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ラグビーのワールドカップ2019日本大会における
フランスラグビー協会との事前チームキャンプ地に
関わる基本協定締結

「ゆがみの身体測定」 を開催しました

第4回中央公民館まつり　開催

新河口湖交番が移転に伴い開所

男女共同参画推進委員会フォーラム２０１８　開催！

　富士吉田市、富士河口湖町では公認キャンプ地誘致を連携して取り組んでおり
ますが、事前キャンプ地誘致についても山梨県や県スーパーバイザーである上野
裕一氏とともに交渉を進めてきました。
　このたび、2019年ラグビーのワールドカップにおけるフランス代表チームの事
前チーム合宿を富士吉田市、富士河口湖町で実施する旨の基本協定書締結とな
りました。山梨県内での事前合宿に関わる基本協定締結は、初めてとなります。

　3月3日(土)、4日(日)にて、スポーツ少年団等を対象とした「ゆがみの身体測定」を開
催しました。勉強やスポーツ等の理由で、少しずつ体のゆがみが蓄積していきます。今
回の身体測定では、ゆがみが生じ始めると言われる小学3～6年生を中心に、勝山在住
の堀内先生（ケン カイロプラクティック代表）をお招きして、80名以上もの選手のゆが
みをチェックし、アドバイスを行いました。ゆがみが見つかったり、それが矯正されたり
する様子を見て、終始驚きと笑顔が溢れる測定となりました。自治体が主導となっての
ゆがみのチェックは全国でも例が少なく、ジュニア選手に特化したものについては初と
なります。

　3月3日（土）に第4回目となる中央公民館まつりが開催されました。
日頃から中央公民館を中心に活動しているサークルの皆さんによる芸
能発表や作品展示が行われ、大勢の人で賑わっていました。
　また、この日は落語家の古今亭菊春さん、紙切りの三遊亭絵馬さん
をお招きしての記念講演も行われました。
　みなさんも中央公民館で行われている各種活動に参加してみまませ
んか。団体や活動内容については、生涯学習課までご連絡ください。

　3月４日（日）に男女共同参画推進委員会フォーラムが勝山さくやホールを会場に行われ
ました。部会による取り組みの発表やカジダン・イクメン
の写真コンテスト、足和田コーラスによる合唱披露、シン
ガーソングライターの池田綾子さんによる講演・ミニコン
サートなど盛りだくさんの内容で開催されました。

　池田さんの講演では、ご自身の歌手として母としての思いや考えをお話しいただき、
素敵な歌をはさみながらの素晴らしい講演となりました。
　町では引き続き、ひとりひとりが豊かな生活を送る基礎となる男女共同参画を進
めて参ります。

　大池公園近くにありました河口湖交番が、このたび新築移転し、3月6日
に新しい交番敷地内で開所式が行われました。河口湖交番の移転により、
河口湖駅や船津小学校の近くとなり、また、増加している観光客や、地域
のみなさまにとってより身近な交番となってくれると思います。今後も地域
の安心・安全のために町を見守り続けていってほしいと思います。
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こどみら　ひなまつり

ご寄付のご紹介
都留信用組合 様　１００万円

　3月2日にこどみらひなまつりのイベントが開催されました。
子ども未来創造館とつどいの広場の共同イベントとして、両スタ
ッフによる愉快で素敵なプログラムで行われました。
　当日は、ふじぴょんも参加してくれ、盛大に開催されました。子
供たちの笑顔が、ひなまつりイベントをさらに盛り上げていまし
た。町では、子ども未来創造館、つどいの広場など、多くの子育て
支援のプログラムを用意しておりますので、ぜひご活用いただき
たいと思います。

地域ケア会議　報告会

申谷一枝さん、三浦タマさん、内山　均さん、百歳おめでとうございます

　足和田地区、浅川地区の皆さんが自ら取り組む暮らしを支える地
域づくり活動の報告会が行われました。
2年目の足和田地区、1年目の浅川地区の年間の活動を報告していた
だきました。
　高齢になってもその人の生活を地域で支える。人生や生活で「した
いこと」を「なじみ」の環境のなかで続けることを目標として、地区の
課題について話し合い、考え、自分たちでできる活動を発表していた
だきました。
　発表していただいた皆さんに共通していることは、楽しく、無理せず、出来ることをしようということでした。地区に
あった無理のないやり方をとおして、自分たちの地区を見直すよい機会にもなっているようでした。報告会に参加して
いた他の地区の皆さんも興味深く聞いていました。

　船津にお住いの申谷一枝さん、三浦タマさん、内山　均さんが、３月に百歳の誕生日を迎え、町長が訪問しお祝いし
ました。お三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。

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。
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　平成３０年度の国民年金保険料は、月額１６,３４０円
です。
　保険料は、日本年金機構から４月の上旬に送られる
納付書により、翌月の末日までに納めてください。金融
機関・郵便局・コンビニで納めることができます。納付
書の他にクレジットカードやインターネット等を利用して
の納付、そして便利でお得な口座振替もあります。又、
保険料は月々の納付のほかに割引のある前納制度もあ
ります。
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡とい
った不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基
礎年金が受けられなくなる場合がありますので、忘れず
に納めてください。
　又、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合
は、保険料の納付が免除される制度や猶予される制度
がありますのでご相談ください。

　平成３０年３月議会において廃棄物
処理条例が改正され、事業者から排出
される燃えるごみの処理手数料が今ま
で月千㎏まで免除されてきましたが、平成３０年６月排
出分からこの免除がなくなり、全量に対して１㎏につき
４円を負担していただきます。
　排出事業者様にはご理解とご協力をお願いいたしま
す。

　富士河口湖町では、身体障害者相談員２名、知的障
害者相談員１名、精神保健福祉相談員１名が障害者の
みなさんの相談・支援活動を行っております。
○相談日
■日　時　平成３０年４月１７日(火)
　　　　　　　　午前１０時～午後３時まで
■場　所　富士河口湖町役場　１０４会議室
　どんなことでも結構です。お気軽にお越しください。

　町の現状や課題を地域の方々に共有していただくとと
もに、地域の方々からご意見を伺うことを目的として
「平成３０年度 主要事業 意見交換会」を開催します。
　この意見交換会では、地域の課題や新たな魅力など
について意見交換をする中で、地域と行政それぞれの
役割を明確にし、課題の解決や将来展望を描く一助に
したいと考えておりますので、皆様の積極的なご参加を
お待ちしております。

○開催日程

　交通事故は自分自身が気をつけていても、運転中や
同乗中、歩行中などいつどんな時に遭遇するかわかり
ません。ご家族そろって加入しましょう。
交通事故によるケガ等に対し、被害の程度に応じて見
舞金が支給されるものです。
◇見舞金　通院１日目から支給対象となり、1万円から
　　　　　最高１００万円（死亡時）が支給されます。
◇共済掛金　１人年額５００円（中途加入も同額）
◇共済期間　平成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）
◇加入資格　町に住民登録されている方
　　学生については、他県等に転出していても加入でき
　ます。
　　また加入者が途中他市町村へ転出した場合でも
　共済期間中は有効です。

障害者相談日開設について
●問合先　福祉推進課　℡72-6028

「主要事業 意見交換会」の
　　　　　　　　　開催について

●問合先　政策企画課　℡72-1129

事業系の可燃ごみ処理手数料の
免除の廃止について

●問合先　環境課　℡72-3169

国民年金保険料は
　　  納付期限までに納めましょう

●問合先　住民課　℡72-1114

お忘れではありませんか?
　　　　交通災害共済受付中

●問合先　地域防災課　℡72-1170

町役場１階
コンベンションホール

４月23日（月）
 午後７時～

河口湖
地区

地　区 日　時 会　　場

勝山地区

上九一色
地区

足和田
地区

４月24日（火）
 午後７時～

４月26日（木）
 午後７時～

４月27日（金）
 午後７時～

勝山ふれあいセンター
２階研修室

上九一色コミュニティセンター
多目的ホール

足和田
老人福祉センター２階

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

５月１０日㊍ 配布予定５月号広報
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　平成30年3月15日（木）から4月13日（金）までの間、
山梨県警察官の第１回採用募集を行っています。
　対象は、昭和60年4月2日以降に生まれた方で、大学
（短期大学を除く）を卒業、もしくは平成31年3月までに
卒業見込みの方。
○採用予定人数　男性32名程度　　女性7名程度
○一次試験日　　平成30年5月13日（日）

　男女共同参画社会の推進に向けて、セミナーの開催支
援や講師の派遣と助成を行い、学習の場を提供します！
対象：市町村、団体、企業、学校、自治会など

　講座を企画・運営してみたいという団体やグループの
活動を支援します！
対象：県内に在住、在勤、在学する人を主としている団体
やグループ
　詳細につきましては、お問合せください。
　ぴゅあ富士　 TEL：０５５４-４５-１６６６

　
　中でも、トラクターや乗用草刈り機からの転落や、作業
中に機械と木の間に挟まれるなどの農業機械を使用中の
事故、また、脚立等からの転落事故が多くなっています。
作業が本格化する３月以降は事故が多くなる傾向にあり
ます。農家の皆さんは次の点に注意して、農業機械を利用
してください。
　○作業時は作業に適した服装とする。　 
　○ほ場の出入り、あぜ越えに注意する。
　○移動走行時には人や車に注意する。　 
　○点検・整備はエンジンを停止する。
　○取扱説明書・安全ラベルを理解する。　
　○棚・支柱・針金等は目印などで目立たせる。
　○できる限り一人で作業しない。　　　　　
　少しの油断が大きな事故を引き起こします。「農作業
は、焦らず、急がず、慎重に！」を合言葉に、農作業安全
に努めてください。

　ぐんない若者サポートステーションでは、15歳から39

歳までの若者の就労支援を行っております。
　4月の特別企画として、この春高校・大学を卒業し、ま
だ就職が決まっていない方への個別相談を行います。就
職でお悩みの方、早く仕事に就きたいと考えている方、お
気軽にご相談ください。ご家族の方の相談も承っており
ます。
　しっかり話し合い、支援プログラムを考えて、「職場定
着まで」バックアップします。
《支援内容》
　1．個別相談：キャリアコンサルティング相談
　2．各種支援：職業適性診断・自己理解の促進・自信回
　　復・コミュニケーション能力の向上・求人票の見方・
　　履歴書の書き方指導・面接対策等
　3．就職・職場定着支援
■対象者　この春高校・大学を卒業された未就労の方、
　　　　　ご家族の方
■相談日　平成30年4月2日（月）～4月27日（金）
■開所時間　9：00～18：00
■費　用　無料
●問合先　ぐんない若者サポートステーション　
　　　　　　TEL：0555-23-0080　
　　　　　　E-mail：gss＠ycca.jp
＊上記以外の方のご相談も随時行っております。お気軽
　にご連絡ください。

　休日や夜間の病院は、限られた職員で、救急医療が必
要な人のために診療しています。
　平成28年の富士・東部保健所管内における救急搬送
人数は約八千五百人、そのうちの約50％が軽症者でした。
　軽症者が病院に集中すると職員が足りず、重症者を受
け入れることができません。助かる命も助けられない可
能性があります。
　また、救急車の台数に限りがあるため、軽症者が利用
することにより、より重症な人のところへの到着が遅れて
しまう可能性があります。
　風邪などの軽い病気やケガは、自家用車やタクシーを
利用してください。

　○山梨県救急医療情報センター：055-224-4199
　○富士五湖消防本部：0555-22-0119
　○山梨県東部消防指令センター
　（都留市・大月市・上野原市消防本部）
　　　　　　　　　　　　　　　 0554-45-0119
　また、やまなし医療ネットにより、休日夜間の当番医を
確認できます。http://www.yamanashi-iryo.net/
　なお、緊急を要する症状の場合には、119番を御利用く
ださい。

　不正に栽培・所持される大麻やけしの撲滅運動を、
４月１日から８月３１日までの５ヶ月間実施します。
　アサは、古来より茎から丈夫な繊維がとれる植物とし

●問合・申込先　富士吉田警察署警務課　℡22-0110

山梨県警察官採用募集案内

●問合先　山梨県農政部農業技術課　℡055-223-1616

農作業は安全第一に

就職でお悩みの方・そのご家族の方へ
～ぐんない若者サポートステーションよりお知らせ～

ぴゅあ富士よりお知らせ

富士・東部保健福祉事務所から

休日や夜間に具合が悪くなったら？

◎出前講座を募集します

◎市民企画講座を募集します

E-mail：pure-fuji@yamanashi-bunka.or.jp

【休日や夜間に受診できる診療所や
　　　　　　　救急病院などの問い合わせ先】

不正大麻・けしの撲滅について
 『この春高校・大学を卒業された
　　　　　未就労の方への特別個別相談』を開催

近年、農作業中の事故が多発しています。



県などからのお知らせ県などからのお知らせ

て栽培・利用されてきましたが、その花や葉（大麻）には
幻覚などを引き起こす成分を含んでおり、これらの成分の
乱用によって身を滅ぼすことにもなりかねません。このた
め、大麻取締法により無許可の栽培や所持等が法律で禁
止されています。
　けしは、春から夏にかけて色あざやかで美しい大きな
花を咲かせ、観賞用の植物として人気があります。しか
し、けしの仲間には、麻薬成分を含むことから、法律で栽
培が禁止されているものがあります。　
　春先はアサやけしが成長し、その特徴が現れますが、
見分けが困難なものもあります。山梨県のホームページ
に写真を掲載しておりますので参考にしてください。不正
栽培や自生している大麻・けしを発見した場合は、すみや
かに、保健所または警察署へ連絡してください。
■問い合わせ先　衛生課　0555-24-9033

■日　時　平成30年4月22日(日)
■場　所　陸上自衛隊北富士駐屯地(忍野村忍草3093)
■内　容　記念式典(観閲行進、模擬戦など)・装備品展
　　　　　示、戦車・装甲車の体験試乗、模擬売店など
　　　　　（雨天の場合には行事内容を一部変更する
　　　　　ことがあります。）

■日　時　平成30年5月23日(水) 
　　　　　午後2時～4時（午後1時30分受付開始）
■場　所　甲府地方・家庭裁判所（甲府市中央1-10-7）
■募集人員　約30人（先着順、参加費無料）
■内　容　①裁判所広報用DVD上映　②裁判所庁舎内
　　　　　の見学、裁判所・検察官・弁護士の仕事等の
　　　　　説明④質疑応答　⑤法廷見学及び写真撮影
■申込期間等　4月11日(水)～25日(水)まで。定員に達し
　　　　　　　次第受付終了。
■申込方法　申込期間中に電話で申し込む。
　　　　　　電話 055-235-1133

　公益財団法人・国際青少年研修協
会では、9コースの参加者を募集して
います。体験を通して、お互いの理解
や交流を深め、国際性を養うことを
目的に実施します。おひとりでご参加
になる方が7割以上、はじめて海外へ行かれる方が多く、
全国から参加するお友達との出会いも楽しみのひとつで
す。仲間作りの指導もございますので、安心してご参加い
ただけます。
■内　容　ホームステイ・ボランティア・文化交流・学校
　　　　　体験・英語研修・地域見学・野外活動など
■研修先　米国・英国・カナダ・サイパン・シンガポール
　　　　　・フィジー・フィリピン
■日　程　7月26日(木)～8月16日(木)　8～18日間
※コースにより異なる
■締　切　5月22日(火)および6月8日(金)
※コースにより異なる
■問合・資料請求
　公益財団法人国際青少年研修協会　
　〒141-0031　東京都品川区西五反田7-15-4
　電話: 03-6417-9721 
　E-mail：info@kskk.or.jp 
　URL：http://www.kskk.or.jp

→まずは検査システムで措置対象かどうかを確認！
●検索システムパソコン用URL
http://www.jaspa.or.jp/user/mycar/application/re
callsearch.html
未回収の場合は、早急に販売店でリコール改修を実施！
●国土交通省タカタ専用ダイヤル　03-5539-0452
●エアバッグリコール特設ホームページ
http://www.mlit.go.jp/jidosha/carinf/rcl/recallin
fo_000.html

●問合先　北富士駐屯地広報室　℡84-3135

陸上自衛隊北富士駐屯地
創立58周年記念行事開催のお知らせ

今年も開催！「てっ！裁判官・検察官・
弁護士の話が聞けるっちゅうよ。
裁判所に行ってみるじゃん！」

小学生～高校生のための夏休み
　　海外研修交流事業　参加者募集

国土交通省からの重要なお知らせ

　富士山麓んめぇ～もん倶楽部では、地域の食の魅力を発掘・発信する活動の一
環として「蕗薹なんばん」という辛味調味料を開発し、道の駅等の観光施設で販売
を行っています。しかし、自然に生育している蕗の薹を大量に確保することが難しく、
製品の生産量に限りがあることが課題になっています。そこで、町内の皆さんに蕗
の薹の収集にご協力をお願いしたいと考えています。ご協力いただいた方には、蕗
の薹1kgにつき、蕗薹なんばん1本(税込540円相当)を差し上げます。

・農産物直売所おおいし屋（大石公園内、４月中は金土日のみ）
・割烹 長濱旅館（長浜795-1）
・割烹 七草（船津1667-1）
・吉田のうどん 蔵ノ介（船津2492-10）

蕗の薹を探しています！
ふき とう

受け取り
場所

【お問合せ】
富士山麓んめぇ～もん倶楽部

0555-82-2128
（割烹 長濱旅館）

★タカタ製エアバッグリコール未改修車は、
　　　平成30年5月から車検が通らなくなります。★
ー早急にリコール作業を受けてくださいー
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i nformationnformation
●開催予定日　（雨天時振り替え）
◎4月22、29日　◎5月6、13、20、27日　◎6月3、10日
●クラス
　1．小学生初心者向け　　13:10～14:10（8回）　
　　　費用／2,000
　2．小学生経験者向け　　14:20～15:20（8回）　
　　　費用／2,000
　3．一般初心者向け　　　15:30～16:30（8回）　
　　　費用／2,000
●場　所　栗山台テニスコート（勝山）
●締切り　4月10日

■講　師　株式会社JTBコーポレートセールス
　　　　　霞が関第一事業部営業一課チーフマネージャー
　　　　　ソーシャルソリューション事業推進プロデューサー 
　　　　　黒岩 隆之 氏
■テーマ 『この先10年の変化』 
　　　　　激変する観光業界！観光のプロが語る｢地域
　　　　　や社会の課題解決｣
■日　時　4月19日（木）
　　　　　開場：午後5時30分　開演：午後6時20分
■場　所　河口湖オルゴールの森美術館 
■定　員　150名（先着順）　
■参加費　500円
＊午後5時30分から無料で入館頂けます。会場は館内ヒ
　ストリーホールとなります。時間厳守での開演となります。
■主　催　富士山地域アカデミー
　　　　　〒401-0304　山梨県南都留郡富士河口湖町
　　　　　河口3077-20　河口湖オルゴールの森館内
　　E-mail：academy@kawaguchikomusicforest.jp
　　TEL： 20-4111 FAX： 20-4110

■対　象　再就職に必要な技能・技術を身につけたい方
■コース　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
■訓練期間　平成30年7月3日～12月26日（6か月）
■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、その他一部実費負担あり）
■申込方法　６月５日までに住所または居所を管轄する
　　　　　　 ハローワークへ

　

■日　程　5/23・6/15・7/17・8/23・9/6・10/15・11/14
　　　　　・12/4、2019年 1/28・2/22
■時　間　9:45～11:30
■対　象　2015年4月2日～2016年4月1日生まれの子ど
　　　　　もとその保護者（父母・祖父母）
■定　員　各回親子10組
■持ち物　飲み水・着替え・長袖長ズボン・歩きやすい靴
　　　　　・帽子
雨でも野外で遊びます。（その場合は長靴・カッパ使用）
■費　用　１回子ども１人＋大人１人　500円
■申込み　4月16日（月）10時よりTelにて　4月17日より
　　　　　メールも可

■日　程　5/15「貼る」・6/8「通す」・6/18「移す」
　　　　　・7/12「並べる・分ける」
■時　間　9：45～11：30
■対　象　2015年4月2日～2016年4月1日生まれの子ど
　　　　　もとその保護者(父母・祖父母)
■定　員　各回親子6組
■持ち物　ルームシューズ・スリッパなど
　　　　　（こどもは靴下で大丈夫です。）
■費　用　１回子ども１人＋大人１人　500円
■申込み　4月16日（月）10時よりTelにて
　　　　　4月17日よりメールも可

　富士北麓地域を中心に活躍している富士五湖アコース
ティックギタークラブメンバー22組が出演する定期演奏会
です。
　みなさんお気軽に遊びに来てください。
■日　時　5月13日（日）10:30開場　11:00開演
■場　所　河口湖ステラシアター
■費　用　入場無料

　富士河口湖町テニス協会では小学生、一般初心者の方
を対象に硬式のテニススクールを開催します。テニスを始
めたいと思っている方、子供にテニスを考えている方は、こ
の機会にテニスを始めてみませんか。

Fujiこどもの家 バンビーノの森　
　子育て支援

●問合先　Fujiこどもの家　バンビーノの森　℡72-9995
    E-mail: info@bambino-mori.co.jp

第50回 富士山地域アカデミー
　　「だれでも聴きたい講演会」
　　　　　　　　　開催のお知らせ

富士五湖アコースティックギタークラブ
春の定期演奏会

●問合先　℡090-1626-5002（伊藤）

再就職を目指す方へ
　「職業訓練受講者」募集中

●問合先　ポリテクセンター山梨　℡055-242-3066

富士河口湖町テニススクール
開催のお知らせ

●問合先　℡72-4930（流石）

「森で遊ぼう」

「やってみたいな。ぼくもできるよ。」
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　富士河口湖町レクリエーション協会では、60才以上の
一般の初心者の方を募集しています。
■開催予定日　4月～11月までの第3水曜日
■時　間　13:00～15:00
■場　所　富士河口湖町総合公園芝生広場

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　
　4月  8日（日） メニュー　カレー・野菜サラダ
　4月22日(日)　メニュー　カレー・マカロニサラダ
　5月12日(土)　メニュー　カレー・大根サラダ
　5月26日(土)　メニュー　カレー・ツナサラダ
■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）

　4月18日「よい歯の日」に合わせ、皆様の笑顔いっぱい
の写真を公募いたします。
■テーマ　「笑顔と健康」
■応募締切　5月6日(日)必着
■応募方法　E-mail:contest@uda.jpに写真を添付し　
　　　　　　て送付してください。氏名・住所・連絡先
　　　　　　（電話番号）・写真タイトル等ご記入をお忘
　　　　　　れなく！お一人様1点まで。

■日　時　平成30年5月26日（土）
　　　　　　13時00分～16時00分
■場　所　富士吉田市民会館・小ホール
■テーマ　自分で守ろう・自身の健康！
　　　　　　　～薬との上手なつきあい方～
■講　師　山元　俊憲　氏
　　　　　〈（公財）昭和大学医学・医療振興財団　理事長〉
■テーマ　薬の英語表記から見る文化の違い
■講　師　遠藤　雪枝　氏
　　　　　（昭和大学富士吉田教育部講師）
■定　員　先着200名
■受講料　無料
■送迎バス　①市役所玄関前12時30分発　
　　　　　　②富士山駅前12時40分発　
　　　　　　③市民会館前16時10分発　
■申込み　5月10日（木）から5月25日（金）まで
　　　　　　昭和大学富士吉田校舎　
　　　　　　事務課　℡22-4403
※受講を希望される方は、氏名・送迎バス利用の有無を
　ご連絡下さい。
※講座終了後、受講証を交付します。

■受検申請受付　4月4日（水）～17日（火）
■受付時間　午前10時から午後3時まで（平日）
■試験日　学科・実技の試験日は各検定科目によって異
　　　　　なります。

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

■講習日　平成30年6月開講予定
　　　　　講習日・時間・受講料は当協会までお問い合
　　　　　わせください。また、当協会ホームページにお
　　　　　いても告知致します。

i nformationnformation

インフォメーション

第42回 昭和大学公開講座
　　　　　　　「暮らしと健康」

富士吉田職業訓練協会から

第11回 よい歯の日
「笑顔で歯°しゃ歯°しゃ（ぱしゃぱしゃ）”
　　　　　　　　　 写メ“コンテスト」
●問合先　山梨県歯科医師会事務局　055-252-6481（篠原）

シルバーグラウンドゴルフ教室 
　参加者募集

●問合先 富士河口湖町レクリエーション協会
℡090-1613-0074（渡辺）

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

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

【平成30年度 前期技能検定受検申請受付
　（塗装・左官・板金など）】
　　～国家試験 前期技能検定の受付が始まります～

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

【ものづくり体験教室 「松と庭木の手入れ教室」】
　～春の芽摘みと簡単な庭木の手入れ方法を学ぼう～
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後期高齢者
医療保険料
８期

平成31年2月28日

固定資産税
１期（全 納）

平成30年5月1日

固定資産税
２期

平成30年7月31日

固定資産税
３期

平成30年12月25日

固定資産税
４期

平成31年2月28日

軽自動車税

平成30年5月31日

町 県 民 税
１期

平成30年7月2日

町 県 民 税
２期

平成30年8月31日

町 県 民 税
３期

平成30年10月31日

町 県 民 税
４期

平成31年1月31日

後期高齢者
医療保険料
１期

平成30年7月31日

国民健康保険税
１期

平成30年7月31日

介護保険料
１期

平成30年7月31日

後期高齢者
医療保険料
２期

平成30年8月31日

国民健康保険税
２期

平成30年8月31日

介護保険料
２期

平成30年8月31日

後期高齢者
医療保険料
３期

平成30年10月1日

国民健康保険税
３期

平成30年10月1日

介護保険料
３期

平成30年10月1日

後期高齢者
医療保険料
４期

平成30年10月31日

国民健康保険税
４期

平成30年10月31日

介護保険料
４期

平成30年10月31日

後期高齢者
医療保険料
５期

平成30年11月30日

国民健康保険税
５期

平成30年11月30日

介護保険料
５期

平成30年11月30日

後期高齢者
医療保険料
６期

平成30年12月25日

国民健康保険税
６期

平成30年12月25日

介護保険料
６期

平成30年12月25日

後期高齢者
医療保険料
７期

平成31年1月31日

国民健康保険税
７期

平成31年1月31日

介護保険料
７期

平成31年1月31日

国民健康保険税
８期

平成31年4月1日

介護保険料
８期

平成31年4月1日

町税等の納付は、便利で確実な「口座振替」で！

平成30年度 町税等の納期をお知らせいたします

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

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

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納 

期 

月

税 目 別 納 期

町 県 民 税 固定資産税 軽自動車税 国民健康保険税 後期高齢者
医療保険料 介護保険料
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犬の登録と狂犬病予防注射について

４月  9日 ㈪
（伊藤宗徳獣医師）

４月１０日㈫
（伊藤宗徳獣医師）

４月１１日㈬
（山口弘司獣医師）

４月１２日㈭
（山口弘司獣医師）

４月１３日㈮
（堀内健治獣医師）

精 進 　 諏 訪 神 社
精 進 出 張 所
本 栖 公 民 館
上 九 一 色 出 張 所
小 立 福 祉 センター
本町通り商店街駐車場
西 湖 公 民 館
根 場 み は ら し 前
リゾ ートくわ る び
西湖湖畔キャンプ場
足 和 田 出 張 所
大 嵐 出 張 所
勝 山 出 張 所
大 石 出 張 所
河 口 出 張 所

富士河口湖町役場

  ９時45分 ～ １０時0０分

１０時15分 ～ １０時40分

１1時0０分 ～ １1時30分

１3時00分 ～ １4時00分

  ９時00分 ～ １０時3０分

１1時0０分 ～ １2時3０分

  ９時30分 ～   ９時50分

１０時00分 ～ １０時15分

１０時30分 ～ １０時４5分

１0時55分 ～ １１時1０分

１1時2０分 ～ １1時5０分

１3時2０分 ～ １3時4０分

１4時0０分 ～ １５時3０分

  ９時００分 ～ １０時３０分

１１時００分 ～ １２時３０分

  ９時００分 ～ １2時３０分

１3時3０分 ～ １5時００分

◎日時と場所

◎手数料等

登 録 手 数 料
予 防 注 射 料
注射済票交付手数料
合　　　計

平成３０年度の狂犬病予防注射を下記の日程で行います。  
生後３ヶ月以降の犬は、最寄りの会場で登録と注射を済ませてください。   

<問い合せ先>　環境課　生活環境係　TEL７２－３１６９

※犬を散歩させた時、普段からフンや
　おしっこの後始末を心がけましょう。
※犬の放し飼いは、周辺住民に大変迷
　惑をかけます。山梨県の条例でも禁
　止されています。夜間も必ず繋いで飼
　いましょう。

ー

2,950円
550円

3,500円

3,000円
2,950円
550円

6,500円

1,600円
2,950円
340円

4,890円

登録済 新規登録 再交付

☆円滑な受付のため、お釣りが出ないようご協力ください。   
☆首輪が抜けないよう、きつめに締めてお越しください。普段おとなしい犬も、他の犬がいるため興奮してしまいます。  
☆犬を登録されている方には後日、狂犬病予防注射の案内を発送しますので必ず通知を持参してください。通知が送付されな
　い場合は、犬の鑑札を持参してください。登録が確認できない場合、新規登録又は再登録となります。   

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2回目は下記のとおり実施いたしますので、皆様ふるってのご参加お待ちしております。

第2回目 「端足峠～割石峠」

■日　時／５月１３日(日)　ＡＭ ７時４５分　富士河口湖町役場前駐車場集合　　
　　　　　小雨決行（雨天問合せ：０９０-８８０２-６１２０　井出）　（実質歩行時間４時間）

■コース／役場前駐車場出発：端足峠入口～端足峠～割石峠～本栖キャンプ場
■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／４月２０日（金）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

今後の予定…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）」
※変更する場合もございますので、広報誌等でご確認ください。
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「重度心身障害者医療費助成制度」のご利用について
「重度心身障害者医療費受給資格者証」をお持ちの方でご利用やご請求のない方がおりますのでご利用方法
についてお知らせいたします。
○県内での病院・薬局・訪問看護を受診（利用）した場合は「重度心身障害者医療費助成金受給資格者証
（黄色）」を提示し医療費をお支払いいただきますと、受診（利用）した３か月後に町から医療費を助成して
　おります。（自動払い）
○上記の「自動払い」ができない以下の医療費等については「領収証の原本」をお持ちいただき福祉推進課
　窓口に請求してください。（請求消滅時効２年間）
※「重度心身障害者医療費助成金請求書」は福祉推進課窓口でお渡しできます。

請求が必要なのはどんなとき？
【柔道整復師等の施術にかかる療養費】
①保険を使える 整骨院・接骨院の治療を受けた場合
②保険を使える はりきゅう・あん摩マッサージ指圧等の施術を受けた場合　
※整骨院等が「重度心身障害者医療費助成金請求書」の必要箇所を記入押印

【県外の医療機関の診療及びその他の理由によるもの】
①県外の医療機関等 で診療を受けた場合
②県内の医療機関等への医療費の支払いが遅れた場合  や  受給者証を提示しなかった場合
③支給決定通知のハガキと領収証をチェックし、 振込がない医療費があった場合

【保険組合等各保険者にまず申請が必要なもの】
①被保険者証を医療機関に提示しなかった場合
②補装具（コルセットなど）を作ったとき
③海外で診療を受けた場合
※保険者から保険負担分の還付を受けた後に、町福祉推進課に請求してください。

保険が使えるのはどんなとき？
【柔道整復師の施術を受けられる方】
・整骨院や接骨院で骨折・脱臼・打撲・ねんざ（いわゆる肉ばなれを含む。）の施術を受けた場合に保険の対象
　です。

【はり・きゅうの施術を受けられる方】
・主として神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症及び頸椎捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする
　疾患の治療を受けた時に保険の対象です。

【マッサージの施術を受けられる方】
・筋まひや関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象
　です。

厚生労働省ホームページ（抜粋）

◎治療を受けるときの注意
・単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象となりません。（全額自己負担）
※なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

◎治療を受けるときの注意
・保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術
　所にお問合せください。

◎治療を受けるときの注意
・疲労回復・慰安目的・疾病予防のためのマッサージなどは保険対象外です。（全額自己負担）
・保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、マッサージ施術
　所にお問合せください。

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

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

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

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

○問い合わせ先　福祉推進課　℡72-6028
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平成30年度富士河口湖町保育所利用者負担基準額表

平成30年度富士河口湖町特定教育利用者負担基準額表
（新制度の幼稚園、認定こども園の幼稚園の利用料）

児童の属する世帯の階層区分 ０～２歳児 ３歳児 ４．５歳児

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

保育短時間保育標準時間保育短時間保育標準時間保育短時間保育標準時間

保育利用者負担金額（月額）

児童の属する世帯の階層区分 【母子・父子世帯、障害者同居世帯】
利用者負担額利用者負担額

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

生活保護世帯

町民税非課税世帯

市町村町民税
所得割課税額

77,100円以下

211,200円以下

211,201円以上

0円

3,000円

1,0100円

20,500円

25,700円 

0円

0円

3,000円

20,500円

25,700円

特定教育利用者負担金額（月額）

　平成29年度から町独自の子育て支援事業として、給食費無料化により、利用者負担額を軽減しました。
また、所得割課税額の算定にあたっては年少扶養控除を適用したなかで階層を決定しております。
　階層区分については、4月から8月分の利用料は平成29年度所得割課税額で決定し、9月からは平成
30年度所得割課税額で階層を決定します。

0円

1,000円

0円

5,000円

2,000円

8,000円

3,000円

10,000円

3,500円

12,000円

4,000円

14,000円

5,000円

16,000円

16,500円

17,000円

17,500円

18,000円

0円

3,000円

0円

7,000円

3,000円

10,000円

4,000円

12,000円

4,500円

14,000円

5,000円

16,000円

6,000円

18,000円

18,500円

19,000円

19,500円

20,000円

0円

1,000円

0円

5,000円

2,000円

8,000円

3,000円

10,000円

3,500円

13,000円

4,000円

16,000円

5,000円

19,000円

22,000円

22,500円

23,000円

24,000円

0円

3,000円

0円

7,000円

3,000円

10,000円

4000円

12,000円

4,500円

15,000円

5,000円

18,000円

6,000円

21,000円

24,000円

24,500円

25,000円

26,000円

0円

3,000円

0円

6,500円

2,500円

9,000円

4,000円

13,000円

6,000円

16,000円

7,000円

19,000円

8,000円

21,500円

35,500円

40,500円

41,500円

43,000円

0円

5,000円

0円

8,500円

3,500円

11,000円

5,000円

15,000円

7,000円

18,000円

8,000円

21,000円

9,000円

23,500円

37,500円

42,500円

43,500円

45,000円

生活保護世帯 

市町村民税非課税世帯　　　　 

うちひとり親等世帯※ 

市町村民税均等割課税世帯 

うちひとり親等世帯 

20,000円未満

ひとり親等世帯

48,600円未満

ひとり親等世帯

57,700円未満

ひとり親等世帯

77,101円未満

ひとり親等世帯

97,000円未満

169,000円未満

301,000円未満

397,000円未満

397,000円以上

市町村町民税
所得割課税額

第 2 階層

第 3 階層

第 4 階層

第 5 階層

第 6 階層

第 7 階層

第 １ 階層

第 ８ 階層

第 ９ 階層

第10階層

第11階層

第12階層

※「ひとり親等世帯」…母子・父子世帯、または障害者同居世帯

①町民税非課税世帯（第２階層）　　… 第二子以降　無料
②所得割課税額57,700円未満（保育料：第３階層～第６階層、幼稚園利用料：第３階層の一部）の世帯
　　　　　　 　　　　　　　　　　… 兄・姉の年齢に関わらず、第二子半額　第三子以降無料
③所得割課税額77,101円未満（保育料：第７階層以下、幼稚園利用料：第３階層以下）のひとり親等世帯
　　　　　　 　　　　　　　　　　… 兄・姉の年齢に関わらず、第二子以降無料
④所得割課税額169,000円未満（保育料：第９階層以下）の世帯
　　　　　　 　　　　　　　　　　… 兄・姉の年齢に関わらず、第二子以降で、満３歳になるまでの間無料（要申請）
⑤上記以外の世帯 … (1) 保育料：保育所等に同時に入所している児童の中で、第二子半額、第三子以降無料
　　　　　　　　　  (2) 幼稚園利用料：小学校3年生以下の児童の中で、第二子半額、第三子以降無料

利用料の多子軽減については、以下のとおりになります。
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梶原林作基金助成事業について、
平成30年度助成の申請受付を行います。

　「梶原林作基金助成事業」とは、富士河口湖町地域づくりのために、町民の皆さん、または町に縁のある
個人及び団体が行う地域づくり事業に対し、助成を行う制度です。対象となる事業は以下のとおりです。

①地域の文化振興に資する事業　　　　②文化芸術の創作及び成果の発表等
③活力ある地域づくりのための事業　　④個性豊かで魅力ある地域づくりのための事業

※平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に行われる事業が対象です。

平成30年4月9日（月）から5月１1日（金）まで受付期間

申請方法

町教育委員会　文化振興局（河口湖ステラシアター内）　℡７２－５５７７（火曜日定休日）問 合 先

助成までの流れ

申請書提出 助成金交付締切後、審査会を
開催（5月予定）

各個人、団体は
事業を実施 実績報告書提出

　指定の申請書に必要事項を記入して、町教育委員会文化振興局（河口湖ステラシアター内）まで
直接お持ち下さい。（郵便、その他の方法では受付できませんのでご了承下さい。）
　また、申請代表者には審査会にて助成事業の説明をしていただきます。
　※申請書は町教育委員会文化振興局（河口湖ステラシアター内）にございます。ご希望の方はお問い合わせ下さい。

お知らせ
　本年度の事業助成は今回で終了する予定ですが、助成状況により再度募集を行うことがあります。
詳しくはお問い合わせください。

町民割引のお知らせ
創造の森 デイキャンプ場

飯盒・鉄板・鍋等貸し出します。
※貸出し器材は洗って返却していただきます。
家族・子供クラブ・育成会・スポーツクラブ等におすすめ

●持ち物：軍手・拭き取り用のタオル（１人１枚）　●営業時間：９：００～１６：００　●営業期間：４月～１１月中旬　要予約     
●お問い合わせ：河口湖フィールドセンター　℡0555 -72 - 4331　Fax 0555 -72 - 4341
※貸切の予約がある場合はお断りする場合がありますのでご了承下さい。     

◎食材持込 
　１人（小学生以上）￥７００（鉄板１枚に対し薪１束付き）   
　（小学生未満）無料     
　町民カード提示の場合１人￥５００　※予約時に町民利用と告げてください。提示はグループ内１名  
◎食材込み（４人前以上）　食材手配の為利用日より３日前に要予約     
　　　　  　 カレー　１人前　￥１，０００　　焼きそばライス　  １人前　￥１，０００   
　　　　　　宝刀鍋　１人前　￥１，５００　　BQ焼きそば付き　１人前　￥１，７００   
　町民カード提示の場合各メニューの料金より１００円割引き

メニュー

施設利用料　
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「富士河口湖町小立土地区画整理事業」が完成しました
　本事業は、平成17年11月7日組合設立以来12年余の長きにわたり進めてきましたが、ここで所期の目的が達成
できました。本事業の概要は次のとおりです。

富士北麓都市計画事業富士河口湖町小立土地区画整理事業

富士河口湖町小立土地区画整理組合

341,489.71㎡

平成17年11月 7日

平成29年 8月31日

平成30年 2月 9日

平成17年度～平成29年度

288人（平成29年2月2日　換地処分公告日現在）

総延長　　　　　7,977.31ｍ

都市計画道路　　船津小海線　　幅員16.00ｍ　延長  372.05ｍ

　　　　　　　　白木里宮線 　　幅員14.00ｍ　延長1,095.08ｍ

　　　　　　　　西1号線 　　　幅員13.00ｍ　延長1,063.28ｍ

　　　　　　　　西2号線  　　　幅員13.00ｍ　延長  236.57ｍ

区画道路　　　　小立勝山境線 　幅員  5.00ｍ　延長1,280.51ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　幅員 8.00ｍ　延長    17.80ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　幅員 6.00ｍ　延長3,706.43ｍ

　　　　　　　　　　　　　　　幅員 4.00ｍ　延長      4.76ｍ

歩行者専用道路　　　　　　　　幅員 3.00ｍ　延長  200.83ｍ

8箇所　　15,649.41㎡

2箇所　　　 591.28㎡

富士河口湖町小立字季原、字白木、字皮籠石、字七本桜、字大堀、字出口の一部と
勝山字豆塚の一部施 行 地 区

道　  路

事 業の名称
施行者の名称

施 行 面 積
組 合 設 立
組 合 解 散
清 算 結 了
施 行 期 間
組 合 員 数

雨水浸透 地
緑    地
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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ような選手が
参加します。フランス代表以外にも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。

問 合 先／７２-１１２９　 富士河口湖町「スポーツキャンプ地」誘致委員会事務局（政策企画課内）
申 込 先／TEL ０５５-２２２-０３８１　東武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～

富士河口湖町にフランストライアスロンのオリンピック選手・
パラリンピック選手がやって来ます！！

　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地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。
　この度、５月１２日（土）に開催されます２０１８　世界トライアスロンシリーズ横浜大会の事前合宿地として
富士河口湖町に来ていただくことになりました。合宿の際には、間近でオリンピック選手・パラリンピック選手の
練習を見学することができる公開練習も予定しておりますので詳細が決まり次第、町のホームページでご連絡
いたします。
　みなさんでフランストライアスロンチームを応援しましょう！

問合先／７２-１１２９　 富士河口湖町「スポーツキャンプ地」誘致委員会事務局（政策企画課内）

～「船津保育所 移転前最後の卒園式」～表紙の説明

　３月２６日に、各町立保育所において卒園式が行われました。

その中で、移転前最後の卒園式となった船津保育所での様子を

取材させてもらいました。表紙は式典後、お別れが寂しい子供

たちが、先生の優しい笑顔で抱きしめてもらいながら、お互いに

寂しいけれど新しい門出を送り出している素敵な一コマです。

４月から子供達、船津保育所も新しい環境や場所になりますが、

皆さんにとっても素敵な季節になってくれればと思います。



富士北麓公園　春期スポーツ教室

教室名 時  間 春   期 参加料 定 員 会  場 内　　　容曜日

ヒップホップ １９：００～
　２０：３０

月
4/23（体験教室）
5/7.14.21.28     
6/4.11.18.25

４,０００円
/期（８回）

体育館
２F体育室２０人

骨盤調整 １０：００～
　１１：３０

火
4/24（体験教室）
5/8.15.22.29    
6/5.12.19.26

４,０００円
/期（８回）

体育館
２F体育室

２０人

ピラティス １９：００～
　２０：３０

水
4/25（体験教室）
5/9.16.23.30    
6/6.13.20.27 

４,０００円
/期（８回）

体育館
２F体育室

２０人

ベーシックヨガ
（昼コース）

１０：００～
　１１：３０

木
4/26（体験教室）
5/10.17.24.31  
6/7.14.21.28

４,０００円
/期（８回）

体育館
２F体育室

２０人

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

子どもから大人まで誰でもOK！　ヒッ
プホップを楽しみながら、好きなアー
ティストのようにかっこよく踊っちゃ
おう！

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

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

ベーシックヨガ
（夜コース）

２０：００～
　２１：３０

金
4/27（体験教室）
5/11.18.25    
6/1.8.15.22.29

４,０００円
/期（８回）

体育館
２F体育室

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

★８回１期の開催★

教室名 時  間 春   期 参加料 定 員 会  場 内　　　容曜日

エンジョイ
グラウンドゴルフ

１０：００～
　１１：３０

火

4/17　　        
5/8. 15　　
予備日     
 （5/1  .6/26）

300円
/回

陸上競技場
球技場３０人

誰もが気軽に参加でき、設定された

コースを回る事ができます。

★１日単位で開催される教室★

　１．受付期間／４月１日（日）～　　※定員になり次第、締め切ります。
　２．受付時間／９：００～１７：００
　３．受付方法／電話または窓口 
　４．必要事項／氏名、年齢、性別、住所、電話番号他 

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

【申し込み・問い合わせ】

テレビ版“こうほう富士河口湖”は
河口湖有線テレビ放送と
北富士有線テレビ放送でご覧いただけます

（１１ｃｈ）毎日   7:30～　12:30～
　　 　　　　 19:30～　23:30～

北富士有線テレビ放送河口湖有線テレビ放送
デジタル１０ｃｈ（１０１）
　月～土曜  13:30～　19:00～

デジタル１０ｃｈ（１０２）
　月～日曜　 9:00～　16:00～　22:00～
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●問合先　町役場政策企画課  ℡７２‐１１２９

○河口湖有線テレビ放送ではデータ放送を
　行っています。
　防災無線や町からのお知らせなどをご覧
　いただけますのでぜひご利用ください。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…



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!

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

中央公民館ロビー展示

渡辺忠男氏　越石節代氏（船津地区在住）

休館日　日曜・祝日※土曜日…利用予約がない場合、閉館
皆様のお越しをお待ちしております。

4月3日㈫ 午後～5月2日㈫

「写真」二人展「写真」二人展「写真」二人展

町民優待カード　お詫びと訂正
　3月よりお渡ししている平成30・31年度町民優待カードの有
効期限に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。下記期
間までぜひご活用ください。

（誤）2019年3月まで⇒（正）2020年3月まで

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川邉修作先生の何でも相談

個別相談
秘密厳守

●日　時：5/19 7/28 9/22 11/17 1/26 3/23（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
●対　象：中学生までの子どもを持つ保護者
●申込・問合先：生涯学習課へ

●日　時：4月30日（月・祝） 開演　午後1時30分
●場　所：勝山ふれあいセンターさくやホール

中学生以上　500円（町外700円）　小学生以下無料
家族2人目以降　300円　（町外500円）
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）

はるだぞう！うたうぞう♪おどるぞう！たにぞうだぞう☆はるだぞう！うたうぞう♪おどるぞう！たにぞうだぞう☆
チケット販売中

整理券配布中　生涯学習課窓口へ

母の日の贈り物にもいかがですか？
お得な参加費で体験できます。

●日　時：4月26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

●持ち物：マチ付持ち帰り袋
●申込・問合先：4月23日（月）までに生涯学習課へ
材料の関係上締切以降のキャンセルはできません。

クレマチスアレンジ 4,000円

フォトフレーム 　　4,500円
ミニサイズ　 　　  3,000円

アーティフィシャルフラワー

プリザーブドフラワー

富士河口湖町 古文書講座
　時代劇、大河ドラマのシーンや博物館・資料館で目にする機
会が多い「くずし字」で書かれた古文書ですが、理解できない
異次元の世界のものと思っていませんか？ そんなことはありま
せん！どのように読むのか、町の文化財審議会会長の中村章彦
先生の詳しい解説により、どなたでも古文書に親しんでいただ
くことができます。古文書を読めるようになる喜びと、歴史を古
文書から紐解く楽しみを全10回のシリーズで体験しましょう！

第１回　4月13日（金）　午前10時～11時30分
　（以降、毎月第2金曜日に開講　※8月と1月は休み）
●会　場：富士河口湖町中央公民館　2階　視聴覚室
●講　師：中村章彦氏（町文化財審議会会長）
●参加費：無料（要申込）　　●定　員：30名
●申込み：生涯学習課文化財係 ℡0555-72-6053

平成30年度

第 １ 回
第 ２ 回
第 ３ 回
第 ４ 回
第 ５ 回
第 ６ 回
第 ７ 回
第 ８ 回
第 ９ 回
第10回
第11回

平成30年  4月18日㈬
平成30年  5月16日㈬
平成30年  6月20日㈬
平成30年  7月18日㈬
平成30年  8月22日㈬
平成30年  9月19日㈬
平成30年10月17日㈬
平成30年11月21日㈬
平成30年12月19日㈬
平成31年  1月16日㈬
平成31年  2月20日㈬

「美しい富士山を生み出した奇跡～火山活動と富士山の形成～」
「降り注ぐ火山灰、押し寄せる溶岩流～山麓の遺跡の人々が見た富士山噴火～」
「国家を揺るがす富士山の噴火～古代の富士山噴火と浅間神社の建立～」
「修験者が集う霊山としての富士山～登拝のはじまりと信仰施設の整備～」
※「『勝山記』にみえる富士～『勝山記』から紐解く戦国時代の富士山と山麓～」
「戦国領主の富士信仰～「冨士御室浅間神社文書」に込められた領主の想い～」
「大衆登山を支える川口御師～御坂峠を越える道者を迎え入れた川口御師～」
「麓八海を巡る～富士講の信者による内八海巡り～」
「胎内に潜る富士講～不老長寿を祈る富士講信者の霊場・船津胎内～」
「芸術作品を生み出す山・富士～芸術作品に込められた富士の美～」　　　　
「近代化と富士信仰の変革～信仰登山から観光登山への変遷～」

内容・日程（予定）

【予告】平成30年度　富士河口湖町　世界遺産富士山講座　年間予定

※８月はお盆の期間に重複するため、第４水曜日に開催。その他は第３水曜日に開催
■開催時間：午後７時～９時　　■開催場所：富士河口湖町中央公民館　視聴覚室　　
■定員：40名　参加：自由参加（事前申込不要）　■講師：生涯学習課文化財係　　

　平成25年（2013）6月に世界文化遺産に登録されてから5周年を迎える富士山。信仰の対象、芸術の源泉としての文化的
価値が国際的に認められました。その文化的価値を未来につなげるため、時代やテーマごとに解説する講座を開催します。世
界遺産のふるさと・富士河口湖町に暮らす人々と地域の誇りであり、世界の宝である富士山の文化的価値を共有する機会とな
る講座を目指します。

１０周年
企画も
あるよ★
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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

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

　4月は、入園・入学・進級・進学・そして就職と、大きな節目を迎えら
れたことを喜ぶお祝いの月。4月は、自由・自信・希望・期待感に満ち
溢れている月。4月は、大人も子どもも、一つの区切り、大きな節目だと
感じ、今までうまくいかないことがあってもリセットされ、一からやり
直せるような新たな気分にさせられる月。この意義深い4月を、1年間
持続可能な体制で過ごしたいものです。
　そのための一つの方法として、5月から本気を出すという気持ちで4
月を過ごすと、5月以降にものすごい脱力感に襲われることもないと
いう人もいます。
　しかし、あっという間に1・2週間が過ぎ、少し落ち着いたころ、ふと
気が付くと、とても疲れていたり、気持ちが乗らなかったり、体のリズ
ムが崩れたり、悲観的になったり……。心と体が助けを求めているし
るしです。心身をリフレッシュさせ、少しずつ新しい環境を自分の一部
にしていくためには、周りの応援がほしいと知らせている信号です。
　一人で抱え込むことはありません。教育センターの相談員に声をか
けてください。一人ひとりの輝かしい未来を、心から応援していきたい
と思います。

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

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

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

●対　象：H28.4/2～H29.4/1生まれの子と保護者
●日　程：H30.5/11、6/8、7/13、8/24、9/21、10/12、11/9、12/14
　　　　  H31.1/11、2/15 （金曜日）　全10回
●時　間：午前10時30分～11時30分
　　　　　（開始10分前にはお集まりください）
●講　師：山梨県立大学　高野牧子先生
●申込み：4月16日（月）午前9時～

●対　象：2歳になる子と保護者（H28.4/2～H29.4/1生まれ）
　　　     3歳になる子と保護者（H27.4/2～H28.4/1生まれ）
●日　程：H30.5/14、6/11、7/9、8/27、9/10、10/1、11/12、12/10
 　　　    H31.1/21、2/18（月曜日）　全10回
●時　間：2歳の部　午前10時～10時50分
　　　     3歳の部　午前11時～11時50分
　　　　（開始10分前にはお集まりください）
●講　師：青空リトミックサークルの先生方
●申込み：4月18日（水）午前9時～

●定　員:各30組（先着順※定員になり次第締切）　●場　所:子ども未来創造館　音楽スタジオ
●参加費:2,000円（全10回分）　●申込・問合先:生涯学習課へ　※参加の申し込みは富士河口湖町民に限らせていただきます。

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 気軽にお問い合わせください！　http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

申込方法

申 込 先

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

平成30年度富士河口湖町　家庭教育事業平成30年度富士河口湖町　家庭教育事業平成30年度富士河口湖町　家庭教育事業平成30年度富士河口湖町　家庭教育事業

●期　日:5/12（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　1㎞、2.5㎞、5㎞、7.5㎞、10㎞
●登録料:500円（初回のみ）　　●参加料:300円／回

子どもから大人までが楽しく走るマラソンです。
競技志向のマラソンではありません。 ●日　時:4/17（火）・5/15（火）　●時　間:13：30～15：00

●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／回

産後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

キッズビクス＆ママエアロ

●期　日:5/7～7/9　毎週月曜日
●時　間:10：30～11：30
●場　所:子ども未来創造館
●持ち物:上履き、飲み物、タオル
●参加料:200円／回　　●対　象:3歳児までの親子

親子で運動。後半ママだけのエアロタイムあり
ラテンダンスフィットネス ＺＵＭＢＡ

●期　日:4/12～　毎週木曜日
●時　間:10：30～11：30
●場　所:勝山さくやホール
●持ち物:上履き、タオル、飲み物
●参加料:600円／回

やみつきになる面白さ やみつきになる面白さ
●期　日:4/20（金）・5/11（金）
●時　間:18：30～19：30
●場　所:勝山さくやホール
●持ち物:上履き、タオル、飲み物
●参加料:500円／回

NIGHT　ＺＵＭＢＡ

富士山月例マラソン ママ＆ベビーのキラキラビクス

「美しい富士山を生み出した奇跡～火山活動と富士山の形成～」
「降り注ぐ火山灰、押し寄せる溶岩流～山麓の遺跡の人々が見た富士山噴火～」
「国家を揺るがす富士山の噴火～古代の富士山噴火と浅間神社の建立～」
「修験者が集う霊山としての富士山～登拝のはじまりと信仰施設の整備～」
※「『勝山記』にみえる富士～『勝山記』から紐解く戦国時代の富士山と山麓～」
「戦国領主の富士信仰～「冨士御室浅間神社文書」に込められた領主の想い～」
「大衆登山を支える川口御師～御坂峠を越える道者を迎え入れた川口御師～」
「麓八海を巡る～富士講の信者による内八海巡り～」
「胎内に潜る富士講～不老長寿を祈る富士講信者の霊場・船津胎内～」
「芸術作品を生み出す山・富士～芸術作品に込められた富士の美～」　　　　
「近代化と富士信仰の変革～信仰登山から観光登山への変遷～」
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日 月 火 水 木 金 土

4/8

5/1

9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20

22

29 30

23 24 25

2 3

26 27 28

21

4 5

6 7 9 108 11 12

ク富バレエ

ク富ズンバ

(PM助産師相談)
つどいの広場

(PM助産師相談)
つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場

ク富ズンバ

おもちゃ/ズンバ

将棋教室
ワイワイくらぶ

ブラウンベア

ブラウンベア

おもちゃ病院

おもちゃ病院

キラキラビクス

マムベビー やったね！1年生

エコフェスタ

育児学級

AMプラレール

PMプラレール tetote

つどいの広場

つどいの広場
キッズ＆
　　ママビクス

つどいの広場○栄

つどいの広場○栄

つどいの広場○栄

端午の節句の会

つどいの広場○子

つどいの広場○子

＜休館日＞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/13時～15時
※子育て相談・栄養相談・助産師相談・お誕生会
も実施します。相談・イベント等の日程について
はカレンダーでご確認ください。　　
　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。

○いずれも水曜日11時スタートです○
今年度は5月9日(水)からスタート!!
♪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。

一年間のテーマに合わせたトレーニング。

　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：４月１９日㈭ 13：30～14:30
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

☆12時～1時までは閉館です。

(お誕生日会)

(おやこの日)

つどいの広場

ク富ズンバ

(脳トレ)
funfunくらぶ　

休館日 休館日 休館日 休館日

休館日

休館日

休館日

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

日　時：４月１７日㈬　10：00～10：45
参加費：持ち物：申込み：なし
対　象:Ｈ28．４．２～Ｈ29．４．１生まれ
内　容：リズム遊び、廃材を使ったおもちゃ
　　　  育児のプチ情報など

平成30年 4月8日～5月12日の予定表

おやこの日

からだの日

司書さんおすすめの絵本を紹介します。読み聞かせの日

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

端午の節句の会端午の節句の会端午の節句の会

日　時：5月２日㈬　11:00～
持ち物：申込み：参加費：なし

エコフェスタエコフェスタエコフェスタ

　　　　
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

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

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

 利用
方法

の再確認をお願いします

　小学生くらいまでの眠っている衣服やおもち
ゃはありませんか？エコフェスタはあげたい人⇒
欲しい人へ、お金の授受はしないでそれらの物
の【有効活用の場】とするイベントです。

　絵本の世界を飛び出して、体もいっぱい動か
します♫ 楽しく英語を体験しよう！
☆今年度から、活動場所がこどみらになります☆

＊衣類等出品して頂く方は、事前に連絡をください。
日　時：5月１２日㈯ １０：００～１６：００

プラレールの日プラレールの日プラレールの日
　大きなプラレールで楽しもう！大好きな電車の
世界を体験してね♪

日　時：4月15日㈰ １３：００～１５：００
日　時：5月 ６日㈰ １０：００～１２：００　　　　
持ち物・申込み・参加費：なし

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア
ブラウン ベア

英語であそぼう　with B　B

日　時：4月10日㈫　（毎月第2火曜日）
　　　  10：30～11：00
場　所：プレイルーム

脳トレ2018脳トレ2018脳トレ2018funfun
くらぶ　

funfun
くらぶ　

funfun
くらぶ　

　おもしろクイズのプリントで、君の脳みそを柔
らかくなるように鍛えるのが【脳トレ】1人でもお
友達ともどうぞ♪
日　時：5月12日㈯ 13:00～15:00
　　　　(時間内、自由に出入りできます。)
持ち物：なし

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

日　時：4月2１日㈯　
　　　  ９：４５集合
　　　1２：００終了予定
対　象：小学新1年生
申込み・参加費：なし
持ち物：飲み物・タオル

4月8・22・29・30日
5月3・ 4・ 5・13・27日
4月8・22・29・30日
5月3・ 4・ 5・13・27日
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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

4月24日㈫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

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

4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～17日

午後3時30分～19日

◎本館読み聞かせ◎

4月14日㈯エトワールの会
4月28日㈯パパのえほんタイム

■日　時：４月２８日（土）
　　　　  午後２時～
■場　所：生涯学習館　学習室１

■課　題：「聖の青春」
　　　　　　　　  大崎 善生 著

1冊の本から見える、
いろんなキモチ。

第13４回　読書会

〈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／27日㈮は館内整理日、29日㈰は祝日のため休館。

幼児～小学生低学年対象

0・1・2・3歳対象

日時：4月22日(日)　午前10時～（受付：午前9時45分～）
イベント盛りだくさん！みんなで楽しもう♪年に１度の図書館祭り

場所：中央公民館ホール

ようこそ！ おはなし王国2018

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

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

★内容★

♪新着図書♪
ボランティア大募集！◎大友二階崩れ/赤神諒著 ◎脱！スマホのトラブル/

佐藤佳弘著 ◎生きるのが“ふっと”楽になる13のこと
ば/名越康文著 ◎「つみたてＮＩＳＡ」はこの７本を買
いなさい/朝倉智也著 ◎人と会う力/岡崎武志著 
◎おでかけは最高のリハビリ！/たかはたゆきこ著 
◎インスタグラム/リンクアップ著　他

英語の読み聞かせ

　第３火曜日に英語のおはなし会の活動に参加してく
ださる方を募集いたします。読み聞かせで子どもたち
と一緒に絵本の楽しさを感じてみませんか？ご興味の
ある方は、生涯学習館73-1212までお問い合わせく
ださい。

さとし

☆こども読書週間 4/23～5/12☆ イベント企画

■日時：４月２５日(水)
　　　  午前１０時～午後４時
　　  　(時間内参加いつでもOK)
■場所：生涯学習館　学習室１
■対象：親子

■日時：５月１２日(土)
　　　  午前１０時～午後１２時
■場所：中央公民館　ホール
■対象：小学生・未就学児以下は
　　　  親子で参加可

P
こいのぼりを

　　　作ろうｄａｙ！
こいのぼりを

　　　作ろうｄａｙ！
めざせおはなし博士！

えほんでカルタ大会
めざせおはなし博士！

えほんでカルタ大会

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

〈午前10時30分～〉

〈午後1時30分～〉
〈午後1時30分～〉
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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

西湖コウモリ穴の洞内調査が行われました西湖コウモリ穴の洞内調査が行われました

この冬も剣丸尾の溶岩樹型内でテングコウモリが冬眠しましたこの冬も剣丸尾の溶岩樹型内でテングコウモリが冬眠しました

○第６回富士山自然保護大賞ジュニアの入賞作品の展示を、例年通り４月から７月まで環境省生物多様性センターでの展示をお願いする
　予定です。近くにお越しの際は、是非ご覧下さい。
○富士山自然保護センター、鳴沢・富士河口湖恩賜県有財団保護組合、鳴沢村で構成している「富士山北部生物多様性保全協議会」の活
　動も４月から２年目を迎え、伐採跡地での絶滅危惧植物・昆虫をはじめとしたほ乳類・鳥類などの変化を調べると同時に、富士河口湖
　町本栖高原でも同様の調査を行い、二次草原と伐採跡地の草原が富士山の生物多様性を維持していることを確かめる予定です。

　２月２２日に、富士河口湖町教育委員会の天然記念物保存管理計画運用委員会による
西湖コウモリ穴の洞内調査・点検が、委員や町職員等の１３名によって行われました。その
結果は、予想通り旧足和田村時代に一部修復された１ヶ所を除き、地質的に心配になる所
はないことが確認され安心しましたが、今後は、地震などの災害時の避難訓練等も実施す
る方向で検討することになりました。
　この調査は、一般の入洞者に危険がないかを点検することが第一目的でしたので、普段
一般の方が入れない奥のコウモリ保護区２ヶ所は調査出来ませんでしたが、それ以外の場
所でのコウモリ類の越冬状態も同時に調査しました。その結果、巨人の足跡状広場のコウ
モリ保護区域で１２月に観察された１３５頭のコキクガシラコウモリの集団（２月号の広報
でお知らせした）が全く見られず、その代わりに１２月には奥の保護区域にしか見られなか
ったキクガシラコウモリが９頭確認され、さらには１２月には全く見られなかったウサギコ
ウモリ１頭とモモジロコウモリ３頭が確認されました。写真からも判るように、ウサギコウモ
リは背中の毛が氷結した状態で眠っており、モモジロコウモリも寄り添うようにして眠って
いました。ここ数年確認出来なかったモモジロコウモリが確認出来てほっとしています。今年は入口近くのホールに、これま
でにない数の氷筍がみられたことからも、１月中旬の急激な気温降下と上昇がこれらコウモリ類の冬眠場所を移動させた可
能性が高いと思われました。
　いずれにしましても、西湖コウモリ穴は、その溶岩地形の特異性とともに、青木ヶ原でも最も重要なコウモリ類の越冬洞穴
でもある貴重な自然財産であることを、再認識することが出来ました。

　昨冬、１頭のテングコウモリが１１月中旬～１月中旬まで連続して胎内神社の天井で確認
され、その後、剣丸尾の溶岩樹型内で５月８日まで確認出来たことを広報でお知らせしました。
　この冬はどうかと思い、２月２４日に同じ溶岩樹型に行ってみました。その結果、昨冬と
ほぼ同じ場所に同じ個体ではないかと思われるテングコウモリが１頭同じ格好で冬眠して
いました（写真）。昨年との大きな違いは、西湖コウモリ穴と同様に、この溶岩樹型内の氷
筍の数が増えて大きくなっていたことで、特にこのテングコウモリが冬眠している場所のす
ぐ近くには高さ２ｍを超える氷柱（氷筍とつららがつながったもの）が出来ていました（写
真）。
　今年の冬は、１２月中に雪らしい雪が降らず、１月になって異常低温注意報が出るほど急
に気温が下がって雪が降った後もなかなか溶けず、かと思うと、急に気温が上がったりして
３月まで気温の変動が激しい状態が続いています。このような気候が影響して氷筍がたく
さん出来たり発達したのではないかと思われます。
　広い洞内を持つ西湖コウモリ穴の場合は、その気温の変化に応じてコウモリ類は移動で
きるのに対して、大きさが限られている溶岩樹型の場合には、越冬に適した場所が少ない
ので移動できなかったのではないかと考えました。
　剣丸尾のテングコウモリが今年も５月まで冬眠を続けるのか、今後も定期的に観察し、
ご報告したいと思います。

テングコウモリテングコウモリ

ウサギコウモリウサギコウモリ

モモジロコウモリモモジロコウモリ

氷柱とテングコウモリ氷柱とテングコウモリ
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戦後の二つの大火（前編　小立の大火）
はじめに
　「災害は忘れた頃にやってくる」と言われますが、近年では、「忘れる前にやってくる」と言い直してもいいくらい
毎年のように大地震や豪雨などの自然災害が日本各地を襲っています。平成28年12月22日に起きた新潟県糸魚川
市駅北の大火災もその一つで記憶に新しいのではないでしょうか。テレビでその映像を観た時、私の脳裏にある二
つの記憶が蘇ってきました。
小立の大火
　一つ目は、戦後間もない昭和24年（1949）２月16
日の早朝の出来事です。お正月三箇日が過ぎて
も、まだお屠蘇気分が抜けない小正月。小立村に
火事を知らせる半鐘がけたたましく鳴り響きまし
た。当時中学生だった私は、その音に無理やり起
こされました。寝床の中から時計を見ると針は
午前５時をさしていました。急いで外に出てぐるり
と見渡すと、西の方に火柱が上がっているのが見
えました。その朝はあいにく風がとても強く、私の
家からも轟 と々勢いよく燃えているのがわかりまし
た。でも、私の家は現場から少し離れているので、飛び火の心配はないと高を括っていました。ところが、その考え
はすぐに否定されました。なぜなら、強風に煽られた火の粉が茅葺屋根に舞い降り、見る見るうちにあちこちに燃
え移ったからです。寒空の下、この光景を見ていた人たちは急いで自分の家の家財道具を大八車に移し、荷物を背
負い、幼い子どもたちを連れて外へ逃げ出しました。たちまち村中が大混乱しました。数時間経って辺りが明るくな
ってきた午前８時、ようやく火は鎮火しました。鎮火の後、茫然と辺りを見ると、そこには目を疑う様な光景がありま
した。一瞬にして小立村が消滅したと言っても過言ではないくらい無残な焼け野原が広がっていたのです。小立村
には林、八丁屋、西、久保、乳ヶ崎の五つの部落がありましたが、その内、林、八丁屋、西の大部分と久保の一部を
合わせて２５０軒ほどの家が焼けました。乳ヶ崎は隣の部落との間に畑地があったため火の粉が届かず火災が免
れました。私の家は久保にありましたが、残念ながら火の海を逃れられませんでした。焼けた我が家へ戻ったら、
小正月へ向けて作ったお饅頭が焼け焦げてころがっていました。思わずそれを拾い上げ、中の餡を指で掘って口の
中へ放り込みました。楽しく過ごすはずだった小正月が不安と心配で一気にどん底に落ちた気がしました。当時は
避難所の設置はなく、焼け出された被災者は個人的に親類や縁者を頼って居場所を探すしかありませんでした。私
たち五人家族も親戚の家の屋根裏部屋に仮住まいをしながら、焼け跡の片付けをしました。そして、一日も早く我
が家を建てたいという思いでいっぱいでした。
　２月の冷たい空っ風が吹く中、小立村の人々は復興へと動き始めていました。皆、自分の家を建てるため一生懸
命でした。また、それらの木材を作るため、製材所もフル稼働していました。常時、大工さんの順番待ちの状態が
続き、職人さんたちもせわしなく働いています。簡単にできる所は、素人がにわか大工で作りました。家と言っても、
すべてが焼けてしまって経済的に余裕のない被災者が建てるのは、何の変哲もない粗末な家です。屋根は、高価な
トタンは使えないので、薄い板を重ねたトントン葺きか、杉皮で葺いたものです。床は、畳の代わりに藁で編んだ簡
素な敷物である大筵（オオムシロ）を敷きました。私が住んでいた久保地区は罹災家屋が少なかったため、地区の
公民館にあった畳を一軒に２、３畳ずつ配付してもらいました。これはありがたかったです。また、被災後１０日ほ
ど経った時、当時人気絶頂だった歌手の霧島昇さんが慰問に来てくれました。霧島さんは奥様と一緒に、現在の小
立支所の小高い所に立ち、当時流行の歌謡曲を数曲歌いました。その歌声は、私達の荒んだ心に潤いを与えてくれ
ました。
　粗末な家で生活をスタートさせましたが、働いてお金が貯まったら畳を入れ、またお金が貯まったら窓ガラスを入
れ、そしてまたお金が貯まったら屋根を直してという具合に、少しずつ修繕していきました。このような状況で、普通
の生活ができるようになるまでには何年も掛かりました。学校行事でもお金が掛かるものは延期または中止になり
ました。もちろん、その年の修学旅行は中止です。しかし、その修学旅行は十余年後に実施されました。この災害の
教訓として、のちに各部落で大きな地下貯水槽を何ヶ所も作りました。

【次号・後編　船津の大火につづく】
（特別寄稿：富士河口湖町古文書調査会　小林那津子）

小立の大火の直後（昭和24年２月16日）

さいがい

じ しん

き おく

よみがえ

はんしょう

はり

み わた ひばしら

ごうごう

ひ てい

お におさな こんらん た

さむぞら

ちん か

しょうめつ

ち が さき

ひなんじょ ひさいしゃ しんるい

しんせき

から

めい せいざいじょ か どう じょうじ だい く

ふっこう

かんたん しろうと

けいざいてき

ぜっちょう きりしまのぼる

かようきょく あら うるお あた

い もん

た まど

しゅうぜん

きょうくん ち か ちょすいそう

か えん き

しきもの り さい

うす すぎかわ たたみ わら あふ

へんてつよ ゆう そ まつ

けん

うら かり ず あと

えんじゃ たよ い ば しょ

か ごん む ざん

ぼうぜん うたが よう

こうけい

けん となり

まんじゅう あん ほこ

とど

わ

まぬが

か ざい だいはちぐるま せ

あお かやぶき まこ

はな くく

ね どこ

ひびき

さんがにち

と　そ

ごう う

のう り

おそ いと い がわ

たい か

23広報2018年 4月号

●持ち物：軍手・拭き取り用のタオル（１人１枚）　●営業時間：９：００～１６：００　●営業期間：４月～１１月中旬　要予約     
●お問い合わせ：河口湖フィールドセンター　℡0555 -72 - 4331　Fax 0555 -72 - 4341
※貸切の予約がある場合はお断りする場合がありますのでご了承下さい。     



健康のまちづくり
Healthy community building

　高齢者用肺炎球菌ワクチン接種は、平成２６年１０月１日から予防接種法に基づく定期接種になっています。
肺炎は日本人の死因の第３位であり死亡者の９５％が６５歳以上の方です。また、肺炎で一番多い病原菌は肺炎
球菌です。肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待され
ます。平成２６年度から平成３０年度までは経過措置があります。平成３０年度の接種対象者には予診票を交付
しますので、過去の接種歴を確認し、必ず町で交付する予診票を使用し接種してください。

平成30年度定期接種対象者には予診票をお届けします。

詳しくは健康増進課まで　TEL　0555-72-6037

平成30年度高齢者用肺炎球菌のお知らせ

１回

医療機関で町の公
費負担額4000円
を差引いた金額を
支払ってください

○既に肺炎球菌ワクチン「ポリサッカ
　ライドワクチン２３価」の接種を受け
　たことがある者は対象外です。
○5年以内に再接種を行うと副反応が
　強く出ることがあります。かかりつけ
　医で必ず接種歴を確認してください。

①６５歳の者
（経過措置終了後の平成３１年度より実施）
②６０歳以上６５歳未満の者であって心臓、
　腎臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不
　全ウイルスによる免疫の機能に障害を有す
　る者

対象年齢 接種方法 接種費用 その他

対象年齢 対　　象　　生　　年　　月　　日

◎平成２６年度から平成３０年度までの間は経過措置があります。

経過措置対象者：平成２６年度から平成３０年までの間は、前年度の末日に各６４歳、６９歳、７４歳、７９歳、８４歳、８９歳、９４歳、
　　　　　　　  　９９歳の者（各当該年度に６５歳、７０歳、７５歳、８０歳、８５歳、９０歳、９５歳、１００歳となる者）
　　　　　　　　平成２６年度は、平成２５年度の末日に１００歳以上の者（平成２６年度１０１歳以上となる者）

平成30年度経過措置対象者　　　　　　　接種期間：平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

６５歳

７０歳

７５歳

８０歳

８５歳

９０歳

９５歳

１００歳

昭和２８年４月２日生　～　昭和２９年４月１日生の方

昭和２３年４月２日生　～　昭和２４年４月１日生の方

昭和１８年４月２日生　～　昭和１９年４月１日生の方

昭和１３年４月２日生　～　昭和１４年４月１日生の方

昭和　８年４月２日生　～　昭和　９年４月１日生の方

昭和　３年４月２日生　～　昭和　４年４月１日生の方

大正１２年４月２日生　～　大正１３年４月１日生の方

大正　７年４月２日生　～　大正　８年４月１日生の方

※接種期間内に接種できなかった場合、その後の接種は任意接種（全額自己負担）となりますので接種を希望される方はこの期間内に
　接種をしてください。平成３０年度接種対象者以外の方は任意接種（全額自己負担）となりますのでご注意ください。
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健康のまちづくり
Healthy community building

4月29日（祝日）昭和の日

※悪天候の場合中止します。
 （防災無線でお知らせします）

※幼児・小学校低学年の参加者は、保護者同伴でお願 
　いします。

※当日はシッコゴ公園（富士御室浅間神社のとなり）で
　「甲斐の勝山やぶさめ祭り」が開催されます。
　ゴール後は祭りもお楽しみください。

問合せ先　健康増進課　72-6037

●と　き　  ４月２９日（日）昭和の日
　　　　　　受　付　８時３０分～
　　　　　　出発式　９時３０分
　　　　　　スタート　出発式後
●集合場所　勝山ふれあいセンター駐車場
　　　　　 （小雨の場合　勝山ふれあいドーム）
●コース　　勝山ふれあいセンター駐車場を出発して、
　　　　　 富士御室浅間神社やぶさめ祭り会場まで
　　　　　 ５ｋｍほどのコースです
●持ちもの　雨具　飲物　副食
●参加料　　無料

　町では4月29日を「町民皆歩の日」と定め、毎年ウォーキング大会を開催しています。
　町民スポーツであるウォーキングに参加して、運動習慣づくりのきっかけに、お友達、
家族などで、気軽に参加してみましょう。

いきいきと健康な生活を過ごすために
  町の基本健診・がん検診の活用を。

［ 全国健康寿命: 山梨県男性１位・女性３位 ］
　生活習慣病の初期は自覚症状がないため、１年に１回は基本健診やがん検診を受けて体の変化をチェックするこ
とが大切です。「あなたの健康状態を知る」きっかけにしてみませんか。町内の最寄りの施設で受けることができま
す。詳しい内容は、町広報４月号の折込みチラシ『健康診断のご案内』をお読みください。

【生活習慣病とがん予防について】

（不規則な）生活習慣の積み重ね

内臓脂肪がたまる

高血圧,脂質異常,高血糖をまねく
血管が傷つく（自覚症状はほとんどない）

血管が破れる、詰まる
（脳卒中,心臓病,糖尿病の合併症等）

血管変化の進行（動脈硬化）

●生活習慣などによる血管の変化● ●基本健診・がん検診による効果●

＊自分の健康状態を把握する
（基本健診・がん検診を受ける）

☆適切な生活習慣の維持☆
（生活習慣病の予防）

①今の生活習慣を振り返られる
②適切な生活習慣の維持・改善ができる
　（食事.運動.飲酒.喫煙など）
③早期発見と治療ができる

【 申込み・問い合わせ先 】富士河口湖町　健康増進課　℡７２－６０３７

………………………………………………………

………………………………………………………
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健康のまちづくり
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教室名 会　　　場 開催日時（祝日は休み）

筋力アップ
教室

水中
ウォーキング

健康プラザ
来て!見て! 実践室（２階）

はじめましょう！ 運動習慣はじめましょう！ 運動習慣はじめましょう！ 運動習慣

★対象者：６５歳以上の方
★申し込みは必要ありません。直接会場へお越しください。
★定期的に体力測定を実施し、自分の体力の状態について知ることができます。
★運動と同じく大切な、口腔や栄養についての講話等も行っています。

毎週 火・水・木・金曜日　
　　午前10時30分～11時30分

富士見町二丁目公民館 毎週 月曜日 午前10時～11時30分

上の段中町公民館 毎週 火曜日 午前10時～11時30分

浜町公民館 毎週 水曜日 午前10時～11時30分

大石出張所 毎週 木曜日 午前10時～11時30分

河口出張所 毎週 金曜日 午前10時～11時30分

足和田出張所 毎週 月曜日（4/9～開始）午前10時～11時30分

上九一色コミュニティセンター 原則第1・3・5水曜日 午後2時～3時

上九一色コミュニティセンター 原則第2・4水曜日 午後2時～3時

健康プラザ(１階) 毎週火・金曜日 午後1時15分～2時

　年齢があがるにつれて些細なことで体調を崩し、回復までに時間を要することが増えます。いつまでもいき
いきと健康に自分らしく過ごすために、元気なうちから予防しませんか？町では各地区で運動教室を行ってい
ます。いつからでも気軽にご参加ください。
　新年度は4月2日～始まります。

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

いきいき百歳体操
いきいき百歳体操はみなさんで行う、住民主体の活動です。
この体操は筋力をつけ、動きやすい体をつくるための体操です。
DVDを見ながら、椅子に座って行う体操なので、年齢に関係なく参加できます
近くの公民館や集会所を利用して、体操をはじめませんか？
実施条件をそろえ、申込みを行い、活動します。
町では船津・長浜・西湖・根場・大嵐・河口・精進など各地区で活動しています。

はじめませんか？

申込み・問い合わせ／健康増進課　介護予防係　72-6037

＜実施条件＞
①１グループ５人以上の参加者がいること
②週１～２回程度、３か月以上継続して自主的に
　活動できること
③近所の方など、誰でも参加ができること

＜準備するもの＞

会場・人数分の椅子・
テレビ・DVDプレイヤー、血圧計

  始めたい、
という方に…

※DVD・重りは町から貸し出ししています。
※申込みがあったグループには初回に体力測定や運動指導等を実施させていただきます。
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富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　セントケア河口湖　訪問介護員　角田佳央梨

訪問介護サービス訪問介護サービス訪問介護サービス
～富士河口湖町在宅医療推進協議会から

～

介護スタッフがご自宅に訪問し、家事や調理、身体介護などを行います。
毎日の生活を、なるべくご自宅で「ふだん通りに過ごしたい」

そんなご本人様やご家族様を力強くサポートするサービスです。

◎介護保険のサービス対象になるもの

●どんな場合、身体介護が利用できるの？
　ケアマネジャーの作成する居宅サービス計画（ケアプラン）に位置付けられれば、世帯や家族
　の状況に関わらずご利用いただけます。

・排泄介助　　　　・食事介助　　　　・身体の清拭　　・入浴の介助
・着替えの介助や身だしなみを整えること　
・服薬の介助（一包化されたもの、飲むのを手伝うこと、飲んだか確認すること）
・寝返りの介助

・居室の掃除　　　・洗濯　　　　　・薬の受け取り　　　・生活必需品の買い物　
・一般的な食事の準備、調理、後片づけ

※ご自宅での生活を続けるために、ヘルパーと一緒におこなう家事は身体介護になります。
（自立支援的見守り援助）

※医師の指示のもとに糖尿病食やミキサー食などをつくることもできます。
　その場合は身体介護になります。

☆身体介護☆
食事や入浴、排せつなどのご本人様の身体に直接触れる介助サービス

◎介護保険のサービス対象になるもの

◎介護保険のサービス対象にならないもの

●どんな場合、生活援助が利用できるの？
　ご本人様が一人暮らし、同居するご家族様等が障がいやご病気等、家族などによる家事が困難な
　場合にケアマネジャーの作成する居宅サービス計画（ケアプラン）に位置付けられれば、ご利用いた
　だけます。

☆生活援助☆
ご本人様が主に利用する居室の清掃・ご本人様の衣類の洗濯・ご本人様のための調理など
の日常生活の援助

・ご本人様以外のための行為

・介護スタッフが行わなくても日常生活に支障が

　ないと判断される行為

・日常的に行われる家事の範囲を超える行為・・・

　は介護保険サービスの対象になりません。

×店番や畑仕事

×来客の対応、家族のための

　家事、ペットの世話

×ワックスがけ、大掃除

×お正月料理

・・・・これらは

　　生活援助にはなりません。

×
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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

　暮らしにおける安心ってなんでしょう。各地で様々な見守りシステムや取り組みが実施され、誰もが安心して暮ら
すための町づくりが模索されています。今回は「救急医療情報キット」を取り上げてみたいと思います。

救急医療情報キット

使い方は？

救急情報用紙

救急医療情報キットの応用的な使い方

シールが玄関内ではなく外に張り出せる町に

高齢者の見守りツールとして多くの市町村で取り入れら
れています。救急車を呼ぶことはできたが、自宅で倒れ
てしまった、意識がもうろうとしている、そんな緊急時
に、救急隊に大切な命を救うために必要となる情報を伝
えるための道具です。各市町村の包括支援センターや社
会福祉協議会の方々によって各地で広められ、私たちの
富士河口湖町でも取り入れられています。

この容器とシールがワンセ
ットです。容器の中には、緊
急時に必要となる情報を記
入するための救急情報用紙
や本人が確認できる写真、
健康保険証の写し、かかり
つけ医療機関の診察券の写
し、お薬手帳の必要な部分

の写し等をいれて保管します。シール等の使い方は、玄
関の内側と冷蔵庫に貼り付けます。　　【取扱い例】

玄関内側にこのシールがあることで救急隊の方が救急
医療情報キットが備え付けてある家であると確認するこ
とできます。多くの自宅にある電化製品として冷蔵庫が
救急医療情報キットの備え場所の代表例とされていま
す。冷蔵庫にも救急医療情報キットのあることを知らせ
るシール等を貼り付けてください。冷蔵庫を設置してい
ない場合など他の場所に保管する際は玄関内側に貼り
付けたシールに救急医療情報キットを設置した場所を救
急隊にわかりやすく記載してください。

必ずこうだといった用紙の限定は現状ありません。一般
的に記入すべき情報を示します。
・名前（振り仮名）・生年月日・住所・性別・血液型
・かかりつけ医療機関・持病・服薬内容
・緊急連絡先（氏名・続柄・電話番号・住所）
・利用している福祉サービス事業所の情報
・この情報用紙の救急情報を救急隊や搬送先医療機関
が活用することへの同意情報
これらが基本的な情報となります。

多くの市町村で導入されている救急医療情報キットです
が、そのほとんどは高齢者の方を中心に配布されていま
す。このツールは、持病を抱えながら一人暮らしをしてい
る方や障害を抱えながら一人暮らしをしている方にも導
入されることで多くの方の命を救うためのバトンとして活
用ができるのではないでしょうか。今、富士河口湖町で
は、第５期障害福祉計画が進められています。障害を抱
える方が生活するためのグループホーム等、必要な社会
資源をこの富士河口湖町でも増やしていく必要性などが
問われていますが、ハード面を充実させるだけにとどま
らず、そこに住む方、一人ひとりが24時間安心して生活で
きる取り組みや工夫について、一つ一つ考え実践する意
識づくりが町にとって重要となるのではないでしょうか。

緊急医療情報キットのシールが玄関の外に張れないの
はなぜか。シールが玄関内側にあることで、緊急時、外
から来る救急隊が見のがしてしまいやすい不便さがあり
ます。ですが現時点では、ほとんどが高齢の方の家にの
み使われているシールになります。残念なことにこのシ
ールを目印に訪問する悪徳な人や業者がいるための対
応とも言えます。富士河口湖町のどのご家庭でも使うよ
うになれば、シールを玄関の外の見やすい位置に張りつ
けることができるようになります。また、全世帯に常備さ
れれば、この家には救急医療情報キットがありますよと
いったシールは必要なくなります。そんな町を目指してい
きたいですね。



社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより

　町社協では、外出する機会が少ない高齢の方を対象に、

『生き活き交流広場』を開催し、交流の場を提供していま

す。はり絵やゲーム、ボランティアさんとの交流等様々な

催しを計画しています。参加費は、無料です。関心のある

方、参加してみませんか！

■実施日：年間３６回（月３回）水曜日
　　　　　午後１時１５分～２時４５分

■実施場所：船津福祉センター
■申込み・問合せ先：富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　（電話 ７２ ― １４３０）

　平成２９年度の共同募金運動（期間：平成２９年１０月１

日～平成３０年３月３１日）につきましては、町民の皆様の

温かいご支援とご協力により、４,０６４,２４７円の募金が

集まりました。心より厚く御礼申し上げますとともに、次の

通り募金実績額をご報告いたします。

■家庭募金（自治会・区会を通じて）…２,６３０,１００円
■職域募金（町役場職員など417人）……１６７,４０５円
■街頭募金（町制祭などイベント）………… １３,１３７円
■大口・事業所募金（企業150法人）…１,１２５,５５６円
■その他（児童・生徒会、利息）………… １２８,０４９円

※目標額４,９６７,０００円（達成率８１.８%）

※なお、寄付者の明細は、ボランティアだより４月号に掲

　載しております。

　町社協では、『手話奉仕員

養成講習会』の基礎編を、平成

３０年５月から、全２２回４４時

間で開催します。

　３月までの入門編に引き続き、基礎文法や知識を学ん

でいきます。

　手話技術を向上させたい方、手話通訳者を目指す人、こ

の機会に是非参加してみませんか！

■実施日…平成３０年５月１０日～１０月１１日
　 　　　　毎回木曜日　計２２回

　　　　　　　　　　（８月１６日は、お休み）

■実施時間…午後７時 ～ ９時

■実施場所…町民福祉館ふじやま

■講習内容…手話の基礎文法、障害者福祉の基礎知識、
　　　　　　レベルアップ講座 等

■対象者…富士河口湖町民　定員２０名

■受講料…無料。ただし、テキスト代実費。
　　　　　（テキストは入門・基礎共通３,２４０円）

■申込み…４月２６日（木）まで
　　　　　　富士河口湖町社会福祉協議会

　　　　　　　　　　（☎ ７２ ― １４３０）

手話奉仕員養成講習会【基礎編】
受講者募集

外出する機会が少ない高齢の方
『生き活き交流広場』参加者募集

～山梨県共同募金会富士河口湖町分会より
　　　　　  ご協力ありがとうございました～

平成29年度共同募金実績額の報告
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『水が使えず、お皿にラップ』
―宮城県北部を震源とする地震― （平成15年7月）（石巻市 70代 男性）

内閣府「一日前プロジェクト」　http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/ichinitimae/　 地域防災課　防災係

～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」

　私のうちは地震後92時間、3日半ぐらい水が出なかったのね。トイレはすぐ近くの病
院ですませました。病院は自家発電で大丈夫だったから。
　水がなくて一番困るのは、何でも洗うことができないということなんですよね。で、アウ
トドアでやったのを思い出して、ご飯を食べるときもコーヒーを飲むときもラップを敷い
て使いました。
　友達が多いものだから、食べる物がないだろうからって、豚の角煮だのいろいろと持ってきてくれるのです。ああいう
のって油っぽいから、洗うのは大変ですよね。だけど、ラップを敷くやり方だと、汚れたらラップさえ取り替えればいいわ
けです。水が出るまでの間、ずっとそうやっていました。
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン

中村　潤　

　平成30年3月4日（日）勝山ふれあいセンターにて、「“ひと”
と“人”ともに織りなす明るい未来」と題して「富士河口湖町男
女共同参画推進委員会フォーラム２０１８」が開催されました。
今年は2人のお子さんの育児をしながら、多くの楽曲提供やコ
ンサート等の活動を展開されている、シンガーソングライター
池田綾子さんの講演とミニコンサートを中心に「足和田コーラ
ス」のコーラス、「標語・俳句・川柳」の入選作品の表彰、「カジ
ダン・イクメン写真展」の展示が行われました。
　また、男女共同参画推進委員会の活動報告として、家庭部
会で開催した「男性の料理教室」、地域部会により行われて
いる「ケアラーズカフェ」、職場部会で行った町内の企業における働き方や職場環境の整備についてのインタビュー、
推進委員会全体の取り組みとして、「ぴゅあ富士フェスティバル」への参加や県外視察研修「岡谷市男女共同参画推
進市民の会」との意見交換会、「日本女性会議」への参加などの報告を行いました。昨年と同様に富士河口湖町内外
から多くの方に参加していただく事が出来、男女共同参画について考えていただく機会になったのではないかと思います。
　現在、日本国内では誰もが活躍できる「一億総活躍社会」というキャッチフレーズのもと、国会での議論や様々な取
り組みが行われていますが、「女性の輝く社会づくり」はその中核であるとされています。つまり、キーワードの一つであ
る「ワーク・ライフ・バランス」への取り組みを進めるには、長時間労働を是正し、家事や育児を夫婦で共に担うような
社会作りをしていかなければならないということです。今回のフォーラムでの池田綾子さんの講演や男女共同参画推進
委員会の様々な取り組みの紹介を通して、地域社会で活躍する皆さんが、性別等の違いに限らず、様々な年齢層や様
々な価値観などの多様性を受入れ、より良い地域社会を築くことを考えるきっかけになればよいのではないかと考えて
います。

「フォーラム２０１８」を終えて

男女共同参画推進委員会フォーラム2018

「カジダン・イクメン写真」ギャラリー賞が決定しました。
　カジダン（家事に積極的な男性）やイクメン（育児を楽しむメンズ）を撮影した写真を募集したところ、13点の
応募がありました。
　男性の仕事優先になりがちな働き方の見直し、父親の育児参加や男性の家事分担など、男女が協力して家事
・育児を楽しむ様子を見ていただくことを目的に啓発活動として実施し「男女共同参画推進委員会フォーラム
2018」に参加された皆様の投票により「ギャラリー賞」を決定いたしました。
　これからも「男女共同参画の推進により、誰もが自分らしく安心して暮らせる町の実現」に向け、ご支援・ご協
力をお願いいたします。

・永田大介（河口）
　「寝ないで！」・・・ミルクタイムの途中で寝てしまいました。

・高橋佐恵子（河口）
　「パパおいしいね！」・・・家族でいちご狩りに行きました。

・渡辺隆秀（船津）
　「パパとお料理」・・・パパとごはん作りです。

ギャラリー賞
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富士河口湖町の観光に関する興味深い情報やまちづくり情報などを紹介するかわら版です。

ひとを優しくつなぐ　世界に誇る　ふじのまち

平成30年度　観光まちづくり企画提案事業の企画提案（補助金申請）を公募します

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

30年4月号(第53号)

　町では、住民の皆様自身の手による観光まちづくり活動を支援するため「観光まちづくり企画提案事業」を実施
しています。この事業は「富士河口湖町観光立町推進基本計画」の施策の一つ「住み良いまちを自らの手で楽しみ
ながらつくる機会づくり」の一環として行うもので、住民の皆様自身の創意工夫にもとづく観光まちづくり活動や団
体の立ち上げに対して最大２０万円の支援を行うものです。
　これまでに、食を通じたまちづくりや外国人受入環境整備、イベント等の企画に対し補助を行い、この事業をき
っかけに、様々な観光資源が生まれ、また交流が行われました。住民にとって暮らしやすく、観光客にとって魅力的
な観光まちづくりを実現するには、住民の皆様のアイデアや交流が不可欠です。
　応募締切は平成３０年５月７日（月）です。詳しい応募要領及び補助金交付要綱、申請書は観光課で配布してい
ます。また、町のホームページ（http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/）に各資料および過去の採択事
業一覧を掲載していますのでご覧下さい。
　また、提案に際するご質問・ご相談などありましたら、下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。 住民の皆
様の柔軟な発想と創意工夫を生かした企画提案を心よりお待ちしています。

お問合せ：観光課 観光振興係　℡ ７２－３１６８ ／ 電子メール kanshin@town.fujikawaguchiko.lg.jp

春 の 全 国 交 通 安 全 運 動
平成３０年４月６日㈮から１５日㈰までの１０日間

４月１０日㈫ は『交通事故死ゼロを目指す日』

運動の重点

　４月に入り、ランドセルを背負った新１年生が小学校へ通い始めます。
　小さな子どもは、交通行動が未熟です。毎日安全に通学できるよう、子どもたちを見かけましたら、思いやりのあ
る運転をお願いします。
　また、シートベルトの着用、安全確認を確実に行い、運転に集中しましょう。
　高齢者の交通死亡事故が多発しています。車から歩行者は目立ちにくいものです。
道路を横断する際には、見通しのよい場所を選び、左右の安全を十分に確認してから
横断しましょう。また、反射材を着用し、自分自身を目立たせましょう。

１　子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
２　自転車の安全利用の推進
３　全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
４　飲酒運転の根絶
５　二輪車の交通事故防止 地域防災課　防災係
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からのお知らせからのお知らせからのお知らせ
新しい工芸館がオープンします！

火の見屋からお知らせ

こいのぼり募集

八丁目会 4月のおススメ！

地域に根差して…
根場地区の第８番目の“組”です！

４月１８日はお香の日、香木の伽羅(キャラ)をたきます。

ビー玉万華鏡でいやしの里の桜を見られます。

春物ストール多数取り揃えています。

ふくろうがいっぱい！！

縁側でかぶとを折って遊びましょう

お土産に桜商品はいかがですか？

暖かい春を満喫。テラスで美味しいお食事とコーヒーを！！

山の幸を季節膳でどうぞ！！

春ですね！通が喜ぶせいろをどうぞ召し上がれ！

ジャパンブルーの藍染と使い易い食器の世界

陶と香のかやぬま

硝子と金工　ツパイ工房

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

●日時：４月８日㈰、２２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。
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⑩匠や　企画展⑰土あそび　富士炉漫窯 ⑪見晴らし屋　企画展

前田こうせい原画展
陶と藍の二人展『富士山花器を作りましょう！』 まんが日本昔ばなしの

好評につき企画展延長！
現在開催中～
2019年3月末現在開催中～5月7日㈪

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/

＊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

５月３日㈭・４日㈮・5日㈯　
各日2回 10：30 / 14：00

甲冑・鎧・兜募集

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

地元産古代米の餅つき

4月29日㈰・5月2日㈬・4日㈮・5日㈯
竹細工実演

4月30日㈪・5月3日㈭・5日㈯
ススキ細工実演

５月7日㈪～5月27日㈰
端午の節句スタンプラリー

※各イベントは
天候等の都合により

変更になる場合があります。
予めご了承下さい。

４月より建物番号⑭に　　　　　　　　　　　 がオープン
します。万華鏡づくりや金属板でへら彫金（ミニ額）や釘彫金
（ストラップ）の体験が出来ます。ぜひお楽しみに！！

『硝子と金工  ツパイ工房』『硝子と金工  ツパイ工房』

いやしの里の端午の節句
こいのぼりを飾り付け、様々なイベントで
皆様のお越しをお待ちしております。
こいのぼりを飾り付け、様々なイベントで
皆様のお越しをお待ちしております。

町内のご家庭で、不要になった
こいのぼりがありましたら

お譲り下さい。
ぜひご協力お願い致します。

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。
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
In April, 2018, a season of music comes over soon in this townIn April, 2018, a season of music comes over soon in this town

河口湖ステラシアター通信 4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　♪河口湖ステラシアター＆河口湖円形ホール公演情報♪　　

[日程] 2018年 5月19日㈯　
　　　 開場/16:00　開演/17:00
[会場] 河口湖ステラシアター (野外音楽堂)
[出演] angela
[料金] A席   7,560円（税込）
[一般発売] 2018年4月28日㈯  AM10:00～

[日程] 2018年 5月20日㈰　
　　　 開場/13:30　開演/14:00
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] ピアノ 中村友美 / ピアノ 春日井康平
[料金] 一般2,000円(前売) / 2,500円(当日)
　　　高校生以下1,500円(前売) / 2,000円(当日)

[プログラム]　
ベートーヴェン：ピアノソナタ ハ長調 Op.53「ワルトシュタイン」
シューマン：子供の情景 Op.15
ブラームス：4つの小品 Op.119
モーツァルト：４手のためのピアノソナタ

angela
15th Anniversary Live

PIANO  SOLO  &  DUO
中村友美　春日井康平　ピアノリサイタル

鈴村健一
満天LIVE 2018

※3歳以上有料

※未就学児のご入場はご遠慮ください。

※未就学児入場不可。
　尚、観覧可能な母子室はござい
　ませんので予めご了承ください。
※雨天の場合は可動屋根を設置し
　開催します。

※3歳以上有料

シャトルバスの
運行あり

[日程] 2018年6月2日㈯、3日㈰　
　　　 開場/16:00　開演/17:00
[会場] 河口湖ステラシアター
　　   (野外音楽堂)
[出演] 鈴村健一
[料金] 全席指定
　　　 7,452円（税込）

[一般発売] 
　2018年4月21日㈯  
　　　　　　AM10:00～

[日程] 2018年7月28日㈯　
　　　 開場/16:00　開演/17:00
[会場] 河口湖ステラシアター
　　   (野外音楽堂)
[出演] 
　  スターダスト☆レビュー
[料金] 全席指定（税込）　
　　　 一   般 　    6,700円
　　　 ステラ会員　6,200円

[一般発売] 
　2018年4月28日㈯  
　　　　　　　AM10:00～

シャトルバスの
運行あり

シャトルバスの
運行あり

♪河口湖円形ホール　公演情報♪

スターダスト☆レビュー
in ステラシアター

Mt.FUJI楽園音楽祭2018
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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

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

　平成３０年３月７日にハイランドリゾートホテル＆スパにて、平成２９年度健
康科学大学卒業式を挙行し、本学第１２期生２０６名が晴れて卒業いたしました。

　当日は、市町村関係者、教育関係者、医療・福祉関係者など多くの方々にご列席いただき、富士河口湖町の
渡辺 喜久男 町長から祝福のお言葉を頂戴いたしました。心より御礼申し上げます。
　また、荒木学長からは、「大学で学んだ専門知識だけが全てではないことを十分に認識し、職業人
としての新しい自分の立ち位置を意識し、身体的・精神的・社会的にハンディキャップをもつ人々に、

感動を、夢を、そして希望を与える存在になってください。」と式辞が述
べられました。　　　　　　　
　これに対し、卒業生を代表して、作業療法学科 原山 華那江さんから
「健康科学大学の卒業生だという誇りを胸に、学び得た教養、知識、技
術、経験を糧に社会に貢献できるよう努力を重ね、将来は日本をリード
するような医療、福祉のプロフェッショナル、信頼される社会人を目指し
ていきます。」との答辞が述べられました。
　夢に向かって勉学に励み、時に現実に苦悩しながらも、無事卒業の日
を迎え、笑顔で巣立っていった２０６名の卒業生を健康科学大学では
これからもサポートしていきたいと思います。　　　　
　地域の皆様におかれましては、第１２期生の在学中、温かく見守って
いただき誠にありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上
げます。

平成２９年度 卒業式 挙行

渡辺 喜久男 町長からご祝辞を賜りました。

Co
mm

unit
y festival

　「富士河口湖まちフェス」を、今度は夏に開催します！
　バラエティ豊かな出店や盛り上がるステージ、誰でも参加できる企画を準備していますので、たくさんの方の
ご来場をお待ちしております！

◆日　時：平成30年7月15日（日）　※時間未定
◆場　所：生涯学習館前芝生広場、町役場ロビー

　　　　  引き続き、実行委員も募集しております。「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、下記の連絡先にご連絡ください♪

◆募集人数：若干名
◆募集期間：平成30年4月27日（金）まで
◆応募方法：下記の連絡先にご連絡下さい
◆連 絡 先：富士河口湖町　政策企画課内　
　　　　　　　　　　　まちフェス事務局　
　　　　 　 TEL：0555-72-1129　
　　　　　 MAIL：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

◆日　時：平成30年7月15日（日）　※時間未定
◆場　所：生涯学習館前芝生広場、町役場ロビー

　　　　  引き続き、実行委員も募集しております。「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、下記の連絡先にご連絡ください♪

◆募集人数：若干名
◆募集期間：平成30年4月27日（金）まで
◆応募方法：下記の連絡先にご連絡下さい
◆連 絡 先：富士河口湖町　政策企画課内　
　　　　　　　　　　　まちフェス事務局　
　　　　 　 TEL：0555-72-1129　
　　　　　 MAIL：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

開催概要
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●相談日/５月６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。

　　26,459人
(－39)

 12,960人
(－16)

 13,499人
　(－23)

 10,283　
(－7)

人口

男

女

世帯 世
帯

●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

女性なんでも相談のお知らせ

結婚相談日年金相談【要予約】

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

富士吉田市役所　東庁舎1階

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

4月11日㊌・25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。

　町では、毎月５日（５日が休日の場合はその前の平日）にハローワークが出張して
の就業相談を実施しています。次回は５月２日㈬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。

4月20日㈮
実施日

●町民福祉館ふじやま　  午前10時～12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

●上九一色出張所　 午後1時20分～2時40分

（毎月第2･第4水曜日）
司法書士無料相談（予約制）
山梨県司法書士会総合相談センターの

富士吉田市消費生活センターへ
消費者問題のお悩みは

生活困窮者・母子世帯等の就業相談について

●日　時/４月１１日（水）、５月 ９日（水）
●場　所/富士吉田商工会議所
　　　　 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）
●主な相談内容/・老齢基礎年金、老齢厚生年金請求書及び諸変更届
　　　　　　　　の受付
　　　　　　　 ・年金受給権者死亡届、未支給年金請求の受付
　　　　　　　 ・遺族基礎年金、遺族厚生年金請求書の受付
　　　　　　　 ・被保険者記録の確認及び照会
　　　　　　　 ・年金受給見込額の相談
　　　　　　　 ・その他
　　　　　　　　 （年金機構より送付された通知等の見方や内容等）
●問合せ/日本年金機構　大月年金事務所  TEL 0554‐22‐3811

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。

3月１日現在の
人口・世帯

相談専用ダイヤル
℡0555－22－1577

℡055－253－2376

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）

渡　　祥伍　　大　輔・庸　子　船津

渡邉　れな　　聖　哉・万里子　船津

長野　蓮叶　　慎　也・七斗海　船津

宮下愛菜実　　桂　一・優　子　船津

長幡　理世　　東　悟・美　樹　船津

渡邊　莉緒　　利　宏・友　美　船津

分部　蒼都　　瑞　樹・夏　美　船津

古屋　遙太　　龍　一・知　夏　船津

小林　佳歩　　健　太・佐也加　小立

宮下　優大　　慎太郎・ゆう子　小立

中村　晴栄　　哲　也・亜由子　小立

外川　蓮琉　　　裕　・圭　子　小立

堀内　彩葉　　敬　太・理　紗　大石

白濵　　岳　　太　陽・愛　子　勝山

間山　斗煌　　誉　逸・清　香　大嵐

渡邊　和子　68歳　渡邊洲美雄　船津

渡邉　愛子　88歳　渡邉　辰美　船津

渡邊　好江　89歳　渡邊　長人　小立

大橋　昭一　88歳　大橋　　司　小立

山中　政行　81歳　山中　正和　小立

　原　　進　72歳　　原まさ子　小立

渡　　正源　84歳　渡　　正明　小立

諏訪田富美　81歳　諏訪田美夫　大石

堀内　安信　87歳　堀内　豊永　大石

本庄　利久　100歳　本庄　　久　河口

古屋　静子　86歳　古屋　智士　河口

小河原信子　82歳　小河原清美　河口

佐野トモヱ　85歳　佐野　和男　勝山

三浦　紀榮　84歳　三浦　俊一　長浜

宮下カズヱ　101歳　宮下　武士　長浜

伊藤　昭子　83歳　伊藤太久夫　本栖

谷尾　和裕　 ＝　 平山　美樹　船津

宮下　侑也　 ＝　 新福　敦子　船津

古屋　壽人　 ＝　 小佐野奈緒　小立

小佐野　啓　 ＝　 小山　阿来　小立

坂本　洋基　 ＝　 福永　衣里　小立

山口龍太郎　 ＝　 加々美美咲　河口

村松　　孟　 ＝　 外川絵里子　勝山

小佐野　海　 ＝　 白井　真奈　勝山

松田　幸介　 ＝　 渡辺　綾奈　西湖南

おめでた・おくやみ
〈２/１３～３/１５〉

お詫びと訂正 ３月号出生欄で渡　祥伍さんのお名前に脱字がありました。
今月号に改めて掲載させていただきます。ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんでした。

しょうご

ま  な  み

り  よ

か  ほ

り  お
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あお と

よう た

いろ は

ゆう た

はる え

がく
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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

富士河口湖町　景観形成活動団体 検索

「河口浅間まちづくりの会」が第１号景観形成活動団体に認定されました！「河口浅間まちづくりの会」が第１号景観形成活動団体に認定されました！

美化清掃や伝統行事に合わせて子供たちが来たくなるイベントを開催しています！

地域一体の景観まちづくりで、新たな取り組みがスタートしています！

景観形成活動団体とは、町内において良好な景観形成の推進を目的とする団体であり、富士河口湖町景観条例に基づき登録する
制度です。町では今後も景観まちづくりの普及啓発を図ります。

お祭りに子供が増えてきました。

地域資源の発信・交流を行っています。 住民の景観意識向上を目指しています。 期間限定でお店をオープンしました。

メンバーの手でまちづくり拠点も整備しました。

子どもが来れば親も来る。地域のまちづくりに地域が関心を持つようになります。

　富士河口湖町河口地区は江戸時代に、河口浅
間神社を中心とする富士山信仰の御師（おし）の
まちとして栄えた地域ですが、近年は賑わいが薄
れ、観光客が通りすぎてしまう課題があります。
「河口浅間まちづくりの会」では世界遺産にふさ
わしい景観や環境へ少しずつ更新し、「地域のに
ぎわいを創出するまちづくり」を目標に地域一体
のまちづくりを行っています。
　活動メンバーは、河口地区内外の観光業者、
商工業者、住民等からなります。

整備前

整備後

整備前

整備後

発足のきっかけ
官民一体で
デザインを検討

まちあるき（御師の家） 空き家の活用満席の講演会場まちあるき（御師の家） 空き家の活用満席の講演会場
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