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新船津保育所で竣工式

山梨大学との包括的連携協定締結

ご寄付のご紹介
おおいし屋 (大石観光協会) 様　４0万円 (大石財産区へ)

　建物の老朽化に伴い、かねてより建設が進められていた新たな船津保育所
が完成を迎え、2月15日に竣工式が執り行われました。式典では船津保育所
の子どもたちができたばかりの舞台の上で歌や踊りを披露するなど、和やかな
雰囲気に包まれながら新たな保育所の完成をお祝いしました。
　新船津保育所は4月1日からの開所となります。新しい保育所で子どもたち
が健やかに成長してくれることを願います。

森響さんが「ふるさと山梨郷土学習コンクール」で優秀賞受賞

堀内仲選手、小佐野梓選手がインターハイ・国体で入賞

　第39回関東ミニバスケットボール大会（関東バスケットボール協会主催）が
1月、小瀬スポーツ公園体育館他2会場で開かれ、当町の船津スターウィンズス
ポーツ少年団（女子）が関東の強豪を相手に2勝を挙げる健闘を果たしました。　
　一都七県で構成される関東ブロックにおいて、8年に一度の地元開催。船津
小学校の女子で構成される船津スターウィンズは、11月の山梨県大会で3位と
なり、山梨県代表として、この関東大会に初出場していました。
　地元の声援を受けた船津スターウィンズは、予選リーグで、宮本（千葉県

1位）に屈したものの、並木（茨城県2位）に快勝。決勝リーグでも、今二（栃木県1位）には敗れたものの、大間々南（群馬県
1位）に一点差で競り勝ち、初出場の船津スターウィンズが、関東大会で旋風を巻き起こしました。

　1月から2月にかけて富士吉田市で開催されたインターハイ・富士の国やまなし国体の
スピードスケート競技会で、町から県代表として出場した2名の選手が見事入賞を果たし
ました。

　全国から強豪選手が集まる中、お二人とも日頃の練習の成果を発揮して素晴らしい滑りを見せてくれました。本当におめで
とうございます。

　この度山梨大学と町との間で、地域の発展を目指した包括的連携協定を締結す
ることとなり、1月24日に調印式が執り行われました。当日は大学関係者の皆様に
役場にお越しいただき、島田眞路学長と町長が署名を交わしました。
　この協定は両者の持つ資源を互いに活用し、活力ある地域社会の形成を目指す
ものです。今後町では防災や教育、観光などの面から山梨大学と協働して様々な事
業を実施していきます。

船津ミニバスケットボール女子が関東大会で２勝

ご寄付を頂きまして誠にありがとうございます。
より良い町政のために大切に使わせていただきます。

2 広報 2018年 3月号 　◎国民健康保険税８期　◎介護保険料８期　

◎堀内　 仲　選手(勝山地区)　 ◎国体  少年男子　　  500mの部　4位入賞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　少年男子 　 1000mの部　6位入賞
◎小佐野 梓　選手(船津地区)　 ◎インターハイ 女子 3000mの部　5位入賞
　　　　　　　　　　　　　　  ◎国体   少年女子     1500mの部　5位入賞

　船津地区在住で河口湖南中学校2年生の森響さんが、県主催の第10回「ふるさと山梨」コンクー
ル富士山部門で、優秀賞を受賞しました。
　受賞した研究テーマは「世界に誇れる観光立町への挑戦」。森さんが町の友好都市派遣交流事
業で昨年訪問したスイス・ツェルマット村との比較をもとに、富士河口湖町の観光面でのさらなる発
展に向けた提案を行ったものです。町の事業で得た経験を形にしてくれたことを大変うれしく思います。
　また、同じく河口湖南中学校2年生の小島彩雲さんも同コンクールで入選されています。
　本当におめでとうございます。
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船津保育所　４月１日開所船津保育所　４月１日開所船津保育所　４月１日開所
　平成２８年より、建設を進めてまいりました、新船津保育所の工事が完了し、４月より開所の運びとなりま
した。
　開所しますと、保育所付近は、通行量が増加し、また、近くを歩く親子も増えますので、くれぐれも安全を確
認して、運転してください。特に、保育所北側の道路については、道路の横断が増加しますので、時間に余裕
があれば、他の道路をお通りください。
　何卒、ご協力をお願いいたします。

　平成２８年より、建設を進めてまいりました、新船津保育所の工事が完了し、４月より開所の運びとなりま
した。
　開所しますと、保育所付近は、通行量が増加し、また、近くを歩く親子も増えますので、くれぐれも安全を確
認して、運転してください。特に、保育所北側の道路については、道路の横断が増加しますので、時間に余裕
があれば、他の道路をお通りください。
　何卒、ご協力をお願いいたします。

富士河口湖町船津6760－1
電話番号：0555-72-2007
FAX番号：0555-72-2719

富士河口湖町役場  子育て支援課
ＴＥＬ 0555-72-1174

★

河口湖商工会

ショッピングセンターベル

セブン
イレブン

オプト
ナカムラ

リサイクル
センター

富士スバルライン

北側道路

船津保育所

２０１８ 世界トライアスロンシリーズ横浜大会応援ツアー
　富士河口湖町・鳴沢村では、２０２０東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿誘致にフランス共和国の
トライアスロン・パラトライアスロンチームを誘致しています。
　そこで、町民の方を対象にトライアスロンに身近に触れることのできる応援ツアーを企画しました。
世界トライアスロンシリーズ横浜大会は、世界各国からオリンピック・パラリンピックに出場するトップアスリー
トが参加します。フランス代表以外にも日本代表として山梨に練習拠点をおく選手も参加予定です。

日　　時／平成３０年５月１２日㈯ 午前６時００分　富士河口湖町役場駐車場集合
　　　　　富士河口湖町発〈6:00〉 → 山下公園近郊着〈8:20〉（女子スタート予定10:00頃、
　　　　　男子スタート予定13:00頃、昼食 → 山下公園近郊発〈16:00〉 → 富士河口湖町着〈19:00〉
　　　　　※雨天決行
方　　面／横浜　山下公園近郊（日帰り）
代　　金／＠１，０００円（昼食代含む）
募集人員／町民の方30名（定員になり次第締切）　※鳴沢村民の方も含まれます。

申 込 先／TEL ０５５-２２２-０３８１
　　　　　東部トップツアーズ甲府支店

富士河口湖町「スポーツキャンプ地」誘致委員会主催

☆ＶＩＰエリア、アスリートラウンジ見学可能　☆オリジナルグッズ抽選会（バス内）～特典～

船津保育所
駐車場はこちら
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　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
○町営住宅大嵐団地　１戸
（鉄筋コンクリート造、２ＤＫ(58.2㎡)、オール電化仕様、駐
　車場２台）
○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３０年３月１日（木）～３月３０日（金）
　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）

　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　３月２３日（金）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４時３０分
■待　遇　時給８８０円・社保加入・年間賞与あり
■応　募　３月２３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。

　保育所に４月から勤務していただける保育士補助員を募集
しています。
■要　件　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　４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６，８９０円 ・社保加入・年間賞与あり
■応　募　３月２３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。

◎要　件　普通自動車運転免許(AT限定不可)、心身ともに
　　　　　健康な６３歳くらいまでの方
◎内　容　町内の個人・法人を訪問し、未納となっている水
　　　　　道料金を集金する業務
◎採用期間　採用日から平成３０年９月３０日まで
　　　　　　（※以降６ヶ月ずつ更新任用可）
◎勤　務　原則、平日の午前８時３０分から午後５時１５分
◎待　遇　町規定の臨時職員基準額、社会保険加入あり
◎選　考　履歴書と面接による
◎募集締め切り　平成３０年３月２３日

　平成29年11月19日に開催された第3回コミュニティフェス
タに引き続き、来年度第4回コミュニティフェスタを開催する
予定です。
　つきましては次のとおり実行委員を募集しますので、「楽し
い活動をしたい！」「自分のアイデアで町を盛り上げたい！」と
いう方は、ぜひご連絡ください。
■活動内容
　・実行委員会の会議への参加
　・コミュニティフェスタの企画運営
　・イベント全般の企画運営
　・当日本部運営
　・ポスターチラシの作成、広報活動　etc…

町営住宅入居者募集
●問合先　都市整備課　℡72-１１79

子育て支援課から
●問合先　子育て支援課児童福祉係　℡72-１１74

水道課から臨時職員募集のお知らせ
●問合先　水道課　℡72-1620

第4回富士河口湖町コミュニティフェスタ
実行委員　大募集！！

●問合先　政策企画課政策調整係 ℡72-1129
 MAIL：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

保育所臨時保育士募集

保育所臨時調理員募集

保育所臨時保育士補助員募集

■臨時職員（水道料金滞納整理・徴収員）１名

4 広報 2018年 3月号

Co
mm

unit
y festival



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

4月5日㊍ 配布予定4月号広報

第４５回富士河口湖町
　　　　住民ゴルフ会参加者募集
●問合先　地域防災課〔船津財産区事務局〕　℡72-1170

町民の皆様、空き家の登録・利活用を
お願いします
●問合先　政策企画課企業誘致・まちづくり推進係　℡72-1129

新しい国民健康保険被保険者証
　　　　（保険証）が郵送されます

●問合先　住民課　国保年金係　72-1114お持ちの障害者手帳、ご確認ください
●問合先　福祉推進課　℡72-6028

春の全国火災予防運動
●問合先　地域防災課　防災係　℡72-1170

■対　象　コミュニティフェスタを通じて富士河口湖町がさ
　　　　　らに楽しくなるようなアイデアを考えてくれる方な
　　　　　らどなたでも大歓迎です！
■募集人数　若干名
■募集期間　平成30年3月30日（金）まで
■応募方法　上記の問合先にご連絡下さい。

■日　時　４月１６日（月）
■場　所　河口湖カントリークラブ
■対象者　 町内在住者
※ただし、１組に２名以上の町内在住者がいること。
■プレイ代　１０，１８０円（税・カート代・諸経費・昼食含む）
　但し、２Ｂ（バック）は追加料金　２，１６０円
　　　 ３Ｂ（バック）は追加料金　　 ５４０円
■申込日時
　3月15日（木） 午前　9時から　船津地区在住者
　午前10時から　船津地区以外在住者
※今回は船津地区在住者から優先的に受付を行います。
■申込期間　３/１５（木）～３/３０（金）　
　　　　　　 （既定組数になれば、締め切りとなります。）
＊申込み用紙は役場地域防災課にあります。

　手帳に書かれた情報（住所、氏名など）が現在のものと違
うときは、変更の届け出が必要になります。身体障害者手帳
・精神保健福祉手帳は、変更の届出をすることでマイナンバ
ーによる情報の連携が可能になり、今後各種手続きの際、手
帳の提出が不要になる場合があります。今一度お持ちの手
帳の内容を確認してください。

　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。
■空き家バンク制度の特徴■
①家が古くても貸し出せます
　…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。
②借りたい人は約600名
　…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
　を大家さんが選ぶこともできます。
③登録すると補助金の対象に
　…空き家大家さんを対象にした、「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。

平成３０年３月１日（木）から７日（水）までの７日間
　空気が乾燥し火災の起こりやすい時季です。火の元には十
分注意しましょう。

○３つの習慣 
　・寝たばこは、絶対やめる。 
　・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 
　・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 
○４つの対策 
　・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 
　・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎
　　品を使用する。 
　・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置
　　する。 
　・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協
　　力体制をつくる。

　平成30年3月下旬までに簡易書留郵便で世帯ごとに郵送
いたします。不在等のため不在連絡票があった場合は、郵便
局までお問い合わせください。（国民健康保険税に未納が
ある場合は、郵送できない場合があります。）
■保険証が届いたら　
　　住所、氏名等の記載内容をご確認ください。内容に変更
　がある場合は住民課まで届け出てください。
■社会保険に加入したときは　
　　保険証が変わった場合は、国民健康保険の資格喪失の
　届出が必要です。新たに加入した保険証、印鑑、国保の保
　険証、マイナンバーが確認できる書類（通知カード、個人番
　号カード等）を持参してください。
■就学のために転出するときは　
　　大学や専門学校への進学のため転出される場合は、引
　き続き町の国保を使用するために学生用の被保険者証
　（マル学保険証）の届出が必要です。届出には在学証明
　書、保険証、印鑑、マイナンバーが確認できる書類（通知カ
　ード、個人番号カード等）を持参してください。＊住所を変
　更されない場合は必要ありません。
■今春、大学や専門学校を卒業予定のときは
　　社会保険等に加入された場合は、国民健康保険の資格
　喪失の届出が必要です。社会保険等に加入せず、町外に
　転出している場合は転出先の住所地で国民健康保険の取
　得手続きをしてください。

“住宅防火いのちを守る７つのポイント”　
　　　　　　　　　　～３つの習慣・４つの対策～
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　大月年金事務所では、年金相談にご来所されるお客様
の相談日時のご予約を承っています。
　ご予約いただくことで、優先的にご相談に応じさせてい
ただくため、お待たせ時間の短縮につながります。
　また、相談に必要な年金記録を事前に準備させていた
だきますので、相談内容もよりスピーディーな対応が可能
です。
　お電話にてご予約の際には、基礎年金番号をお伺いし
ますので、年金手帳等、基礎年金番号のわかるものをご
用意ください。
大月年金事務所　お客様相談室
予約申し込み電話番号　　0554-22-7939（直通）
※受付時間　平日8：30から17：15まで

■日　時　3月17日(土)　10時～12時
■講　師　矢野公夫
■受　講　材料費　1500円
■持ち物　三角巾、エプロン、筆記用具
■対　象　どなたでも12名

■日　時　3月17日(土)　14時～16時
■講　師　石黒　仁
■受　講　無料
■持ち物　筆記用具
■対　象　父親20名

■日　時　3月25日(日)　10時～12時
■講　師　上村直子
■受　講　無料
■持ち物　なし
■対　象　どなたでも20名
※いずれの講座も無料託児あり

■科　目　木造建築科・建築塗装科
■期　間　各科、夜間訓練２年間
■対　象　各事業所に勤めながら学ぶことのできる方。
　年齢、性別に関係なく知識、技能を身につけたい方。
■月　謝　会員　３，０００円　　会員外　５，０００円
■締　切　平成３０年３月末

■講習日 （１級）４月上旬から２１日間（６３時間）
　　 　   （２級）８月上旬から２１日間（６３時間）
■対象者　１級・２級 建築施工受験資格該当者
■受講料　お問い合わせください
■定　員　先着１０名（５名未満の場合は中止となります）
■締　切　受験申し込みの締め切りに合わせます。詳細
　　　　　はお問い合わせください。１級の受験の申込
　　　　　みは毎年２月上旬から始まります。２級の受
　　　　　験の申込みは毎年６月上旬から始まります。
　　　　　当協会では申込用紙の取り寄せも承ります。

　国税専門官とは、国税局や税務署において、税務のス
ペシャリストとして法律・経済・会計等の専門知識を駆使
して適正な課税を維持し、また租税収入を確保するため
の事務を行います。
◇受験資格　
　１　昭和63年４月２日～平成９年４月１日生まれの者
　２　平成９年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
　　⑴大学を卒業した者及び平成31年３月までに大学を
　　　卒業する見込みの者
　　⑵人事院が⑴に掲げる者と同等の資格があると認め
　　　る者
◇申込手続　
　１　申込方法　インターネット申込み
　　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利
　　　用ください。

　２　受付期間
　　　平成30年３月30日（金）９時～
　　　　　　　　　平成30年４月11日（水）[受信有効]
　３　受験案内交付期間
　　　平成30年２月１日（木）～平成30年４月11日（水）
　　　９時～17時（土・日曜日及び祝日を除く。）
　４　受験案内交付場所
　　　東京国税局又は最寄りの税務署若しくは人事院
　　　各地方事務局（所）

◇試験日　
　第１次試験　平成30年６月10日（日）
　第２次試験　平成30年７月11日（水）～
　　　　　　   平成30年７月19日（木）のうち指定され
　　　　　　　た日時

●問合・申込先 　大月年金事務所　℡0554-22-7939

年金相談の予約を受付しています

●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

●問合・申込先　大月税務署　℡0554-22-3151

平成30年度国税専門官募集

●問合・申込先　℡22-5214

富士吉田職業訓練協会から

Pride of the Specialist 
　　　　～公平な世の中を創る、志～
　適正・公平な課税の実現を、
　　　　　　　　我々と一緒に目指してみませんか。

［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］

　（注）人事院ホームページからもダウンロードする
　　　  ことができます。　
　　　［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］

手打ち生パスタ

おとうさんが主役の子育て講座

【平成30年度　普通課程訓練生募集】

【１級・２級 建築施工管理技士学科　受験準備講座】

いつだって輝ける
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【引越のポイント】
○引越の準備は早めに行いましょう。入念に準備するこ
　とで、移転先での新生活を快適にスタートできます。ま
　た、引越先の状況(道路・建物の形状など）を前もって
　運送事業者に伝えるとスムーズです。
○トラブル防止のためにも“見積り”は非常に重要です。
　（電話・インターネットだけでは正確な見積もりをする
　ことが出来ない場合があります。）見積りは無料です
　が、運送事業者が下見をした場合は、利用者との合意
　の上で料金がかかることがあります。
○現金、宝石貴金属、預金通帳などの貴重品類は利用者
　が携帯することになっています。もし、自分で運ぶこと
　が困難な場合や、引越運送約款上、依頼できないもの
　がある場合には、見積り時に運送事業者と相談して万
　全を期しましょう。
○荷物の破損を防ぐためしっかりとした梱包をしましょ
　う。特に壊れやすいパソコン、液晶テレビ等の電子機
　器の取り扱いは、事前に引越運送約款を確認し、入念
　に運送事業者と打合せをしましょう。
○エアコン等の取り外し・不用品の処分など付帯サービ
　スを依頼する場合は、あらかじめ料金等について確認
　しましょう。
○「エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥
　機」の家電製品は家電リサイクル法に基づいて処分を
　する必要がありますので、引越事業者ではなく、専門の
　業者に処分の依頼をお願いいたします。
○見積り以降に荷物が増えると、運送事業者の作業時間
　遅延につながります。変更が生じた場合は、速やかに
　事業者へ連絡しましょう。

○引越終了後は、必ず・速やかに・詳しく、荷物のチェッ
　クをしましょう。運送事業者の責任は荷物を引き渡し
　た日から3ヶ月以内です。
■相談窓口
　一般社団法人 山梨県トラック協会　輸送相談本部
　　　電話　055-262-5561
　山梨県県民生活センター
　　　電話　055-235-8455
　関東運輸局山梨運輸支局
　　　電話　055-261-0880

①第32回奨学生募集
　　経済的理由で、援助を必要とする高校生に対して、
　奨学金を援助します。
■毎年10万円×3年間　合計30万円　※返済は不要です。
■対　象　学校長による推薦者の中から、公益財団の選
　　　　　考委員会で、15人を決定
■申　込　高等学校へ入学後、4月末日までに学校に申
　　　　　し込み、学校長の推薦を受けること

②奨学金賛助会員募集
　　富士桜育英会は、富士北麓地域の有志の皆さんの善
　意の持ち寄り金(賛助会費)により、昭和62年に発足し、
　現在までに285人もの卒業生を送り出しています。一人
　でも多くの苦学生を援助できるよう、賛助会員の募集
　を行っています。
　1口、毎月2,500円(何口でも結構です。)となっていま
　す。詳しくは、事務局までお問合せ下さい。

●問合先　関東運輸局山梨運輸支局　℡055-261-0880

引っ越しをご検討の皆様へ

●問合・申込先　公益財団法人富士桜育英会　℡24-2331

公益財団法人
　　富士桜育英会からのお知らせ

●縦覧期間　平成３０年４月２日（月）～５月１日（火）〔土・日曜日・祝日を除く〕／午前８時３０分～午後５時１５分
●縦覧場所　富士河口湖町役場１階　税務課窓口
●対 象 者　①富士河口湖町内に土地または家屋を所有する納税義務者
　　　　　　②①の方と同居されている親族
　　　　　　③①の方の納税管理人・相続人代表者
　　　　　　④納税者から委任を受けた代理人
●縦覧内容　[土地]　所在・地番・地目・地積・価格（評価額）
　　　　　　[家屋]　所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格（評価額）・建築年
●必要な物　縦覧に来る方の本人確認ができるもの
　　　　　　代理申請の場合は委任状（印鑑証明添付）
　　　　　　印鑑（法人の場合は代表者印）
●留意事項　縦覧したい土地・家屋の所在・地番で申請して下さい。縦覧は無料ですが、コピー・撮影はできません。　　　
　　　　　　趣旨に反するような申請はお断りする場合があります。
　　　　　　土地のみを所有されている方は、家屋の縦覧はできません。また家屋のみを所有されている方は土地の縦覧
　　　　　　はできません。
●問 合 先　税務課　資産税第一係・第二係まで　　℡７２－１１１３（直通）

平成３０年度　固定資産税の縦覧について
　縦覧は、固定資産税の納税義務者が「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により他の土地や家屋の
価格と比較し、自己の土地や家屋に関する価格が適正かどうかを判断する制度です。

固定資産税の縦覧

平成３０年度の固定資産税の
第１期の納期限は５月１日㈫です。



information ーインフォメーションー

　富士河口湖町男女共同参画推進委員会では、高齢者や
障がい者を介護している方が、ほっと一息ついて介護の悩
みや疑問を語り合ったりリフレッシュできるお手伝いをし
ます。介護に関する情報も得られる地域の支え合いの場
です。男性も女性もお気軽にお越しください。
■日　時　平成３０年３月２８日（水）　
　　　　　午後２時から３時
■場　所　富士河口湖町中央公民館　和室
■参加費　無料　＊事前にお申込みください。
■申込み締切　３月２６日（月）

　富士河口湖ウオーキング協会は、毎月健康づくりのため
“月例ウオーキング”を行っています。日頃、運動不足でウ
オーキングに興味のある方いつでも受け付けておりますの
で気軽に申し出ください。心からお待ちしております。
■年会費　1,000円
詳しくは、生涯学習課　社会体育係へお問い合わせくだ
さい。

■期　日　3月24日(土)　　
■会　場　ふじてんスノーリゾート
■種　目　大回転競技　
■参加費　無料
■資　格　富士河口湖町民
■申　込　3月17日(土)必着で住所・氏名・生年月日・性
　　　　　別・学校名・電話番号を記入のうえ、FAXに
　　　　　て76-7615まで
■日　程　当日午前9時 モミの木前集合
※ゲレンデコンディションの関係から中止の場合もあります。
※参加者数等により、当日の時間設定が決定されますの
　で、タイムスケジュールは、当日お知らせします。

　ぐんない若者サポートステーションでは、若者の就労支
援を行っております。
　『ホンキの就職』プログラムは、応募活動が習慣化され
る仕組みや、面接で自信を持って話せるようになるメソッ
ドを通じて、就職決定へと繋げていきます。

≪プログラムの特徴≫
１．応募行動への苦手意識と、それによる応募行動量の
　  不足を解消
２．履歴書に空白期間があることによる面接への不安と面
　  接スキルの不足を解消
≪プログラムの流れ≫
①選択肢の拡大　②行動量の増加　③面接スキルの向
上　④内定
●対象者　就労・就学中でなく15歳から39歳までの方
●定　員　10名（定員に達したところで募集を打ち切ります）
●募集期間　平成30年3月12日まで
●開催日程　第1日目：3月13日（火）
　　　　　　第2日目：3月16日（金）　
　　　　　　第3日目：3月20日（火）
　　　　　　第4日目：3月23日（金）
●開催時間　13：00～17：30（休憩を入れ4.5時間）
※見学だけでも歓迎いたします。問い合わせお待ちしてお
　ります。

■内　容　宇宙空間をアマゾン川の巨大魚アロワナが浮
　遊する絵など、幻想的な作風で知られる女流画家　川
　田恭子さん（日展特選2回）の日本画展です。今回の展
　示作品の目玉である150号の大作「煌めき」（2004年日
　展特選）は、河口湖の湖底からアロワナが湖上へと浮上
　していくかのような神秘性に満ちています。歩くだけで
　周囲のLEDが輝く「人力発電の森」も廊下に設営。光の
　点滅のなかで、川田さん描く多様な生き物たちに新しい
　命が吹き込まれます。　ヘンプブランド　サラームでは、
　日本太古の素材を復活させ、ナイトウエアーの展開をご
　覧いただけます。
■期　日　3月31日(土)～4月22日(日)(月曜休館)
　　　　　10:00～17:00（最終日16:00まで）
■会　場　NPO法人　人力エネルギー研究所
　　　　 「発電芸術館」（富士河口湖町船津4615-6）
■ホームページ　　　　　　　　　　　　　　　
http://kazuyukimogi.wixsite.com/jinriki
■作家在館　3月31日（土）、4月14日（土）・15日（日）
■創作対談　4月14日（土） 午後２時半～４時　
　　　　　　田丸雅智（ショートショート作家）VS川田恭子 
■日本画ワークショップ　4月15日（日）午後2時～
　　　　　　　　　　　　　　　（無料・先着10名）

町男女共同参画推進委員会より
ケアラーズカフェの開催についてお知らせ
　 ●問合先　政策企画課男女共同参画国際係　℡72-1129

富士河口湖町制祭記念　
　　　　　　スキー大会参加者募集

●問合先　富士河口湖町体育協会スキー部
℡090-3598-3863(梶原)

川田恭子日本画展・サラーム空間ヘンプ展示会
同時開催のお知らせ

●問合先　日本画展:ＮＰ０法人　人力エネルギー研究所
℡080-3382-9910

展示会:平田友恵　℡080-5067-1146

介護者のためのカフェを開催します。

～ぐんない若者サポートステーションよりお知らせ～
　『ホンキの就職』開催

富士河口湖ウオーキング協会 会員募集
●問合先　生涯学習課　社会体育係　℡73-1220

就職でお悩みの方へ
●問合先　ぐんない若者サポートステーション　℡23-0080

E-mail　gss＠ycca.jp

スズキ販売

至 河口湖至 河口湖

発電芸術館発電芸術館発電芸術館

至 富士吉田至 富士吉田

富士急河口湖駅富士急河口湖駅

河口湖駅から徒歩7分河口湖駅から徒歩7分

スズキ販売

ここですここです
道狭し道狭し

上の段上の段

N
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◆◆◆ ◆◆◆
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「粗大ごみの拠点収集」の場所と日程についてお知らせします。
環境課からお知らせ

４月３日㈫／大石地区会場

湯口方面 馬場川方面

若彦路
馬場久保バス停

若彦路

改良区

馬場久保バス停
会 場

４月１０日㈫／小立・船津地区会場

役場入口 中央公民館 図書館駐車場

職員駐車場河口湖消防署

駐車場 会 場

４月１２日㈫／勝山・大嵐地区会場

４月５日㈭／足和田地区会場

駐車場

足和田出張所至 元気丸

会 場足和田リサイクル
センター

足和田リサイクル
センター

４月１７日㈫／船津東地区会場

R137R137

まえふじ

グラウンド
鐘突堂グラウンド駐車場　鐘突堂グラウンド駐車場　

会 場

勝山保育所

勝山ふれあいセンター
駐車場
勝山ふれあいセンター
駐車場

勝山ふれあいセンター

会 場

４月１９日㈭／河口地区会場

自由広場

河口支所 神社
至 大石方面　

会 場
詰 

所

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

・収集業者は、家の中には入りませんので、玄関先までは出してください。 
・家電リサイクル法4品目（TV、冷蔵庫、乾燥洗濯器、エアコン）、オートバイ、タイヤ類は出せません。
・個人の氏名連絡先等の個人情報は、この事業の為以外には使用しません。

①電話で役場環境課（72-3169）に収集依頼を行って下さい。
　粗大ごみの種類と個数等を登録します。収集個数は５個まで（使用済小型家電は除く）
 （申し込み期間は、平成３０年４月２０日まで）
②町の方で要支援世帯を確認し、要支援決定者リストを作成し委託業者に渡します。
 （非決定の方へは、連絡を役場で行う。）     
③委託業者が直接連絡して収集します。（平成３０年５月上・中旬を予定）

粗大ごみ出し困難者のための収集支援事業

対象世帯

収集方法

注意点

受付時間　AM８:３０～１１：３０までに持ち込んでください。
　粗大ごみの拠点収集は、一般家庭から排出されるものに限ります。事業活動により発生した粗大ごみは有料処理となり、
事業者が河口のじん芥処理場に持ち込んでください。
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放課後児童クラブとは

◎12:00～13:00は閉館します。　◎祝祭日、年末年始は休館です。

放課後児童クラブ一覧

利用料金お支払方法

児童館一般利用開館時間

(※注1)：母子・父子・障害者（手帳３級以上の親または子どもがいる）世帯は上記利用料金の半額になります。
(※注2)：子ども未来創造館は、定員に満たない場合は兄弟の登録のある小学１～３年生の受け入れをいたします。
　　　 ・各児童クラブには定員があります。入会審査の際、定員を超えてしまった場合は入会を待っていただくこともあります。

・勝山児童館・大嵐児童館一般利用の場合は、児童館利用のために登録用紙を提出していただきますと無料で利用できます。
　子ども未来創造館はその都度入館票を記入した後、無料で利用できます。
・一般の一日利用の場合は、昼食を館内で食べることが出来ませんので一時帰宅していただきます。
・対象は小学生で、荷物の管理、帰宅の方法、館内での過ごし方などはすべて自己責任となります。

☆船津ふれあい児童クラブ

☆小立ふれあい児童クラブ

☆河口ふれあい児童クラブ

☆大石ふれあい児童クラブ

○勝山児童クラブ

○足和田児童クラブ

090-6128-8176

080-5935-0939

82-2022

◇子ども未来創造館
　　　　　　　児童クラブ

○勝山児童館
○大嵐児童館

◇子ども未来創造館

月曜日～金曜日 土曜日

施　設　名 対象児童 開館時間 連絡先利用料金（※注1）

日曜日

小学

1～6年生

小学
4～6年生
（※注2）

学校終了後～18:00

学校休業日
　8:30～18:00

休館日
　祝祭日・年末年始の休館日
　土曜・日曜日

※勝山児童館と子ども未来創造館は
　土曜日9:00～17:00まで開館します。

4月～3月
20,000円

4月～9月分
10月～3月分
各11,000円

1ヶ月 2,000円

学校のある日　500円
学校休校日　1,000円

《児童館・子ども未来創造館一般利用と放課後児童クラブとは利用方法が異なります！》

76-7302
(支所呼出)

76-7702
(支所呼出)

72-6053
(館内呼出)

83-2111
(支所呼出)

☆印の施設は富士河口湖町　社会福祉協議会　72-1430
○印の施設は富士河口湖町　子育て支援課　　72-１１７４
◇印の施設は富士河口湖町　生涯学習課　　　72-6053

お問い合わせ

9:00～17:00
9:00～16:00

9:00～17:00
休　館

9:00～18:00 9:00～17:00

休　館
休　館

月の第2、4日曜日は休館
9:00～17:00

当日入館

月 払 い

半年払い

年 払 い

富士河口湖町

放課後児童クラブ放課後児童クラブ放課後児童クラブ利用のご案内

　富士河口湖町では、学童期の健全育成を推進するため放課後の有意義な活動ができるよう
支援しています。
　働いている保護者の子どもたちの生活支援と、働きながら子育てをする保護者の生活支援が
大きな役割となっています。

利用料金は、各クラブへ現金で納めてください。
＊年払い、半年払い(4～9月分)、月払い(4月分)・・・4月２日（月）～4月１３日（金）の間
＊半年払い(10～3月分)・・・9月中に支払
＊月払いの5月分以降・・・利用する月の前月中に支払
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地　区 日　程 受付時間 場　所
勝　　山

大　　嵐

富士ヶ嶺

精進・本栖

大　　石

河　　口

３月 ８日㈭

３月 ８日㈭

３月 ９日㈮

３月 ９日㈮

３月１３日㈫

３月１３日㈫

３月１４日㈬
３月１５日㈭

３月１２日㈪

船津・浅川・小立
　　

長浜・西湖
西湖西・西湖南

　　　　

　９：３０～１１：４５

１３：３０～１６：００

　９：３０～１１：４５

１３：３０～１６：００

　９：３０～１１：４５
１３：００～１６：００

　９：００～１１：４５
１３：００～１６：３０

（両日とも）

　９：００～１１：４５

１３：３０～１６：３０

勝 山 出 張 所

大 嵐 出 張 所

上九一色出張所

精 進 出 張 所

大 石 出 張 所

河 口 出 張 所

足 和 田 出 張 所

富士河口湖町役場
２階ホール

（地域防災課前）

※上の日程で都合の悪い方は、３月１６日（金）以降、役場 地域防災課（２階）にて受付します。
　役場以外に出張所に預けていただければ、後日加入者証を送付します。

１人年額５００円（中途加入も同額）
平成30年4月1日から平成31年3月31日
（中途加入の場合は、加入した翌日から平成31年3月31日まで）
富士河口湖町に住民登録されている方
学生については、他県等に転出していても加入できます。
また加入者が途中他市町村へ転出した場合でも共済期間中は有効です。
次の表の日程で受付をします。
富士河口湖町役場　地域防災課　防災係　℡７２-１１７０

◇共済期間
◇共済掛金

◇加入資格

◇加入申込
◇問合せ先

　交通災害共済は、加入者が交通事故に遭った場合に、ケガ等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。
　１人年間５００円の掛金で、災害の程度により見舞金が支給されます。支給額は、１万円
（通院１日～５日のケガ）から最高１００万円（死亡時）です。
　交通事故は自分自身が気をつけていても、運転中や同乗中、歩行中など、いつどんな時
に遭遇するかわかりません。ご家族全員で加入しましょう。

小さな事故でも警察に届出を小さな事故でも警察に届出を 交通事故証明書等がない場合、見舞金が制限されます。（限度額３万円）
自転車事故などの小さな事故も必ず警察に届出をして下さい。

～災害を体験した方のエピソード～ 
「一日前プロジェクト」

「何かの下に隠れる余裕もなかった』
―平成19年新潟県中越沖地震―（平成19年7月）（柏崎市 40代 女性）

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

　３連休で、離れて住んでいる大学生の子どもも帰ってきて、みんながちょうどうちに
いたんですよ。で、午前１０時すぎにちょっと遅めの朝ご飯を食べた後に、いきなり揺れだしたのです。
　前の新潟県中越地震の時は、食器一つ割れなかったんですが、今回の中越沖地震では台所の食器棚などが、ガシャン、
ガシャンとものすごい音をたてて倒れたし、そこら辺にあるものすべてが倒れて、「うちが壊れる」と思いました。
　ふつうは何かの下に隠れるとかね、でも、今回はそういう余裕がなくて、自分は記憶にないんですけど、なぜか倒れたタンス
のほうにふらふらと歩きかけたみたいです。「あのままだったら、タンスの下敷きになって死んでいたよ」と、あとで子どもに怒
られました。
　窓のほうを見たら、サッシがグニャグニャになっていたので、「これはもうだめだ、早く外に出よう」と言って、玄関のすぐわき
にあった掃き出し窓からみんなで外に出ました。
　当時、携帯電話とかは全然つながらなかったので、うちはたまたまみんないたからよかったけれど、家族と離れている人は
連絡を取り合うのに大変だっただろうと思います。
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歌会始のお題と詠進歌の詠進について平成３１年
　宮内庁から平成３１年歌会始のお題が発表されました。
　「歌会始」とは、毎年お題が決められて短歌が公募され、1月中旬に預選者(入選者)が天皇、皇族と共に
宮殿「松の間」に出席し、披講されます。長い歴史を有する宮中の歌会始は、明治7年（１８７４年）には一般
の詠進が認められ、皇族・貴顕・側近などだけでなく、国民も宮中の歌会に参加できるようになり、世界に類
のない国民参加の文化行事となりました。

■お題／「光」

■詠進の期限／平成３０年９月30日まで（郵送の場合は消印有効）
■詠進歌の提出先／「〒１００-８１１１ 宮内庁」とし、封筒に「詠進歌」と書き添えてください。
　　　　　　　　　 詠進歌は、小さく折って封入して差し支えありません。
※詳しい詠進要領などについては、宮内庁ホームページ(http://www.kunaicho.go.jp/)をご参照ください。
　疑問がある場合には、直接、宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、氏名を書き、返信用切手をはった封筒を
　添えて、９月２０日までに問い合わせてください。

（注）お題は「光」ですが、「光線」、「栄光」のような熟語にしても、また、「光る」のように訓読しても
　　　差し支えありません。

宮内庁からのお知らせ

第34回西湖ロードレースに参加しませんか！

　西湖畔を走る西湖ロードレースには、毎年４０００人の方がエントリーしています。町ではこのマラソンが更に愛され
るように、工夫を凝らしています。ゴール地点を根場民宿グランドにし、ほとんど平らなコースになりました。これにより
大会会場とスタート・ゴール地点がより近くなります。
　また、地元で行っている大会に、より多くの町民の皆さんにも参加していただこうと、町内在住者の参加料を半額に
します。町民参加する方は、お手数ですが役場３階 教育委員会生涯学習課社会体育係へお越しいただき申込手続きを
してください。その際には町民確認をさせていただきますので、証明できるものをご持参ください。（４月２０日まで）
※体育館改修中につき、例年と窓口が異なります。ご注意ください。
　また、パンフレットにつきましては、町内各出張所又は、支所等にも置いてあります。
西湖地区の方々には当日、交通規制などで大変ご迷惑をおかけしますが、規制の時間を極力短かくするよう努力します
ので、ご理解をお願いします。

大会日：６月１７日（日）
大会ホームページ　http://saiko-roadrace.jp/

問合せ先　生涯学習課 社会体育係　℡73-1220

★すべて平らなコースになりました！★すべて平らなコースになりました！
★町民参加選手の参加料を半額にします！★町民参加選手の参加料を半額にします！

　増加する外国人観光客への対応に苦慮しているサービス業の皆様向けに、富士急トラベル株式会社では、ソースネクス
ト株式会社が提供する日本語で話しかけるだけで英語、中国語、タイ語など50以上の言語に即座に翻訳し、発声する手の
ひらサイズ（縦11㎝、横6㎝、重さ90g）の通訳デバイス【ポケトーク】のレンタルを開始いたしました。
　言葉の壁を取り払う手軽で画期的な【ポケトーク】を是非ご活用ください。

外国人と気軽に会話できる便利な通訳機の
レンタル予約を開始いたしました

国内SIM付　4,320円／月
SIMなし　3,240円／月（※ご使用時にWi-Fi接続が必要です）
富士吉田市新西原5-2-1　
富士急行本社ビル2階　富士急トラベル株式会社　旅行事業部　
TEL　0555-23-7255

レンタル料

問合せ先

今年のレースの特徴は?



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

アーティフィシャルフラワー教室アーティフィシャルフラワー教室アーティフィシャルフラワー教室アーティフィシャルフラワー教室

子育てのお悩みは専門家の先生に相談を
川邉修作先生の何でも相談川邉修作先生の何でも相談川邉修作先生の何でも相談川邉修作先生の何でも相談 個別相談

秘密厳守

やまなし・しごと・プラザサテライト出張相談やまなし・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

スクエアダンス 無料体験教室スクエアダンス 無料体験教室
　8人のダンサーと1人のコーラーがいれば、どこでも誰でも踊れる不思議な
ダンス。万華鏡のように歩き、頭と体の体操にも。年齢性別不問。一度試して
みませんか。※2回目まで無料

●日　時：4月5日（木）～　毎週木曜　午後7時30分～9時30分
●場　所：富士河口湖町中央公民館ホール
●申込・問合先：宮下すず子　0555-73-2787

●日　時：3月14日（水）　午前10時30分～11時30分
　　　　（1人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　●申込・問合先：生涯学習課へ

●日　時：3月17日（土）　午後1時30分～4時35分（1回40分）要申込
●場　所：中央公民館　●申込・問合先：生涯学習課へ

個別
無料相談

●日　時：3月22日（木） 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）
●持ち物：マチ付持ち帰り袋
●申込先：3月19日（月）までに生涯学習課へ
締切後のキャンセルはできません

アーティフィシャルフラワー
●2,000円　●4,000円小 大

「ブンバ・ボーン」や「ふじぴょんの歌」作詞＆振付で
おなじみ「たにぞうさん」が、今年も富士河口湖町に

やってきます。

ご家族、お友達と一緒にうたっておどって楽しみまし
ょう。「ブンバ・ボーン」や「ふじぴょんの歌」作詞＆振付で

おなじみ「たにぞうさん」が、今年も富士河口湖町に
やってきます。

ご家族、お友達と一緒にうたっておどって楽しみまし
ょう。

●日　時：4月30日（月・祝）　　開場　午後1時　　開演　午後1時30分（2時間程度）

●場　所：勝山ふれあいセンターさくやホール

●定　員：400人（混乱防止の為、整理券を事前に配布します。※整理券はお子様も必要です。）☆当日は自由席☆

●参加費：中学生以上500円（町外の方700円）2人目以降割引あり　小学生以下無料

生涯学習課窓口までお越しください。申込・参加費と引き換えに、整理券をお渡しします。（譲渡は原則禁止）

●整理券交換期間：3月14日（水）～　　平日　午前8時30分～午後5時15分

　　　　　　　　（土・日曜日は子ども未来創造館開館日の午前9時～12時のみ受付）

●申込・問合先：生涯学習課へ

●日　時：4月30日（月・祝）　　開場　午後1時　　開演　午後1時30分（2時間程度）

●場　所：勝山ふれあいセンターさくやホール

●定　員：400人（混乱防止の為、整理券を事前に配布します。※整理券はお子様も必要です。）☆当日は自由席☆

●参加費：中学生以上500円（町外の方700円）2人目以降割引あり　小学生以下無料

生涯学習課窓口までお越しください。申込・参加費と引き換えに、整理券をお渡しします。（譲渡は原則禁止）

●整理券交換期間：3月14日（水）～　　平日　午前8時30分～午後5時15分

　　　　　　　　（土・日曜日は子ども未来創造館開館日の午前9時～12時のみ受付）

●申込・問合先：生涯学習課へ

※申込みの際に参加希望者の方全員のお名前・住所・電話番号・年齢をご記入いただきます。
※個人情報は、スプリング・フェスタ以外では使用いたしません。
※整理券がなくなり次第終了（整理券がないと入場できません。紛失等にご注意ください。）

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

10周年！スプリング・フェスタ2018

14 広報 2018年 3月号

※自治会に入っている方は広報3月号と
　一緒に配布します。
※自治会に入っていない方は生涯学習課
　までお越しください。
●対　象：町に住民票がある方
　　　　 （免許証、保険証など住所のわ
　　　　　  かるものをお持ちください）
　　　　  町に税金を納めている方
　　　　 （領収書など納税の証明になる
　　　　　 ものをお持ちください）
！紛失の際の再発行はできません！

町民優待カードを
配布します

町民優待カードが使用できる施設
　○河口湖美術館
　○河口湖ミューズ館‐与　勇輝館‐
　○船津体内樹型

●問合先：生涯学習課へ

平成30・31年度



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

平成30年度「めだかの学校」申請団体募集

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
　柔らかな春の日差しとともに３月がやってきました。進級・

卒業・進学・就職・退職…と、誰もがまた一つ人生の大きな節

目を迎えます。そして、これまでの歩みを振り返り、明るく前向

きに、新たな第一歩を踏み出したいと願っています。

　しかし、ある時は期待が大きくふくらみ、ある時は不安に心

を占拠されてしまう。自分の未来は、自分の心の中にあるとは

いえ、その自分をどうすることもできず、一歩を踏み出せないで

いることもあると思います。我が子が不安に駆られそうになっ

たとき、親自身が不安を抱えてしまいそうになったとき、あわて

ず・あせらず・あきらめずに、是非、声を出してください。うまく話

す必要はありません。「入学が心配です。」「部屋にこもってい

て困っています。」「子どもとうまくいきません。」などと、あり

のままの気持ちをそのまま話してください。

　一人で悩まず、自分も子どもも良い方向に進めるように、教

育センターの教育相談員と一緒に考えさせてください。一人ひ

とりの輝かしい未来を、心から応援していきたいと思います。

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

教育に関するお悩みは
　　　　　教育センターへ
教育に関するお悩みは
　　　　　教育センターへ

天候や講師の都合で休講になることもありますので必ずお問い合わせください。

「めだかの学校」は、それぞれの学習活動を進められるようお手伝いするために創設した補助金制度です。

●補助金額：主に講師謝礼に使用するものとし、1団体につき2万円まで（補助金支給は1団体に最高3年まで）
●申請方法：3月15日（木）～4月6日（金）に生涯学習課にて申請書を受け取り、記入の上、4月13日（金）までに生涯学習課
　　　　　  へ提出してください。（審査をし、最大12団体※応募団体多数の場合は抽選）学習が終了したら、実績報告書を
　　　　　  提出してください。その後、補助金を交付します。
●申込・問合先：生涯学習課へ　　　※提出期限を過ぎてからの申請は受け付けません

①富士河口湖町在住の方が5名以上かつ半数以上の団体　　②活動場所が富士河口湖町である
③結成年が申請年度から5年未満の団体 　  ④団体の活動期間が年間を通して6回以上

条件

申込方法

申 込 先

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

●期　日：3月24日（土）　　　　●時　間：10：30スタート　　　●場　所：勝山小海公園　　　●持ち物：飲み物
●部　門：個人の部、駅伝の部　　●距　離：1㎞、2.5㎞、5㎞、7.5㎞、10㎞
●登録料：500円（初回のみ）　　●参加料：300円／回　　パスポート（3～11月有効）1,700円
＊詳細は富士河口湖町クラブ富士山ホームページをご覧ください。

子どもから大人までが楽しく走るマラソンです。競技志向のマラソンではありません。
富士山月例マラソン

ＮＩＧＨＴ ＺＵＭＢＡ

●日　時：3月23日（金）午後6:30～7:30
●場　所：勝山さくやホール
●持ち物：上履き、飲み物、500円
●対　象：小学生以上
　　　　【安全確保のため未就学児の入館はご遠慮ください】

金曜の夜だから思いっきり踊っちゃいましょう！
ママ＆ベビーのキラキラビクス

●日　時：3月19日（月）午後1:30～3:30
●場　所：子ども未来創造館
●対　象：生後1ヵ月からハイハイ前のベビー＆ママ
●持ち物：母子手帳、バスタオル、上履き、飲み物
●参加料：800円

産後のママとベビーのサポート！ママのエアロビクスタイムあり

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

TEL 0555-72-6053
　○問合先　教育委員会　生涯学習課
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育児学級
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子育て支援課発!! つどいの広場

＜休館日＞
3月11・21・25日
＜休館日＞
3月11・21・25日

☆小学生対象☆

☆どなたでも☆

☆乳幼児対象☆

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○

親子ストレッチと女性の為のトレーニング
３月１９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

３月１４日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

３月1６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

平成30年 3月4日～4月7日の予定表

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

こどみらマムベビーこどみらマムベビーこどみらマムベビー

日　時：３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 

日 月 火 水 木 金 土

funfun
くらぶ　

funfun
くらぶ　

funfun
くらぶ　

※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。

親子ふれあい教室のため、
3/13㈫の午前中は

プレイルーム使用できません。
ご協力をお願いします。

　「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　1時～3時
※子育て相談・栄養相談（予定の日の時間内）
※助産師相談
　（基本毎月金曜日 １：００～３：００）
※お誕生会（基本月末の最終金曜日 １１：００）も
　実施しています。
　相談・イベント等の日程についてはカレンダー
　でご確認ください。　
♪月・水・金以外もプレイルームは自由に遊べます♪
お問い合わせ：子育て支援課 ☎72－1174

休館日

休館日

休館日

(からだの日) (お楽しみ会)

AMプラレール PM母親学級
将棋教室

AMプラレール
PMつみきパーク

マムベビー funfunくらぶ　

(アドベンチャー)
funfunくらぶ　

(おやこの日)

tetote

キラキラビクス

なぞとき
　チャレンジ♪

AMジョブカフェ

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 親子ふれあい
A B 

つどいの広場

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

(よみきかせの日)
つどいの広場

(お誕生日会)
つどいの広場

ク富ズンバ

おもちゃ病院

ほりでぃつどいつどいの広場
おもちゃ病院

育児学級

おいしい・楽しい・
お楽しみ!!

つどいの広場○子

お楽しみ会お楽しみ会お楽しみ会

子供服の
リサイクルコーナー

子供服の
リサイクルコーナー

子供服の
リサイクルコーナー

　今年度のfunfunくらぶにたくさん参加し
てくれた人・脳トレをがんばった人のための
スペシャルなお楽しみ会です。招待状が届
きます。

　今年も「Mr.グルトン」からの手紙
が届いたよ。ミッションをクリアして
「Mr.グルトン」のなぞをとけ。一人でもお友
達と一緒の挑戦でもいいよ。この春休み、
君も、こどみらでなぞときに挑戦しよう！！

日　時：３月１７日㈯  2：00～3：30
対　象：ご招待された小学生だけ

funfunアドベンチャー

日　時：３月26日㈪　受付：2：00～3：00
参加費：定員：申込み：持ち物：なし

funfun
くらぶ　

funfun
くらぶ　

funfun
くらぶ　

おいしい・楽しい・お楽しみ!!おいしい・楽しい・お楽しみ!!
　春休みの一日、楽しいクイズを解いて、
小麦粉、砂糖、油でおいしいお楽しみを作
っちゃおう!!

　新１年生も参加できます！こどみらを回
りながら謎解きしよう♪

日　時：3月29日㈭　3：00開始
持ち物：飲み物　参加費：定員：申込み：なし

こどみらで謎解きにチャレンジ♪こどみらで謎解きにチャレンジ♪

日　時：４月３日㈫　２:00～
持ち物：参加費：定員：申込み：なし

　お子さんが着られなくなった120㎝まで
の洋服・靴をリサイクルコーナーで受け付
けています。（下着・スタイなど除く）清潔
に洗濯してある物をお一人10点まで事務
室へお持ちください。
　サイズなどお子さんにぴったりの物があ
りましたら、もちかえって、どうぞ活用して
ください。(なお、5月にはエコフェスタも
企画しています。)

「子ども未来創造館」「子ども未来創造館」「子ども未来創造館」
そもそも

とは！

Mr.グルトンからの挑戦状！Mr.グルトンからの挑戦状！Mr.グルトンからの挑戦状！
ミスター ちょうせんじょう

第3弾!

　子ども未来創造館は、富士河口湖町在住
の乳幼児親子＆小学生＆中学生＆高校生＆
大学生なら、イベントがない時も、気軽に来
て遊べる施設です。4月1日から小学新1年
生は、保護者の付き添いなしで、子どもだけ
で遊びに来てOKです。
　ルールを守って利用する方が増えたので、
ご要望にお応えして遊ぶための道具も徐々
に整ってきました。安全にのびのびと遊べる
施設ですので上手に利用して下さい。

・クライミング・いろいろなボール遊び・
UNO・フラフープ・ウェブアドベンチャー・
縄跳び・バドミントン・工作・おりがみ・ぬりえ・
ピアノ・バンド練習・マンガ・森の遊びなど！

こどみらでできることの例

16 広報 2018年 3月号
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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

P

※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：３月24日㈯ 午後２時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「忘れられた巨人」カズオ・イシグロ 著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。

第133回　読書会

『運命の恋をかなえるスタンダール』
水野 敬也 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

3月13日㈫
3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）

3月の予定
分　館 読み聞かせ 開館日 開館時間

河口 午後3時50分～
大石  午後4時45分～20日

午後3時30分～15日

◎本館読み聞かせ◎

3月24日㈯パパのえほんタイム

3月10日㈯エトワールの会

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～〉

いよいよおはなし王国2018まで残りわずか

読書記録ノート提出のお願い読書記録ノート提出のお願い
　みなさんが一生懸命読んできた本の冊数と提出
していただいた読書記録ノートの冊数、イベント参
加回数を集計します。合計が多かったお友だち100
名を招待し、最も多かった10名を表彰しますので、
忘れずに提出して下さい。

提出期限／3月24日㈯～3月31日㈯
提出場所／生涯学習館・大石分館・河口分館・
　　　　　上九一色分館各カウンターまで

わくわく子ども自然体験わくわく子ども自然体験わくわく子ども自然体験わくわく子ども自然体験わくわく子ども自然体験

動物写真家　外川英樹氏と行く

毎週月曜日休館／21日㈬は祝日、30日㈮は館内整理日のため休館になります。

冬の小さな自然を観てみよう♪冬の小さな自然を観てみよう♪

○日　時：３月２５日㈰ 午前１０時～（午前中終了予定）
○集合場所：河口湖北中学校前
○行き先： 河口湖美術館近辺
○対　象：小学生　
○定　員：２０名
○持ち物：水筒、ハンカチ、ティッシュ、カッパ

P

雑誌オーナーの募集
　定期購読されている雑誌を読んだ後、１年間図
書館に寄贈してくださる方（雑誌オーナー）を募集
します。

　皆様にご覧いただける雑誌タイ
トルが１冊でも多くなりますよう、
是非ご協力をお願いいたします。
　詳しくは、生涯学習館（73-1212）まで

募集期間：平成30年3月31日まで

　2008年ベストセラーとなった『夢をかなえるゾウ』
でおなじみの著者の愛と笑いの恋愛小説。現代社会の
恋愛において一番の問題は「人を好きになれない」
「一歩踏み出す勇気がない」ことだと著者は述べてま
す。この本は、恋愛だけに限らず、人生における名言も
たくさんあり、自分を見つめなおすきっかけにもなりま
す。主人公は、恋愛経験なしのアラサー女性。物語は、
本の中からフランスの文豪スタンダールを名乗る初老
の男性が現れ恋愛の指南を始めるという設定で小説形
式でストーリーが進行します。
　そして最後は、予想もしなかった驚きの展開が待って
ます。最初から最後まで目が離せません。恋愛にお悩み
の女性におすすめの一冊です。
　これを読んで恋をしたくなりますし、今あなたの運命
が変わるかもしれません。
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旧上九一色地区の溶岩洞穴
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はじめに
　今回は、町の観光名所としても有名な富岳風穴をはじめ、旧上九一色地区の溶岩洞穴の一部について説明させ
ていただきます。そもそも「溶岩洞穴」とは、火山が噴火して流動性の大きい溶岩が流れている時に表面の冷え固
まった部分が残っていくのに対して、内部の高温の溶岩がそのまま流れ去ってしまったために残されたトンネル状の
空洞（横穴）を言います。生成された時期は、西暦８６４年の貞観の噴火の頃となります。富士山麓に存在する氷
穴、風穴、御穴と呼ばれる溶岩洞穴は、大小合わせて７０箇所あると言われています。その内、国の天然記念物に
指定されている所が１４穴あり、そのうちの３穴がこの地区に存在しています。天然記念物富岳風穴、富士風穴、本
栖風穴を紹介します。
富岳風穴
　まず、富岳風穴については、国道１３９号線沿いにあり、バス停や駐車場も整備され観光の目玉になっており、ご
存知の方も多いと思われますが、北緯３５度２８分３８秒、東経１３８度３９分２４秒、精進字青木ヶ原５１４番地に
位置します。すぐ近くに「鳴沢氷穴」、「龍宮洞穴」、「西湖蝙蝠穴」があり、鳴沢村の村域にあると勘違いされる方
もいるようです。入口には階段や手すりもあり、内部には照明も整備され安心して見学できるようになっています。
全長は２５８.７メートルあり、その他にも８０メートル以上あるといわれる大支洞をもつのが特徴です。本洞の幅は
４～１０メートル、高さは平均的には２～３メートルですが、場所によっては１メートル未満の所や６メートル近くの吹
き抜けのような感じの所があります。底面は平坦な所が多く歩きやすくなっていますが、支洞では落下した岩石等で
凹凸になっています。洞壁に関しては北側壁面の一部を除いて全体的に溶岩棚タイプと言われる形状になっていま
す。支洞にはかつて鍾乳石のような形状がありましたが、残念ながら崩落のため今では見ることはできません。は
がれた下地の部分にスコリア状溶岩と呼ばれるものが観察できます。その他に本洞の最奥部に縄状溶岩と呼ばれ
る形状が残っていますが、山梨県種子貯蔵庫の奥にあるため現在では見ることができませんが特徴の一つになっ
ています。また、冬場には氷柱が成長してゆくことも知られており、一年を通して楽しむことができます。
富士風穴
　次に富士風穴についてですが、場所は北緯３５度２７分３秒、東
経１３８度３９分８秒、精進字青木ヶ原に位置します。県道鳴沢・富
士宮線を富士ヶ嶺方面に向かって行くと富士山の精進口登山道と
交差する場所の近くにあります。現地に看板が立っていますが、
ＧＰＳ情報で調べた方が良いかと思われます。本洞の長さは天然
記念物指定当時に２３０メートル以上とされていましたが、その後
５８２メートルあることがわかりました。幅も５～１０メートル、高さ
も５メートル前後あり、全体的に立ったまま移動ができるほど大規
模な洞穴です。支洞は１つしかなく単調な感じの構造になっていま
す。ただ洞内には多量の氷があり、他の洞穴と比べても一番多いの
ではないかといわれています。部分的に氷柱があり、一年を通して融解し尽くすことはなく、氷柱の美しさはなかな
かのものだといわれています。洞壁は溶岩層と岩滓状溶岩層の互層がみられますが、崩壊も多く、危険と思われる
亀裂もあるので入洞には注意が必要です。洞穴に入る際には町教育委員会への届出の提出が必要となります。
本栖風穴
　富士風穴の南西方向６５５メートル付近の大室山北西側、北緯３５度２６分４８秒、東経１３８度３８分５９秒の
本栖字石塚１５１番地に本栖風穴があります。第１から第４までありますが、一番長い本栖第１風穴について説明
します。全長は５９４メートルあり、かなり長い洞穴で、２ヶ所のガス噴気孔（洞穴の入口にあたるガス抜きの場所）
があります。これについては、溶岩中の揮発成分や高圧の蒸気等の関係から破裂孔を造り、下部の溶岩も噴き出し
たと考えられています。周囲には噴き出した溶岩の小さな丘状地形が残っており、大地も生きているという証をみる
ことができます。これらの形状は他に例が少なく、この洞穴の特徴になっています。洞内はかなり崩落があり、生成
当時の原形は留めておらず大変危険です。
あとがき
　先日、群馬県で突然の噴火災害がありましたが、昔ここの富士山の噴火を鎮めようと神社を建立した人々や富士
吉田市の吉田胎内樹型等で神様の存在を見出した人達のことを思い出し、青木ヶ原の富岳風穴にもどなたか神様
がいらっしゃれば、近くの災いの名所も何とかしていただけるのではないか、そんな思いにかられています。

天然記念物　富士風穴（精進）

（文化財審議会委員　小堂好也）
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

★富士河口湖町地域包括支援センターには認知症地域支援推進員もいます。

気になることがあれば富士河口湖町地域包括支援センターにご相談ください。
TEL 0555-72-6037（富士河口湖町地域包括支援センター）

家に来てもらうほどではないけれど…物忘れが多くなった、考える力が弱くなった、性格が変わった、意欲がなく
なってきた、どこに受診したらいいかわからないなどの認知症に関する困りごとについて相談が出来ます。

認知症初期集中支援チーム認知症初期集中支援チーム認知症初期集中支援チーム
がサポートします。

認知症のこと。
一人で
　悩まないで。
一緒に考え
　支援します。

認知症状の原因には、早めに治療すれば治る病気の場合があります。
適切な治療やケアにより、進行を遅らせたり、症状を軽減させることが出来ます。

症状が軽いうちに、本人や家族が話し合い、今後の生活についての方針を決めることが出来ます。

～認知症は早期診断・早期対応が大切です～

　認知症の症状などでお困りの方のご自宅を訪問し、相談に応じます。
認知機能の低下によって、どのような生活上の困難さがあるのか、それによりご
本人やご家族の困りごとを一緒に確認させていただきます。
必要に応じて、医療や介護サービスの利用につなげたり、生活環境等を整えるこ
とを目的に最長６か月を目安にご本人やご家族に合わせたサポート、助言を包括
的、集中的に行います。

　認知症サポート医、保健師、社会福祉士などの医療・介護の専門職で構成されており、
効率よく、様々な視点に立った支援を実施することが出来ます。

★認知症初期集中支援チームとは？

　ご自宅で生活している４０歳以上の方で、以下に該当する方が対象になります。
　・認知症の診断を受けていない方
　・認知症の診断を受けたが、治療が続かない方
　・介護保険サービスを利用していない方、または中断している方
　・何らかのサービスは利用しているが、認知症の症状が強く、対応に困っている方。

★対象となる方は？

★支援の流れ

★チーム員は？誰が支援してくれるの？

①家族や関係者から
地域包括支援センタ
ーに相談します。

②チーム員が
ご自宅に訪問
し、お話を伺
います。

③ご本人、ご家族の
困りごとに応じで、
チーム内で支援方針
を検討します。

④支援方針に基づき医療、介護、
福祉などの関係機関との連携調
整や認知症状に合わせた対応の
アドバイスを行います。



『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「自殺対策強化月間」

自殺の原因は

ちょっとした変化を見逃さない

談話の力

　先月、甲府市にある暖露館で入試業務で出張した際に見つけまし

た。暖露館の前にあるローソン甲府市役所店さんの一角に「ＮＰＯ

法人たんぽぽ」さん（就労継続支援B型等を持つ多機能型事業所）

が作っている石けんやコースター等が販売されています。ほんわか手

作り製品素敵ですね。

　精神保健の分野では、「メンタルヘルス抜きの健康なし」と言われています。メンタルヘルスは心の健康を
意味します。この心の健康と関連して日本で力を入れて取り組まれているのが自殺対策です。

　日本の自殺者数は決して少なくありません。毎年3
万人を超えていた時期があり、様々な対策が練られ
る現在でも平成30年1月の厚生労働省自殺対策推
進室の資料によれば、2万1千人を超えています。人
口10万人当たりの自殺者数は16.7となっています。
こういった自殺が無くならない現状を受け、平成28
年4月1日に施行された自殺対策基本法の一部を改
正する法律で、3月を自殺対策強化月間と位置付け
ました。この自殺対策強化月間は、自殺対策の相談
事業を集中的に展開し、「誰も自殺に追い込まれる
ことのない社会の実現に向け、啓発事業や支援策を
実施することとなっています。

　自殺の原因は、一つに特定できるものではありま
せん。例としては、一生懸命に職場で働いているが
なかなか給与が上がらない（経済的問題）、上司によ
る不当なパワーハラスメント（勤務問題）、私生活で
は失恋をしてしまった（男女問題）。公私にわたり様
々な要因が連鎖することで自殺行動は起こると考え
られています。その他、学業不振や進路等の悩み（学
校問題）やうつ病や身体の病気（健康問題）等も原因
の一つとして考えられています。原因が様々なため、
年齢層も19歳以下の学業問題を抱える若者だけ、定
年をむかえた高齢者だけに起きる・起こらないと言っ
た類の問題ではないと言えます。何歳になったから自
殺は起こらない、するはずがないとはなりません。自
殺を減らしていくために大切なのは生涯を通じた精神
保健事業の一体的推進も一つですが、自殺について
一人一人が向き合うことがスタートになります。

　「家族で一緒の食卓を囲んでゆっくり」そんな時
間を皆さんは取れているでしょうか。なかなか忙しく、
そんな時間取れないよといった声が聞こえてきそう
です。一人で住んでいるといった声もありそうですね。
大学生等の学生さんの中にも一人暮らしが多いかも
知れません。食卓を囲むことはできなくても家族に
限らず、仲の良い友人・隣人の方でもよいと思います。
お互いの顔を見て談話するそんな時間を作って欲し
いと思います。それには会いに行く、来てくれるとい
った関係が必要になります。ちょっと大変かもしれま
せん。ですが、顔を見て談話する時間は、お互いの変
化に気が付ける良い機会になります。3月の自殺対
策強化月間の間に自分でできる取り組みの１つとし
てチャレンジしてみて下さい。

　あれ、いつもより元気がないな、なんかいらいらし
ているな、相手の情報について談話を通したくさん
知ることができます。何かいつもと違うなと感じたと
きに「なんかあったかい？」の一言をかけてあげてく
ださい。悩みを抱え孤立・孤独を感じていた人の顔
に笑顔が戻る一歩になるはずです。また、自分の現
状についても家族や友人にしっかりと報告してみま
しょう。自分の思いや考えを相手に伝えることで自分
では認識していなかった良い点や抱え込んでいた辛
さに気が付くことができます。頭の中で整理している
つもりでもできないことの方が実は多いものです。
辛さを吐き出して外から眺めてみましょう。「外在化」
といいます。

福祉見～つけた
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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

を開催します

専門用語を使わない相続・遺言を学ぶ

「福祉・ボランティア交流の集い」「福祉・ボランティア交流の集い」
　２月６日（火）に勝山ふれあいセンターにおいて、障

害者社会参加促進事業の一環として、心身障害児者や

そのご家族並びにボランティア等との交流を深めるこ

とを目的に心身障害児者交流の集いを開催しました。

　当日は、障害者福祉会員や民生児童委員など７１名が

参加して、町社協が実施している福祉サービスの説明

やボランティアグループによる活動紹介がありました。

　また、日本相

続知財センター

山梨支部相続診

断士・後見人相

続士の外川克元

氏による、「専

門用語を使わな

い相続・遺言講

座」と題しての講義では、家督相続が７０年前の民法

改正により廃止となり、親の世話・先祖の墓・仏壇・子

供のいない夫婦などの争続事例から、相続トラブルを

起こさないためにも事前に相続対策をした方が良いと

のお話しでした。

　２月１日（木）に、有限会社上田屋商会様よりハーバ

ル工房敷地内の

水たまりを埋め

るための補修用

砕石を寄付して

いただきました。

ありがとうござい

ました。

　町社協では、来る３月２９日（木）に

福祉・ボランティア交流の集いを開催

いたします。

　午前１１時から町内の福祉団体へご

寄付をいただいた方々への感謝状の贈

呈とボランティア月間の一環として、小中学校児童生徒

を対象にポスター及び福祉作文の応募作品６７９点の

中から審査した優秀作品の表彰を行います。

　午後からは、ボランティア交流の集いとして、ボラン

ティアロビーに登録されている個人や団体・福祉関係

者が一堂に会し相互の交流を深めるために開催されま

す。この集いは、社会福祉協議会に登録されたボランテ

ィア団体が毎年交代で企画から運営まで行っており、今

回はウィステリア（代表 渡辺もと子）が担当いたします。

　内容は、武蔵野大学教授の渡辺裕一氏をお招きし

て、平成３０年度に作成予定の第２次地域福祉活動計

画について学びます。

　町民の皆様どなたでも参加できますので、お誘いあ

わせの上ご参加ください。参加費は無料です。

●日　時：平成３０年３月２９日（木）
　　　　　　 　 １３時～１４時４０分（受付：１２時４０分～）

●場　所：富士河口湖町勝山ふれあいセンター
　　　　  さくやホール

●演　題：「わたしたちが作る、誰もが暮らし続けられ
　　　　  る地域社会～第２次富士河口湖町地域福祉

　　　　  活動計画策定に向けて～」

●講　師：武蔵野大学人間科学部社会福祉学科教授
　　　　  渡辺　裕一氏

●問合せ：町社会福祉協議会（電話７２－１４３０）

「心身障害児者交流の集い」「心身障害児者交流の集い」

ハーバル工房へ
砕石のご寄付を頂きました

ハーバル工房へ
砕石のご寄付を頂きました

～「インターハイ・国体スピードスケート競技地元開催」～表紙の説明

　１月２３日から２月１日にかけて、富士吉田市のセイコオーバルを会場に、第６７回全国高等学校スケート競技
選手権大会、第７３回国民体育大会冬季大会スケート競技会が相
次いで開催されました。
　「まちかど情報局」でもお伝えした通り、当町からは堀内仲選
手と小佐野梓選手の２人の高校生が県選手団の一員として出場し、
見事各種目で入賞という結果を残しました。
　表紙の写真は、果敢に先頭を行くレース中の二人の様子です。
地元の大きな声援を力に変えて駆け抜けていく姿に、こちらも元気
をもらうことができました。
　本当におめでとうございました。
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男女共同参画推進委員会だより男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
渡辺 奈緒美

　今までは、出産した女性の就業継続や女性のキャリ
ア形成が困難でしたが、徐々に女性の社会的地位が
確立されてきているように思います。
　しかし、以前ご協力いただいた「職場における女性
の働きやすさ」のアンケート結果にもありましたが、制
度があっても利用できていない企業の現状がまだあり
ます。
　理想の男女共同参画社会の実現のためにも、企業側
は働きやすい環境をつくる努力が必要ですし、また働く
側も、意欲を持って利益に貢
献する努力が必要です。
それにはお互いの立場を理解
し、協力し合うことが重要な
のではないかと思います。
　働き方改革とは、意識改革
ともいえるのではないでしょ
うか。

　日本の労働環境には、昨今話題となっている長時間
労働、子育てや介護等との両立、副業・兼業といった働
き方の多様化など、様々な課題があり、働き方の改革
が必要不可欠となっています。
　私たち男女共同参画推進委員会の職場部会では、
地元の観光業・金融業・製造業の方々に実際に取り組
んでいる働き方改革についてのお話を伺うことができま
した。
　その中で、女性に係る取り組みについてですが、
　・育児休暇制度
　・育児休暇中のフォローアップ
　　（情報提供等の職場復帰支援）
　・雇用形態の多様化（就業の継続化）
　・女性キャリア教育(管理職候補の育成)
　・面接（働く側の声に耳を傾け、要望をキャッチ)
等々実施されており、働きやすい環境をつくる努力がな
されていることがわかりました。

～働き方改革に思うこと～

平成16年から続いているまちづくりの活動に参加してみませんか。
◎定例会を兼ねた「まちづくり」について考える意見交換会

　　毎月第２土曜日９：００　中央公民館(予定)

◎「我が町を知る」～古里の峠道を歩こう～　企画・運営　４月～１２月の９回(予定)

◎「わが町を美しくする」…町内で行われる清掃活動等への参加

◎「わが町を考える」～他の町に学ぶ～…他の地域で行われているまちづくりの視察研修

第1回目  「籠坂峠～三国峠」

古里の峠道を歩こう

「我が町を知る」ことを目的に、全９回実施で計画している登山です。今年もやります！
第１回目は下記のとおり実施いたしますので、皆様ふるってのご参加お待ちしております。

■日　時／４月８日(日)　AM７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）
■コース／役場前駐車場出発：籠坂峠～立山～大洞山～三国山～三国峠～明神山～パノラマ台～三国山ハイキングコース
■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（新参加者優先）
■対　象／小学生高学年以上（ただし小学生は大人同伴）
■受　付／3月20日（火）AM10時～（これより前ですと受付できません）
　　　　　町役場政策企画課　岡村・後藤　℡７２‐１１２９

5/13「端足峠～割石峠」、6/10「阿難坂峠（中道往還）」、7/8「どんべい峠～すずらん峠～新道峠」、8/19

「旧御坂峠（御坂路）」、9/9「愛鷹山（割石峠～越前岳）」、10/14「大石峠～淵坂峠～天神峠（若彦路）」、

11/11「鍵掛峠」、12/9「天神峠（若彦路）」 ※変更する場合もありますので、広報誌等でご確認ください。
今後の予定

主な
活動内容

メンバー募集 一緒に富士河口湖町について考え、
よりよい町にしていく活動に
参加してみませんか

男女問わず、移住された方も大歓迎

／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、



からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

八丁目会 3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/

記念の皿づくり、飴釉（あめゆう）で絵も文字もくっきり。

長い間ありがとうございました。

桜柄の商品（ハンカチ・タオル･風呂敷など）そろっています。

芽吹く春にかわいいミニ植木鉢。

五月節句の飾り色々あります。

ピリッと爽快　わさび揚

春のまだ肌寒い時に絶品！トマトほうとうをどうぞ。

春を先取り 季節膳をどうぞ。

野菜たっぷりボリュームたっぷり松扇の天ぷらを召し上がれ…！

陶芸と藍染の作品の数々をご覧下さい。

『5月端午の節句飾り
　　　　　を作りましょう！』

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
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匠や　企画展 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

 

好評につき企画展延長！
～201９年３月末

いやしの里のひな祭り 【ささや】オープン！！ 火の見屋からお知らせ

平成30年3月２1日をもちまして⑭紙屋 逆手山房は閉店することになりました。
永きにわたりご愛顧いただき誠にありがとうございました。
今後の⑭工芸館の内容につきましては現在調整中です。
確定しましたらお知らせいたします。ぜひご期待下さい！！

初春のしつらい展

陶と藍の二人展

３月15日㈭～5月7日㈪

現在開催中～３月12日㈪

現在開催中～4月3日㈫

＊ガラス＊
斎藤ゆう

＊金工＊
斎藤美樹

＊陶＊
米山久志

＊藍＊
米山のぶ子

＊予約問い合わせ＊
080ー5024ー5735  前田

日時：３月１８日（日）
　　  午前11時・午後1時　※要予約
料金：2,000円 （町民特別価格）
300ｇの粘土で一つの節句飾りを作ります。
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。

⑤くつろぎ屋にて雛段展示

着付けスタッフ募集

現在開催中～3月31日㈯
スタンプラリー

ちょっぴりプレゼント付き！

お知らせ

⑲おもいで屋の一角にて、
クニマス焼きとこだわりのカプチーノ
を販売するお店がオープン！

今後もメニューが増えていく予定です。
　ぜひお立ち寄りください！

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。

甲冑・鎧・兜募集
不要になった甲冑や鎧、兜

（着用可能な物・大人用・子供用）が  
ありましたらぜひお譲り下さい！
ご協力お願い致します。

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　9：00～17：00
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 Kawaguchiko Stellar Theater. The march issue. Kawaguchiko Stellar Theater. The march issue.

河口湖ステラシアター通信 3月号

河口湖ステラシアターサポーターズクラブ募集

「サポーターズクラブ」とは？？

主なお仕事

申込方法

　河口湖ステラシアターや河口湖円形ホールで行われるコンサートの時に、運
営スタッフとしてお手伝いしていただいているボランティア団体です。また、ハー

ブフェスティバルやショッピングセンターなどでのチラシ配布などの周知活動もございます。（主に土日の活動となりま
すが、富士山河口湖音楽祭期間中など平日のプログラムもございます。）6月には接遇の基礎研修（※必修）、下半期に
は他県の文化ホール視察研修があり、初めての方でも安心してお仕事をしていただける環境づくりを心がけています。

　訪日外客数が増加傾向にある今、河口湖駅や湖畔周辺も多くの海外からの観光客で賑わう毎日となっています。
河口湖ステラシアター、河口湖円形ホールで開催されるコンサートや学校ミニ演奏会の際、海外アーティストとの
「橋渡し」として、通訳のお手伝いをしていただける方を募集します。「インタープリター（通訳）」は登録制となり、
公演によって参加募集を行います。また、アーティスト滞在期間中には同行をお願いする場合がございます。「留学経
験がある」「海外に住んでいたことがある」「仕事を通じて習得した」など、あなたの素晴らしい経験を河口湖ステラ
シアターや河口湖円形ホールで発揮してみませんか？？詳細につきましては、河口湖ステラシアターまでお問い合わ
せください！

　開場時のチケットもぎり／場内案内／座布団の配布／チラシの折込／プログラム配布や
　アンケートの回収　など

《お問合せ》河口湖ステラシアターサポーターズクラブ事務局（河口湖ステラシアター内） ＴＥＬ：７２-５５８８

ボランティアに興味のある方、何か新しいことを始めたい方、地域づくりに関わりたい方など、年齢・性別を問わ
ず、やる気のある方なら大歓迎です！ 皆さんで一緒にコンサートを成功させましょう♪

☆河口湖ステラシアターサポーターズクラブ『通訳スタッフ』同時募集☆

まずは河口湖ステラシアターサポーターズクラブ事務局までお電話にてご連絡をお願いいたします。
サポーターズクラブ事務局　ＴＥＬ：７２-５５８８［開館時間９：００～１７：００　※火曜、祝翌日休館］

コンサート当日
には、入口に立
ちチケットのも
ぎりやプログラ
ムの配布など
接遇研修を生
かし活動してい
ます！

町内や県内に
向けコンサー
トのチラシ配
布やPR活動
にもサポート
をしています！

他にも、毎年６月には、プロのホール
レセプショニストから受ける接遇研修
を行っています。また来場者をおもて
なしするために会場周辺の清掃も実
施しています！
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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♪

河口湖ステラシアターフレンドリークラブ新規入会/更新のご案内
　河口湖ステラシアターフレンドリークラブでは新規会員を募集しています。ステラシアター・円形ホールでのコンサー
トを楽しんでいただくために、たくさんの特典をご用意しております！！

河口湖ステラシアター及び河口湖円形ホール

※公演によっては先行予約が行われない場合がございます。

※公演によっては先行予約が行われない場合がございます。

特 典
①チケットの先行電話予約

③チケットの割引き

②ダイレクトメール

④観光スポット・飲食店などのご優待

●入会金無料
●年   会   費 【一  般  会  員】1,000円（１公演につき２枚まで割引）
　　　　　　　【ファミリー会員】2,000円（１公演につき５枚まで割引）

申込方法

河口湖ステラシアター
℡：0555－72－5588

フレンドリークラブについてのご案内をお送りさせていた
だきます。まずは下記までご連絡をお願いいたします。

ステラシアターチケットセンター窓口のお申込用紙に必
要事項をご記入のうえ、年会費を添えてご提出ください。
その場で会員証を発行いたします。

資料請求 窓口来館

営業時間／9:00～17:00　休館日／火曜日・祝日の翌日

3月1日㈭ 受付開始！

《日時》２０１８年４月１４日㈯　１３：３０開場  １４：００開演
《会場》河口湖円形ホール
《料金》全席自由　一般：１０００円／高校生以下：５００円
《曲目》ベートーヴェン：チェロとピアノのためのソナタ第２番　ト短調　作品５-２
　　　  カプースチン：２台ピアノと打楽器のための協奏曲　作品１０４　他　
《出演》ピアノ

冨田 昌子

海老澤 洋三

チェロ

山代 ジリオ 玉緒

ソプラノ

相川　 瞳

打楽器

服部　 恵

打楽器

𠮷永 桃子 安齋 千絵 吉田 まどか

カロローザ  第55回  定期演奏会
河口湖円形ホール公演情報　

国際的な演奏活動の傍ら、桐朋学園、キジ
アーナ音楽院(イタリア)や世界各地のマス
ター･クラスで長年教鞭をとってきた室内楽
ピアニスト岩崎淑に師事し、多彩な室内楽
の素晴らしさと奥深さに開眼させられ、そ
の道を究めようという情熱を共有する音楽
家たちで構成される演奏団体が｢カロロー
ザ｣です。桐朋学園出身のピアニストを中心
とし、新鋭の若手から各地で活躍するベテ
ランまで、また子育てを終えて演奏を再開
した者など、多種多様な音楽家たちが結集
し、1982年から定期演奏会、新人演奏会、
室内楽研究会をはじめとする活動を長く重
ねております。

チケット
好評発売中！
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※やむを得ず変更される場合がございますが、あらかじめ
　ご了承ください。
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3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

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

　　26,498人
(－5)

 12,976人
(－1)

 13,522人
　(－4)

 10,290　
(＋10)

人口

男

女

世帯 世
帯

●結 婚 相 談 日●

●相談日/４月１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/３月２７日(火)
 　　　　午前９時～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●会　場/山中湖村役場
●問合せ/日本年金機構 大月年金事務所　☎０５５４（２２）３８１１

●年  金  相  談●

●国民年金・社会保険相談(社会保険労務士による相談)●

2月１日現在の
人口・世帯

●町民福祉館ふじやま  午前10時～12時   ●勝山ふれあいセンター　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

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

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。

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）

●日時/３月１４日(水)
 　　　午前９時30分～午後４時（12時から午後１時は昼休み）
●会場/河口湖商工会
●問合せ/日本年金機構 大月年金事務所　☎０５５４（２２）３８１１

納期限　平成３０年４月２日（月）（口座振替日）今月の納税等

入試種別 学　科 試験日 会　場

本学(都留)（健康科学部）
自己推薦入試 ３月１３日㈫作業療法学科

福祉心理学科Ⅱ期

本学(都留)３月１３日㈫看護学科（看護学部）AO入試 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

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。

「山梨観光カレッジ修了証交付式」が行われました「山梨観光カレッジ修了証交付式」が行われました「山梨観光カレッジ修了証交付式」が行われました平成29年度
　平成２９年１２月１２日（火）、本学河口湖キャンパスにて「平成２９年度やまなし観光カレッジ修了
証交付式」が行われました。
　「やまなし観光カレッジ」とは、山梨県内の大学生が授業を通して山梨の魅力を学び、山梨県外
（主に出身地など）において、山梨の魅力を発信してもらうことを目的とする山梨県の事業です。本学で
は、平成１７年度からこの制度とタイアップした科目「山梨の自然と文化・産業」を設けています。これまで
の修了者は約５５０名にのぼり、今年度は４５名の１年生に修了証が交付されました。当日は、山梨県観光部次長の市川美季様をは
じめ、関係者の皆様にお越しいただき、修了証を交付していただきました。
　修了者代表の小林啓吾さん（作業療法学科１年）からは、「おもてなしの心を大切にし、山梨の素晴らしい魅力をできるだけ多くの
人に伝えていきたい」との抱負が述べられました。在学中は、専門的な知識はもちろん、このような山梨ならではの特色ある授業を
受講し、幅広い分野の知識も身につけ、今後の生活に役立ててもらいたいと考えています。
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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、
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3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４月５日（木）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）
丸山　晴愛　　　優　・香　織　船津

金城　瑛太　　一　太・慶　子　船津

椎野加奈子　　一　也・敏　美　船津

大島　凛音　　寛　史・美　香　船津

村松　来美　　　憲　・小也香　船津

奥脇　千尋　　隼　一・　恵　　船津

五味　瑞葵　　大　斉・美　香　船津

柏木　陽太　　君　徳・友　美　船津

渡　　祥伍　　大　輔・庸　子　船津

加藤　明士　　敏　三・美　紀　船津

長山　　杏　　　洋　・千　春　船津

山下惟夕人　　篤　弥・由布子　河口

倉澤　怜世　　豊　和・野　花　勝山

倉澤　旺世　　豊　和・野　花　勝山

三浦悠羽舞　　　豊　・優　希　勝山

小佐野てる子　90歳　小佐野一男　船津

赤池百合子　94歳　赤池　正文　船津

岡田　将紀　44歳　岡田　美奈　船津

猪狩ハルア　11歳　杉山　麗奈　船津

堀内　　武　83歳　堀内　建一　船津

井出　ヤス　96歳　井出　義浩　船津

梶原美貴子　89歳　梶原　秀博　船津

宮下　房子　93歳　宮下　守男　船津

渡邊　　朗　79歳　渡邊　　剛　小立

渡邊　明子　74歳　渡邊　昭一　小立

渡邉さと子　75歳　渡邉　秀希　大石

渡辺　弘之　76歳　渡辺　寿之　西湖

伊藤　武治　84歳　伊　　治彦　本栖

中野　欽章　 ＝　 久保めぐみ　船津

權正　武宏　 ＝　 秦　めぐみ　船津

古屋　海誠　 ＝　 武藤　絢子　船津

奥秋　哲也　 ＝　 中村友衣子　船津

清水　　英　 ＝　 石田由香理　船津

進藤　真明　 ＝　 藤田　理雅　小立

白井　秀典　 ＝　 堀内加奈子　大石

小佐野啓介　 ＝　 小俣沙也佳　勝山

　

おめでた・おくやみ
〈１/１５～２/1２〉

　◎国民健康保険税８期　◎介護保険料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

平成30年4月1日より
「景観保全型広告規制地区」が
拡大されます！

◆屋外広告物とは？

　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や指定以前から表示している屋外広告物であっても、内容等
を変更する場合には厳しい基準が適用されます。

■屋外広告物の事例としては、右図のようなものがあります。
■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。

◆基準強化の一例（あくまで一例です）

H≦５ｍ

建植広告物（自家用）
　⇒高さ５ｍ以下
　⇒面積４㎡/方向以下

のぼり旗

屋上広告物⇒設置不可

※その他様々な屋外広告物で、
　⇒色彩の数を3色以下、色の明るさなどの制約
　⇒高さや面積などの基準が厳しくなっています。
※許可を要しない広告物についても同様に、
高さや面積、色彩等の基準が適用されます。お問い合わせ先：都市整備課72-1976

◆指定範囲

①富士登山道線地区

③白木里宮線地区

②インター線地区

新倉河口湖トンネル

：既指定（H27.4.1施行）
：既指定（H28.10.1施行）
：H30.4月～新規指定路線

【凡例】

N

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

W　５ｍ≦


