能型居宅介護施設の介護員
○雇用形態　　正職員以外　雇用期間の定めあり（契約更新の可能性あり）
○勤務時間　　施設により異なるため要問合せ
○休 日 等　　施設により異なるため要問合せ
○給 与 等　   １）給　与　富士河口湖町社会福祉協議会給与規程によります。
　　　　　　　２）手　当　本会給与規程により、期末手当、通勤手当等
　　　　　　　３）その他　社会保険、労働保険制度に加入します。
○資　　格　　普通免許証（AT限定可）
　　　　　　　ヘルパー２級以上、介護職員初任者研修、介護福祉士があれば尚可
○そ の 他　　介護員経験があれば尚可

○勤務場所　　小立こども館
○業務内容　　児童厚生員（放課後児童預かり）
○雇用形態　　パート勤務
○勤務時間　　午後２時３０分～午後６時
　　　　　　　（学校行事により変動あり。夏、冬、春休み時は午前勤務あり）
○休 日 等　　土、日、祝日、年末年始
○給 与 等　   １）給　与　富士河口湖町社会福祉協議会給与規程によります。
　　　　　　　２）手　当　本会給与規程により、期末手当、通勤手当等
○資　　格　　児童厚生員、放課後児童支援員、保育士、幼稚園教諭のいずれかあれば尚可
○そ の 他　　子供が好きな方

社会福祉協議会
一般職

（嘱託職員１名）

社会福祉協議会
介護員
（若干名）

社会福祉協議会
児童厚生員
（若干名）
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■町連合会長　　　　　古屋　昭八　（林区）
　○船津地区代表　　　梶原　和幸　（湖南町三丁目）
　○小立地区代表　　　古屋　昭八　（林区）
　○大石地区代表　　　外川　斐比呂（下条区）
　○河口地区代表　　　宮下　勉　　（第五自治会）
　○勝山地区代表　　　堀内　益男　（第三区）
　○足和田地区代表　　渡邉　春雄　（大嵐区）
　○上九一色地区代表　伊藤　正夫　（富士ヶ嶺区）

船津地区
【揚　町】梶原正義　　　【浜　町】渡辺　肇
【若松町】渡辺辰也　　　【上　町】望月浩一郎
【松場一】山口武徳　　　【松場二】佐野尚平
【湖南一】中村　守　　　【湖南二】香西治彦
【湖南三】梶原和幸　　　【本町二】渡辺勝美
【七の一】小佐野順一　　【七の二】渡辺幸彦
【七の三】渡辺知洋　　　【七の四】望月孝道
【南台一】小野　靖　　　【南台二】白壁正光　　　
【七の中】梶原和之　　　【市　道】三浦和男
【富士見一】渡辺宗寛　　【富士見二】梶原政治　
【富士見三】赤池　操　　【富士見四】古屋文仁
【本　町】長山明彦　　　【上の段下】外川勇一
【上の段中】小林　裕　　【上の段上】小宮好彦
【高尾町】貴家道雄　　　【県営住宅】飯田はるみ　
【高尾南】渡辺利男　　　【富士見タウン】青野博人
【河口湖通】笠井克美　　【大久保】長山尊宣　  　
【宮　森】中村利雄　　　【大　池】梶原　武　　　
【浅　川】渡辺眞一

＝行政区長＝
【山　彦】中村美好　　　【竹の子・松場】井出兆里
【湖　南】中村　守　　　【富士桜・スバル】渡辺宗寛
【青空・うそぶき】梶原好守　　
【富　士】中村好文　　　【蜂の子】小宮好彦　　　　
【浅　川】外川　眞　　　【ひばり】藤井　誠　　
【富士見】古屋文仁　　　
【高尾・ニュータウン】渡辺一廣　
【高尾南】渡辺利男

小立地区
【乳ケ崎】渡辺敏朗　　　【林】古屋昭八　　　　
【久　保】渡辺一彦　　　【八町屋】渡辺顕夫　　　  
【西】渡辺正夫　　
【町営住宅小立団地】中川正彦　
【河口湖ニュータウン】水越　茂

大石地区
【中　沢】堀内健一　　　【上　手】梶原一夫　　  
【東　村】渡辺与三郎　　【下　条】外川斐比呂　　 
【後　藤】梶原榮幸　　　【中　村】堀内洋一
【湯　口】堀内仁志　　　【ペンション村】増山　稔
【松風台】内田大介

河口地区
【第　一】鈴木哲人　　　【第　二】佐藤一盛 　　　
【第　三】中嶋文昭　　　【第　四】堀内忠雄　　　  
【第　五】宮下　勉　　　【第　六】宮下正彦

勝山地区
【第一区】小佐野繁治　　【第二区】倉澤傳夫　　
【第三区】堀内益男

足和田地区
【長浜区】鯨井俊徳　　　【西湖区】朝比奈広美　　
【根場区】渡辺康浩

上九一色地区
【精進区】渡辺　充　　　【本栖区】伊藤　昇

　町内には、６７の区・自治会（船津地区３５、小立地区７、
大石地区９、河口地区６、勝山地区３、足和田地区４、上九
地区３）があり、快適で住みよい環境づくりを進めるため、各
団体でさまざまな活動や行事を行なっています。普段から育
成会活動や公民館まつりなど地域間のコミュニケーションの
形成や、自主防災組織の確立など有事の際には地域の防災
力として非常に大きいものがあります。
　まだ加入されていない方も自治会活動に加わり、近隣の方
と親睦を深めながら地区共通の課題や防災活動に一緒にな
って取り組み、安全・安心で豊かな地域づくりに取り組みまし
ょう。

　１月１０日、町役場において区長・自治会長懇談会が開催されました。１年間地域の代表として、行政との橋渡し的役割
をしていただきます。よろしくお願いいたします。
　また、会議の席において、各地区の代表及び町連合会長の選出も行なわれましたので、あわせてご紹介いたします。
　なお、大嵐区・富士ヶ嶺区の区長はまだ任期の途中ですので、改選した際に改めてお知らせします。

平成３０年　新区長・自治会長の紹介

お問合せ先　地域防災課　地域係　72-1170

区・自治会に加入しましょう!!
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①自殺　②無免許運転　③酒酔い・酒気帯び運転　④故意または
重大な過失　⑤見舞金受取人の犯罪行為　⑥地震等の天災また
は暴動等の異常事態　⑦道路交通法その他の法律に違反する行為

見舞金が支払われない交通災害

交通災害にあったときは、自転車事故などの事故も必ず警察署に事
故の届け出をしてください。
交通事故証明書等がないと、見舞金は3万円が限度となります

自転車事故など、小さな交通災害もカバー！

加入者が交通災害にあった場合に被
害の程度によって見舞金をお支払い
する相互救済の制度です。

●交通災害共済とは

【ご注意】
次の場合は交通災害ではありま
せん。（主なもの）
◎歩行中に誤って転倒（車両の運
　行に起因するものは対象になり
　ます。）
◎幼児用乗用具（玩遊具）による
　自損事故
◎一定の場所で停止して行う作業
　中の事故
◎駐停車中の交通機関の乗降時
　における事故
◎自宅敷地内、畑などでの事故
　（交通事故証明書が取得でき
　る場合を除く。）

　次の交通機関の交通途上にお
ける運航に起因する接触、衝突、
墜落、転覆等により生じた事故
（日本国内において発生したも
のに限ります。）

●対象となる交通災害

●対象となる交通機関
●自動車●自動二輪車●原動機
付自転車●自転車●電車●ケー
ブルカー●ロープウェイ●身体障
害者用の車いす※●航空機●船
舶など※平成28年度から新たに
対象となりました（電動車いす等
も含みます。）

お申込み方法
　交通災害共済加入申込書に掛け金を添えて、お住いの市役
所・町村役場（市町村によっては指定された金融機関)）にお申
込みください。

【請求期間】
交通災害が発生
した日の翌日から

２年以内です!

富士河口湖町に住所を有し、
住民基本台帳に 

記載されている方なら 
いつでもどなたでも 

加入OK! 
（他県等に転出している学生は、
　加入できます。）



健康のまちづくり
Healthy community building

平成２９年度は、下記の対象者の方が、歯周疾患検診を無料で受けることができます。

歯周疾患検診対象者
富士河口湖町に住民登録をしており、本年度中に40歳、50歳、60歳、70歳　になる方

【注意事項】
１.　受診の際は、歯周病疾患検診受診票と健康保険証を歯科医療機関窓口に提出してください。
２.　検診料は無料です。ただし、治療にかかる費用は含まれていません。
３.　必ず、有効期間内（平成３０年２月２８日まで）に検診をお受けください。
４.　歯周疾患検診を受診できる歯科医療機関は歯周疾患検診受診票に記載してあります。
　　事前に必ず歯科医院へ電話予約してから受診してください。
※受診には「歯周疾患検診受診票」が必要となります。上記対象の方で、お手元に受診票が見当たらない方は、
　お手数ですが健康増進課までお問い合わせください。     

年　齢

４０歳

５０歳

６０歳

７０歳

生　年　月　日

昭和52（1977）年4月2日～昭和53（1978）年4月1日生まれ  

昭和42（1967）年4月2日～昭和43（1968）年4月1日生まれ  

昭和32（1957）年4月2日～昭和33（1958）年4月1日生まれ  

昭和22（1947）年4月2日～昭和23（1948）年4月１日生まれ  

お問い合わせ先／富士河口湖町役場  健康増進課 ＴＥＬ：０５５５－７２－６０３７　　　
　

歯周疾患検診をお忘れではないですか？

 平成２９年４月末に送付いたしました
「歯周疾患検診受診票」で、無料で
歯周疾患検診が受けられます

 歯周疾患検診受診票の利用は
平成３０年２月２８日
までになります！！

　　　

『災い転じて福となす～困ったときの助け合いがきずなをつくる～』
―三条市の豪雨― （平成16,23年7月）（三条市 70代 男性 自治会長）

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

～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」

　２００４年７月１３日の豪雨による水害のとき、私たちはたくさんの方々に助けていただきまし
た。このことへの感謝の気持ちをずっと持ち続けており、中越地震などその後の災害時には、町の
人たちと一緒にボランティア活動をしています。
　活動を通じた交流は、様々な地域、団体との間で続いています。多くの人と交流する中で、「困
ったとき、切ないときの助け合いが、かけがえのないつながりをつくる」と実感し、気持ちが温かくなります。
　このときの水害では町全体が水に浸かり、多くの死者、重軽傷者を出しました。住家被害も著しく、あの悲しみを忘れる
ことは難しいと思います。しかし、あれ以来、私はあえて「災い転じて福となす」ということわざを、折に触れて使うようにし
ています。災害時に多くの人に助けられ、そこから新しい人間関係が醸成されてくる中で前向きな気持ちになれたのです。
これを「災い転じて福をなす」と言わなかったら、何と言えばいいのでしょう。
　これからも、つらいこと、大変なことがいつ起こるかわかりません。自然の猛威にまたいつ襲われるかも、だれにもわか
らないのです。だからこそ、私は災いを福に変える気持ちを持ち続けたい。多くの人がこうした心構えでいれば、いざという
ときにきっと助け合えると思います。

12 広報 2018年 2月号
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　山梨赤十字病院　ソーシャルワーカー　　初鹿野　美穂

医療ソーシャルワーカーが教える　知っておくと便利な制度

・１ヶ月（１日から月末まで）の間に医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が高額になった場合、申

　請すると自己負担限度額を超えた分が２～３か月後に払い戻される制度です。自己負担限度額は所得や年齢によ

　って異なります。

・事前に健康保険の窓口で「限度額適応認定証」の手続きをし、交付された認定証を病院の窓口で提出すると、支

　払い金額が自己負担限度額までとなります。

・手術や長期入院で医療費が高額になる場合に便利です。
★申請窓口
　加入している健康保険の窓口

・一定の障害があると認められた方が、各種福祉サービス（医療費の助成、補装具の助成、税金の軽減、各種交通

　機関の割引など）を利用するために必要となる手帳です。

・受けられるサービスは、手帳の種類や障害等級によって異なります。申請から交付までには、約１～２か月かかり

　ます。

★申請窓口
　お住まいの市町村の障害福祉担当

Aさん（40代） 病名：脳梗塞
　脳梗塞で入院し、右上下肢に麻痺が残りました。リハビリ病院へ転院する必要がありましたが、入院費が40万ほどかか
るため不安を感じていました。そこで医療ソーシャルワーカーが限度額適応認定証について説明し、家族が申請を行いま
した。その結果入院費が13万円ほどで済むことになり、不安なく転院しリハビリに励むことができました。

◎高額療養費制度

・介護が必要になっても住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせるようにすることを目的とした制度です。様々

　なサービスを利用することで、家族の介護負担を減らしながら、要介護者の望む生活を送ることができるように

　なります。

・対象者は６５歳以上で介護が必要と認定された人、４０歳～６４歳で特定疾患により介護が必要とされた人です。

★申請窓口
　お住まいの市町村の介護保険担当

◎介護保険

◎障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳）

高額療養費制度を利用しました

Bさん（80代） 病名：腰椎圧迫骨折
　整形外科を受診し、腰椎圧迫骨折が判明しました。入院せず自宅へ戻ることになりましたが、痛みにより動くことができ

ないため、介護サービスを導入することになりました。医療ソーシャルワーカーが家族に介護保険の説明
を行ったところ、デイサービスやベッドの利用希望が聞かれました。家族が申請手続きに対し不安を感じて
いたため、医療ソーシャルワーカーが医師へ受診の様子や生活上の注意点を確認し、利用希望のサービス
と合わせて役場へ情報提供しました。その後家族が申請を行い、サービスを開始することができました。

介護保険を利用しました

医療ソーシャルワーカーは社会福祉制度、医療保険制度についての知識をもっています。
介護、医療費、生活費などお困りの場合には、ぜひ一度相談してください。
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平成２９年度　富士河口湖町　世界遺産講座

   第11回（最終回）「遠い富士から近い富士へ」 
～交通網の発達がもたらした近代の観光登山～

～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～

●日　時：２月２１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。
※開催日に大雪注意報または大雪警報が発令された際は翌月の第2水曜日(3月14日)に延期いたします。

　江戸時代までの富士登山は、遠い地域から数日の旅を経る大変な行程でした。明治維新後、欧米の文化を取り
入れ殖産興業の動きが加速します。イギリスからもたらされた鉄道の技術は、日本の交通体系に大きな変革をもた
らしました。この変革は富士山信仰にも大きな影響を与えます。短い時間で移動が可能となり、より多くの人々が
訪れるようになった富士山。近代の観光登山への変遷を交通網の発達から考えます。

（1人約20分 ※前日までに要予約…生涯学習課へ）
●場　所：子ども未来創造館

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

子育てと仕事の悩みをキャリアコンサルタントにご相談を。

2月2８日㈬ 午前10時30分～11時30分

個別無料相談

小立地区公民館歴史講座

「日蓮聖人ゆかりの地 こだち」「日蓮聖人ゆかりの地 こだち」「日蓮聖人ゆかりの地 こだち」
　小立地区には日蓮聖人ゆかりの場所がたくさん残
っています。それらの史跡を後世に残すため、その魅
力と価値を再確認する講座を開講いたします。

●日　時：2月16日㈮　午後6時～
●場　所：小立福祉センター　大広間
●参加費：無料　事前申込み：不要
●講　師：杉本悠樹（生涯学習課文化財係）
●主　催：富士河口湖町教育委員会生涯学習課
●後　援：小立財産区管理会・小立区長会・小立観光協会

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：2月28日㈬
　　　　　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

●定　員：各10名（3名以上開催）
材料の関係上締切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
●申込・問合先：2月23日㈮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
Ａコース　2,000円　Ｂコース　4,000円

　3月8日は「ミモザの日」。ミモザを使ったアレンジ
で春らしい飾りを作りましょう。

(初心者の方大歓迎)

中央公民館ロビー展示

ボランティア作品展

社会福祉協議会への小中学生の応募作品を展示します

■休館日／日曜・祝日　詳しくは生涯学習課へ

2月10日㈯～17日㈯

「ポスター・作文」「ポスター・作文」「ポスター・作文」「ポスター・作文」
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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
　町の庁舎駐車場に立つと、庁舎の上に雪におおわれた富士の頂が見え、すぐ手前には、見事な緑の松に雪吊りとしゃれ

た胴巻で冬の装いです。季節の節目である節分、春の始まりを告げる立春とは言え、厳しい寒さはこれからが本番です。

けれども、春は確かにすぐそこまで来ています。中央公民館横の大きなこぶしの木が枝をいっぱいに広げて堂々と立って

います。見上げると、こぶしの花の蕾がかわいらしくふくらんでいるではありませんか。ちゃんと春が近いことを知ってい

るのです。

　我が子も、春を待ちわびています。今の自分よりもステッ

プアップした姿を見せたいと思っています。周囲の大人も親

も、子ども達に「こうなってほしい。ああなってほしい。」と

いう願いや夢が大きくふくらむ時期です。互いの思いがうま

くかみ合うと大きなパワーになって、前へ前へと進んでいく

ことでしょう。その反対に、うまくかみ合わず、どうしたらよ

いか困ってしまう事もあると思います。また、誰にでも話せる

内容ではないこともあります。

　一人で悩まず、子ども達が良い方向に進めるように一緒に考

えさせてください。教育センターの教育相談では、秘密厳守

で相談にのっています。

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

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

教育に関するお悩みは
　　　　　　　教育センターへ

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

クラブ富士山９０minマラソン

家族、友人とタスキをつなごう！

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

●日　時：4月21日㈯　午前9時～12時　　富士河口湖町くぬぎ平サッカー場
●種　目：個人の部…中学生以上　1人で90分走り続ける自信のある方　先着20名
　　　　  団体の部…小学生以上　2～5人でタスキをつなぎ90分支えあえるチーム　先着30チーム
●参加料：１人700円
●申込〆切：3月30日（金）午後5時メール必着
●申込方法：クラブ富士山ホームページに掲載いたしますのでご覧ください。

15広報2018年 2月号

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

TEL 0555-72-6053　 FAX 0555-73-1358

【江戸芸能研鑽会】

(入場無料)

落語/真　打  古今亭菊春
色物/紙きり  三遊亭絵馬

記念公演●日　時：3月3日㈯　午前10時～午後3時
●場　所：富士河口湖町中央公民館
●内　容：10:00～15:00 作品展示・体験コーナー
　　　　  10:00～12:30 芸能発表、13:30～15:00 記念公演
※内容は変更になる場合があります。ご了承ください。
●問合先：生涯学習課へ

●日　時：3月3日㈯　午前10時～午後3時
●場　所：富士河口湖町中央公民館
●内　容：10:00～15:00 作品展示・体験コーナー
　　　　  10:00～12:30 芸能発表、13:30～15:00 記念公演
※内容は変更になる場合があります。ご了承ください。
●問合先：生涯学習課へ うどん・カレー販売

（数量限定）

第4回

　中央公民館で活動しているサークルの芸能発表や展示など盛りだくさん。
地域の皆さんのご参加もお待ちしています。
　中央公民館で活動しているサークルの芸能発表や展示など盛りだくさん。
地域の皆さんのご参加もお待ちしています。

午前10時～午後3時

 記念公演 記念公演 記念公演 記念公演



2月4日 ～ ３月3日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

2/4

3/1

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

18

25 26

19 20 21

28

22 23 24

17

27 2 3

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

ク富ズンバ

(読み聞かせ)

(AMひなまつり会)
(PM助産師相談)

(バレンタインクッキング)
つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

ク富ズンバ

ク富ズンバ

将棋教室 ワイワイくらぶ
おもちゃ病院

おもちゃ病院

キラキラビクス

マムベビー

育児学級

ぷち相談会AMプラレール

早帰りイベント

tetote
つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場○栄

つどいの広場○栄

つどいの広場○子

(からだの日)(おやこの日)

AMジョブカフェ

つどいの広場○子

＜休館日＞
2月11・12・25日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

☆乳幼児対象☆☆どなたでも☆☆小学生対象☆

子育て支援課発!! つどいの広場
　「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　1時～3時
※子育て相談・栄養相談・助産師相談(事前に予
約が必要)・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

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。

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
２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

２月２８日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

２月１６日㊎

脳トレ2017脳トレ2017脳トレ2017

　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：２月１５日㈬ 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 

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

※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

☆12時～1時までは閉館です。

親子ふれあい教室のため、
２/１３・２７㈫の午前中は
プレイルームの一般利用は

できません。
ご協力をお願いします。親子

ふれあい教室B

親子
ふれあい教室A

親子ふれあい
　教室B(勝山)

親子ふれあい
　教室A(勝山)

(お誕生日会)
つどいの広場

ク富ズンバ

funfunくらぶ　

(脳トレ)
funfunくらぶ　

休館日

休館日

休館日

てとて～te to te～てとて～te to te～てとて～te to te～
活動期になる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：2月21日㈬　10：00～10：45
申込み：参加費：なし　持ち物：のみもの
対　象:Ｈ27．４．２～Ｈ28．４．１生まれ
内　容：リズム遊び・廃材おもちゃ作り・
　　　  育児のプチ情報・読み聞かせなど

開館
時間

funfun
くらぶ　

funfun
くらぶ　

funfun
くらぶ　

　おもしろいプリントやクイズで脳を鍛え
るのが脳トレです。今年度最後の脳トレ！
どんどん挑戦しよう！

　学校が短縮の日のスペシャル！タイトル
は《お米のひみつ》お楽しみもあるよ♪

日　時：２月１7日㈯ 1：00～3：00
　【時間内に自由に来てね】
申込み：定員：参加費：持ち物：なし

◎早帰りお楽しみイベント◎

日　時：2月7日㈬ ３：００～
申込み：定員：参加費：持ち物：なし

放課後児童クラブ登録について放課後児童クラブ登録について放課後児童クラブ登録について放課後児童クラブ登録について
平成30年度

　子ども未来創造館では、原則として
放課後や学校休業日に、就労などによ
り家庭に保護者がいない児童を対象と
した『放課後児童クラブ登録児童』
（定員40名）を募集します。
　登録審査をさせていただくため、必
ず申請書を受け取り、期限厳守【2月
末まで】に提出して下さい。また、利用
料については、お問い合わせください。

＊申請についての詳細は、
『こどみらだより２月号』を

ご覧ください。

こどみらぷち相談会こどみらぷち相談会こどみらぷち相談会

おもちゃ病院おもちゃ病院おもちゃ病院

　カウンセラーの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
を相談しながら、一緒に考えます。

　大切にしていたおもちゃなのに、動かなく
なったものはありませんか？スーパードクタ
ーが診てくれます！完治率も高いですよ!
ぜひどうぞ…

日　時：2月６日㈫ 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：「お母さんの心の健康」

日　時：２月9日・23日㈮ 1：00～3：00
※部品代などがかかる場合もあります。

☆乳幼児対象☆

　女の子の成長を祝うひなまつり♥春の訪れ
を感じながら男の子の成長もお祝いします。
　手遊び・制作・つどい＆こどみらスタッフに
よる名（迷）作など「かわいく！華やかに！」を
モットーに愉快なプログラムを用意してお待
ちしています！

つど
いの
広場
と

合同
企画つど

いの
広場
と

合同
企画つど

いの
広場
と

合同
企画つど

いの
広場
と

合同
企画ひなまつり会ひなまつり会ひなまつり会

日　時：３月2日㈮ １１：００～
定　員：参加費：申込み：なし
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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

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

生涯学習館

2月13日㈫
2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
2月の予定

分　館 読み聞かせ 開館日 開館時間

河口 午後3時30分～
大石  午後4時30分～20日

午後3時30分～15日

◎本館読み聞かせ◎

2月24日㈯パパのえほんタイム

2月10日㈯エトワールの会

※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：２月２４日（土） 午後２時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「鏡の法則」野口嘉則 著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。

第13２回　読書会

『希望のごはん』クリコ著

☆今月の一冊☆

〈開館時間〉平日午前９時３０分～午後7時／土・日午前９時～午後5時

毎週月曜日休館／11日㈰は祝日、28日㈬は館内整理日のため休館。

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

生涯学習館貸出ランキング２０１7生涯学習館貸出ランキング２０１7生涯学習館貸出ランキング２０１7生涯学習館貸出ランキング２０１7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

『蜜蜂と遠雷』恩田陸 著
『祈りの幕が下りる時』東野圭吾 著
『九十歳。何がめでたい』佐藤愛子 著
『嫌われる勇気』岸見一郎 著
『ハリネズミの願い』トーン・テレヘン 著
『山女日記』湊かなえ 著
『危険なビーナス』東野圭吾 著
『家康、江戸を建てる』門井慶喜 著
『妻に龍が付きまして』小野寺Ｓ一貴 著
『ラプラスの魔女』東野圭吾 著

『はらぺこあおむし』エリック＝カール//さく
『ものぐさトミー』ペーン・デュボア//文・絵
『ミッケ！』ウォルターウィック//写真
『バムとケロのおかいもの』島田ゆか//作・絵
『ももたろう』松居直//ぶん
『てぶくろ＝ウクライナ民話』エフゲーニ・ラチョフ//え
『たろうのともだち』村山桂子//さく
『三びきのやぎのがらがらどん』マーシャ・ブラウン//え
『ぐりとぐら』中川李枝子//さく　
『あそびましょ』かどのえいこ//さく

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

一般書　 子どもの本　

外国人による英語で
の絵本の読み聞かせ

会

えいごで 絵本を楽し
もう!       

■日　時：２月２０日(火) 10：30～
■場　所：生涯学習館　児童創作ルーム
上九一色分館：２月１５日(木) 午後3時30分～
河口分館：２月２０日(火) 午後3時30分～
大石分館：２月２０日(火) 午後4時30分～

　かめない人のための流動食とおかず、考えただけで
も美味しそうには思えません。口腔底がんを患い、か
む力を失った夫のために見た目に美味しそうで味も美
味しいものを作ろうと試行錯誤しながら奮闘する著者。
とうとう時間をかけずに美味しいものを作ることがで
きるように・・・。努力の過程を読むだけで感動です。
もし、家族にかめない人がいたら、是非読んでみて下
さい。作り方も丁寧に書かれていて、愛情たっぷりの
美味しい介護食がいますぐ作れそうです。

Ｃ Ｄ
『シャンデリア』back　number
『5th　Anniversary　Best』家入レオ

『恋歌　泣き歌　ベスト』オムニバス

『アンコール』back　number
『Love　Collection～mint～』西野カナ

『君の名は。』RADWIMPS

『ゆずイロハ　1997-2017』ゆず
『中島みゆきBEST　SELECTION』中島みゆき
『YELLOW　DANCER』星野源

『あの日　あの時』小田和正

0・1・2・3歳対象〈午前10時30分～〉

幼児～小学生低学年対象〈午後1時30分～〉

幼児～小学生低学年対象〈午後2時～〉
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河口の富士山御師・大梅谷周直の「川口山内神社神明参詣帳」の記録

　河口（江戸時代は「川口」と表記）の富士山御師とは「富士山が信仰の対象の昇華をみて、環境必需性によって、
富士北麓に発生した神と人との仲介神祇職である。凡そ一般の神社祭掌に当たるとは違って、日本一の高峰を神霊
とし、困難な条件を克服して崇敬者を絶頂まで導いた。最も積極行動性を本質とした人々である」と民俗学者・伊
藤堅吉氏は解説しています。富士山の貞観噴火（貞観６年（864））により、火山の神への畏敬から、神社を創建し
て荒ぶる神を鎮めよとの勅命により、祈りの日々のなかから、やがて農民の五穀豊穣を願い、戦国の世には武運長
久を、家庭にあっては安産祈願、庶民の人生再生への六根清浄祈願と、神戸の里の御師は真摯に向き合い、願に応
えんとしました。
　江戸時代末期になると、蝦夷地（現在の北海道）にはロシア、長崎にはイギリス、浦賀にはアメリカが交易を求め
て来航、文政８年（1825）に徳川幕府は「異国船打払令」を発しました。一方国内に眼を転ずると、農民一揆が全
国的に起こっています。このような世情の中、河口の富士山御師・大梅谷周直は四十歳を迎え、厄除けとして山内
（河口村内）の総じて２０５社祠の巡拝をしました。

　富士山御師・大梅谷周直は文政１３年（1830）８月
１５日に「川口山内神社神明参詣帳」の冒頭「朝寅
ノ下刻ヨリ家内出立、先、鎮守参詣之上、夫々終日相
廻リ、行先ニ而、心安キ人エ立寄、弁当振舞ニ相成、
其夕戌ノ上刻ニ至家内ヘ目出度罷帰リ候儀ニ有之、
覚如斯ニ候」とあり、巡拝途中に知人宅で弁当やお
茶をご馳走になり、現在の午前５時から夜８時まで
１５時間巡拝したことになります。その参詣数は１６
２ヶ所、２０５社にものぼり、河口（川口）村内に祀ら
れた神社・祠の数の多さを知ることができます（誌面
の都合上、詳細は省略）。
（A）鎮守奉仕社　１社　富士浅間大神（河口浅間
神社）、（B）末社２１社、（C）その他　２１ヶ所・３
７社、（D）２社以上を祀る御師宅　２２軒・４９社、
（E）１社を祀る御師宅　８軒８社、（F）稲荷大明神
１社を祀る御師宅　２２軒、（G）稲荷祠を祀る御師
宅　６５軒、（H）祀る神名の欠損（不明） ２軒　
総計１６２ヶ所　２０５社　※この段階での御師の軒数は１１９軒であることがわかります（Dの軒数＋E＋F＋G＋H）。

　「川口山内神社神明参詣帳」に記録された内容を整理した結果、村内の里守りとして五行に基づいて祀られた
神々が判明したので紹介いたします。これらの神々が村の四方と中央を守っています。
　北方・・・罔象女命・大国主命　（子ノ神）　　　　　　　　　水の神
　東方・・・勺々廼智命　　　　　（社宮司・おさぐっちゃん）　木の神（註１）
　西方・・・金山彦命　　　　　　（金山）（広瀬）　　　　　 　鉱の神
　中央・・・埴山姫命　　　　　　   天王社下社内（大橋）　　　土の神
　南方・・・可遇突智命　　　　　   追坂荒神（荒神岩ヵ）　　 　火の神（註２）
（註１）社宮司は河口浅間神社の改築中にご神体を遷座した。
（註２）荒神は修験者によって不動明王を祀るというが、産屋ヶ崎の荒神岩に祀られている石仏から五大明王の一つ南を司る仏神・
　　　  軍　利明王と推定する。

　本稿では大梅谷周直の「川口山内神社神明参詣帳」を紹介しましたが、２００年後の現在、お陰様で我々が存
在している事を考え、子孫繁栄のため、今何をすべきか、熟慮せねばなるまいと自省しています。なお、天神社・昔
の道については別稿にてまとめてみたいと思います。　　　　　　　　　　 （文化財審議会委員　鈴木俊夫）

はじめに

大梅谷周直「川口山内神社神明参詣帳」

村内の里守りとして五行に基づいて祀られた神々

あとがき

五行に基づいて祀られた
村内の里守りとしての社・祠（河口）
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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

ショート・ニュースショート・ニュースショート・ニュース

西湖コウモリ穴の越冬コウモリ西湖コウモリ穴の越冬コウモリ

富士風穴内外での温度と昆虫調査富士風穴内外での温度と昆虫調査

希少ほ乳類カヤネズミの冬期の地表巣希少ほ乳類カヤネズミの冬期の地表巣

　２０１５年５月に開始した西湖コウモリ穴内外の温度調査の一環として、温度ロガーのデータ回
収と電池交換を２０１７年１２月５日に行いました。越冬コウモリ保護の為に冬季閉鎖している時
期に毎年調査しており、越冬中のコウモリ類の調査も同時に行っています。前年は１２月１６日に実
施し、４７１頭のコキクガシラコウモリと７１頭のキクガシラコウモリが見つかりましたが、今年は時
期が１０日以上早かったこともあり、コキクガシラコウモリは１３５頭に留まりました（写真はその中
の１０３頭の集団）。集まりはじめの時期と考えられ、その後増えている可能性があります。一方、キ
クガシラコウモリは８９頭が確認され（写真は団子状に集まっていた集団）、すでに前年の頭数を
上回っていました。
　この様に西湖コウモリ穴では、近年コキクガシラコウモリとキクガシラコウモリはかなり増えてい
るにも関わらず、ここ数年モモジロコウモリが見られていないのが気になっています。また、毎年ウ
サギコウモリも数頭越冬に利用していますが、２～３月に見つかることが多いので今回は見つから
なかったのだと判断しました。
　西湖コウモリ穴は、コウモリ類が集団で越冬（冬眠）する貴重な溶岩洞穴として、これからも大切
に保護・管理される必要があると思います。

　２０１１年１１月から開始した富士風穴内外の温度調査も６年が経過し、洞穴の内側の位置や高さでどの程度温度が違うか、また、
それぞれの場所での気温の季節的な変化の傾向も大体判って来ました。同時に、氷筍の出来方や溶け方のパターンも判って来ました
が、氷筍が年々小さくなって来ているように感じていました（詳しくは富士山レンジャーの方々が定期的に測定して下さっています）。
特に、２０１７年は氷筍の成長が少なかったのではないかと感じました（写真は２０１８年１月１１日に撮影した中央広場と呼んでいる
場所の氷筍の一部）。
　また、２０１５年の１２月から環境省から許可を得て調査をしている富士風穴内外での昆虫調査
も３冬目を迎え、１１月下旬から２週間おきに内外で、毎週外での調査を行っていますが、１２月１４
日と２７日に氷筍の上で希少な昆虫が見つかりました。１月末日まで調査を継続した後サンプルを
信州大学に送り、これまでのものと比較するためにDNA分析をお願いする予定です。
　１年中氷の溶けない場所があり、氷筍の上にも昆虫がいるという特殊な環境をもつ富士風穴は、
地質学的にも生物学的にも貴重な溶岩洞穴であり、大切にしながら利用と管理を両立させる必要
があると痛感しています。

　名前の通りカヤ（イネ科の植物）に巣をつくるカヤネズミは、河川敷などの草地や田畑の減少により全国的に個体数が減少している
希少な小型ほ乳類です。ススキなどの葉をさいて編み合わせ、鳥の巣を重ねたような球状の精密な
巣を作ることで知られていますが、冬期に地表に巣をつくることはほとんど知られていませんでし
た。自然共生研究室では、４月の火入れ後に地表にカヤネズミの巣が見つかることがあったので、
２０１０年以降いつ出来るのかを調査して来ました。これまでは１２月と４月にはみつかったものの、
地面が凍結する１～２月には見つかりませんでした。それがこの冬、１月７日に５個（写真はその
１個）、１４日に６個計１１個見つかりました。
　何のために地表に枯葉で真冬に巣をつくるのかを知る為に、今年も火入れ後まで調査を継続し、
その結果は改めて報告したいと思います。

○第６回富士山自然保護大賞ジュニアの入賞作品の展示が、２月８日まで富士河口湖町中央公民館で行われていますので、是非ご覧下さ
　い。２月１７・１８日には富士市のふじさんめっせで展示される予定です。
○富士北麓のフリーマガジン「シルベ」2018年冬号（12月15日発行）と12月28日の毎日新聞山梨版で富士山自然保護センターの活動
　が紹介されました。



男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
活動を振り返って

　男性も女性も、意欲に応じて、あらゆる分野で活躍できる社会をつくるためには、①職場環境の向上 ②家庭生活の充実 
③地域力の向上が不可欠であり、それらを実行することにより、仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望に沿った
形で展開でき、男女がともに夢や希望を実現する『豊かな人生』を目指していけると思います。

　そこで、当委員会では、その実現に向けて１.職場部会　２.家庭部会　３.地域部会の３部会でそれぞれの活動を展開してき
ました。そのうちの『職場部会』の活動の概要を報告します。

　〇事業所アンケート調査・指標づくり⇒理想的な職場と現実とは多くの隔たりがあり、課題をひとつずつ解決していくことが
とても大切なことから、１０項目の具体的な指標を設けました。多くの事業所がその指標に向けて改善を図っていただければ
と願っています。

　〇町内先進企業ヒアリング⇒業種の異なる３事業所の貴重な事例やご意見の概要をご紹介します。
　１.ホテル⇒◎特徴：⑴従業員の定着率が高い。　⑵業務の効率化により働きやすい環境を整備（品質向上につなげる業
務改善）　◎働き方改革：⑴ショートワークを採用し社員の負担軽減、残業ゼロを目指す。　⑵子育ての支援（・出産を望ん
でいる人・子育てしながら働く人・孫の面倒を見ながら働く人等）。　⑶従業員のモチベーションの維持、浸透（パート職員の
評価/年３回、従業員一人一人に目配り、資格取得支援制度）。　⑷業務改善による働きやすい職場環境の創出（製造業から
学んだ５Ｓ活動の採用、実践・マルチジョブのトレーニングによる業務の効率化）。　⑸男女共同参画についての考え方⇒
※『それぞれの意識、それぞれの特性や得意面をいかして働ける環境をつくっていく』

　２.金融機関⇒◎働き方改革：⑴時間外禁止（１９：００以降）　⑵育休制度（２歳まで適用）　⑶半欠制度（学校行事や
病気などに対応するため半日だけ休む制度。　⑷時短勤務制度（２年間３歳まで可能）　⑸えるぼしの取得（２０１７.３.１７）
（女性の活躍推進に関する取り組み等の優良企業に対して厚生労働大臣が認定）
◎課題：⑴女性は接客、書類等の整理整頓、緻密な事務処理は優れているが、管理職への登用は少ない。　⑵育休制度は男
女ともにあるが男性の育休の適用はない。　◎育児をしながら働く強み：⑴子育てという共通の話題により信用につながるケ
ースが多い。　⑵子育てをしながら継続して勤務できることが職務上プラスになることが多くある。　◎女性の活躍支援：⑴
子供のいる職員は接客等に長けていることからそれぞれの得意分野を活かせるような支援をしていく。　⑵女子力パワーアッ
プ研修の実施、育児休業者への職場復帰支援、育休中の職員へのフォローシステム（ＷＥＢシステムにより情報発信）、ダイ
バーシティ推進チームの活用を図っていくことが大切である。

　３.製造業⇒◎働き方プロジェクトの取り組み：⑴育児中の時短勤務、フレックスタイム・コアタイム制の導入。　⑵多様な
働き方が選択できるようにした。　⑶「仕事・家庭・個人」のバランスを保つ取り組みを実践している。　⑷従業員数は女性
の比率が高い。※女性が働きやすい会社にしないと採用に影響する。　◎勤務体系等：⑴様々な働き方を認める。
（事務職のフレックス制の導入）　⑵休暇が取りやすい環境にしている。（産休・育休制度含む）　⑶女性が多いため人間関
係に留意している。

　以上のように、それぞれ業種の特性を考慮し女性が働きやすい環境の創出に向けてあらゆる側面から努めています。

　当委員会では１年間の活動の集大成として『フォーラム２０１８』を来る３月４日（日）に開催します。今回は２人のお子さん
の育児をしながら多くの楽曲提供やコンサート活動等を展開している“シンガーソングライター池田綾子さん“をお招きします。
トークやコンサートをお楽しみいただきながら「女性がより輝き活躍できる社会」について考えていただければ幸いです。多く
の皆様のご来場をお待ちしております。

流石 速人

『みんなのメダルプロジェクトに参加しています』
　２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会のメダルに、不要になった小型
家電に含まれる金属が、リサイクル材として活用されます。
　富士河口湖町では「船津リサイクルセンター」におきまして、回収ボックスを設置し使用済みの携帯電話・スマートフォン
を回収しています。
　みなさんのご協力をお願いします。 船津リサイクルセンター(富士河口湖町船津３１６３番地)　７２－５３７１

環境課　７２－３１６９
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Ikeda Ayako

講演&ミニコンサート
シンガーソングライター

町では男女共同参画の推進により女性が活躍できる社会の実現をめざして
幅広い活動を展開しています……

平成30年 3月4日㈰
勝山ふれあいセンター  さくやホール

〜
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め
合
い
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地
域
を
め
ざ
し
て
〜

富士河口湖町男女共同参画推進委員会 フォーラム２０１８

講演テーマ

午後１時～

お問合せ：富士河口湖町政策企画課　TEL ０５５５-７２-１１２９

『心の糸で織りなす模様。紡ぐ人生を歌にして。』
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手話通訳・要約筆記　配置
入場無料
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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

　今月は福祉ショップについて紹介致します。各地で様々な形で展開され、障害者の方が事業所、病院、施設等で
作成した商品を中心に取り扱うお店のことです。役所の一角を提供していただき運営しているお店等もあります。

福祉ショップ 富士河口湖町に福祉ショップを？

福祉でまちづくり

　私が大学院生の時にオリジナルショップテルテルとい
う小さな福祉ショップを経営させていただいたことがあ
ります。ショップの商品として札幌市内や周辺地域の施
設で作られたジャム、お菓子、パン、そのほか雑貨など
200を超えるたくさんの商品を取り扱わせていただきま
した。とても素敵な商品ばかりで、多くの方が買い求め
に来てくださいました。小さなコンビニのような広さでし
たが店員さんとして障害者の方がパートで入ることもで
き、地域の方もふらりと寄ってくれる憩いの場となって
いました。一般的に福祉ショップでは、障害者の方々が
働く事業所の商品、病院や憩いの場所となっている施設
で作られている様々な作品を商品として取り扱い販売し
ています。もちろん、事業所でも一部分を店舗として販
売に力を入れていますが、様々な業務や取り組みがある
中、販売だけに集中して運営することが難しい状況にあ
ります。そこで福祉ショップは、各事業所等で作った商
品を一か所に集め販売を請け負い、多くの方に素敵な作
品や商品を届ける役割を担っています。良いものを作っ
ていても多くの方に届けることができないでいる事業所
が多くあるため現在も各地で福祉ショップが立ち上がっ
ています。
　一つの例ですが2005年に札幌では、『市長と”おし
ゃべり”しませんか』という市民対話（タウンミーティン
グ）の場でのやり取りから福祉ショップがスタートしま
した。やり取りの内容は、障害者の作業所で働いている
方から「自分たちの作っているケーキに自信がある」「ケ
ーキを札幌の中心部で売って、たくさんの人に食べても
らいたい」といった意見が出され、市長と札幌市は何度
も協議を重ね2006年から中心地である大通りに『元気
ショップ（福祉ショップ）』をオープンしました。他の市
町村の取り組みでは役所の一部分を福祉ショップとして
提供し、各施設の方々が連携し運営にあたっていたり、
さらに飲食店、清掃といった事業も協力して行い、活気
ある福祉ショップとして運営されている例がたくさんあ
ります。

　現在も、多くの方の協力があって、障害者の事業所の

商品を委託販売している道の駅等があります。福祉ショ

ップと言ってしまうとごく限られた方のためのものに聞こ

えてしまいますが、福祉とは、人が、町が、より良くなるこ

とです。障害者の事業所の取り組みに加え、商工会等で

企画されているチャレンジショップや道の駅での取り組

み、地域で様々な作品を作り発信したいと思っている方

々とのつながりを大切に育てることでもっともっと大きな

町の活性化の糸口となるはずです。福祉ショップができ

るとその役割の一端を担えるのではないでしょうか。

　福祉は町の活性化や経済的な取り組みにつながらな

いと考える方やマイナス的な表現につなげてしまう方が

少なからずいます。ですが、福祉の得意とするものは人と

人とのつながりを創造することです。福祉の充実は住民

のつながりの再構築を促すとともに活動を生み出しま

す。福祉は経済のお荷物と表現する方もいる中、福祉が

町おこしのための起爆剤となる可能性を秘めていること

を富士河口湖町の住民全員で共有し取り組むことがさら

によい町にするための一歩となります。昨年度末より、

富士河口湖町では障害福祉計画として、障害福祉サービ

ス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保

に係る目標に関する事項、各年度における指定障害福

祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援

の種類ごとの必要な量の見込み、地域生活支援事業の

種類ごとの実施に関する事項等の見直しを行っていま

す。障害者施策における課題だけに目を向けるのではな

く、地域全体の声を大切にし、すべての住民が、人として

の尊厳を持って、安心し自立した生活を送ることができ

る計画となることを望んでいます。

　次回以降は、富士河口湖町をフィールドワークしていきたいと思います。富士河口湖町を歩き見つけ

た福祉や施設、関係機関からお話を聞き、皆様に今の取り組みや活動をお伝えしていきたいと思ってい

ます。施設や関係機関の皆様、ふらりと立ち寄りますので、どうぞご協力をよろしくお願いいたします。
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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

『富士北麓地域高齢者作品展』
今年度は西桂町で開催

『山梨県シルバー俳句大会』
俳句募集

～富士河口湖町 出会いサポートイベント～

　

　山梨県社会福祉協議会では、

「山梨県シルバー俳句大会」の

俳句を募集しています。

　応募の方は下記の要領で直

接お申し込みください。

■応募資格：県内在住の６０歳以上のアマチュアの方
　　　　　　　（昭和３４年４月１日以前生まれの方）

■応募方法：ハガキで未発表作品１人２句以内
　　　　　　・住所、氏名、生年月日、年齢、性別、

　　　　　　　電話番号を明記

■留意事項： ・作品、氏名等の漢字には必ずふりがな
　　　　　　・筆名使用の場合は必ず本名も併記

　　　　　　・応募作品はすべて展示します。

■応募期限：平成３０年３月２０日（火）当日消印有効
■応 募  先：（福）山梨県社会福祉協議会 福祉振興課
　　　　　　　　　〒400-0005

　　　　　　　　　甲府市北新１丁目２－１２

　　　　　　　　　　山梨県福祉プラザ４階

■問合せ先：山梨県社会福祉協議会福祉振興課
　　　　　　　　　電 話　０５５-２５４-８６１０

　　　　　　　　　ＦＡＸ　０５５-２５４-８６１４

　富士北麓地域高齢者作品展は、県老連富士北麓ブロッ

ク７市町村（富士河口湖町・富士吉田市・西桂町・忍野村

・山中湖村・鳴沢村・道志村）の代表理事の市町村が担

当します。今年度は西桂町で開催いたします。

　富士河口湖町からも多数の作品を出展致しますので、

どうぞご観覧してください。

　日程は下記のとおりになります。

■開催日時：平成３０年２月２４日（土）午後
　　　　　　　　　　　　　～２月２６日（月）午前

■開催場所：西桂町まちづくり交流センター
　　　　　  きずな未来館

　　　　　　（住所　西桂町下暮地９３７－４）

参加者募集

平成３０年３月１０日㈯ 午前１０時～午後３時
奥河口湖　ダイニングさくら

男性・女性共に３０歳以上５０歳以下の独身の方

男性・女性 各１０名

男性２,０００円、女性１,０００円

平成３０年２月２６日（月）

申込書にご記入のうえ、富士河口湖町社会福祉協議会に持参、郵送またはFAXでお申込み下さい。

富士河口湖町社会福祉協議会（主催：富士河口湖町結婚相談所）

　　　　　　　　　　　　〒401-0302　富士河口湖町小立2487　町民福祉館ふじやま ２F

　　　　　　　　　　　　  TEL０５５５－７２－１４３０　　　FAX０５５５－７２－３６０６

＊申込多数の場合は、抽選とさせていただきます。

＊参加者決定後のキャンセルはキャンセル料が発生する場合があります。

＊当日、ご本人確認のために写真付きの身分証明書（運転免許証等）を確認させて頂きます。

＊お申し込みいただいた個人情報は、本イベントの運営のみに利用します。

開 催 日
婚活会場
参加対象
定 　 員
参加費用
申込締切

注意事項

申込方法
申込・問合せ

☆☆富士河口コン☆☆☆☆富士河口コン☆☆☆☆富士河口コン☆☆



24 広報 2018年 2月号

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

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

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

からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

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

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

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

匠や　企画展 見晴らし屋　企画展

前田こうせい原画展
初春のしつらい展 まんが日本昔ばなしの

『ふくろう雛を作ろう！』

着付けスタッフ募集いやしの里のひな祭り

八丁目会 2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。

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

火鉢やストーブのおともに練香はいかが？

「寒漉き」最高の紙づくりしませんか。

シルク入りハンドクリームとシルク手袋でハンドケア！

土で作るぬくもりある可愛らしいひな人形作り。

町外の方も５名様まで入場無料

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

あつあつの特製鍋焼きうどんをどうぞ！

寒い冬は松扇の鴨南そばであたたまって下さいませ。

ガラスと彫金の和の世界をどうぞ。

食事処　里山

石挽き手打ちそば松扇

匠や

ちりめん細工・つるし飾り

有効期限：2018年3月31日まで
受付にてこちらの券をお出し下さい。

★町民特別招待券★

↓町外のご家族やお友達を誘ってぜひお越し下さい！！

可愛いつるし飾りが色々あります。（町内の方10％引き）
古布使いなので色も彩やか。どうぞご覧下さい。

おもいで屋 「富士山カステラ チョコ味」新商品になります。

和膳屋　彩雲 シャインマスカットワインゼリーやまなしギフト
コンテスト2017第1位！

大好評！ 現在開催中
～2018年3月末現在開催中～３月８日㈭

※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。

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！

お知らせ   

⑫火の見屋にて着物や鎧などの着付けを手伝って
いただけるスタッフを募集致します。

詳細についてはお問い
合わせ下さい。

西湖いやしの里根場
総合案内所

0555-20-4677
お問合せ時間
9：30～16：30

日にち：２月１８日㈰ ※要予約
料　金：2,０00円 （町民特別価格）
大きさ：高さ４センチ位
乾燥、素焼き、本焼き後お送りします。
（送料着払い）完成はおよそ1カ月後です。
　  　　　＊予約問い合わせ＊
　  　　 080-5024-5735  前田

お雛祭りの飾りに

いかがですか？

ぜひご参加

ください！

⑤くつろぎ屋にて雛段展示

2月１５日㈭～４月３日㈫

３月３日㈯～３月３１日㈯

2月１５日㈭～４月３日㈫

スタンプラリー

３月３日㈯～３月３１日㈯

ぜひご覧ください！！

＊ガラス＊
斉藤ゆう

＊彫金＊
斎藤美樹
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The Kawaguchiko Stellar Theater. The JANUARY issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The FEBRUARY issue.

河口湖ステラシアター通信 2月号

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♪

チケット
好評発売中！

富士山河口湖音楽祭201７　開催1６年目　♪河口湖円形ホール公演情報♪　　

ウィーンの香り201８

ハンスゲオルグ・シュマイザー　
フルートリサイタル　　

ウィーン国立音楽大学教授、ウィーン・フォルクスオーパー首席フルーティスト

～バロックから近代まで―音楽史を辿る作品たち～

ピアノ:望月 恭子

　ハンスゲオルグ・シュマイザーは、オーストリア第二の都市グラーツに生まれる。市街地の一部が世界遺産に登録される、
中世から栄える町で感性を育み、その後、ウィーン・フィルの名フルーティスト ヴォルフガング・シュルツに師事し、現在ウィー
ン国立音楽大学フルート科教授として後進の育成にあたっている。また。オペレッタの殿堂ウィーン・フォルクスオーパーの首
席フルーティストも務め、後進の育成のみならず、世界各地でたくさんの演奏会を行っている。オーストリアで育まれた感性
から奏でられる名曲の数々をお楽しみください。

[日時]  ２０１８年３月３日㈯　 開場／１５：００　開演／１５：３０
[会場]  河口湖円形ホール （〒401-0304 山梨県南都留郡富士河口湖町河口3030）

[出演] フルート：ハンスゲオルグ・シュマイザー
　　　ピアノ：望月 恭子
[曲目] フルートソナタ　ニ長調／ ヴァーゲンザイル     
　　　フルートソナタ　ト長調 KV11／ モーツァルト　他   ※曲目は当日変更になる場合がございます。

[料金] 全席自由　一般／3,５00円（会員：３,１00円/町民：３,２00円）
　　　高校生以下／1,500円（会員：1,300円/町民1,400円） ※未就学児のお子様の入場はご遠慮願います。

■ハンスゲオルグ・シュマイザー（フルート） ■望月 恭子（ピアノ）
　オーストリア・グラーツ生ま
れ。地元グラーツ音楽大学を
卒業し、その後、ウィーン音楽
大学でヴォルフガング・シュル
ツに師事し、卒業する。1982
年ウィーン・フォルクスオーパ
ーのフルート首席奏者となり、
1984年からウィーン音楽大
学で助教授となり、その後、
2000年10月より正教授とし
て自らのフルートクラスを持
つ。ソリスト、また室内楽奏者
としてヨーロッパ全土で活動
するとともに、ウィーン・フィル
ハーモニーの定期的ゲスト奏
者としても活躍する。

　国立音大ピアノ科卒。コン
セルヴァトリウム・ウィーン私
立音大、大学院修士課程を最
優秀の成績で卒業。エリカ・
チャーリー奨学金及び、ベー
ゼンドルファー奨学金授与。ウ
ィーン国際音楽セミナー主催、
ディヒラーコンクール第１位。
学内にてP.L.エマール、D.バレ
ンボイム、E.レオンスカヤの
公開レッスンを受講。帰国後
はソロリサイタル、声楽・器楽
伴奏の他、N響、ウィーンフィ
ルなど、主要な交響楽団の奏
者と共演を重ねている。
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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

　　26,503人
(＋3)

 12,977人
(＋6)

 13,526人
　(－3)

 10,280　
(＋15)

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/３月４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/２月２７日(火)
 　　　午前９時～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●場所/忍野村役場
●問合せ/日本年金機構 大月年金事務所　☎０５５４（２２）３８１１

●日時/２月１４日(水)
 　　　午前９時３０分から午後４時まで（12時から午後１時は昼休み）
●場所/富士吉田商工会議所
●問合せ/日本年金機構 大月年金事務所　☎０５５４（２２）３８１１

●年  金  相  談●

●国民年金・社会保険相談(社会保険労務士による相談)●

1月１日現在の
人口・世帯

2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

●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
●勝山ふれあいセンター  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

AED 講習会を実施しました！

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

山梨県司法書士会総合相談センターの

　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１回　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

℡055－253－2376
司法書士無料相談（予約制）

納期限　平成３０年２月２８日（水）（口座振替日）今月の納税等

　健康科学大学では、2018年度入学試験を右記のスケジュ
ールで実施いたします。大学案内・募集要項等の資料をご希望
の方は、下記の入試広報課までお問い合わせください。
※試験科目・試験会場等の詳細は、HP または学生募集要項をお取り
　寄せの上ご確認ください。

甲府・東京

本学(都留)

本学(都留)

入試種別 学　科 試験日 会　場

一般入試

（健康科学部）
自己推薦入試

全学科 ２月２０日㈫

３月１３日㈫

３月１３日㈫看護学科

作業療法学科
福祉心理学科

（看護学部）AO入試

Ⅱ期

Ⅱ期

Ⅲ期

２０１８年度入学試験のご案内２０１８年度入学試験のご案内２０１８年度入学試験のご案内

　平成２９年１２月６日（水）、富士五湖消防本部河口湖消防署の皆様の
ご協力のもと、健康科学大学教職員向けのAED講習会を実施しました。
　当日は、AED( 自動体外式除細動器) の使用方法をレクチャーしていた
だき、最後は実際に１１９番通報をし、電話口でやりとりをしながら、救急
車が到着するまでの間AEDを使用する一連の流れを体験させていただ
きました。AEDを使用するような事故が起こらないことを願いつつ、万が
一の時には、講習会で学んだことを生かしたいと思います。
　富士五湖消防本部河口湖消防署の皆様、お忙しい中ご協力いただき、
誠にありがとうございました。
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アンケートにご協力ください

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

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

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

Q4 広報誌の情報量は　多い ・ ちょうどよい ・ 少ない

Q5 今月号の広報誌で必要ないと感じた記事とその理由

Q6 今月号の広報誌で役に立った記事とその理由

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

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

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

回答方法

アンケート回答先
………………………………………

お答えいただいた方の中から、
抽選で10名様に

を差し上げます。

特製ふじぴょんランタン
（富士らんたん）

※当選者は発送をもってかえさせていただきます。

お答えいただいた方の中から、

キ
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ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

キ
リ
ト
リ
線

2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３月５日（月）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。

お子さん　　　　　　父　　　　 母

おめでた（出生）

届出人

おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

佐々木慶仁　　慶　太・明優美　船津

鷲谷謙次朗　　英　昭・倫　子　船津

小林　冬佳　　　弘　・和　美　船津

小林冶真斗　　浩　樹・沙祐里　船津

三科　里帆　　拓　哉・鮎　美　船津

影山　瑛大　　宗　広・真　琴　船津

川口　真央　　　純　・亜莉紗　小立

外川　朝葵　　　満　・真　弓　小立

豊島鳶之助　　雅　也・侑　子　小立

大橋歩野子　　龍　章・真　生　小立

大橋　鴻佑　　龍　章・真　生　小立

山本　雪乃　　真　也・恵理子　小立

山本　結月　　真　也・恵理子　小立

古谷　　麗　　　光　・　瞳　　小立

永田　渉真　　大　介・花　菜　河口

淡野　稀一　　継　二・芳　夏　河口

竹川　　颯　　　亮　・ゆ　い　河口

松永一茉璃　　光　仙・小百合　河口

渡辺　陸斗　　昭　仁・　恵　　西湖南

　川　雪音　　　賢　・由香利　富士ヶ嶺

長山　勝美　78歳　長山　　学　船津

梶原　澄江　93歳　梶原　　行　船津

中村　頴宇　88歳　中村　宝司　船津

遠藤　俊成　59歳　遠藤加津子　船津

渡邊　永夫　79歳　渡邊　和弘　船津

宮下よし子　69歳　宮下　憲和　船津

小林　綱義　66歳　小林　剛司　船津

守屋　孝夫　73歳　守屋　浩夫　船津

飯塚　忠子　90歳　流石　一芳　小立

堀内　欽一　92歳　堀内　広久　大石

渡邊　久子　65歳　渡邊　正司　勝山

小佐野正樹　66歳　小佐野うめ子　勝山

小林　久子　96歳　小林　史亨　勝山

渡辺　興清　77歳　渡辺　清志　西湖南

坂本　　圭　 ＝　 井出　彩夏　船津

渡邉　聖哉　 ＝　 松田万里子　船津

白井　孝宗　 ＝　 佐野愛理沙　船津

小山田純也　 ＝　 流石　恵里　船津

中村　琢磨　 ＝　 大石　貴子　船津

友野　郁也　 ＝　 遠山　知佳　船津

平山　直人　 ＝　 渡邊友里恵　船津

金子　和馬　 ＝　 小林　梨乃　船津

池谷　　諒　 ＝　 平井　夕貴　小立

磯田　武蔵　 ＝　 池谷　奈帆　河口

　

おめでた・おくやみ
〈12/15～1/14〉

　◎固定資産税４期　　◎後期高齢者医療保険料８期　
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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。

広告内容のお問い合せは、広告主までお願いします。有料広告

政策企画課まちづくり推進係
（精進湖活性化協議会 事務局 岡村、後藤） 
Tel: 0555-72-1129 
精進湖活性化協議会（フットパス担当） 
Mail: shojiko_footpath@yahoo.co.jp 
※マップご購入を希望の方は、精進湖活性化協議会
　（フットパス担当）に御連絡ください。 

「精進湖フットパスマップ」
完成＆販売開始 

問い合わせ先

地域の自然や文化を歩きながら楽しむ英国発祥の「フ
ットパス」。
四季折々の風景や、地域の歴史、地元の食をゆっくり
と自分のペースで楽しめます。
フットパスを歩き、精進湖の魅力を感じてみませんか？ 

◆精進湖フットパスとは

◆精進湖フットパスマップ
4つのフットパスコースを細かく紹介したマップ、地域
の紹介、歩くマナーについてまとめた計16ページの
冊子です。
精進湖での過ごし方の１つとして地域を歩くことの楽
しさを提案するため、精進地区のまちづくりに取り組
む「精進湖活性化協議会」によって作成されました。
精進地区内の施設にて1冊 500円で販売中です。
 

～歩きませんか感じるままに～

～「成人者のつどい」～表紙の説明

　１月７日、勝山ふれあいセンター・さくやホールで「平成３０年成人者のつどい」が開催されました。
　今年の町の新成人は１９９７年（平成９年）４月２日～
１９９８年（平成１０年）４月１日に生まれた３０５人。会場は、
まだ真新しいスーツや色鮮やかな振袖をまとった参加者であ
ふれ、華やかな雰囲気に包まれました。
　新成人代表の倉澤百代さんからの誓いの言葉にもあった
ように、「おとなへの出発点」に立った皆さんは、今後社会の
中で様々なご活躍をされていくと思います。道はそれぞれに
分かれていきますが、生まれた町、暮らす町であるこの富士
河口湖町のことを心に留めながら、突き進んでいただければ
幸いです。ご成人、本当におめでとうございます。


