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（口座振替日） ◎町県民税１期
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ラグビーワールドカップ2019™公認チームキャンプ地内定！！

フランストライアスロンチームが
　　　　　　 　 富士河口湖町で合宿を行いました！！

フランストライアスロンチームを応援してきました！！

富士桜・ミツバツツジ祭り開催

友好都市　ツェルマット　訪問団が　来町しました

　4月27日から5月4日にかけて、河口湖創造の森で富士桜・ミツバツツジ祭りが
開催されました。例年よりも早い見頃を迎えましたが、会場には県内外から大勢の
観光客のみなさまが訪れ、満開の花々を楽しんでいました。開催期間中は、太鼓
の披露や富士桜の苗木の配布や特産品の販売なども行われ、人気を集めていま
した。

　平成30年4月20日、（公財）ラグビーワールドカップ2019組織委員会から、ラグビーワ
ールドカップ2019™公認チームキャンプ地の内定状況が発表されました。この発表による
と、富士吉田市・富士河口湖町は、フランス代表の公認チームキャンプ地に内定しました。
　今後、（公財）ラグビーワールドカップ2019組織委員会と公認チームキャンプ地契約を
締結すると、正式に決定となります。
　町では、今回の公認チームキャンプ地を契機に、ラグビーの普及やフランス共和国との交
流促進、スポーツツーリズムによる地域活性化等を進めたいと考えています。

　町は鳴沢村と共同で２０２０東京オリンピック・パラリンピックの事前合宿地誘致を
フランス共和国のトライアスロン・パラトライアスロン競技を対象に進めております。
　その一環として５月６日～１０日の５日間、５月１２日（土）に開催された２０１８世界
トライアスロンシリーズ横浜大会の事前合宿を行いました。
　スイムの練習は町民プールと宿泊施設のフジプレミアムリゾートのプールを利用し、
バイクの練習は西湖周辺、ランの練習は河口湖周辺などで実施いたしました。
　合宿中には、町民プールでスイムの公開練習の実施やパラトライアスロンの監督が
船津小学校へ訪問し児童と交流を深めることができました。
　監督からは「ここまで温かい歓迎を受け、選手

にとって素晴らしい環境はない。スイム、バイク、ランの練習環境が滞りなく整ってお
り感謝している。」というとても嬉しいお言葉をいただきました。

　友好都市提携を結んでいる、スイス　ツェルマット訪問団（生徒15人、引率6人）が
５月１６日から１９日までの間、初めて来町しました。
　期間中、富士山5合目、河口湖北中学校での交流（給食・授業体験・生徒交流）、町
内施設などをまわり、交流を深めました。ツェルマットの新しい村長である、ロミー・
ビーナー・ハウザー村長も初めて来町し、町長や議員などの関係者とも交流を深めま
した。町内での滞在は、ホームステイとなり、昨年、町からツェルマットへ派遣した町
内在住中学生のご家庭を中心に受け入れていただきました。町では、ツェルマットとの
交流が、末永く続くように交流を進めていきたいと思います。

　５月１２日（土）に開催された２０１８世界トライアスロンシリーズ横浜大会へフラン
ストライアスロンチームを町民・村民の方で応援に行ってきました。
　間近でトライアスロン競技を観戦することができ、選手の息遣いも聞こえとても迫
力のあるものでした。
　トライアスロン女子は最高８位、男子は１０位、パラトライアスロンに至っては町で
合宿を実施した選手全員が表彰台を飾ることができました。Fais de ton mieux
（ガンバレ）！フランストライアスロンチーム！！
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「たにぞうさんの
　　　スプリングコンサート」を開催しました！

県民緑化まつりが開催されました

ようこそ！ おはなし王国2018開催

小佐野てる子さん、百歳おめでとうございます

町民皆歩の日「健康のまちづくりウォーキング」開催

1万人の清掃活動

　勝山にお住いの小佐野てる子さんが４月に、百歳の誕生日を迎えら
れ、町長が訪問し、お祝いしました。町長の呼びかけにとっても元気に
お返事されていました。ご長寿おめでとうございます。

　家庭教育事業として勝山ふれあいセンターさくやホールで「たにぞうさんのスプ
リングコンサート」を開催しました。今年で１０回目となるこのコンサートは、NHK
の幼児向け番組に多くの楽曲を提供する「たにぞうさん」によるコンサートです。
2～5歳の幼児を中心に、その親子384人が生の演奏を楽しみました。当日は、

町のお父さんたちのボランティア団体「パパずクリエイト」が会場の飾りつけや舞台演出を担当し、時には「たにぞうさん」
のバックダンサーを務める活躍でコンサートを盛り上げました。参加者からは「家族で歌ったり踊ったりすることができ
て、本当に楽しい一日でした」「子どもを愛おしく思えました」といった声が寄せられました。

　うるおいとやすらぎのある緑豊かな県土づくりを目的に「平成３０年度県民緑化
まつり」（主催山梨県他）が開催され、富士河口湖町からは、町長と河口湖緑の少
年隊の子どもたちが参加しました。今年度の県民緑化まつりでは、記念式典のほ
か、植樹会場となった都留市楽山風致公園に、桜（ソメイヨシノ）の記念植樹がおこ
なわれました。参加した河口湖緑の少年隊の子どもたちからは「初めて植樹作業を
おこない思い出になった」「緑を増やしていきたい」などの感想が寄せられていました。

　4月29日の「町民皆歩の日」に合わせて、恒例の「健康のまちづくりウォーキ
ング大会」が開催されました。参加者は勝山ふれあいセンターからスタートし、
町内を巡ってゴールの冨士御室浅間神社まで、およそ5ｋｍと１０kmコースをそ
れぞれ歩きました。当日は素晴らしい天候に恵まれて、皆さん自分のペースで思
い思いに楽しみながら歩いていました。

　「子ども読書の日」イベントの一環として年1度開催し、表彰式(表彰者は、5月号
に掲載済です)やおはなしパレード、お楽しみ抽選会など盛り沢山な内容で行われ
ました。生涯学習館では、読書をもっと身近に感じてもらえるようなイベントを開催
しておりますので、ぜひお気軽に来館してください。

　5月27日に、富士山周辺の環境保全を目的として「1万人の清掃活動」が町内
各地で実施されました。
　住民の皆さんや各種企業・団体など、朝から各地区ごとに大勢の方々のご参
加をいただき、河口湖畔のゴミ拾いや、特定外来生物「アレチウリ」の駆除作業
が行われました。ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。今後とも町
の美化活動にご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
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事業系可燃ごみの処理手数料の変更について事業系可燃ごみの処理手数料の変更について
　事業者の皆様には、これまで事業系可燃ごみの処理手数料として月１，０００kgを超えた１kgに対して４円を徴収
させていただきましたが、平成３０年３月の定例議会で条例改正が可決され、６月１日からは全量に対して1kg４円
を徴収させていただくこととなりました。
　事業者の皆様にはご負担増となりますが、これまで以上にごみの排出抑制や再生利用の推進にご協力いただき、
ごみの減量化をお願いします。

・直接、富士吉田市環境美化センターに搬入している場合
　　富士吉田市環境美化センターから毎月報告される事業者別の搬入量で計算し、事業者に処理手数料
　の納付書をお送りし納めていただくこととなります

○処理手数料の算出例

○処理手数料の納入方法

０円

０円

４円

９２０円

９２０円

４，０００円

４，００４円

４，９２０円

→

→

→

→

平成３０年６月分から
２３０㎏

１０００㎏

１００１㎏

１２３０㎏

月の排出量 これまで

・許可業者に収集依頼している場合
　  【ごみ処理手数料　フロー】

ホテル、旅館等排出事業者
①収集運搬費　＋ ごみ処理手数料

   ②収集運搬費（ごみ処理手数料含む）

収集運搬許可業者
（排出事業者から預かったごみ処理手数料）

町
（ごみ処理手数料＝排出量×４円）

排出事業者と収集運搬
許可業者の契約

収集運搬費用、ごみ処理
手数料請求

収集運搬費用、ごみ処理
手数料支払
                       

⇒
⇒

ごみ処理手数料請求
排出事業者から預かった
ごみ処理手数料支払
                       

⇒
⇒

【問合せ先】富士河口湖町役場　環境課　☎７２－３１６９

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、野焼き（ゴミの野外焼却）は禁止されています。
　例外として「農業を営むためにやむを得ないもの」などがありますが、その際には風向きや近隣住宅の距離に配慮
し、必要最低限で行うようお願いします。 　環境課　生活環境係　７２－３１６９

野焼き（ゴミの野外焼却）の禁止

　動物のフンを放置すると菌が繁殖し、他の動物が食べてしまい感染症を発症してしまうという
こともあります。こうした感染症は犬・猫などの身の回りの動物だけでなく、野生動物にも感染し
想像できない悪影響を及ぼす可能性もあります。
　ペットの排泄物の処理は、飼い主が責任を持って行ってください。

　犬を放し飼いすると、どこでフンをするか飼い主にはわかりません。犬の散歩時は必ず
首輪にリード等をつなぎ、袋とスコップを携行しフンの持ち帰りをこころがけましょう。

フン害

　環境課　生活環境係　７２－３１６９
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選挙管理委員会よりお知らせします

　船津保育所の新築移転により、第６投票所が右記地図の場所に
移転となります。
　該当となる地区の方はお間違えにならないようご注意ください。

オプトナカムラさん

リサイクルセンター

船
津
登
山
道

富
士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン

船津保育所
【第６投票所】

投票所が変わります
　若松町、松場２丁目の投票所が第６投票所（船津保育所）から第１投票所（旧河口湖町役場）に変更となります。
　これは、船津保育所の新築移転に伴い、上記２つの自治会につきましては、第６投票所よりも第１投票所の方が
近くなるためです。

投票所の閉所時間が１時間早くなります

第６投票所の場所が変わります

　第９投票所（西湖公民館）、第１０投票所（根場公民館）、第１２投票所（精進体育館）、第１３投票所（本栖公民
館）、第１４投票所（上九一色コミュニティセンター）の当日投票所閉所時間が１時間繰り上げになります。
　これは、冬期の積雪や荒天による開票所への投票箱の到着遅延などのリスク回避のため、この度、地元の皆様のご理
解をいただき、町選挙管理委員会で決定いたしました。

第９投票所

第１０投票所

第１２投票所

第１３投票所

第１４投票所

西 湖 公 民 館

根 場 公 民 館

精 進 体 育 館

本 栖 公 民 館

上九一色コミュニティセンター

午前７：００

開所時間

変　更　前
投　票　所

変　更　後

午後８：００

閉所時間

午前７：００

開所時間

午後７：００

閉所時間

※１時間早く切り上げられます。該当する投票所にお住いの皆様の改めてのご理解とご協力をお願いいたします。

固定資産税は毎年1月1日が基準日です

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

土地の現況調査にご協力ください

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

問い合わせ先

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

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

建物（家屋）を取り壊した場合は 滅失届 の提出を

建物（家屋）を新築・増築をした場合
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を配布します！を配布します！

　「手助けが必要な人」と「手助けをしたい人」を結ぶカードです。
　障害のある人などが持ち歩くことにより、災害時や緊急時など、ヘルプカードを使用して周囲の人に必要な配慮
や支援を求めることができます。
　ヘルプカードの提示がありましたら、やさしく声をかけ、カードに記載されている内容に沿った配慮や支援をお
願いします。

ヘルプカードはこんなときに役立ちます！

利用にあたって注意すること

配布対象者

配布窓口・時間

ヘルプカードとは？

・家族などに連絡をしてほしい。
・避難生活で適切な支援を受けたい。

・パニックや発作が起きた時、配慮や
　支援してほしいことを伝える。
・かかりつけの病院や常備している薬
　の情報を伝える。

・ちょっと手助けしてほしい、そんな時
　にヘルプカードを提示することで、　
　支援が受けられる。

○災害が発生したとき ○緊急のとき ○日常的に

ヘルプカードには、重要な個人情報が含まれます。取扱いや紛失には十分注意をしてください！

富士河口湖町役場　福祉推進課及び各出張所
平日の午前８時３０分～午後５時１５分（土日・祝日を除く）

富士河口湖町役場　福祉推進課障害福祉係
℡０５５５－７２－６０２８

問合せ先

●富士河口湖町に在住の障害のある方（※手帳の有無は問いません）
●難病や高齢を理由に手助けを必要とする方

チ ャ レン ジ 期 間

募 集 部 門

応 募 資 格

受 付 期 間

申込及び問合せ先

「セーフティードライブ・チャレンジ１２３」参加チーム募集中！
　５人１チームで１２３日間無事故・無違反を目指すものです。
達成チームのうち抽選でギフト券などの賞品（合計１００本以上、総額３５０万円相当）が当たります。家族・職場・
友人など多くの皆さまの参加をお待ちしています。

平成３０年７月２１日㈯～１１月２０日㈫ の１２３日間
一般の部／高校生の部／シルバーの部／ファミリーの部

運転免許を持つ県内在住者または県内在勤者

平成３０年６月１日㈮～６月２９日㈮

山梨県リニア交通局交通政策課　℡０５５－２２３－１３５３

※パンフレット・申込用紙は、町役場・出張所窓口に設置しています。
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　平成２９年度の住民基本台帳の閲覧は１1件でした。
富士河口湖町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱第6条に基づき、以下のとおり公表
します。

閲覧日 申　出　者 閲覧事由(利用目的)の概要 閲覧に係る住民の範囲

11. 8

10.11

8.16

9.27

7.20

6.23

6.20

5.24

一般社団法人 中央調査社
テレビ視聴に関する調査
（株式会社野村総合研究所）

「外交に関する世論調査」
（内閣府）

小立地区
１６歳以上の男女　　１４名

一般社団法人 中央調査社
船津地区
１８歳以上の男女　　１１名

株式会社 
日本リサーチセンター

子ども・青少年のスポーツライフに
関する調査
（公益財団法人　笹川スポーツ財団）

小立地区
４歳以上２１歳以下の男女
２５名

11.16 株式会社 
日本リサーチセンター

「第３回家計と貯蓄に関する調査」
（一般財団法人　ゆうちょ財団）

船津地区
２０歳以上　　２０名

一般社団法人 中央調査社

大石地区
１６歳以上の男女　　５０名

一般社団法人 新情報センター
「家庭消費状況調査」
（総務省統計局）

河口・小立地区
２０歳以上の男女　　１５名

株式会社 
日本リサーチセンター

株式会社 
日本リサーチセンター

「生活意識に関するアンケート調査」
（日本銀行情報サービス局）

船津地区
１８歳以上の男女　　１０名

一般社団法人 中央調査社
「障害者に関する世論調査」
（内閣府）

船津地区
１５歳以上の男女　　２５名

「消費者意識基本調査」
（消費者庁）

12.13 「社会意識に関する郵送世論調査」

1.12
「社会意識に関する世論調査」
内閣府

一般社団法人 中央調査社
小立地区
１８歳以上の男女　　２３名

富士ケ嶺
１８歳以上の男女　　１３名

株式会社
サーベイリサーチセンター

船津地区
１８歳以上の男女　　１１名

「防災に関する世論調査」
（内閣府）

お問い合わせ　　住民課　窓口担当　℡　７２－１１１４

住民基本台帳の閲覧状況を公表します。

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4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4回目 「どんべい峠～すずらん峠～新道峠」
■日　時／７月８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4時間40分）
■コース／役場前駐車場出発：パーキング～どんべい峠～すずらん峠～新道峠～大石日月神社 
■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／６月2０日㈬ 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・梶原　℡７２‐１１２９

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。

今後の
予定



　秩序ある計画的な狩猟と鳥獣の保護及び捕獲の調
整を図るため、富士ヶ嶺地区に設定されている本栖猟
区が、本年10月31日をもって設定期間満了となります。
町では、現在の自然環境及び生活環境を健全に維持す
るため、猟区設定期間の更新を進めています。富士ヶ嶺
地区に土地を所有する方で、この猟区設定の更新にご
異議のある方は、6月末までに農林課へお申し出ください。
●問合先　農林課　℡ 72-1115

 

　児童手当の支給を受けている方は、6月中に「現況
届」の提出が必要となります。この届は、毎年6月1日に
おける状況を提出し、6月以降の児童手当を引き続き受
ける要件があるかどうかを確認するためのものです。現
況届の提出がないと6月以降の手当が受けられなくなり
ますので、必ず提出してください。対象となる方には、現
況届を送付してあります。提出方法等の詳細について
は、現況届と一緒に同封してありますのでご確認くださ
い。
　尚、平成30年5月以降に富士河口湖町に認定請求さ
れた方(5月以降に第1子が生まれた方または転入された
方)は今回の現況届の提出は必要ありません。
●問合先　子育て支援課　℡ 72-1174

　国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入
の減少や失業等により保険料を納めることができない
場合には、本人の申請により保険料の納付が免除され
る制度があります。
①免除(全額免除・一部免除)申請
　　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定
　額以下の場合や、失業等の事由がある場合に、保険
　料が全額免除または一部免除となります。
＊一部免除については、減額された保険料を納めない
　と「未納」と同等の扱いになります。
②納付猶予申請
　　50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所
　得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
③学生納付特例申請
　　学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合
　に、納付が猶予されます。
注）①、②の平成30年度の免除申請の受付は、平成30
　  年７月１日から開始され、平成30年7月から平成31年

■趣　旨　富士登山を中学3年生までに経験させるこ
　　　　　とで、郷土愛を育み、心身ともに健康な子ど
　　　　　もの育成を図る。
■日　時　8月1日（水）～8月2日（木）までの2日間
　　　　　（小雨決行、荒天時は中止）
■対象者　町内在住小中学生　児童生徒（富士登山
　　　　　に挑戦してみたい者・頂上に立つ意欲のあ
　　　　　る者・チャレンジ精神がある者・集団規律
　　　　　を守れる者、過去に参加した者は除く。た
　　　　　だし、頂上まで登山できなかったものは除く）
■募集人員　小学校6年10名、中学生20名
■参加料　なし（富士山保全協力金1,000円は各自で
　　　　　支払。別途富士山トイレの使用料等あり）
■募集期間　平成30年5月2１日（月）～6月14日（木）
■保　険　傷害保険で対応
＊申込み多数の場合は、6月22日（金）に町役場にて抽
　選会を行います。（18時30分より）
＊参加者・保護者は7月6日（金）の富士登山参加者説
　明会に参加していただきます。（18時30分より）
●問合・申込先　学校教育課　℡ 72-6052

　

■日　時　6月28日（木）
■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　11，460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　6月14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　6/14（木）～6/19（火）
　　　　　（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2階地域防災課にあります。
●問合先　地域防災課
　　　　　〔船津財産区事務局〕 ℡ 72-1170

富士登山への参加者募集
　　　　　　（小中学生を対象）

本栖猟区設定について

６月は児童手当の現況届の提出月です

国民年金保険料の未納を防ぐために…
知っていますか？保険料の免除制度

第46回富士河口湖町住民
　　　　　ゴルフ会参加者募集
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　平成２９年度会費納入のご報告をいたします。
　富士河口湖町の会費納入総額は4,957,800円でした。
自治会の集金については、10パーセントの事務費交付
金をお渡ししてあります。ご協力ありがとうございました。
　日赤会費は、災害救護等の赤十字活動に使われてお
ります。引き続きご協力をお願いいたします。
●問合先　福祉推進課　℡ 72-6028

 

　例年６月１日（金）から６月７日（木）までは水道週間
です。
　町では水質検査計画に基づき、安心・安全な水道水
を安定的に供給するよう努めております。水質検査計画
・水質検査結果は、役場水道課窓口又は、ホームペー
ジにてご覧できます。
　貴重な水を大切にするよう節水及び宅地内漏水の早
急な修理にご協力をお願いします。
　尚、水道週間のお知らせは日本水道協会ホームペー
ジに掲載されております。

●問合先　水道課　℡ 72-1620 
　　　　　メール:suidou@townfujikawaguchiko.lg.jp

　工業統計調査は我が国の工業の実態を明らかにする
ことを目的とした統計法に基づく報告義務がある重要
な統計調査です。
　調査結果は中小企業施策や地域振興などの基礎資
料として利活用されます。
　調査をお願いする事業所の皆さまへ、調査員がご説
明と調査票等の配付にお伺いいたしますので、ご回答
をお願いいたします。
　◇調査時点　平成30年6月1日
　◇調査対象　製造業を営む全事業所
　◇調査内容　1年間（平成29年1月～12月）の生産活
　　　　　　　動に伴う製造品の出荷額、原材料使
　　　　　　　用額など
●問合先　政策企画課　℡ 72-1129

　  6月までの期間が対象となります。
　　③の平成30年度の受付は、平成30年4月1日から開
　始され、平成30年4月から平成31年3月までの期間が
　対象となります。

　　過去２年(申請月の２年１ヶ月前の月分)まで遡って
　免除を申請できます。ただし、申請が遅れると万が一
　のときに障害年金が受け取れないなどの不利益が生
　じる場合がありますので、すみやかに申請してくださ
　い。申請の手続きは、大月年金事務所又は、町役場
　住民課ですることができます。
●問合先　日本年金機構大月年金事務所
　　　　　　　　　　　　　℡ 0554-22-3811
　　　　　住民課年金担当　 ℡ 72-1114

　町民の皆さまが生涯にわたって健康でいきいきと生
活していけるよう、皆さま一人ひとりがそれぞれの立場
で食育を推進していくための道しるべとなる「第2次食
育推進計画」に沿って、家庭、学校、事業所、地域など
で食育を推進していくために、「食育推進委員」を募集
します。
　今後、委員さんに中心となっていただきながら事業を
推進したいと考えています。お気軽にご応募ください。
■応募方法・締切
　・役場窓口で　健康増進課健康増進係
　 　　　　　　（6月25日17時まで）
　・お手紙で　船津1700番地（6月25日必着）
　・お電話で　0555-72-6037（6月25日17時まで）
●問合先　健康増進課　℡ 72-6037

　今回は旬の野菜をたっぷり使い、暑い夏を乗り切るた
めの豚肉を使ったメインディッシュと、サイドメニュー２
品、スープをつくる予定です。たくさんの皆さまの参加を
お待ちしています。
■日　時　平成30年７月10日（火）10時～13時
■場　所　勝山ふれあいセンター 調理室及び大広間
■内　容　食に関するおはなし・調理実習・試食
■持ち物　スリッパ・エプロン・三角巾またはそれに準
　　　　　ずるもの・手拭き用タオル・筆記具など
■参加費　無料
■締　切　７月３日（火）
●問合先　健康増進課　℡ 72-6037

町の食育推進委員さんを募集します

日本赤十字社事業について

水道週間についてお知らせします

平成30年工業統計調査を実施します

みんなで楽しく
おいしい料理をつくりましょう！
男性のための料理教室  参加者募集！！

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

7月5日㊍ 配布予定7月号広報

第60回水道週間スローガンは、
　　「水道水　安全　おいしい金メダル」です。
　　　　　　　　　http://www.jwwa.or.jp/

■過去２年まで遡って免除申請ができます
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　富士山世界遺産センターでは、6月22日の世界遺産登録
決定日とセンター開館１周年を記念し、アニバーサリーウィ
ークを開催します。
　6月22日は南館の入館料が無料（通常420円）になるほ
か、地元を中心とした出店者による「第7回富士山の麓でマ
ルシェ」、入館者全員への記念品プレゼントや、お子様から
大人の方まで幅広く楽しんでいたける各種イベントを開催し
ます。「第７回富士山の麓でマルシェ」では、多種多様なハン
ドメイド雑貨などのお店や様々な飲食店が出店するとともに、
各種ワークショップなどを実施する予定です。この機会に、
「世界の宝」富士山の魅力を、あらためてご体感ください。
■期　間　6月22日（金）
■時　間　8:30～17:00（最終入館16:30）
※「富士山の麓でマルシェ」については、9:30～16:00の　
　開催
■場　所　山梨県立富士山世界遺産センター
　　　　　（富士河口湖町船津6663-1）
■内　容　南館入館料無料（6月22日のみ）
　　　　　南館入館者へオリジナルブックマーカー進呈
　　　　　第7回富士山の麓でマルシェ開催
※イベント内容については変更になる場合があります。
●問合先　県立富士山世界遺産センター ℡72-0259

　登山者や観光客に啓発物品を配布しながらゴミの持ち帰
りなど登山マナーを呼びかけるボランティアを募集します。
また、富士山麓の景観保全のため、駐車場内の清掃活動も
行います。
■実施期間　7月14日（土）～16日（月）、
　　　　　　8月10日（金）～15日（水）
　　　　　　9:30～11:30（集合時間9:00）
■集合場所　富士山ボランティアセンター
　　　　　   （山梨県立富士山世界遺産センター北館内）
■内　容　啓発物品の配布、清掃活動、室内作業
■持ち物　帽子、飲み物、雨具（カッパ） 等
※野外での活動となりますので、動きやすい服装でお越しく
　ださい。各自熱中症対策をお願いします。
■募集人数　各日10名～13名程度
※実施期間中、何日でもご参加いただけます。応募状況によ
　っては希望日以外で調整いただく場合もありますので、
　予めご了承ください。
■活動場所　山梨県立富士北麓駐車場
■募集期間　6月1日（金）～7月10日（火）17:00まで

■実施期間　7月28日（土）　集合9:00
■集合場所　富士山ボランティアセンター
　　　　　 （山梨県立富士山世界遺産センター北館内）
■募集期間　6月1日（金）～7月20日（金）
■日　程　吉田胎内樹型など散策
　　　　　※詳細はお問合せください
■参加料　無料
■持ち物等　帽子、雨具（カッパ）、昼食、飲み物、ビニール
　シート等動きやすい服装、歩きやすい運動靴でお越しくだ
　さい。各自熱中症対策をお願いします。
■募集人数　先着順で最大30名
●問合先　富士山ボランティアセンター  ℡20-9229

　山梨県立ふじざくら支援学校では、地域の皆様に本校の
教育活動を知っていただくために、次のとおりオープンスク
ールを実施いたします。多くの方々のご来校をお待ちしてお
ります。
■日　時　6月14日（木）
■受　付　9:20～9:35
■校長挨拶、学校概要説明　9：35～9:55
■学校紹介 （ビデオ上映、児生会役員挨拶）　
　　　　　　 9：55～10：10
■授業公開　10：10～11:45
■場　所　山梨県立ふじざくら支援学校
■その他
　・教育相談につきましては、通年でお受けしておりますの
　　で、お気軽に電話でお申し込みください。
　・台風等の気象状況により、中止となる場合がありますの
　　で、予めご了承ください。
●問合先　℡72-5161
　　　　　（担当：山本、遠藤、菊池〈地域支援部〉）

　山梨県立盲学校では、視覚障がい教育に関する一層のご
理解を深めていただくため、「山梨県立盲学校　オープンキ
ャンパス　2018」を開催いたします。
■日　時　6月23日（土）　9時から14時まで
■場　所　山梨県立盲学校　　
■内　容　盲学校の概要説明および校内・授業見学
■対　象　・視覚に障がいのある幼児児童生徒、成人及び
　　　　　保護者　・教育・福祉関係及び視覚障がい教育
　　　　　に関心のある方々　・本校への入学を検討して
　　　　　いる方とその家族及び関係者　等
■参加料　無料
■締　切　6月20日（水）正午まで
■その他　年間通して電話及びメールによる相談を受け付
　　　　　けています。詳細につきましてはお問い合わせく
　　　　　　ださい。
●問合・申込先
　山梨県立盲学校（担当：河西　保坂）　
　　　℡ 055-226-3361　Fax 055-226-3362　
　　　9時から17時まで（月～金）

　お子さまの「きこえ」や「ことば」のことで不安はありませ
んか。少しでも不安のある方は、この機会にご相談くださ
い。専門の教員がご相談に応じます。
■日　時　7月8日（日）～7月10日（火）　
　　　　　9時から17時まで
■場　所　山梨県立ろう学校　　
■対　象　0歳児から大学生まで
■相談内容　１ 「きこえ」と「ことば」に関する悩みの相談、
　2 「きこえ」と「ことば」に不安のあるお子さまへのかかわ
　り方について（育児相談）、3　「きこえ」と「ことば」に不
　安のあるお子さまの生活や学習について（教育相談）、
　4　聴力測定、5　補聴に関する相談
■申込方法　事前に電話かファックスで日時を予約してくだ
　　　　　　さい。

山梨県立富士山世界遺産センター
アニバーサリーイベントの開催について

夏の「きこえ」と「ことば」の
相談会のお知らせ

富士山ボランティアセンターから

山梨県立ふじざくら支援学校から

山梨県立盲学校から

【富士山美化啓発キャンペーンボランティア募集】

～ろう学校「きこえとことばの相談支援センター」～

【富士山エコトレッキング】
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

■締　切　7月4日（水）15時まで
※費用は一切かかりません。完全個別予約制で秘密は厳守
　します。その相談会は、ろう学校入学とは関係ありません。
●問合・申込先
　山梨県立ろう学校　きこえとことばの相談支援センター　
　　℡ 0553-22-1378　Fax 0553-22-6419

　あなたが普段気になっていること、疑問に思ったことなど
を調べて、統計グラフを作ってみませんか。この機会に、ぜ
ひご応募ください！
■応募資格　県内在住・在学・在勤で小学生以上の方が対
　　　　　　象です。
■課　題　自由（ただし、小学校4年生以上の児童について
　　　　　は、自ら観察又は調査した結果をグラフにしたも
　　　　　のとします。）
■規　格　B2判
■募集期間　6月4日(月)～9月4日(火)必着
　　　　　　応募作品についての用紙（B2判）は統計調査
　　　　　　課に用意してありますので、お申し出ください。
●問合先　山梨県統計調査課　℡055-223-1340

　県下全市町村文化協会連携による大会です。
■対象者　県内在住者（高校生以上）　
　※高校生大歓迎　５句一組　（四季雑詠、未発表作品）
■参加費　一般：一組2,000円（何組でも応募可能）、高校
　　　　　生：無料　
　　　　　※郵便振替口座又は郵便小為替を利用
■応募期間　6月1日（金）～7月20日（金）
■顕　彰　知事、議長、マスコミ各社等の10賞各1名、及び
　　　　　入選20名
■表彰と講演　10月14日（日）13時30分より
　　　　　　　山梨県生涯学習推進センター交流室A、B
　　　　　　　（防災新館１階）
　　　　　　　演題 「甲子雄俳句の魅力」
　　　　　　　講師　保坂敏子（山梨日日新聞社選者）
■作品の投稿方法　
　要項に添付の投句用紙に記入し郵送
　詳細な募集要項は、富士河口湖町文化協会（河口湖ステ
　ラシアター内）にお問い合わせください。
■主　催　山梨県文化協会連合会
●問合先　富士河口湖町文化協会
　　　　　（河口湖ステラシアター内）℡72-5577

　企業ごとのブースを設置し、自由に訪問し、企業の担当者
と企業面接等（高校生は説明のみ）を受けることができま
す。また、各種相談コーナーが設置され、専門の相談員に相
談を行うことができます。
■日　時　7月5日（木）　
　　　　　13:00～16:00（受付12:30～）

■場　所　ベルクラシック甲府3階グレース
　　　　　甲府市丸の内1-1-17　℡055-254-1000
■参加企業　70社参加予定
　　　◆「やまなし就職応援ナビ」に掲載予定です。
●問合先　山梨県産業労働部労政雇用課
　　　　　　℡055-223-1562

　

○労働保険料・一般拠出金の年度更新手続は、6月1日から
　7月10日の間に行うこととなっております。法定申告・納付
　期限内に申告・納付を済ませていただきますようお願いし
　ます。
　　年度更新申告書の送付は5月末、申告書受理会は
　6月中旬以降を予定しています。(申告書受理会の日程等
　は、申告書に同封してお知らせします。)
○平成30年4月1日から雇用保険率について改正が行われ
　ています。雇用保険は①1週間の所定労働時間が20時間
　以上であり、②31日以上の雇用見込みである場合には、
　原則として適用されます。なお、平成29年1月1日から65
　歳以上の方も適用されることとなっています。
●問合先　山梨労働局労働保険徴収室　 055-225-2852
　　　　   都留労働基準監督署(労災課)　0554-43-2195

「山梨県婦人服製造業最低工賃」が、平成30年5月4日から
改正されました。婦人服製造業に関して、設定された１工程
当たり1～3円の引き上げになります。
詳しくは、都留労働基準監督署または、山梨県労働局賃金
室にお尋ねください。
●問合先　山梨労働局賃金室　　℡055-225-2854
　　　　　都留労働基準監督署　℡0554-43-2195

　近年、麻薬・覚せい剤などの薬物乱用をめぐる事件が相次
ぎ、危険ドラッグについても乱用問題が急速に拡大していま
す。薬物乱用とは、薬物を本来の医療目的から逸脱した方法
で使用又は医療目的ではなく不正に使用することです。
　覚せい剤やMDMA等合成麻薬、大麻等は法律によって所
持、販売、生産を禁止されている薬物です。また、違法薬物
の使用は、たとえ一回だけでも「乱用」になるとともに、法律
で「犯罪」とされています。
　違法薬物の使用には依存性があり、本人の脳や体を破壊
し、使用する前の体に戻ることはできません。また、大切な
家族の人生にまで大きな影響を与えます。自分自身のため
に、大切な人のために違法薬物を拒絶する強い意志を持ち
ましょう。
　国及び県では、新国連薬物乱用根絶宣言の支援事業とし
て、6月20日から7月19日までの一か月間「ダメ。ゼッタイ。」
普及運動を展開します。
　違法薬物の恐ろしさを正しく理解するとともに、身近な人の
薬物乱用に気付いたときは、勇気をもって相談してください。
●問合先　富士・東部保健所　衛生課　℡24-9033

第66回山梨県統計グラフコンクール
作品募集

仕事探し応援！
合同就職面接会開催のお知らせ

労働保険料と
一般拠出金の申告・納付はお早めに

山梨県俳句大会　作品募集
山梨県労働局からのお知らせ

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

～6月1日から7月10日までに～

最低工賃が改正されました
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

■日　時　6月24日（日）　
　　　　　午前の回　10：00～12：00
　　　　　午後の回　14：00～16：00 （所要時間各2時間）
■場　所　環境省生物多様性センター
　　　 　（富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1）
■対 象　小学生以上ならどなたでも参加可・大人の方のみ 
　　　　　の参加歓迎（ただし、小学生は保護者の同伴参
　　　　　加が必要です。）
■参加費　無料
■定　員　各回40名　（お申込み先着順となります。）
■内　容　ガイドと一緒に身近な自然を観察してみません
　　　　　か？これまで気が付かなかった自然の見方や面
　　　　　白さをガイドが楽しくお伝えします。さぁ、初夏
　　　　　の森で植物ハカセを目指して葉っぱあつめゲー
　　　　　ムやクイズ大会で楽しみましょう！皆さまのご応
　　　　　募をお待ちしています。
■申込み　①ご希望のお時間、②参加者氏名（お子さまは学
　　　　　年を教えてください）、③電話番号をご連絡くだ
　　　　　さい。
■問合・申込先　受託者：NPO法人ホールアース研究所　
　　　　　　　 （静岡県富士宮市下柚野165）
　　　　 電話：0544-66-0790　FAX：0544-67-0567
　　　　 メール：tayousei@wens.gr.jp

　きものの体を支える大事な器官である「ホネ」に着目した
当センター所有の標本計24 点を展示します。普段目にする
ことのない動物の「ホネ」には、陸上や海中など、異なる環
境で生き抜くための工夫が凝縮されており、それらを分かり
やすくご紹介します。特に、約２メートルのカマイルカや、普
段は非公開の国産トキの標本も公開予定です。
■期 間　5月26日（土）～8月5日（日）
■開館時間　9時～17時（入館無料、土日祝日も開館）
■会 場　環境省生物多様性センター
　　　　（富士吉田市上吉田剣　丸尾5597-1）
※スバルライン料金所手前、富士スバルランド向かい。マイ
　カー規制中もマイカーで入場できます。
●問合先
　環境省自然環境局生物多様性センター
　℡72-6033

■日　時　6月17日（日）①10:30～、②14:00～(1回40分)
■場　所　山梨県富士山科学研究所　
　　　　　　　　本館1階ホール及び屋外
■対　象　幼児～小学校低学年
　　　　　（対象年齢以外も参加可能）
■内　容　季節の自然をテーマにした絵本や紙芝居を使っ
　　　　　た読み聞かせ、自然に親しむ活動を行っています。
　　　　　開始30分前から折り紙教室も行っています。
■定　員　どなたでも（お気軽にご参加ください）
■参加費　無料

●問合先　山梨県富士山科学研究所　℡72-6203

　税務職員とは、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　平成30年４月１日において高等学校又は中等教育学
　　　校を卒業した日の翌日から起算して３年を経過してい
　　　ない者及び平成31年３月までに高等学校又は中等教
　　　育学校を卒業する見込みの者
　2　人事院が上記１に掲げる者に準ずると認める者
■申込手続　
　1　申込方法
　　　インターネット申込み
　　人事院ホームページ上の申込専用アドレスをご利用くだ
　　さい。［http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html］
　2　受付期間
　　　平成30年6月18日（月）9時～
　　　　　　　　　平成30年6月27日（水）[受信有効]
　3　受験案内交付期間
　　　平成30年5月8日（火）～平成30年6月27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）
（注）人事院ホームページからもダウンロードすることがで
　　  きます。［http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm］
■試験日
　第1次試験　平成30年9月2日（日）
　第2次試験　
　　平成30年10月10日（水）～平成30年10月19日（金）
　　のうち指定された日時
●問合先　大月税務署総務課　℡0554-22-3151

　人事院では、30歳以上の社会人経験者を対象とした「国
税庁経験者採用試験（国税調査官級）」を実施しています。
　なお、採用後は、税務大学校において約３か月の研修を受
けた後、各国税局（国税事務所）管内の税務署に配属され、
国税調査官又は国税徴収官に任用されます。
■試験概要　平成30年度の試験概要については、平成30
　　　　　　年７月頃に官報公告及び国税庁ホームページ
　　　　　　へ掲載となる予定です。
■試験日程
　⑴　受験申込受付期間　　８月中旬
　⑵　試験実施期間　　９月から12月まで
　⑶　最終合格発表　　１２月下旬受験資格　
●問合先　東京国税局総務部人事第二課試験係
　　　　　（℡ 03-3542-2111　内線2163）

平成30年度　
税務職員採用試験のお知らせ

平成30年度　国税庁経験者
（国税調査官級）募集のお知らせ

環境省 生物多様性センターから

山梨県富士山科学研究所から

生物多様性ハカセになろう！身近な植物編
　　　～森の葉っぱやお花を使ったゲーム大会！～

生物多様性センター企画展示「すごいぞ！
　　ホネ～ホネでわかる生きもののちがい～」の開催

「もりのおはなしかい」

公益財団法人山梨県市町村振興協会
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i nformationnformation

■開催日　7月１日（日） （雨天の場合7月8日に変更）
■会　場　富士河口湖町小立 くぬぎ平サッカー場
　　　　　（メインまたはサブ）
■参加資格　高校生以上の町民または、町内にお勤めの
　　　　　　方で構成されたチーム
■参加料　１チーム３，０００円
■競技方法
　１）２０分ハーフ（参加チーム数により変更あり）　
　２）８人制　
　３）コート、ゴールは少年用　
　４）オフサイドルールなし　
　５）審判員は、主催者で準備する者と、各チームからの
　　  帯同審判で行う
■試合方式　参加チーム数により、リーグ戦・トーナメン
　　　　　　ト戦とする
■表　彰　第3位まで表彰する（参加賞あり）
■諸注意
　１）参加者は事前に健康診断を受けること
　２）ユニフォームなしのチームは、ビブス使用を認める
　３）事故発生時、主催者は応急処置のみ行う
　４）参加各チームは、別途傷害保険に加入すること
■申込み　所定の用紙に記入の上、下記まで提出してくだ
　　　　　さい。
（一度お電話にてご連絡ください。その後申込用紙を送付
　します。参加料は当日の朝に集めさせていただきます。）
■その他　詳細については、参加チーム確定後、追って
　　　　　通知します　
■申込期限　6月15日(金)必着
●問合・申込先　富士河口湖サッカー協会
　　　　　　　  〒401-0301　富士河口湖町船津2065
　　　　　　　　℡72-0554(渡辺) 　Fax72-0939

■日　時　6月14日(木)　13時30分から(開場１３時)
■会　場　勝山ふれあいセンター　さくやホール
■共　催　勝山カラオケ愛好会
■友情出演　中名生松風　先生　(日本琵琶協会員)
　　　　　　　演目　琵琶演奏曲：平家物語
●問合先　奥寿美子　℡070-5089-9986

　初夏を迎え、野菜苗を植え付ける季節になりました。
JA北富士では、県、町と協力し、家庭菜園での栽培や病
害虫などについての疑問を解決するため、家庭菜園無料
相談会を次のとおり開催します。些細な事からお気軽にご
相談ください。
■日　時　6月16日（土）・17日（日）　9時～15時
■会　場　JA北富士 小立支所（富士河口湖町小立1911）
●問合先　JA北富士 小立支所
　　　　　TEL：0555-72-1518　FAX：0555-73-1388

■時　間　11時～14時
■日にち　6月30日（土）　メニュー　コロッケ定食
■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) 
●問合先　NPO法人富士と湖とかかしの里　
　　　　　℡72-2989

 

　北口浅間神社の重要文化財及び女人遙拝所を散策す
る歴史植物散歩講座を開催します。
■日　時　７月16日（月：祝日）8：50～１4：00 
■集合場所　北口本宮富士浅間神社拝殿前8：50集合
■参加条件　健脚で団体行動のとれる方、小学校以下は
　　　　　　保護者同伴。
■雨天時　北口本宮富士浅間神社及びふじさんミュージ
　　　　　アムの見学のみの予定
■参加費、持ち物等　保険その他200円、弁当、水筒、
　　　　　　　　　  雨具等持参、長袖、長ズボンの服装
■申込み　７月１1日（水）15:00まで電話受付　
　　　　　　先着20名
●問合先　すその路郷土研究会　事務局　天野安夫
　　　　　　電話　080-1106-3502

  

　新鮮な野菜、おいしい食べ物、素敵な手作り品、楽しい
体験ブースなどこだわりのお店が集まるマーケットです。
駐車場完備、雨天開催。ぜひお誘い合わせてご来場くだ
さい！
■日　時　6月24日 (日)　10時～14時30分
■場　所　丸統青果市場 (富士吉田市上吉田872-1)
●問合・申込先　富士山マーケット実行委員会
　　　　　　　　℡050-3709-2236
　　　　　　　　メール　fuji3market@gmail.com

第20回河口湖サッカーカーニバル いらっしゃい　ニコニコかかし食堂

家庭菜園無料相談会の開催について

重要文化財・女人遙拝所歴史植物散歩講座

第11回 富士山マーケット

勝山ラジオ体操会　発会５周年記念大会
ー甲斐の国・信玄の里を舞うー 開催

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

旧船津保育所旧船津保育所

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

みんながそだち　みんながそだてる　しょくどうです。
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　30回目を迎える「神明の花火大会」の会場内の整理・
誘導、祭りのご案内などのお手伝いをしていただくボラン
ティアスタッフを募集します。
■募集ボランティア
(1)有料観覧エリアの改札入口ボランティア改札係（20名）
(2)有料観覧エリア内誘導ボランティア誘導係（30名）
(3)総合案内所ボランティア係（5名）
■日　時　8月7日（火）15時～21時（予定）
　　　　　※順延となった場合は8日（水）、9日（木）に順延
■応募資格　原則として18歳以上の方
　　　　　 （居住地は問いません）
■応募方法　はがきに住所、氏名、年齢、性別、電話、希望
　する業務、過去の経験有無を明記のうえ、以下の宛先に
　送付してください。ファックス、電子メールでの応募も可
■宛　先　
　〒409-3612　西八代郡市川三郷町上野2714-2
　市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会ボランティア係
　あて
■応募締切　7月20日（金）必着
●問合・申込先　
　市川三郷町ふるさと夏まつり実行委員会
　（市川三郷町商工観光課観光係）
　電話055-240-4157　ファックス055-240-4154
　メール　k-shiozawa@town.ichikawamisato.lg.jp

　「ギャンブル依存症開設施設 グレイス・ロード」（甲斐
市）は開設3周年を迎え、このたび「3周年感謝フォーラ
ム」を開催いたします。ギャンブル依存症という病気への
理解を深めるとともに、苦しんでいる当事者と家族の皆様
に希望を持っていただけたらと思います。
■日　時　6月16日（土）　10：00～16：30
■会　場　甲府市総合市民会館　芸術ホール
■参加費　無料
●問合先　（一社）グレイス・ロード　甲斐サポートセンター
　　　　　TEL　055-287-8347 （担当：植田・遠山）

　放送大学では、2018年10月入学生を募集しています。
10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が、大学を
卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学んで
います。心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学
など、約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶこ
とができます。
■募集学生の種類
―教養学部―
　科目履修生（6ヶ月在学し、希望する科目を履修）

　選科履修生（1年間在学し、希望する科目を履修）
　全科履修生（4年以上在学し、卒業を目指す）

―大学院―
　修士科目生（6ヶ月在学し、希望する科目を履修）
　修士選科生（1年間在学し、希望する科目を履修）

■出願期間
　6月15日～8月31日、9月1日～9月20日
　（インターネット出願も受け付けております）
●問合先
　放送大学山梨学習センター(山梨大学甲府キャンパス内)
　〒400-0016甲府市武田4-4-37　℡：055-251-2238
　放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp。

■期　間　7月31日（火）～8月4日（土） 4泊5日
■場　所　静岡県立朝霧野外活動センター
■対　象　小学3年生～中学3年生
■内　容　富士登山、テント生活体験、野外炊飯体験、
　　　　　キャンプファイヤー、ワイドゲームなど。
■参加費　お問い合わせください
■締　切　7月5日（木）
●問合先　公益財団法人国際青少年研修協会
　　　　　℡03-6417-9721　メール info@kskk.or.jp

■期　間　8月17日（金）～8月23日（木） 6泊7日
■場　所　東京都小笠原村父島
■対　象　小学3年生～中学3年生
■内　容　小笠原諸島の父島で様々な自然体験活動
■参加費　お問い合わせください
■締　切　7月20日（金）
●問合先　公益財団法人国際青少年研修協会 
　　　　　℡03-6417-9721　メール info@kskk.or.jp

■期　間　水と自然編
　　　　　8月24日（金）～8月26日（日） 2泊3日
　　　　　山と自然編
　　　　　9月22日（土）～9月24日（祝） 2泊3日
■場　所　長野県白馬村　青木湖
■対　象　小学3年生～中学3年生
■参加費　お問い合わせください
■内　容　様々なアウトドアアクティビティを英語で体験
■締　切　水と自然編8月3日（金）、
　　　　　山と自然編8月31日(金)
●問合先　公益財団法人国際青少年研修協会
　　　　　 ℡03-6417-9721　メール info@kskk.or.jp

放送大学　入学生募集のお知らせ

第30回「神明の花火大会」
　　　　　ボランティアスタッフ募集

第39回青少年国際交流キャンプ　
参加者募集

第７回小笠原アドベンチャースクール
参加者募集

イングリッシュキャンプ in 白馬　
参加者募集

ギャンブル依存症回復施設　
グレイス・ロード3周年フォーラム
「ギャンブル依存症からの回復」開催
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
６月は、男女共同参画推進月間です。

男女共同参画推進委員の紹介

●講師：清水 健 氏
　　　（キャスター、「112日間のママ」
　　　　　　　　「笑顔のママと僕と息子の973日間」著者）

●日時：６月９日㈯  13:30　～ 15:00
●場所：ぴゅあ総合（甲府市朝気1-2-2）
●申込み・問合せ：TEL 055-235-4171　　
　　　　　　　　 FAX 055-235-1077

●日時：６月２４日㈰  13:30　～ 16:00
●場所：甲府市総合市民会館（甲府市青沼3-5-44）
＊手話通訳・無料託児あり（託児は、6月19日までに事前予約が必要です。）
●申込み・問合せ：TEL 055-223-1358（山梨県 県民生活・男女参画課）

■ぴゅあ富士　６月２日㈯　講演会13:00～14:00　相談会14:00～16:30
　●講演会：「知っておきたい、相続について」（定員30人）　
　●講　師：渡邉 森矢（弁護士）
　●相談会：山梨県弁護士会所属弁護士（事前予約優先　１人30分以内　定員20名）
　　　　　  申込み・問合せ：TEL 0554-45-1666　　FAX 0554-45-1663

■ぴゅあ総合　６月３日㈰　講演会13:00～14:00　相談会14:00～16:30
　●講演会：「男女にまつわる法律問題 ― 結婚・離婚・親子のトラブル ―」（定員50人）
　●講　師：小笠原 亘（弁護士）
　●相談会：山梨県弁護士会所属弁護士（事前予約優先　１人30分以内　定員30名）
　　　　　  申込み・問合せ：TEL 055-235-4171　　FAX 055-235-1077

●講師：宮本 まき子 氏
　　　 （家族問題評論家・エッセイスト）

●日時：６月９日㈯  13:30　～ 15:00
●場所：ぴゅあ富士（都留市中央3-9-3）
●申込み・問合せ：TEL 0554-45-1666　　
　　　　　　　　 FAX 0554-45-1663

◎山梨県弁護士会・山梨県立男女共同参画推進センター共催事業・男女共同参画推進月間記念事業

◎やまなし男と女とのフォーラム

◎男女共同参画推進月間記念講演会
『大切な人の「想い」とともに』

― 講演終了後に個別相談会も行います。ひとりで悩まずに、相談してみませんか？ ―
女性の権利110番　弁護士に聞く　あなたのお悩みほっとタイム

『女と男の人間学』

　男女共同参画推進委員のご紹介をいたします。任期は、平成30年4月1日から平成32年3月31日です。
　平成30年3月31日に退任された旧委員の皆さまには、長期にわたり男女共同参画推進活動にご尽力いただ
き心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

渡辺　克美

渡辺　旭

渡辺　実美

外川　満

渡辺　奈緒美

林　寛人

平山　恵美

渡辺　安彦

相川　敏男

坂本　昌美

古屋　あさ子

古屋　京子

貴家　美年子

朝比奈　里美

渡辺　浩司

水越　絵美理

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

「逃げるは恥だが役に立つに学ぶ～あなたの未来～」をテーマに、「逃げるは恥だが役に立つ」の原作者海野つなみ氏と、
埼玉大学教授石阪督規氏のトークセッションを行います。



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!

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

富士河口湖囲碁クラブ主催

中央公民館ロビー展示

「中村今代氏(90歳)ろうけつ染作品展」

平成30年度　富士河口湖町　世界遺産富士山講座

第3回 「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～」第3回 「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～」
富士山～世界遺産登録５周年・未来につなぐ富士の文化～富士山～世界遺産登録５周年・未来につなぐ富士の文化～

●日　時：6月20日（水曜日） 午後７時～９時　　
●会　場：富士河口湖町中央公民館 ホール　　●講　師：杉本悠樹（文化財係）　　
●参加費用：無　料（申込み不要・どなたでも参加できます）　
●定　員：80名（今回のみ）

　富士山は平安時代に活発な火山活動を繰り返します。富士山の噴火は山麓の人々に脅威を与えるばかりではなく、国の平穏と安
定を担う「鎮め」が荒れることにより国家の存亡に関わる危機と捉えられました。富士山の噴火を鎮めることは国家的な悲願として、
朝廷は駿河・甲斐両国に祭祀の励行と浅間神社の建立を命じます。歴史書に記録された古代の富士山噴火について、さまざまな視
点から検討します。

※今回のみ会場施設の都合によりホールで開催
　します。通常よりも座席数が多くなるため、
　多数の方々にご参加いただけます。お気軽に
　ご参加ください。

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

持山勇喜
　73-1375

小林禮司
　83-2212

午後1時
　　　～4時

午前11時
　～午後4時

毎週
　土曜日

毎週
　日曜日　

駒井　彰
　76-7031

午前9時　
　～午後4時

第2
　水曜日
　　

湖南町公民館

河口地区公民館

勝山ふれあいドーム
和　室勝 山

船 津

地区 場　　所 曜 日 時　間 連絡先

河 口
大 石

富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会第27回
　囲碁好きな方必見！本格的なトーナメントで大人から子どもまで
熱戦を繰り広げます！初心者さんもベテランも参加できます。気軽
に参加してください。

　財産管理の手法として、今、注目の「家族信託」を学びます。
「家族信託」は、費用負担と制約の大きい「成年後見制度」や二次
相続以上ができない「遺言」の問題点を解決する一つの方法です。
　不動産をお持ちの方に、特にオススメの講座です。

●日　時：6月24日㈰  午前8時30分～午後4時
●場　所：勝山ふれあいセンター
●参加費：大人　1,500円　小中学生　500円
●対　象：小学生以上
●競　技：レベル別で開催（少年の部、有段者Ａ・Ｂ）
●定　員：50名（定員になり次第締め切り）
●申込・問合先：6月15日㈮までに生涯学習課へ

中央公民館主催事業「人生設計講座」

中央公民館主催事業 木工教室

●日　時：6月25日㈪ 13:30～14:30
●場　所：中央公民館
●講　師：石田典義氏（山梨家族信託支援センター）
●受講料：無料
●持ち物：特になし
●申込み：生涯学習課へ電話にて受付

　日曜大工から、もう一歩ステップアップしてみませんか。
　この木工教室では、材料の調達方法からスタートして、「作る」だ
けでなく、作品として仕上げることを目標にします。
今回の完成作品は「道具箱」（写真）です。

～材料の調達から、作品としての仕上げまで～

《ミニ作品展》６月１１日～２２日まで講師のミニ作品展を
   中央公民館でおこないます。

●講　師：吉田槙夫先生
●日　時：全３回　６月２８日㈭
　　　　　　　　  ７月１２日㈭
　　　　　　　　  ７月２６日㈭
　　　　  午後1時30分～4時
●場　所：中央公民館
●費　用：1600円程度（１回目の教室で、自分でホームセンターへ
　　　　　参加者全員で調達にいきます）
●持ち物：ご自宅にある定番の道具（ノコギリ等）。
※申し込み後に詳しくご案内いたします。
●定　員：１０名（生涯学習課への電話申込み）

　今回の教室で作る作品もご覧いただけますので、ぜひ、中央公民館
へお越しください。
（注）この教室では、受講後、次回の教室までの間に、ご自宅での作業が
　　　必要になります。
（注）全３回ご参加いただけない方はご遠慮ください。

6月8日㈮午後～7月2日㈪午前
休館日　日曜・祝日　※土曜日は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。　詳しくは生涯学習課へ

●日　時：6月28日㈭
　　　　　①午後1時30分～　②午後7時～
●場　所：富士河口湖町中央公民館

●持ち物：マチ付持ち帰り袋
●申込・問合先：6月25日㈪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

アーティフィシャルフラワー
かごバッグにつけるチャーム(バッグ付き)
　3.500円
ジェルキャンドルホルダー(1つ)
　2.500円

●日　時：7月22日㈰ 午前10時～（雨天中止）
●場　所：子ども未来創造館玄関前『芝生広場』
●持ち物：はし・おわん・タオル・飲み物・帽子
☆持ち物には名前を書いてください
●対　象：幼児親子・小学生（幼児は保護者同伴）
●定　員：100名（定員になり次第締切）
●参加費：一人300円
●申込み：6月30日㈯　10時～

大人気！ パパ’s ボランティアの
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河口湖吹矢倶楽部

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

富士河口湖町スポーツ推進事業富士河口湖町スポーツ推進事業
富士山
総合型

地域スポーツクラブ

クラブクラブ

富士山富士山 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

やまなし・しごと・プラザサテライト 出張相談

スポーツ吹矢スポーツ吹矢スポーツ吹矢
会員大募集会員大募集 会員募集会員募集

個別無料相談

子育てと仕事のお悩みにキャリアコンサルタント
がお答えします。お気軽にお越しください。

●日　時：7月11日㈬　午前10時30分～（1人30分程度）　　※前日までに要予約（窓口：子ども未来創造館）
●場　所：子ども未来創造館　　　　　詳しくは生涯学習課へ

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

　健康促進（腹式呼吸法）と5～10ｍ先の
丸い的に当てる快感を経験しませんか。
　今年の2月に発足したばかりの倶楽部です。
年齢、性別関係なく、楽しめます。
●場　所：中央公民館
●日　時：第1～3金曜日
　　　　  午後1時～4時
●連絡先：080-5497-2847（西田）

直接、開催日に会場に来ていただいても
結構です。

山梨二胡の会 健康体操

受講生募集受講生募集
　「二胡」は中国の民族楽器でその美しい
音色は、最近は日本でも多くの人に親しま
れ、二胡を習う方も増えています。
未経験の方でも、二胡が弾けるようになる
まで初歩から指導します。楽器は無料で用
意しますのでこの機会にご参加ください。

　音楽のリズムに合わせて体を動かしたり、
簡単な筋肉トレーニングやストレッチを行
います。
　運動が苦手な方や初めての方でも無理な
く楽しんでいただける健康体操です。
　一度試してみませんか!!　

●場　所：中央公民館
●日　時：第1・3火曜日
　　　　  午後7時30分～9時30分
●募集人員：5～6名　
　　　　　（年齢制限等はありません）
●連絡先：23-9071（前田登）
　　　　　090-5439-9952（斎藤修）

二胡教室二胡教室二胡教室 健康体操（ハートフル）健康体操（ハートフル）健康体操（ハートフル）

※体験1回（無料）
●場　所：勝山公民館
●日　時：水曜日（月4回）
●持ち物：動きやすい服装、上履き
　　　　  汗拭きタオル、ヨガマット、飲み物
●対　象：40歳以上
●連絡先：080-5055-7116（倉沢）

●期　日：6/15㈮・7/20㈮
●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

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

　4月に卒業生が，センターに訪れました。とてもいい顔をし
ているのを見て、「ナゴミノイイ種」に変わったことを感じ、
うれしくなりました。

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

☆やみつきになる面白さ☆

☆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。☆ ☆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☆

●期　日：7/9まで　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☆
●期　日：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☆

●期　日：6/9㈯・7/14㈯　☆雨天中止
●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

●日　時：6/19㈫・7/17㈫　　●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

NIGHT　ＺＵＭＢＡ

富士山月例マラソン ママ＆ベビーのキラキラビクス

キッズビクス＆ママエアロラテンダンスフィットネスＺＵＭＢＡ
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子育て支援課発!! つどいの広場

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

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

親子ストレッチと女性の為のトレーニング
６月１３日㊌

からだの日
「○○すると痛くならない!!」を一年間のテーマにプチトレーニング

６月２７日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

７月４日㊌ 

平成30年 6月10日～7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：６月２１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 

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

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

たなばたまつりたなばたまつりたなばたまつり

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

日 月 火 水 木 金 土

　「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 9:00～12:00/13:00～15:00
※子育て相談・栄養相談・助産師相談・お誕生会
　も実施。相談・イベント等の日程についてはカレ
　ンダーでご確認ください。　　
　お問い合わせ：子育て支援課 ☎72－1174

※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。

　　　　
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

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願いします。
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

funfunチャレンジ

第2・4日曜日と祝祭日は休館日です。

＜休館日＞
6月10・24日

7月7日(電気点検)

＜休館日＞
6月10・24日

7月7日(電気点検)
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☆

デコレーションの
達人になろう!!
デコレーションの
達人になろう!!
デコレーションの
達人になろう!!

　元パティシエの宇尾さんに、ケーキの本
格的なデコレーションの方法を教えて頂き
ます!!技を覚えて、バースデイケーキやクリ
スマスケーキを作ってみませんか♪

日　時：6月23日㈯ 
　　　  14:00～16:00
参加費：200円
定　員：24人
申込み：6月9日（土）10:00～
持ち物：エプロン、三角巾、マスク、
　　　  タオル、フォーク、飲み物
（広報5月号にも掲載されています。）

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

おもちゃ病院のおもちゃ病院のおもちゃ病院の
スーパードクター！

　大切にしていたのに、壊れて動かなくな
ったおもちゃはありませんか?　こどみら
にはおもちゃをささっと治してくださるス
ーパードクター達がいます。名医の専門は
それぞれで幅広く治療にあたり、完治率が
高いです！困っている方、一度のぞいてみ
てください♪

日　時：６月22日㈮

日　時：6月17日㈰ 13:00～15:00
 　　　 ７月 1日㈰ 10:00～12:00

1：００～３：００の間におもちゃを
持ってお越しください。
部品代などがかかる場合があります。

　創作ルームがおもちゃ病院の診察室
になります。入館表を書いてお入り下
さい。

事前申し込み、定員はありません。
ご家族でぜひどうぞ…。

こんなイベントもやってます！こんなイベントもやってます！

日　時:６月17日㈰ 10:00～12:00

☆プラレール☆

△つみ木パーク△

日　時：７月６日㈮ １１：００～
参加費：持ち物：定　員：申込み：なし

日　時：6月13日㈬ 10:00～10:45
参加費：申込み：なし　持ち物：のみもの
対　象：H28.4２～H29, 4.1生まれ

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

ふれあい教室A

ふれあい教室B

ふれあい教室
特別編（勝山）ふれあい教室A

ふれあい教室A

リトミック

ク富バレエ

ク富バレエ

(読み聞かせの日)

ク富ズンバ

つどいの広場

ク富ズンバ

ク富ズンバ

つどいの広場

つどいの広場

おもちゃ病院

キラキラビクス

キッズ＆ママビクス

ふれあい教室B

ク富バレエ
キッズ＆ママビクス

キッズ＆ママビクス

つどいの広場

ク富バレエ

キッズ＆ママビクス

マムベビー

育児学級

ブラウンベア
tetote母親学級

AMつみ木
PMプラレール

AMプラレール
将棋教室

つどいの広場○子

つどいの広場○栄
(おやこの日)

(七夕まつり)
(PM助産師相談)

つどいの広場○栄
(からだの日)

つどいの広場○子

(お誕生日会)
つどいの広場

ク富ズンバ

(funfunチャレンジ)
funfunくらぶ　

休館日

休館日

休館日

18 広報 2018年 6月号



19広報2018年 6月号

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
〈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／29日㈮は館内整理日のため休館

6月 5日㈫ちいさなおはなし広場

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

6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～19日

午後3時30分～21日

◎本館読み聞かせ◎

6月 9日㈯エトワールの会
6月23日㈯パパのえほんタイム

幼児～小学生低学年対象

0・1・2・3歳対象

〈午前10時30分～〉
6月26日㈫うさぎのおやこ 〈午前10時30分～〉

〈午後1時30分～〉
〈午後1時30分～〉

　お気に入りのぬいぐるみとおはなし会に参加して
みませんか。ぬいぐるみは1日、図書館におとまりを
します。次の日、ぬいぐるみのおとまりの様子の写
真と絵本を2冊貸出し、お渡しします。

　多くのサラリーマンが避けて通れないはずの定年退
職は、その年限が近づいた人でなければほとんど意識
されていない。組織を離れると、仕事や仲間を失って
孤立しかねない。60歳で定年したとして84歳までに
自由に使えるのは8万時間で、20歳から40年間の総
実労時間約8万時間弱に匹敵すると算出している。こ
の本は人生の後半戦をどう充実させたらよいのか、真
に豊かに生きるためのヒン
トを提示している。

　生涯学習館では電気点検のため、７月７日㈯は、休館いた
します。代替日としまして、７月３１日㈫を開館いたします。
ご迷惑をおかけしますが、ご協力お願いいたします。

臨時休館のおしらせ

☆今月の一冊☆
『定年後 ー50歳からの生き方、終わり方ー』
　　　　　　　　　　　　　　　　　楠木 新著

ぬいぐるみ
の

ぬいぐるみ
の

ぬいぐるみ
のおとまり会おとまり会

■日時：6月30日㈯ 午後 2時～
　　　　7月　1日㈰ ぬいぐるみのお迎え
■場所：生涯学習館　おはなしのへや
■対象：幼児～小学校低学年
■定員：10名
※ぬいぐるみは、お一人１体でお願いします。

P
読書会に

参加してみませんか？
　色々な考え、思いを感じる読書会、
本と人との出会いがあります。興味の
ある本にお気軽にご参加ください。

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

読書会年間スケジュール

エヴァの
　震える朝

手　紙 東野圭吾 小 説

小 説

伝 記

小 説

詩

小 説

小 説

小 説

外国文学
小 説

外国文学

北村　薫

ローレン・グロフ

荻原　浩

中原中也

西加奈子

又吉直樹

若竹千佐子

スキップ

運命と復讐

劇　場

漁港の
　肉子ちゃん

汚れつちまつた
悲しみに……

ポドロ島
羅生門

エヴァ 
　シュロス

Ｌ.Ｐ.ハートリー
芥川龍之介

海の見える
理髪店

おらおらで
ひとりいぐも

6/23㈯

7/28㈯

8/25㈯

9/22㈯

10/27㈯

11/24㈯

12/22㈯

1/26㈯

2/23㈯

3/23㈯

実施日 書　名 著　者 ジャンル
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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

剣丸尾溶岩樹型内に５月下旬までテングコウモリがいました剣丸尾溶岩樹型内に５月下旬までテングコウモリがいました

梨ヶ原での絶滅危惧動植物調査が始まりました梨ヶ原での絶滅危惧動植物調査が始まりました

絶滅危惧ヒメシロチョウの今年度調査が始まりました絶滅危惧ヒメシロチョウの今年度調査が始まりました

　４月号広報で、昨年は５月１５日には見られなくなってしまった剣丸尾の溶岩樹型内
のテングコウモリが、今年も３月まで確認できたので、いつまでいるか確認してお知ら
せしますと書きました。そこで、４月１日・２０日、５月１０日・１９日に確認に行きました
ら、今年は５月１９日まで３月と同じ場所で確認できました（写真）。
　写真から、４月１日は背中が結露していて前肢の位置もちょっとずれていたのが、
２０日以降は背中も乾いた状態で、前肢の位置もそろっていて同じ様な姿勢でいたこ
とが判ります。この事から、４月２０日以降も冬眠状態だったのか、冬眠からは覚めて
通常の活動に入っていた中で昼間寝ていた状態なのかが気になるところです。これか
らも、この点も明らかに出来るよう、続けて観察してみたいと思います。

　２年前に開始した「富士山の絶滅危惧動植物に、地質や土地利用が及ぼす影響に
関する研究」の３年目の調査を、４月２９日から梨ヶ原で本格的に始めました。
まずは、４～５月に花が咲くオキナグサ（写真）の調査です。オキナグサは漢字では翁
草と書くそうで、果実に生えた白毛がおじいさんの白髪に似ているからこの名がつい
たといわれています。過去には全国の里山に広く見られたようですが、今では環境省
絶滅危惧Ⅱ類（山梨県絶滅危惧ⅠB類）になっており、富士山麓でも梨ヶ原以外ではほ
とんど見られなくなり、梨ヶ原でも一部の場所でしか見られなくなってしまった貴重な
植物です。
　これから６月から１０月にかけて、ムラサキ・コウリンカ・キキョウ・ムラサキセンブリ
などの絶滅危惧植物と、アカセセリ・ホシチャバネセセリ・ゴマシジミ・クロシジミなどの絶滅危惧チョウ類の調査を並行して行
う予定です。

　過去の調査で、絶滅危惧ヒメシロチョウは、火入れが行われている梨ケ原や高座山
に多く生き残っていることが判りましたが、一昨年、火入れが行われていない場所で
も安定して発生している生息地が見つかりました。そこで、昨年から火入れが行われ
ていない生息地での調査を始めました。今年度も年３回の発生期ピーク前後でマーキ
ング調査を行い、生息個体数の年間変化を調べようと計画しています。その第１化
（冬眠した蛹から羽化した春型）の調査を５月１０～１４日に行いました。２日目には
赤７のオスが、赤９のメスに求愛行動を示したり（写真）、最終日にはマークのない個
体は３頭しかいない状況になり、マーキングがヒメシロチョウの生活にほとんど影響し
ていないことや、この４回の調査で第１化の個体数推定が出来ると判断されました。
　今後は、７月上旬の第２化、８月下旬の第３化の調査で、年間の個体数変化の様子が判るのではないかと期待されます。
この火入れが行われていない生息地での個体数変化を、火入れが行われている梨ケ原や高座山の過去のデータと比較するこ
とで、絶滅危惧ヒメシロチョウの生息地としてどの様な環境が良いのかが明らかになり、ヒメシロチョウの保全策がみえてくる
と期待されます。

○第６回富士山自然保護大賞ジュニアの入賞作品の展示を、４月１３日から７月１３日まで環境省生物多様性センターの１階ホールで展示
　していただいています。近くにお越しの際は、是非ご覧下さい。
○「富士山北部生物多様性保全協議会」の２年目の活動も本格的に始まり、鳥類・ほ乳類・昆虫類・絶滅危惧植物の第１回目の調査が、
　５月１９日に行われました。今後は、植生・気温・地温・土壌水分なども含めた調査も並行して行われる予定です。

テングコウモリテングコウモリ

オキナグサオキナグサ

ヒメシロチョウヒメシロチョウ

5月19日5月10日

4月 1日 4月20日
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富士山・世界遺産登録５周年

　平成２５年（2013）６月２２日、カンボジアのプノンペンで
開催されたユネスコの世界遺産委員会において、富士山が
世界文化遺産に登録されることが決定し、同月２６日に正
式に登録されました。登録から５周年の節目を迎え、世界
遺産であることが定着している昨今ですが、改めて富士山
の世界文化遺産としての価値について触れたいと思います。

　富士山は、火山であり度重なる噴火を経て現在の姿になりました。周囲約１００キロメートル、標高３,７７６メート
ルの日本の最高峰の標高を測り、円錐形の優美な姿をもち多くの人々から親しまれる山です。火山活動による噴火
は、富士山に宿る神の怒りとされ、その怒りを鎮めるため富士山信仰の原形が古代に芽生えました。古代の富士山
は日本の国の安定と平穏を守る存在として捉えられ、富士山の噴火は国家の危機として恐れられました。平安時代
には国家の悲願として、噴火を鎮めるために勅命で山麓に浅間神社を建てて祈りました。古代の富士山は神聖な領
域であり、山体に踏み入ることは避けられ、遠くから富士山を拝み神仏に祈りを捧げる「遥拝」の形態がとられまし
た。やがて山岳信仰と密教が結び付き、修験道が盛んになります。修験道は、山岳に宿る神仏から霊力（験力）を
得るため、山に籠って修行を行なう信仰です。平安時代の終りの頃から鎌倉時代にかけて富士山は修験者による
修行の場となり、富士山は人々が足を踏み入れ登り上がる「登拝」の時代を迎えます。修験者は富士山で得た験力
を用いて村々の人々を救済し、この救済を受けた一般庶民は富士山への憧れを抱き、富士山に集うようになります。
『勝山記』の明応９年（1500）の６月の記述には「冨士ヘ道者参ル事限リ無シ」とみえ、一般大衆が夏の開山期に
大勢富士山を訪れていたことが読み取れます。約５００年前には富士山は庶民の信仰の対象として定着していたこ
とがうかがえます。江戸時代に入ると、長谷川角行によって新たに開かれた富士講が弟子たちによって広められ、
幕府の置かれた江戸を中心に爆発的な隆盛を果します。富士講の信者たちは、富士山に登るばかりではなく、山頂
を一周する「八葉めぐり（お鉢めぐり）」、中腹の険しい地形を一周する「御中道めぐり」、人の体の中身に似た溶岩
樹型に潜る「胎内めぐり」、山麓の水の霊場である湖（構成資産の富士五湖など）を周りながら身を清める「内八海
巡り」を行い、登山道のほか巡礼路が築かれて行きます。富士山の信仰はこのような歩みをたどって賑わいますが、
明治時代以降の近代化の影響、神仏分離令の影響を受け、信仰登山の要素を残しつつも観光への変遷をたどります。
　いっぽう、富士山の美しい姿は人々に感銘を与え、人々は富士山を芸術作品として後世に残そうと創作活動が展
開されてきました。富士山から遠く離れた都の歌人たちによって古代の『万葉集』に和歌が詠まれ、富士山が国を
代表する象徴のような山岳であることが分かるとともに、その存在が国にとって重要な位置付けであったことが裏
付けられます。絵画の分野では、「やまと絵」に描かれたほか、雪舟の水墨画にも作品がみられ富士山の姿を図像
化して記号のような描画が定着していきます。江戸時代には葛飾北斎や歌川広重らにより浮世絵が描かれ、その作
品は国内にとどまらず西洋の印象派の画家であるゴッホやモネに多大な影響を与えます。富士山を描いた絵画作品
は日本の文化を世界に伝えるとともに、富士山が日本の文化の象徴であることを広く示す役割を果しました。
　富士山は火山活動という自然現象で形成された山岳でありながら、そこから信仰や芸術が生み出され、文化を育
んできたことに大きな特色をもっています。富士山は自然から文化を育む日本人の精神文化を表した普遍的な価値
をもつものとして認められ、世界文化遺産に登録されました。

　富士山は世界文化遺産登録されて５年が経過しましたが、決して登録がゴールではありません。世界の宝、人類
共通の大切な資産として未来まで守り引き継いで行かなければなりません。先に触れた文化遺産の価値の内容は
すべて解明されているものではなく、まだまだ調査研究を進めて検討しなければならない課題が多いのが現状で
す。富士山を世界文化遺産として守っていくためには、解明されていない課題の調査研究を進めていくこと、分かっ
ている価値、新たに分かったことを多くの人々に理解していただき、大切さを共有することが重要な取り組みです。
町では、世界遺産講座などを通して住民や周辺地域の方 と々富士山の文化的な価値を共有し、保護・保全につなが
るよう努めています。この５周年という節目をきっかけにより多くの方々に世界文化遺産としての価値を知っていた
だければ幸いです。

（生涯学習課文化財係　杉本悠樹）

信仰の対象・芸術の源泉

平成25年（2013）６月の世界遺産登録から５年

世界遺産登録がゴールではない

ていちゃく

たびかさ

さいこうほう

ふん か

えんすいけい ゆう び

やど

こも

もち きゅうさい

めいおう

おおぜい

ばく ふ ばくはつてき

はちよう

じゅけい れいじょうもぐ

はち

めぐ

かい

づ

か き ごう びょうが

いんしょうは

げんしょう

かいめい けんとう

り かい

つと

さいわ

きょうゆう

ほ  ご ほ ぜん

はぐく

しめ

せいしん

たから

ひ つ

ふ へんてき

かつしかほくさい うたがわひろしげ うき  よ  え

かい が ぶん や えが すいぼく が ず ぞうせっしゅう

しょうちょう さんがく うら

はな まんようしゅう わ　か よみやこ

じゅんれいろ

きんだい か

かんめい そうさくかつどう てん

よう そ へんせんえいきょう しんぶつぶんりれい

きず にぎ

ちゅうふく けわ ようがん

うちはっかい

におちゅうどう

りゅうせい はた

はせがわかくぎょう

おとず

どうしゃまい ことかぎ かいざん きな

しょみん いだ

こう で　し

つどあこが

しゅぎょう

いか しず げんけい

へいおん

ひ がん ちょくめい

みっきょう しゅげんどう れいりょく げんりきさか

と はい

さんろく いの しんせい りょう

とら

いき ふ さ おが ささ ようはい けいたい

おそき　き

め　ば

へ

ふ

さっこん

しんこう　　たいしょう　げいじゅつ　　げんせん

ふし め

21広報2018年 6月号



健康のまちづくり
Healthy community building

お問い合わせ先／住民課　国保年金係　℡０５５５－７２－１１１４
　

問合せ先：健康増進課 健康増進係　℡0555-72-6037
　

　高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、月の初めから終わりまでに一定額（自己負担限度
額）を超えた場合に、申請により自己負担限度額を超えた金額を支給する制度です。７０歳以上の方の上限は、平成
３０年８月から次の表のように変わります。

平成３０年８月から、７０歳以上の方の高額療養費の
自己負担限度（上限）額の一部が変わります。自己負担限度（上限）額の一部が変わります。自己負担限度（上限）額の一部が変わります。自己負担限度（上限）額の一部が変わります。

現
役
並
み

一
　
般

住
民
税
非
課
税

他の区分に
該当しない人

Ⅱ住民税非課税世帯

Ⅰ住民税非課税世帯

課税所得
690万円以上

課税所得
380万円以上

課税所得
145万円以上

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

57,600円
（4回目以降は44,400円）

（変更なし）

年金収入
80万円以下など( (

14,000円
年間上限
14万4,000円( (

57,600円

外来
（個人ごと）

ひと月の上限額
（世帯ごと）

8,000円
(変更なし)

24,600円
(変更なし)

15,000円
(変更なし)

区　　分

14,000円
年間上限
14万4,000円( (

外来
（個人ごと）

ひと月の上限額
（世帯ごと）

8,000円
(変更なし)

57,600円
（4回目以降は44,400円）

（変更なし）

24,600円
(変更なし)

15,000円
(変更なし)

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％
（4回目以降は140,100円）

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％
（4回目以降は93,100円）

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

見直し前（平成30年7月診察分まで） 見直し後（平成30年8月診察分から）

◆高額な医療費がかかる前に限度額適用認定証の交付申請を◆
限度額適用認定証は、保険適用分の医療費負担が限度額（ひと月ごと）までとなります。入院・外来において医療機関ごとに適用できます。

禁煙への第一歩を踏み出しましょう！禁煙への第一歩を踏み出しましょう！

禁煙を始めるのに 「今さら遅すぎる」 はありません。禁煙を始めるのに 「今さら遅すぎる」 はありません。

5月31日は世界禁煙デー

喫煙を続けることで、人の寿命は10年間も短くなると言われています。

禁煙の効果は、誰にでもタバコをやめたその日から現れます！

国保からの
お知らせ
国保からの
お知らせ

　70歳時点の生存率を比較すると、タバコを吸わない人は81%であるのに対し、吸う人は58%と
大きな差があることが報告されています。
「禁煙って本当に必要なの？」と思っている方も、この機会に禁煙を始めてみませんか？

→血圧が下がり正常値に戻る。
→血液中の一酸化炭素濃度が下がり正常値に戻る。
→血液中のニコチンがほとんどなくなり、循環器系の改善が始まる。
→心臓や血管などの循環器系が改善する。
→肺機能が約３０％増加する。
→疲労感や息切れが改善する。
→冠動脈疾患になるリスクが下がる。

●２０分後…
●８時間後…
●７２時間後…
●３か月後…

●１年後…

（心臓に血液を送り込む冠動脈で血液の流れが悪くなり、心臓に障害がおこる病気の総称のこと）

禁煙後の効果
（抜粋）

「大切な家族のためにも、禁煙への第一歩を踏み出しましょう。」

喫煙を続けることで、人の寿命は10年間も短くなると言われています。

　70歳時点の生存率を比較すると、タバコを吸わない人は81%であるのに対し、吸う人は58%と

6月から してみませんか?禁 煙禁 煙禁 煙禁 煙
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介護保険料改定のお知らせ
　町では、現状の介護サービスの利用量や被保険者数等から今後の利用量を推計し、３年ごとに「介護保険事業計画」
を策定しています。今回、平成３０年度から３２年度を計画年度とする「第７期介護保険事業計画」を策定しました。
これにより今年度から３年間の介護保険料は下記のとおりとなりますので、お知らせします。

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

28,998円

48,330円

48,330円

57,996円

77,328円

83,772円

96,660円

109,548円

0.45

0.75

0.75

0.90

1.00

1.20

1.30

1.50

1.70

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、または世帯全員が住民税
非課税でかつ本人の年金収入が80万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金
収入額の合計が120万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入金額と合計所得金額
の合計が年間120万円を超える方

本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課税者がいる方で、本人の
課税年金収入と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方

本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課税者がいる方で、本人の
課税年金収入と合計所得金額の合計が年間80万円を超える方

本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方

本人が住民税課税で合計所得金額が200万円未満の方

本人が住民税課税で合計所得金額が300万円未満の方

本人が住民税課税で合計所得金額が300万円以上の方

保　険　料
対 象 と な る 方所得段階

第5段階
（基準）

64,440円
（基準額）

年　額保険料率

『「とりあえずの避難」でも、必需品は持参して～夏でも必要だった毛布～』
―平成19年台風第9号― （平成19年9月）（平塚市 60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

～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」

　避難勧告※が出て、私たちは応援協定※を結んでいる社宅に避難させてもらった
わけですが、社宅には人が住んでいらっしゃるので、２階と３階の廊下や階段で避難
勧告の解除を待っていました。
　中には、生まれたばっかりの赤ちゃんもいて、民生委員の私としては、ちょっと心配
だったのですけれど、社宅の組長さんの好意で家の中に入れてもらえました。
　それから、血圧の高いお年寄りがいらして。夏とはいえ、だんだん冷えてくるんです
よ。毛布とかもないし、イスもありませんから。かろうじてタオルケットは持っていたの
で、「これをかけておいてください」とお渡ししましたが、気が気ではありませんでした。
　そのうち、社宅に住んでいる方が「赤ちゃんとかはどうぞ」なんて、声をかけてくださったので、そのお年寄りも部屋の中
に入れていただきました。廊下にはお手洗いがないので、トイレもちょっとお借りしたりね。親切にしていただいて、本当に
助かりました。
　それにしても、夏でも毛布が必要だなんて、実際に避難してみないと分からないものだと思います。
※避難勧告とは、その地域の居住者等を拘束するものではないが、居住者等がその「勧告」を尊重することを期待して、避難のための
　立退きを進め又は促す行為のこと。
※応援協定とは、行政機関と民間事業者又は他の行政機関等との間であらかじめ協定書を交わし、災害時における人的・物的支援に
　ついての協力を確保するためのもの。
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富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　歯科衛生士　常盤悟子

病気や高齢などで歯科医院へ通うことが困難な方はこちらへご相談ください。

  在宅歯科医療連携室　相談窓口（山梨県歯科医師会・山梨県口腔保健センター）
☎０５５－２５２－６４９９　　相談受付時間：平日　午前9：00～午後5：00

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から
～

災害にあったとき健康を守るために

口の中を清潔にしよう！ よく噛もう！ 話そう！

　口の中を清潔に保つことが、のどの細
菌数を減少させ、肺炎インフルエンザな
どの予防にもなります。少ない水でも歯
ブラシによる清掃やブクブクうがいをし
っかり行うことが重要です。
　入れ歯のある方は、少なくても一日一
回は口から外して清掃しましょう。

・歯ブラシ（自分に合った物）
・洗口剤　・歯間ブラシ　・糸ようじ
・入れ歯洗浄剤　　など

　日常使用しているケア用品を入れ
ておきましょう。

清潔にしよう！…
肺炎、かぜの
予防にも

話そう！…
ストレス緩和
気分転換

よく噛もう！…
消化吸収・口の中の
機能を高める

避難所では食生活に不自由なことが多いこともあります
が、よく噛んで唾液の分泌をよくすることで、消化が良く
なり、ストレスの解消にもなります。
噛ミング３０（１口30回以上ゆっくりよく噛んで食べる
こと）を実行して口の機能を高めましょう。
　唾液の力で口の中の殺菌力が高まります。

　つとめて会話することが気分転換になり、緊張感を和らげます。口の中の開け閉
めが多いほど口の機能が高まります。
口の乾燥は、口内炎など口の中のトラブルの原因になります
　避難所では水の摂取を控えがちで口が乾燥することがよくあります。ストレスも口
が乾燥する原因です。対応としては、水分を摂取すること、ガムを噛むこと、マスク
をつけて乾燥を予防すること、お口の体操や唾液腺マッサージなども効果的です。

避難持ち出し袋

　昨今、自然災害が全国各地で多発しています。富士山の麓にあるわが町においても富士山噴火、東海沖地
震等が懸念されているところです。避難所等での不自由な生活で、口内細菌の増殖により肺炎などの発症
につながることが報告されています。被災した早い時期からの口の中の清潔を心がけることが大切です。
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『理解促進研修・啓発事業』
健康科学大学　健康科学部　福祉心理学科　古川　奨

　今月は「スヌーズレン」について紹介していきたいと思います。オランダで重度の知的障害を抱えた方を対象とし
た施設ではじまり、現在は認知症を抱えた方への支援方法としても取り上げられています。

スヌーズレン（Snoezelen） 感覚障害

例．目に入る情報が上手に受け入れられない

　皆さんは、ヒュージャックマン主演の映画『グレイテスト・ショーマン』をご覧になったでしょうか。ヒュ

ージャックマンが娘に対し「もし、夢が叶うなら何を願う」と問いかけるワンシーンがあり、手作りのローテ

ィングランプ（走馬灯みたいなもの）をプレゼントします。暗闇の中で輝くローティングランプの優しい明

かりが幻想的な空間の演出を見ることで今回の取り上げたスヌーズレンの事を思いださせてくれました。

聞きなれない言葉ですね。英語かな？ドイツ語かな？と

考え調べたことがあります。Snozelenはオランダ語の

“snuffelen”と“doezelen”の合成語と言われて

います。「くんくんと香りを嗅ぐ」という行為と「うとう

とする」惰眠状態を示す単語をあわせた造語になりま

す。重度の重複障害を持つ方々のための施設で、70年

代にオランダで開発されました。心地よい感覚刺激

（光、触感、香りなど）がある空間を提供し、その空間

の中で自分で思うままの時間を過ごしてもらいます。自

分自身の時間をどのように使うのか自己選択すること

で、生活の質が高まるとされています。その他にスヌーズ

レンは、リラックスしながら室内にある様々な感覚刺激

と参加している人との関わりを持つことで、環境内の何

かに気づいたり、刺激を受け入れたり、探索したりしま

す。皆さんは感覚刺激についてどのくらい敏感に感じる

ことができていますか？光、映像、音、風圧、香り様々

な感覚刺激に私たちは囲まれて生きています。ですが、

知的障害を抱える方の中にはこの感覚刺激に障害を抱

えている方も多くいらっしゃいます。今、本人に備わっ

ている、持っている感覚を統合して能力を高めること

ができると期待される空間がスヌーズレンです。感覚

刺激は子どもの成長にも欠かせないもので、欧州諸国

では幼稚園等でも当たり前に実施され、欧州諸国に限

らずアメリカ、カナダ、アジア各国でも注目され、障害

の方が集まる場、高齢者が集まる場、あらゆる人が集ま

る場に取り入れられ、多くの方の心地よい時間と空間と

して使われ、日本でも取り入れられるようになってきて

います。

一般的に言われるのが、知覚の異常、感覚の鈍麻です。

感覚神経の異常反応が生じる障害と言われます。触れ

られた感覚の触覚、圧迫等による痛みの感覚の痛覚、

冷たい熱いといった温度覚、目を閉じて自分の片手や

方足をあげもう片方を同じ位置にできるかといった位

置覚などの鈍化、筋力低下等を伴う運動感覚の失調な

どが症状と言われています。感覚の統合が上手くいか

ないという点では、手足の状態・筋肉の伸び縮みや関

節の動きを感じる固有受容覚（力加減や自分のボディ

イメージ）、身体の動きや傾き、スピードを感じる前庭覚

（自分の身体能力のイメージ・このくらいの高さならジ

ャンプできるかな）などもかかわってきます。

私たちと同じ絵画を見ていても、部分、部分に穴がある

ように見えていたり、「車」「木」「Tシャツ」の輪郭だ

けの絵が重なっていたらTシャツだけの情報を受け取

り、同じものを見ていても一部分の情報しか受け取れ

ていないことがあります。私たちの目の前には確かに

3つの情報があります。しかしながら、あっても確認が

できず、見えていないため、本人にとってはないものと

なってしまいます。そのため日常的に様々なトラブルを

体験することになります。少しでも、このトラブルを最

小限にするために、感覚統合を促し受理能力を高めら

れるようにスヌーズレンが取り入れられています。
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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

八丁目会 6月のおススメ！

地域に根差して…
根場地区の第８番目の“組”です！

新作「かっこうのたまご笛」色付けできます。

ヘラ彫金でルームプレートを作りましょう。

富士山柄ネクタイと捺染ネクタイピンをセットで！

陶器の小さなカエルやかたつむりを作りませんか？

七夕かざり作りませんか。

桃のお菓子集めました。おすすめは桃の玉ゼリー！

テラス席でおいしい甘味とコーヒーをどうぞ！

季節膳でその時々を楽しんでみて下さい。

暑い夏を乗り切る準備の為に鴨南そばはいかがですか！

陶芸、木工、羊毛、ガラスそれぞれ個性あふれる作品をどうぞ。

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

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/

◆養蚕◆お蚕さんを育てます！
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
…
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⑩匠や　企画展 ⑪見晴らし屋　企画展

⑰土あそび　富士炉漫窯

木とガラス絵の世界

『盆景を作りましょう！』

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！
現在開催中～2019年3月末

現在開催中～6月9日㈯

＊木工＊花嶋忍　
＊ガラス絵＊花嶋美代子

夏Kirari☆４人展

6月11日㈪～6月30日㈯

＊ガラス＊白石精一
＊陶＊辻優子
＊羊毛＊若月愛美
＊木工＊三好克泰

＊予約問い合わせ＊　080ー5024ー5735  前田

絵手紙教室のお知らせ

＊＊＊営業時間３０分延長のお知らせ＊＊＊
下記期間中30分延長営業致します。ごゆっくりお過ごし下さい。

７月３日㈫～８月５日㈰ ※７/31㈫8/1㈬を除く。
9：00～17：30（最終入場17：00） ※一部建物は閉店しています。

昔の根場地区及び日本の農村生活の再現を目指した取組みとして
養蚕室（ようさんむろ）にて『お蚕さん』を育てます。

６月１日から２５日まで一般公開いたします。
貴重な養蚕風景！この機会にぜひご覧ください！

小池淑子先生による絵手紙教室！
ぜひ参加してみませんか？

●日程：4月～11月までの毎週日曜日
　　　（※お休みする場合もございます。）　
●場所：⑥せせらぎ屋　料金：500円

●日程：6月10日㈰・17日㈰
　※希望日と希望時間をご予約下さい。
●料金：2,000円 （町民特別価格）
　※送料着払い。
　

ぜひご参加ください！

製作数3個まで。

6月１７日㈰は
どなたでも

ご家族、お友達を
お誘いの上この機会に
ぜひお越し下さい。

※当日は西湖ロードレース
開催に伴う交通規制
がございます。
ご注意ください。

入場無料！
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
In June, 2017, a season of music comes over soon in this town.In Jun, 2018, a season of music comes over soon in this town.In Jun, 2018, a season of music comes over soon in this town.

河口湖ステラシアター通信 6月号

富士山河口湖音楽祭2018　開催17年目

【富士山河口湖音楽祭2018 ステラシアター公演】

【富士山河口湖音楽祭2018 アカデミープログラム】　無料 ※要申込み

全アカデミープログラム　入場無料
ご希望のプログラム、住所、氏名、電話番号、申込み人数をご記入の上、
音楽祭事務局へFAX（0555-72-5578）、E-mail (stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp) 
お電話（0555-72-5588）、ステラシアターホームページ（http://ongakusai.stellartheater.jp/2018/）
にある応募フォームのいずれかにてお申込みください。

お申込み方法

ぱんだウインドオーケストラコンサート

国際青少年交流音楽祭

ぱんだプレゼンツ☆ブラスの熱い夏!!　コンサートマスター:上野耕平（サクソフォン）

宮川彬良による
バンドクリニック

ペーター･シュミードルによる
中高生公開レッスン

●日時:８月17日㈮
　　　 19:00受付開始／19:30開演
●会場:河口湖ステラシアター
《出演》宮川彬良(指導)
　　　　富士五湖ウインドオーケストラ＋
　　　　公募メンバー　他

宮川彬良＆
シエナ･ウインド･オーケストラ

公開リハーサル
●日時:８月18日㈯
　　　 18:45受付開始予定
　　　 19:15開始予定
●会場:河口湖ステラシアター
《出演》宮川彬良、シエナ･ウインド･オーケストラ

習志野高等学校吹奏楽部
マーチングバンド公開リハーサル

＆コンサート

●日時:８月18日㈯
　　　 10:00受付開始／10:30開演予定
●会場:町民体育館
《出演》習志野高等学校マーチングバンド

●日時:７月６日㈮ 17:40受付開始／18:00開始
●会場:河口湖円形ホール
《出演》ペーター･シュミ―ドル(クラリネット)、
　　　  金子鈴太郎(チェロ)、望月恭子(ピアノ)
《受講》県内中高生クラリネット奏者

ペーター･シュミ―ドル
クラリネットミニ演奏会

笛奏者オマタタツロウ
による

森のミニコンサート vol.1

ピアノ:望月恭子
●日時:７月９日㈪ 
　　　 10:00受付開始/10:30開始予定
●会場:小立小学校 音楽室

～楽器になる木を育てよう！
　見る、聞く、木の一生！！～

●日時:８月１２日㈰　開場14:00  開演16:00　
★プレ演奏会  14:30開演予定　出演:富士山河口湖音楽祭2018 山梨県中学生特別バンド、
　　　　　　　　　　　　　　　　   富士山河口湖音楽祭2018 特別合唱団
《予定曲目》Mont Fuji～北斎の版画に触発されて～(真島俊夫)
　　　　　　Welcome to PANDA! (前久保諒)　他
《料金》指定席:4,000円(町民:3,800円)
　　　　自由席:3,000円(町民:2,800円)　高校生以下:1,500円(町民:1,400円)
※3歳以下のお子様の入場はご遠慮願います。但し、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。

富士山河口湖音楽祭プレ企画

●日時:７月８日㈰　開場14:30  開演15:00　
《出演》河口湖南中学校吹奏楽部、やまなしジュニアオーケストラ、
　　　　台北城市愛楽楽団(台湾)、中正中学校弦楽オーケストラ(台湾)、
　　　　十興小学校児童楽団(台湾)、Creative Elementary School(香港)

《合同演奏》クラリネット協奏曲　演奏:選抜メンバー
《料金》入場無料　※入場時に整理券が必要になります。

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

元ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団首席クラリネット奏者
クラリネットソロ:ペーター･シュミ―ドル

スペシャルゲスト

開催期間/8月11日(土･祝)～１９日(日)

入場整理券配布先

チケット発売中！
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元ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
首席クラリネット奏者

元ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
首席クラリネット奏者

●日時:８月16日㈭
　　　 10:00受付開始
　　　 10:30開演
●会場:森の音楽堂 (ステラシアター西側)
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【富士山河口湖音楽祭2018 円形ホール公演】

森の蔵出しワインバー
ソムリエがお奨めする厳選ワインと食事、そして音楽を楽しみながら・・・

日本一のワイン産地山梨にてヨーロッパに似た雰囲気でワインを楽し
む空間を作ります。豊富な自然、きれいな空気や水で育まれ、夏の太
陽でしっかり育ったブドウで丹精込められて作られたワインとたくさん
の食事、そして美しい音楽はいかがですか？

◆開催期間：８月１１日㈯、１２日㈰、１８日㈯、１９日㈰

◆料　　金：入場無料　デポジット有 前売1,000円

河口湖ステラシアター正面広場にて開催！

７月１５日㈰  開場/13:30  開演/14:00

８月１６日㈭  開場/18:00  開演/18:30

８月１２日㈰  開場/12:30  開演/13:00
★音楽祭プレ企画 昭和音楽大学連携プログラム

若き才能を持つ音大生による
フレッシュコンサート

木之下晃=写真で辿る｢音の旅｣

茂木大輔と木管歌劇場Ⅱ

池上英樹 打楽器リサイタル
～名曲をマリンバで聴く夜～

作曲家の肖像　チャイコフスキーとロシア

《出演》
　ヴァイオリン:淵野日奈子　
　オーボエ:古田島瑛美
　トランペット:後閑友美　　
　ピアノ:川嶌那奈
 　　　　森　真実

《曲目》マスネ/タイスの瞑想曲、
　　　　ラヴェル/マメールロワ、
　　　　大島ミチル/風笛 他
《料金》全席自由　一般:1,500円（町民:1,400円）
　　　　　　　　  高校生以下:600円（町民:550円）

《出演》ピアノ:福士恭子　進行･朗読:木之下貴子
《曲目》チャイコフスキー/「四季」　他
《料金》全席自由　一般:2,500円（町民:2,400円）
　　　　　　　　  高校生以下:1,000円（町民:950円）

※３歳以下入場不可

※３歳以下入場不可

※３歳以下入場不可

《出演》池上英樹(打楽器)
《曲目》お祭りマンボ、
　　　　見上げてごらん夜の星を、
　　　　シェルブールの雨傘　他
《料金》全席自由　
　　　　一般:3,500円（町民:3,300円）
　　　　高校生以下:1,500円
　　　  （町民:1,400円）

８月１７日㈮  開場/14:30  開演/15:00

８月１５日㈬  開場/18:00  開演/18:30

宮川彬良のせたがや音楽研究所 in 河口湖

《料金》全席自由　一般:3,000円
　　　　　　　　  （町民:2,800円）
　　　　　　　　　高校生以下:1,500円
　　　　　　　　  （町民:1,400円）

《曲目》ベートーヴェン:木管8重奏のための
　　　　　大セレナーデ(パルティータ)作品103
　　　　グノー:木管9重奏のための｢小さな交響曲｣　他
《料金》全席自由　一般:5,000円（町民:4,700円）
　　　　　　　　　高校生以下:2,500円（町民:2,300円）

８月１３日㈪  開場/18:00  開演/18:30

上野耕平サクソフォンコンサート

※３歳以下入場不可

《出演》上野耕平(サクソフォン)　高橋優介(ピアノ)
《曲目》リムスキー＝コルサコフ編曲/網守将平:熊蜂の飛行
　　　　高橋優介:ロマンスとロンド
　　　　クレストン:サクソフォン･ソナタ Op.19 他

《料金》全席自由　
　　　　一般:4,000円（町民:3,800円）    
　　　　高校生以下:2,000円
　　　  （町民:1,900円）

※３歳以下入場不可

※３歳以下入場不可

｢天城越え｣から｢ベートーヴェン｣｢ショパン｣に｢ソド
レミ｣、ノンジャンルで音楽を徹底

検証。音の楽しみ方教えます！宮川彬良の｢せたが
や音楽研究所｣は泣き笑いの90分。100名様限定、
ハイグレードなピアノ＆コーラスで聞き応えも抜群
なレクチャーコンサートです。
　出演は所長｢宮川彬良｣、研究員｢ダイナマイトし
ゃかりきサ～カス｣でお届けします。

緊急告知!!

ⒸPACO

各日  11:30～21:00 （L.O. 20:30）
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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♪

中村天平ピアノコンサートin 河口湖

※都合により曲目が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

※サマチャンフラッグ付き

※3歳以上有料 
※雨天決行(荒天の場合は中止)途中終了の場合、
　払い戻しは致しません。

会場購入の方限定にて学生割引有り。
当日会場受付にてキャッシュバックを致します。
(大学生～高校生/1,600円、中学生～小学生3,000円)
※当日、学生証もしくは年齢の確認できる身分証が必要です。
※3歳以上チケット必要　※雨天決行、荒天中止

《日時》6月23日㈯　
　　　　開場/15:30 開演/16:00
《料金》全席自由　
　　　　前売 4,000円(税込) 
　　　　当日 4,500円(税込)
《予定曲目》火の鳥、一期一会、
　　　　　　栄光へのファンファーレ 他

西村由紀江 nagomiコンサート

茅原実里水曜日のカンパネラ

でんぱ組 . inc

円形劇場公演
Wednesday Campanella Live Show at Amphitheater SUMMER CHAMPION 2018

～Minori Chihara 10th Summer Live～

JOYSOUND Presents

こどもから大人、みんなで楽しめる作品を募集いたします！

《日時》9月8日㈯　
　　　　開場/13:30 開演/14:00
《料金》全席指定　
　　　　大人(中学生以上) 5,500円(税込)
　　　　小学生以下 1,000円(税込)

波乱万丈の人生のサウンドトラックを奏でる
ピアノ界の革命児 山梨県初公演！

6年ぶりの円形ホールでのピアノコンサート！／／チケット発売中！

チケット発売中！

チケット発売中！

一般発売:6月15日㈮
10:00AM～

♪円形ホール公演情報♪

ステラシアター野外映画会 ２０１8　～星空の下で～～星空の下で～～星空の下で～

【応募方法】氏名･住所･年齢･電話番号･上映したい作品をご記入の上、メール･FAX･郵送にて、河口湖ステラシアター事務局まで
　　　　　　お送り下さい。

両日共

《日時》2018年 8月4日㈯
　　　　　　 8月5日㈰
　　　　 　開場/15:30 開演/16:30
《料金》全席指定 7,560円(税込)

一般発売7月7日㈯ AM10:00より開始!

両日とも

《日時》2018年6月30日㈯
　　　　　　7月　1日㈰
　　　　  開場/17:00 開演/18:00
《料金》全席指定 5,500円(税込)
両日とも

コスモツアー2018
～七月七日は七夕まつり編～

《日時》2018年7月7日㈯
　　　　開場/17:00　開演/18:00
《料金》指定席 7,560円(税込)
　　　　学生席 6,480円(税込)
※学生券は中学生以上24歳以下の学生のみ入場可能。当日学生証を確認させていただく場合がございます。
必ず学生証をお持ちください。また、ステージ演出が見えづらい可能性がございます。
※未就学児膝上可/お席が必要な場合有料

大学生～高校生 3,900円
中学生～小学生 2,500円山梨限定販売

30 広報 2018年 6月号

●応募期間:６月７日㈭～6月13日㈬まで　
★ご応募いただきました方の中から抽選で豪華景品をプレゼント！

《開催日時》2018年7月25日㈬、26日㈭　　　　　　　開場/18:00　上映開始/19:30

上映作品大募集！

Mail：stellar@town.fujikawaguchiko.lg.jp　 
Fax：72-5578　〒401-0301 富士河口湖町船津5577( (
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地域でふれあいの輪を広げます！
～近隣で支え合う小地域福祉活動～

社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより

　富士河口湖町社会福祉協議会では、住民参加による

近隣同士で支え合う小地域福祉活動（ふれあいのまち

づくり事業）を推進しています。

　今年度も、各地域の創意と工夫により、地域の特性を

活かした活動が開始されています。

　高齢者や障害者等への病院送迎、お使いサービス。

　高齢者サロン「いきやぁり会」実施。

　子供とお年寄りの交流。

 ・ひばり区…「ひばりやすらぎ会」

 ・湖南区…「湖南町共助会」

 ・富士桜・スバル区…「富士桜・スバルいきいき会」

 ・富士見区…「富士見町なごみ会」

 ・浅川区…「浅川健康体操の会」

 ・南台区…「南台やすらぎ会」

 ・富士区…「富士区いきやり会」

 ・大嵐区…「大嵐区いきいきサロン」

 ・長浜区…「長浜絆の会」

 ・西湖区…「西湖おたふくの会」

 ・根場区…「根場にこにこクラブ」

　高齢者サロンの実施。

 ・富士ヶ嶺区…「富士ヶ嶺ふれあい共生会」

 ・本栖区…「本栖ふれあいいきいきサロン」

　町社協では、本年度町から「生活支援体制整備事業」

を受託し、生活支援コーディネーターを配置しました。

　この事業は、支援を必要とする高齢者を中心とした生

活支援ニーズ（買い物・病院の送迎、話し相手、掃除な

ど）を把握し、そのニーズに対応するため社会資源調査

や様々な関係機関・団体（地域組織やボランティア、老

人クラブ、社会福祉法人、ＮＰＯ、民間企業など）と連携

して、高齢者の生活を支える体制作りを目的としていま

す。

　今回、地域資源を把握することを目的に、町内で高齢

者サロンなど地域で活動なさっている方にお集まりいた

だき、活動状況の把握と情報共有の場を兼ねた懇談会

を８月に開催したいと思っています。

　多くの方にご参加いただき日頃の活動の様子をお話

いただいたり、悩み事などがあれば他のグループの方に

参考事例などがあれば教えていただいたりと、有意義な

懇談会になればと考えております。

　地域福祉活動に関心のある方や、高齢者を中心に週

１回以上、または月１回以上活動しているグループの方

は、ぜひ、社協へ情報お寄せください。後日、懇談会のご

案内をさせていただきます。ご連絡お待ちしています。

　　　  町社協　☎７２－１４３０（担当：渡辺）

◎河口地区…『河口地区ボランティアロビー』開設

◎大石地区…『大石福祉推進会』開設

◎勝山地区…『勝山さくや会』

◎上九一色地区…高齢者サロン実施

◎小立地区…八丁屋区福祉推進会

◎船津地区…高齢者サロン実施

◎足和田地区…高齢者サロン実施

地域の高齢者サロン等で
活動されている皆さんへ
地域の高齢者サロン等で
活動されている皆さんへ
～情報をお寄せください～

～ 「友好都市ツェルマット訪問団　来町」 ～

表紙の説明

　友好都市提携を結んでいる、スイス　ツェルマット訪問団が来町しま
した。ロミー村長、ツェルマットの子供達は、初めての来町となりました。
ツェルマットと富士河口湖町のこうした素晴らしい交流が、10年、20年と
いつまでも続いていってほしいと思います。

公益財団法人山梨県市町村振興協会
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お問い合わせ　■総務課　0555-83-5200（代表）

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４月２２日、富士河口湖町にあ
るバーベキュー場”ハッピータイム”で健康
科学部学友会主催の新入生歓迎会を開催
しました。この歓迎会は学友会の先輩たち
が毎年、企画・運営をしています。
　当日は、天候にも恵まれ、総勢７０名の
学生が集まり、学科の垣根を越えて交流し
ました。バーベキューで新入生の緊張がほぐれた後は、先輩達からのクラ
ブ・サークル活動の紹介や、クイズ大会を行いました。新入生にとって、不
安も多い新生活ではありますが、美味しく、楽しく、学生同士の親睦を深
める良い機会となりました。

第1回　 　7月14日㈯ 　　 健康科学部・看護学部

第2回　　 8月 4日㈯ 　　 健康科学部・看護学部

第3回　 　8月25日㈯ 　　 健康科学部・看護学部

第4回　　 9月29日㈯ 　　 健康科学部・看護学部

第5回　2019年3月16日㈯　健康科学部・看護学部

　健康科学大学では、下記の日程でオープンキ
ャンパスを開催いたします。
　本学オープンキャンパスでは、大学概要説明
会、入試対策講座、キャンパス見学ツアー、模擬
授業、学食ランチ体験、サークル紹介等、皆さま
の「知りたい」「体験したい」に答えるプログラム
を用意し、学生・教職員一同心からお待ちしてい
ます。また、高校生だけでなく地域の方々も参加
可能となってりますので、ぜひお気軽にご来場く
ださい。

オープンキャンパスのご案内オープンキャンパスのご案内

オープンキャンパスの日程

※各回の詳細については、本学ホームページにて追って
　ご案内いたします。

新入生歓迎会開催

　学生生活の向上と相互の親睦
をはかり、学生自治を行うことを
目的に組織された学生による自治
会です。
　学生主体のクラブ・サークル、学
園祭等に関する活動の管理・運営
を行っています。

健康科学部学友会とは･･･

健康科学大学
リハビリテーションクリニックからのお知らせ

　４月から院長が交代しました。新たに健康科学部の髙野邦夫

学部長が院長に就任しました。

　新院長は小児外科医としての経験や、また漢方にも通じており

ます。　　

　当クリニックでは内科を担当しますが、これまでの経験を生か

し、幅広い診療を行ってまいります。

　健康科学大学リハビリテーションクリニックは、平成
１８年、当地に開院して以来、みなさまの多くのご支援
を賜り、診療を続けさせていただいております。心より
感謝申し上げます。
　当クリニックは、大学の付
属施設として、リハビリテー
ションに重点をおき、リハビ
リテーション科のほか、整形
外科、内科、小児科の診療及
び介護保険による通所・訪問
リハビリテーションを行って
おります。小児科では小児神経専門医が理学療法士や
作業療法士等とチームを組んで小児神経・発達外来を実
施しています。
　本年４月からは、内科診療に合わせて、総合診療の診
察を行っております。こどもさんからご高齢のみなさま
の気になる症状やご心配の疾患、お悩みの相談に最善
を尽くして対応させていただきます。排便障害・消化器
障害はもとより、甲状腺、鼠径ヘルニアなどの体表の疾
患、また漢方診療を加え、体調不良、睡眠障害・摂食障
害、気分障害などの症状、認知症が気になる方々、更年
期でお悩みの方々など、おひとりおひとりに寄り添い、オ
ーダーメイドの診療に心がけてまいります。
　さらに地域に密着したクリニックを目指して、スタッフ
・職員一丸となって診療を行ってまいりますので、よろし
くお願い申し上げます。

院長　髙野邦夫

ごあいさつ

～地域の健康づくりに貢献することを大きな目標としています～～地域の健康づくりに貢献することを大きな目標としています～

リハビリ科・整形外科・内科◎

リハビリ科・整形外科
小児科（予約制）

リハビリ科・整形外科
小児科（予約制）

リハビリ科・整形外科・内科◎

リハビリ科・整形外科・内科◎ リハビリ科・整形外科

リハビリ科・整形外科 リハビリ科・整形外科・内科◎

リハビリ科・整形外科・内科 リハビリ科・整形外科・内科

月

火

水
木
金

平成30年4月以降の診療日

◎ 髙野院長診療日
診療時間等の詳細はお問い合わせください。 電話：0555-73-2800

曜日 診療科目（午前） 診療科目（午後）

納期限　平成３０年７月２日（月）今月の納税等



●相談日/７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。

　　26,385人
(＋58)

 12,929人
(＋36)

 13,456人
　(＋22)

 10,356　
(＋57)

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

6月13日㊌・27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７月５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。

6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

  ●足和田出張所　 午後1時00分～3時00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

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。

5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）

渡邉　詠介　　高　永・咲　輝　船津

宮崎結依菜　　寛　之・晶　子　船津

宮崎聖里菜　　寛　之・晶　子　船津

渡邉　　琳　　　仁　・春　香　船津

早川伸之輔　　幸　輝・　愛　　船津

服部圭之佑　　佑　紀・万規衣　船津

箭内　大地　　光　司・み　ほ　船津

森屋　陽斗　　潤　一・綾　子　船津

大渡　咲良　　　寛　・南美子　船津

太田原麗桜　　和　也・千　佳　船津

加々見幸太　　信太郎・幸　子　船津

武藤　朱里　　広　樹・愛　可　船津

中村　葵葉　　　潤　・愛　子　船津

濱田　拓登　　健　夫・美　穂　船津

山田結希乃　　　馨　・裕　美　小立

滝口恭乙太　　和　夫・美　野　小立

加藤　恵望　　尚　之・有　果　小立

相澤　百花　　和　貴・恵美子　小立

大庭　綾乃　　　朋　・知　美　河口

久保七菜子　　玲　郎・　　　　勝山

渡邊　晴海　　泰　孫・麻　里　勝山

山田　海喜　　正　喜・沙　紀　精進

天野　陽人　　秀　行・美　穂　富士ヶ嶺

古屋　賢一　77歳　古屋　政江　船津

渡邊かな江　63歳　渡邊徳太郎　船津

小池　衣江　95歳　小池　　博　船津

渡邊ヨウ子　91歳　渡邊　勝徳　小立

渡邊　佐一　83歳　渡邊　一樹　小立

渡邊　冨郎　78歳　渡邊　正子　小立

松本　武夫　76歳　松本　　武　小立

堀内　　眞　87歳　堀内　一哉　大石

水谷　富雄　91歳　水谷　善美　河口

中村　信夫　86歳　中村　信明　河口

中村　米治　88歳　中村　長昭　河口

小佐野くり子　90歳　小佐野　茂　勝山

常盤　庄司　81歳　常盤　　誠　長浜

熊谷　義行　87歳　熊谷　利博　富士ヶ嶺

三浦　佑輔　 ＝　 佐藤　侑里　船津

小林　康仁　 ＝　 吉岡　佐彩　船津

荒井　博達　 ＝　 松井　聖美　船津

梶原　裕正　 ＝　 柚木　瑞穂　船津

小池　裕之　 ＝　 小池　洋子　船津

小松　貴弘　 ＝　 岩本　　蒼　船津

南湖　将太　 ＝　 中根　　樹　小立

中川　倫彬　 ＝　 山川恵里佳　大石

遠藤　洋祐　 ＝　 竹村　美咲　富士ヶ嶺

おめでた・おくやみ
〈４/１６～５/１５〉
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（口座振替日） ◎町県民税１期

●日時・場所/6月13日（水） 河口湖商工会
　　　　　 ７月1１日（水） 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
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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
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