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町の有形文化財に指定されました(6月26日付)

渡辺節子さんが
　　　山梨県男女共同参画推進県民表彰を受賞

赤池尚也さん（町出身）が、
　　　JICAボランティア派遣前に町長を表敬訪問

第4回まちフェス開催

富士レークホテル様と
災害時における一時避難所使用に関する協定調印

「本庄家住宅主屋及び中門」（河口地区）
　本庄家は富士山に信仰のために登る人々に宿と食事を提供し加持祈祷を行う御師の家
系で「梅谷」という屋号を名乗ってきました。江戸時代の天保年間（1830～1843）に建
てられたと考えられ、登山者を迎え入れてきた主屋と寛政12年（1800）に建てられた中
門が現存しています。江戸時代の御師住宅で門とともに当時の姿を残す希少な建造物で
あり、富士山信仰の拠点である河口地区の歴史的景観を現在に伝える重要な価値をもつ
ことから有形文化財に指定されました。

「薬明神社本殿」（根場地区）
　薬明神社は根場の集落の西に位置する神社で、本殿は江戸時代の18世紀後期の寛延
年間から安永年間（1748～1780）頃の建築であることが建造物の調査によって判断され
ました。西湖いやしの里根場内にある旧渡辺家住宅主屋（国登録有形文化財）とともに江
戸時代の姿を残す建造物です。昭和41年（1966）の台風26号による激甚災害のあった根
場地区において、災害前の建造物が現存する事例は大変希少です。当地の江戸時代の建
築様式を知るうえで重要な価値を有することから有形文化財に指定されました。

ほんじょうけじゅうたくしゅおく およ　　ちゅうもん

やくみょうじんじゃほんでん

　昨年までは、「コミュニティフェスタ」というイベント名での開催でしたが、
名前を一新し「まちフェス」として盛大に行われ、初めて夏開催となりまし
た。当日は、夏本番といったすばらしい天候となり、多くの来場者がある中、
経済交流のある埼玉県羽生市のＰＲブース（羽生市キャラクター　ムジナも
んが参加してくれました）や各種ステージイベントや出店、消防・防災展も催
され、町の新たな魅力を発信するイベントとなりました。

　平成30年度「やまなし男と女とのフォーラム」において、本町の渡辺節子さんが
県民表彰を受賞されました。これは、男女共同参画を推進する活動に積極的に取
り組んでいる県民、事業者、さまざまな分野で活躍しその活動が規範となる人等が
表彰されるものです。
　渡辺さんは、長年にわたり男女共同参画推進委員、委員長として活躍され、県の
推進リーダーとしても男女共同参画の推進に尽力されました。また、推進委員退任
後も女性団体連絡協議会理事や多方面にわたる活躍などの功績が認められ今回表彰されたものです。おめでとうございます。

　富士河口湖町と富士レークホテル様との間で、災害時における一時避難所使用に
関する調印式が行われました。
　富士レークホテルは、内閣府のバリアフリーユニバーサルデザイン功労者優良賞
などを受賞しており、災害時には避難行動要支援者の一時避難場所として受入れを
していただけることになります。調印式では、町長と富士レークホテルの井出泰済社

長が協定書に押印し協定を締結しました。町では引き続き、災害時における様々な体制づくりを進めていきます。

　町出身の赤池尚也さんが、このたびＪＩＣＡボランティア派遣（青年海外協力隊）
されることになり、派遣前に町長へ表敬訪問してくれました。7月17日から2年間、
東ティモールへ派遣されるそうです。現地では、バレーボールのコーチ等として活
動していくそうです。町の代表として、東ティモールへのスポーツ発展に寄与してく
れればと思います。
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富士観光開発(株)様より富士すばるランド
　　特別優待券を贈呈していただきました

町建設安全協議会が道路清掃

　富士すばるランドが、2018年5月に開園50周年を迎えたことを記念し
て、施設を運営している富士観光開発(株)様より、地域への日頃の感
謝の意を込めて、町内の小学生・保育園児、幼稚園児の皆さんに特別優
待券を贈呈していただきました。町ではおなじみの施設だと思いますの
で、これからも末永く愛される施設になっていってほしいなと思います。
本当にありがとうございました。

桂川流域クリーン作戦実施
　毎年7月は、河川愛護月間となっており、山梨県おいても「ふるさとの川をきれい
にする運動」の一環として、富士・東部建設事務所主催による草刈及び清掃作業が
行われました。当日は、山梨県（富士東部建設事務所、富士東部保健福祉事務所、
山梨県道路公社富士山有料道路管理事務所）、山梨県測量設計業協会、山梨県造
園建設業協会、富士東部建設業協会、富士河口湖町建設安全協議会、河口浅間の
会、河口湖漁協、町役場都市整備課・観光課など多くの方のご協力により作業が行
われました。本当にありがとうございました。

デコレーションの達人になろう！ 開催
　町内小学生を対象としたfunfunくらぶでは、子ども未来創造館において、大嵐
地区に在住している元パティシエの宇尾さんを講師にお迎えし、本格的なケーキ作
りを子どもたちに体験してもらいました。参加してくれた子どもたち
が、宇尾さんの熟練した手さばきに感激しつつ、自身の思い思いのケ
ーキをデコレーションしていました。子ども未来創造館では、子ども
たちに向けたたくさんのイベントを開催していますので、ぜひご利用
ください。

　7月10日に富士河口湖町建設安全協議会による道路清掃活動が
実施されました。富士ヶ嶺地区の県道・町道付近を中心に、協議会
員の皆様が落ちているゴミを拾い集めてくださいました。お忙しい
中、町の環境美化にご協力を頂きまして、本当にありがとうございま
した。

シニアドライバー安全運転講習会が行われました
　　富士吉田警察署、富士吉田交通安全協会、富士河口湖町の主催により、シニア
ドライバーセミナーが岳麓自動車教習所で開催されました。65歳以上の町内在住

の方を対象に、末永く安全運転しても
らえるよう例年開催されています。交
通講話、シュミレーターによる適性検
査、実車による教習など楽しみながら
学べる内容となっており、参加された
方にとりまして、あらためて自身の運転
に対する理解を深めるきっかけになっ
たのではないでしょうか。町では、年に数回開催しておりますので、ぜひご参加いた
だければと思います。
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　平成７年の阪神・淡路大震災や、平成２３年の東日本大震災、
また過日の６月１８日に発生した大阪北部地震ではブロック塀の倒
壊により多くの被害や事故が起こりました。
　ブロック塀による被害は倒壊に巻き込まれる直接的な被害だけ
でなく、避難路等の道路をふさいでしまい避難や消防活動、その他
救助活動の妨げになるなど、様々な問題の要因になります。
　山梨県でも被害が想定される『南海トラフ大地震』が、今後３０
年以内に高い確率で発生することが予想されており、災害に備えた
早急な対応が求められます。
　災害が発生した際の安全確保のためにブロック塀の自主的な安
全点検を実施していただきますようお願いいたします。
　また、富士河口湖町ではブロック塀に係る以下の補助を実施して
おります。

ブロック塀の
安全確認について

　昭和５６年５月以前に建てられた木造住宅を対象に耐震診断や耐震改修の補助を行っております。建物の耐震診
断に申込みいただいた場合にはブロック塀についても診断できます。また、建物の耐震改修と併せて行うブロック塀
の耐震改修については、補助対象に含むことが可能になります。
※ブロック塀のみの耐震改修は補助対象外となります。

　〔対象事業〕総合評点が１．０以上となる改修工事
　〔補助金額〕最大で１２０万円
　　（高齢者・障害者・未就学児子育て世帯は最大で１５０万円）

◇既存ブロック塀の改善

◇既存ブロック塀の撤去
　生け垣の設置に補助を行っております。既存のブロック塀を取り壊して生け垣を設置する場合にも補助金が出ま
す。（下記条件あり）
※ブロック塀の撤去のみの工事は補助対象外となります。

　〔対象事業〕町民が居住するために所有または管理する宅地の公道に面した場所に生け垣を設置する工事
　〔設置基準〕以下の基準を満たしているものを対象とします。
　　・公道に面していて長さが５ｍ以上のもの
　　・樹木の本数が１ｍあたりおおよそ３本以上
　　・樹高がおおむね１.２ｍ以上のもの（ただし、交差点に面した部分の樹高は道路面から０.８ｍ以下とする）
　　・樹木の枝幅が０．３ｍ以上のもの
　　・生け垣の設置位置が次のどちらかに当てはまる
　　　○道路中心線から２ｍ後退した位置（隣接道路の幅員が４ｍ未満の場合）
　　　○敷地境界線より０．５ｍ以上後退した位置（隣接道路の幅員が４ｍ以上の場合）
　　・土留めブロックの高さが０．５ｍ以下であること
　　・竹垣（またはこれに準ずるもの）を施すこと
　　・植栽する樹木が常緑樹であること
　〔補助金額〕

　補助の内容及びブロック塀についてご不明な点等ありましたら都市整備課　都市計画係までお問い合わせください。
〔問合先：町役場都市整備課　℡７２－１１７９ 〕

※ただし費用が補助対象基本額の単価に満たないときは経費の２／３の金額です。

ブロック塀取り壊し １０万円

１５万円生垣設置工事

制度内容 補助限度額 補助基本額

（上限９，０００円／㎡×取壊面積○㎡）×２／３

（上限９，０００円／ｍ×植栽距離○ｍ）×２／３
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(1) 想定災害　東海地震
(2) 震源　　　駿河湾南方沖（北緯３４．９度、東経１３８．１度）
(3) 地震規模　マグニチュード８．０
(4) 震度　　　震度６強

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

訓練想定

　9時0０分の訓練開始と同時に緊急地震速報とサイレン（10秒間）を放送します。この１０秒間で「その時
自分がいる場所で一番安全な場所」を見つけ、低い姿勢で移動し、①～③の行動を1分間とってください。

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

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

船津地区：船津小学校

小立地区：小立小学校

大石地区：大石小学校

河口地区：河口小学校

勝山地区：勝山小学校

大嵐地区：大嵐運動場

長浜地区：足和田出張所

西湖地区：西湖公民館

根場地区：根場公民館

本栖地区：本栖公民館

精進地区：旧精進小学校

富士ヶ嶺地区：上九一色コミュニティセンター

□大規模地震発生
　9：00　　訓練開始　地震発生 （震度６強）
　9：20　　各地区災害対策本部役員集合
　9：30　　避難所開設
　9：40　　住民集合

主な訓練内容（訓練内容は地区によって異なります）

～訓練の流れ～

訓練会場

日時：平成30年9月2日㈰ 時間：9時0０分～

富士河口湖町
総合防災訓練
富士河口湖町

総合防災訓練
富士河口湖町

総合防災訓練

お問い合わせ先：地域防災課 TEL72-1170

○ 消火訓練（消火器、消火栓、可搬ポンプ）

　9：30　　避難所開設
　9：40　　住民集合

※雨天中止の場合は7:20に防災無線で放送します。
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平成30年9月２日(日) 午前9時

訓練日時登録用QRコード

アプリをダウンロード
し、開いてからこちらを
読み取ってください。

◇ 地震防災訓練アプリ（ドコモ以外のスマホでもダウンロード可）
　　～緊急地震速報のアラーム音が訓練時間に鳴ります～　
◇ 防災行政無線放送
◇ CATV放送（河口湖CATV11Ch／北富士テレビ10Ch）

訓練開始の合図

○下の申込用紙に記入し提出 または ＦＡＸ
　提出先：地域防災課 または 出張所
○登録フォーム（町ＨＰ内）
○電話

申込方法 ～いずれかの方法でお申込みください～

地震防災訓練アプリ

１分間のいっせい行動訓練“シェイクアウト訓練”

富士河口湖町総合防災訓練発災時刻

事前参加登録受付中！

事前参加登録予定申込書

「防災意識を高めたい」気持ちを事前参加登録でぜひ！

〔町役場 地域防災課 防災係 TEL72－1170／FAX72-0969〕

該当する□に✔を記入する個所と、直接記入する個所があります。

◆お住まいの地区◆ 
　□ 船津 　□ 浅川 　□ 小立 　□ 大石 　□ 河口 　□ 勝山 　□ 大嵐 　□ 長浜
　□ 西湖 　□ 根場 　□ 精進 　□ 本栖 　□ 富士ヶ嶺　□ 町内在勤・在学

◆参加形態◆
　□ 個人・家族　□ 学校　□ 企業　□ 自治会等　□ 友達などグループ　□ その他　　　　　　　　　　　　

◆参加予定人数◆　　　　　　        　　 人

◆訓練後のアンケート配信にご了承していただける方は、ご記入をお願いします◆

　アドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※ ここからは、団体・組織等で参加の方のみご記入をお願いします。

◆組織・団体名◆　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆参加者として上の組織・団体名をホームページ等へ掲載してよろしいですか◆
　□ はい（希望します）　　□ いいえ（希望しません）　

キリトリ線✄キリトリ線✄



起震車による地震体験について

　河口湖地区については例年実施のとおり、お盆のお供え物
を収集します。河川に流さず、次の収集場所へ8月16日
（木）の午前中までに出してください。
　（午後から回収します。なお、飛散防止の為ごみ袋等で出
すようお願いしします。）
◎各地区収集場所
　船津地区…河口湖ホテル東の消防用道路、たたみ岩入口
　　　　　　トイレ東
　浅川地区…浅川中央川下流の河川敷　　　　　
　小立地区…乳ヶ崎土地改良区ポンプ場横、妙法寺北の
　　　　　　八木崎公園入口、久保花木別荘北側道路
　大石地区…大石公園入口のステーション、中沢橋横、後藤
　　　　　　の木炭倉庫前
　河口地区…大桧横、善応寺入口、横町渡船場入口、広瀬
　　　　　　バス停付近
※収集場所では線香をたかないでください
●問合先　環境課　℡72-3169

　口腔機能低下や肺炎等疾病の予防のため、下記の方を対
象に歯科健診を実施します。
■対　象
　町内の後期高齢者医療の被保険者で、平成30年3月31日時
点の年齢が75歳（昭和17年4月1日～昭和18年3月31日
生）の方と、80歳（昭和12年4月1日～昭和13年3月31日生）の方
※対象の方には、8月下旬に受診券をお送りします。
■期　間　平成30年9月3日（月）～11月30日（金）
　　　　　（実施機関休診日時を除く）
■実施機関　町内および鳴沢村内のすべての歯科医療機関
　　　　　（歯科医院）
■料　金　無料
■注意事項
・歯科医院に必ず事前に電話予約して、有効期間内に受診し
　てください。
・受診当日は、「受診券」、「後期高齢者医療被保険者証」
　をお持ちください。
　対象の方で9月以降お手元に受診券がない場合は、住民課
までお問い合わせください。
●問合先　住民課　℡72-1114

　今年は世間でよく見かけるスイーツの、簡単再現レシピを用
意しました。つくりたてのスイーツを囲んで、ほっと一息つきま
せんか。皆さんのご参加お待ちしております♪
■日　時　9月2日（日）午後1時～午後3時
■会　場　富士河口湖町勝山ふれあいセンター調理室
■対　象　高校生以上（男女問わず）
■内　容　ふわふわバナナロールケーキ他数品の実習・試食
　　　　　・お土産つき
■費　用　無料
■持ちもの　手拭き用タオル、エプロン、スリッパまたは上履き
■申込締切　8月24日（金）
●問合先　健康増進課　℡72-6037

　地震はいつ起きるか分かりません。日頃の備えが皆様の命
を守ることにつながります。起震車による地震体験を町役場
駐車場で行いますのでこの機会にぜひご参加ください。
■日　程　8月9日（木）午後1時30分～午後3時
■場　所　富士河口湖町役場駐車場
申込み等は必要ございませんのでお気軽にお越しください。
●問合先　地域防災課　℡72-1170

　町では、在住外国人や来町された外国人の方が安心して過
ごせるために、通訳及び翻訳ボランティアを「富士河口湖町
国際交流ボランティア登録制度」として募集と紹介を行って
います。ボランティア登録は、通年で募集をしております。まだ
まだ登録者が少ないです。外国語が得意な方、外国語を生
かしたい方、ぜひともご登録をお願いいたします。
　また、ボランティアを活用してみたいという方も、お気軽に
ご相談ください。
（1）ボランティア活動内容
　①国際交流関連イベントその他の交流会における通訳
　②関係施設等の通訳案内
　③外国人来訪者の町内観光時における通訳ガイド
　④町が依頼する通訳、翻訳及び翻訳文の校正
　⑤外国人住民が町内で行う行政手続、医療機関受診時の
　　受付等事務手続における通訳及び翻訳
　⑥町内の災害時における通訳、翻訳及び翻訳文の校正
　⑦その他町長が必要と認める通訳、翻訳及び翻訳文の
　　校正
（2）ボランティアの登録要件
　①国際交流活動に理解及び協力意識のある町内に在住す
　　る20歳以上の方
　②上記（1）活動において、通訳又は翻訳ができる方
（3）登録方法
　　　町役場政策企画課へ直接来庁していただき、登録用
　　紙に記入していただきます。
（4）その他
　　・ボランティア登録者は、ボランティア活動保険に加入
　　　していただきます。（保険費用は町で負担させていた
　　　だきます。）
　　・ボランティア登録者は、原則、無報酬でボランティア活
　　　動を行うものとします。
●問合先　政策企画課　℡72-1129

河口湖地区の
　　お盆のお供えもの収集について

翻訳・通訳のボランティアを
　　　　　　　　募集しています！

平成30年度 後期高齢者医療
　　　　歯科口腔健診のお知らせ

まだまだ募集中！
　　食育教室第一弾　スイーツ教室

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

9月6日㊍ 配布予定9月号広報
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平成３０年１０月１４日（日）　雨天決行
富士吉田市職員駐車場　７：４５集合　８：００出発　・・・　１７：４０帰着予定
富士河口湖町職員駐車場　７：４５集合　８：００出発　・・・　１７：４０帰着予定
マクセル　アクアパーク品川見学　その後自由散策（周辺施設、ウイング高輪「商業施設」　ほか）
　※昼食は各自でお取りください。主催者での負担はありません。
『往復はがき』に、住所、参加者人数、参加者全員の氏名（ふりがな）、ツアー実施時点の年齢、
学校名、学年、参加代表者の携帯番号を明記の上、１枚のハガキに１世帯でお申し込みください。
★１世帯で複数枚の申し込みは、１枚のみを有効として処理させていただきます。複数世帯の１枚のハガキでの
　申し込み、申込書の不備、参加対象外の方の申込は抽選対象外とします。
　往信・返信はがきの記載誤りにご留意ください（下記記載内容参照）。
平成３０年７月２３日（月）～８月２７日（月）消印有効（応募者多数の場合は抽選を行います。）
※参加決定及び抽選漏れについては、返信ハガキでお知らせします。
※決定後の増員、権利の譲渡等は出来ません。キャンセルがあった場合は再抽選します。
４００名程度
広域圏内在住の小学生児童・園児（実施日現在　３才以上～小学校６年生までのお子様）と
その同伴の父・母、祖父・祖母（大人２名まで）のみ参加可。
・安全面等への配慮からシートベルト着用の困難な２歳以下のお子様の参加はご遠慮いただいています。
大人  １０００円　・　子供  ５００円　（参加費はバス乗車時に徴収します）
  ◎９月２８日(金)以降のキャンセルについては、キャンセル料を徴収させていただきます。
〒403-8599   富士吉田市下吉田六丁目２番６号
富士五湖広域行政事務組合  振興課　親子バスツアー　係 TEL  23-5270
※富士五湖広域行政事務組合ＨＰにて詳細に本事業の周知を掲載しておりますのでご確認ください。
　個人情報保護の観点から、名簿等連絡先は厳正に管理し、本バスツアーの実施に係る事業にのみ活用させていただきます。
※一般的な旅行保険には加入をいたしますが、保険対象外の事象に関しては、参加者の自己責任で対応をしていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【取扱業者】日本ツーリスト　許可番号３－３１

日    時

場    所

申込方法

申込期間

募集人員
参加対象

参 加 費 

申 込 先 

出発  →  中央自動車道  →  中央自動車道：石川ＰＡ  →  首都高速道路  →  マクセル  アクアパーク品川  →  見学・自由散策　　
8:00（富士吉田） 　　　 　　 　　　　　    休憩9:00頃　　　　　　　　　　　　
8:00（富士河口湖）

バス集合  ・  出発  →  首都高速道路  →  中央自動車道：談合坂ＳＡ  →  中央自動車道  →  帰着

10:00　　　　　　　　　　   15:30頃

17:40頃（富士吉田）
17:40頃（富士河口湖）

15:30頃　　 15:45頃　　　　　　　　　　　　　　　 休憩16:45頃

行 き

帰 り

往復ハガキの記入例

旅　程　表

※道路状況等により変更を生じる場合がありますので、予めご了承下さい。　※集団行動ですので、時間厳守でお願いします。
※アンケート用紙を配布し、降車時回収しますのでご記入をお願いします。　
※バスは発車しますと休憩予定場所以外には途中停車致しません。必ず事前にトイレをすませてからご乗車下さい。

「富士五湖広域住民交流ふれあい親子バスツアー」「富士五湖広域住民交流ふれあい親子バスツアー」
～親子で楽しい秋の行楽へ出かけませんか？～～親子で楽しい秋の行楽へ出かけませんか？～
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　ゴミの出し方は当日の朝、８：３０までにステーションへ持ち込んでください。
　前日の持ち込みによって、小動物がゴミを荒らし散乱してしまうこともあり、特に夏場は悪臭の原因にも

なってしまいます。
　地域の為に、善意で土地を貸してくれている方もいますので、ルールの徹底をお願いします。
　また、富士河口湖町には観光客の方も多く訪れます。清潔な印象をもってもらえるよう、家の周辺
の清掃にもご協力をお願いします。 環境課　環境整備係　７２－３１６９

全席シートベルト・チャイルドシート着用徹底運動（7、8月重点期間）

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

○飲酒運転は絶対しない・させない　 ○無理な道路横断はせず、十分な安全確認を
○二輪車・自転車利用時の安全運転　○全席でのシートベルト・チャイルドシート着用
○夜間時における反射材の着用

夏の交通事故防止県民運動実施中 平成30年７月２１日㈯～８月２０日㈪

　　山梨県の後部座席のシートベルト着用率は３８．９％、チャイルドシート着
　用率は５７．５％（全国平均６４．１％）と依然として低い状況となっています。

　衝突時に自分自身を支えることができるスピードは、わずか時速７㎞程度です。
時速５０㎞での衝突時の衝撃は体重の３０倍にもなるため、自分自身はもちろん、
抱っこしたお子さんを守ることはできません。
車の天井や座席に激しくぶつかったり、車外へ投げ出されたりしてしまいます。
全ての座席でシートベルト・チャイルドシートを着用しましょう。
また、チャイルドシートは取扱説明書をよく読み、正しく装着しお子さんを守りましょう。

●問合わせ先　富士河口湖町役場　政策企画課 政策調整係　電話 ０５５５－７２－１１２９

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

®

まずは、

ゆるキャラグランプリ２０１8

エントリーしました！！

に8

平成30年  8月1日㈬ 10時から／平成30年 11月9日㈮ 18時まで投票期間

ゆるキャラ グランプリとは・・・　全国のゆるキャラの中から投票でグランプリを決めるイベント。　　　　　　　
Ⓡ

で検索するか、左のQRコードを読み取ろう♪

●問合わせ先　富士河口湖町役場　政策企画課 政策調整係　電話 ０５５５－７２－１１２９●問合わせ先　富士河口湖町役場　政策企画課 政策調整係　電話 ０５５５－７２－１１２９●問合わせ先　富士河口湖町役場　政策企画課 政策調整係　電話 ０５５５－７２－１１２９●問合わせ先　富士河口湖町役場　政策企画課 政策調整係　電話 ０５５５－７２－１１２９●問合わせ先　富士河口湖町役場　政策企画課 政策調整係　電話 ０５５５－７２－１１２９

　　　　　を
呼んでみませんか？　　　　　　　
　　　　　を
呼んでみませんか？　　　　　　　

投票期間限定です！
ふじぴょんの予定もありますので、まずは
下記の問合せ先へご相談ください！

ゆるキャラ グランプリでふじぴょん
へ投票していただける企業・団体の
みなさまのところへ直接ふじぴょん
がPRに行きます！

®

 
みんなの応援
待ってるぴょん!

が

“全ての座席で着用を”



県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　やむを得ない事情により国民年金保険料を納められな
かった期間や、国民年金に加入していなかった期間があ
ると、その期間に応じて年金額が少なくなってしまいます。
　国民年金には、ご本人の申し出により「60歳以上65歳
未満」の5年間、国民年金保険料を納めることで65歳か
ら受け取る老齢基礎年金を増やすことができる[任意加
入制度]があります。
　また、資格期間が10年に満たない方は、最長70歳まで
国民年金に任意加入することで、資格期間が増え、年金を
受けとれるようになります。

①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
②老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
③20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月
 （40年）未満の方
④現在、厚生年金保険に加入していない方
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳
　未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も
　加入できます。

月額16,340円(平成30年度)
※保険料の納付方法は口座振替になります。
※保険料の前払いにより割引される前納制度もあります。

町役場住民課または大月年金事務所で手続きすることが
できます。
手続きの際は、以下のものをご用意ください。
　※年金手帳または基礎年金番号通知書
　※通帳、印鑑(金融機関届出印)　
　　
●問合先　日本年金機構大月年金事務所
　　　　　　　℡0554-22-3811

　休日や夜間に子どもが急に発熱したり、身体に異変が
起きた時は、富士・東部小児初期救急医療センターで小
児科医の診療を受けることができます。
富士・東部小児初期救急医療センターの受診は予約不要
ですが、必ず電話連絡した上で受診してください。

　■平日　午後7時半から午後11時半
　　土曜　午後2時半から午後11時半
　　休日　午前8時半から午後11時半
　○電話番号　0555-24-9977
　※歯科、外科的疾患（外傷、やけど、異物の誤飲など）
　　は対応できません。

　※受付時間終了後は、甲府市内の小児初期救急医療セ
　　ンターで対応します。
　また、県では、医療機関の診療時間外における不安を
解消するために看護師による電話相談をおこなっていま
す。受診する必要があるかどうか、また家庭でできる対処
法などを助言します。

　■平日　午後7時から翌朝7時
　　土曜　午後3時から翌朝7時
　　休日　午前9時から翌朝7時
　○電話番号
　　＃８０００（ダイヤル回線の方は055-226-3369）

　学校における「いじめ」や家庭内における児童虐待等
の事案は、依然として数多く発生していることから、これ
らの子どもをめぐる様々な人権問題の解決へ向けた取組
みを強化するため、全国一斉「子どもの人権１１０番」強
化週間を実施します。

■実施機関　甲府地方法務局及び山梨県人権擁護委員
　　　　　　 連合会
■期　間　8月29日（水）から9月4日（火）までの7日間
■時　間　平日（午前8時30分から午後7時）
　　　　　土・日（午前10時から午後5時）
（「子どもの人権１１０番」強化週間以外は、平日の午前
　8時30分から午後5時15分まで）
■相談担当者　甲府地方法務局職員・山梨県人権擁護
　　　　　　　委員連合会の「子ども人権委員会」の
　　　　　　　委員を心とした子どもの人権問題につ
　　　　　　　いて適切に対応できる人権擁護委員
■その他　相談は無料で秘密は厳守します。
■電話番号　0120-007-110（全国共通・フリーダイヤル）
●問合先　甲府地方法務局　人権擁護課
　　　　　　　℡055-252-7239

　当施設は、子育て中の方や若者の就職を支援するため
に、山梨県と山梨労働局が運営している就労支援施設で
す。ハローワーク窓口や求人検索機が併設されており、就
職に関する相談から職業紹介まで、ワンストップでご利用
できます。子育ても仕事も頑張りたいお母さんや、概ね39
歳までの仕事を探している方々にご利用いただいており
ます。
　専門のキャリアコンサルタントが子育て・就労に関する
相談、ハローワークのナビゲーターが職業相談・紹介等
に応じています。ご利用はすべて無料で、子供用の遊び場
（キッズコーナー）もありますので、お気軽にお越しくだ
さい。
■場　所　富士山駅ビル（Ｑ－ＳＴＡ）3階
■利用日と時間
　月曜日～金曜日/午前10時～午後6時30分
　　（求人検索、職業紹介は午後5時15分まで）

６０歳以上の方も国民年金に加入
できます(任意加入制度)

年金の「未納」「未加入」「免除」期間がある
６０歳以上の方へ

休日や夜間に
子どもの具合が悪くなった時には

全国一斉「子どもの人権１１０番」
強化週間のお知らせ

やまなし・しごと・
プラザサテライトのご案内

「富士・東部小児初期救急医療センターの受診」

「小児救急電話相談」

●任意加入は次のすべての条件を満たす方です。

●国民年金の保険料

●手続き方法
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　土曜日/午後1時～午後5時まで
　　（求人検索、職業紹介はご利用できません）
　休業日/日曜日、祝日、9月11日、11月18日、
　　　　 12月29日～1月3日、2月5日
★毎週土曜日（祝日を除く）には、グループディスカッシ
　ョン(午後1時から午後3時)を実施しております。グルー
　プ参加も大歓迎です。
★子育て就労支援セミナーを毎月開催しております。
　（8月23日11時～、9月以降はお問合わせください）
★「子育て支援センター出張相談in子ども未来創造館」
　を実施しております。お気軽にご利用ください。開催日
　は9月11日、11月28日、1月23日、3月20日です。ご予
　約の電話番号は0555-72-6053（子ども未来創造館）

●問い合わせ先　ハローワーク
　（求人検索・職業相談・紹介）　℡0555-24-8609
　　ジョブカフェ・子育て就労支援センター
　（キャリアコンサルタント相談） ℡0555-72-8803

　富士ふれあいの村の利用者、地域の障害児（者）及び
住民が、まつりを通じ様々な交流をする中で、相互理解を
一層深めることを目的に開催します。
■開催日時　9月8日（土）午前10時～午後2時40分
■場　所　富士ふれあいの村運動場
　　　　 （雨天の場合は、ふじざくら支援学校体育館他）
　　　　 　南都留郡富士河口湖町船津6663-1
■主　催　山梨県、富士ふれあいの村まつり運営委員会
■参加予定者　約1,600人
■まつりの内容
　支援学校、福祉施設（作業所）、福祉関係団体及び地
　域住民等による演技・演奏等の発表、作品の展示・即
　売、ゲストによる演技・演奏、模擬店、フリーマーケット、
　お楽しみ抽選会
●問合・申込先　
　　富士ふれあいの村まつり運営委員会　℡72-5533

　地域のみなさまの下水道事業に対するご協力に感謝す
るとともに、下水道への理解と関心を一層深めていただ
くため、9月の「下水道の日」の行事の一環として、毎年、
下水道まつりを行っています。今年は、富士北麓浄化セン
ターを会場として「第33回下水道まつり」を行います。
　どなたでも楽しみながら下水道のことを学べるように、
たくさんの催し物を用意しましたので、ご近所お誘い合わ
せのうえ、ぜひご来場ください。
■日　時　9月１日（土）
　　　　　午前10時～午後2時（雨天決行）
■場　所　富士北麓浄化センター
　　　　　（富士吉田市下吉田東4-26-1（駐車場あり））
■催し物
○下水道施設見学会、下水道探検ツアー
○ミニ下水道展（下水道リサイクル製品等の展示）水質実
　験コーナー
○富士山火焔太鼓の会による演奏
○ファファ、エコバッグ作り、魚のつかみどりなどのイベント

○模擬店コーナー
○おたのしみ抽選会、来場記念品プレゼントなど
※雨天時には、一部の催し物が中止となる場合がありま
　す。
●問合先　富士北麓浄化センター　℡0555-22-2259

■日　時　10月6日（土）午後9時30分～午後3時
■場　所　山梨県立富士北麓駐車場
■内　容　オープニングセレモニー、市町村の特産品販
　　　　　売、屋台、東京オリンピック・パラリンピック
　　　　　コーナー、文化活動の発表

　県内に在住する団体・グループ。プロ・アマ、年齢は問い
ませんが、高校生以下の方は保護者の承諾が必要です。
内容は問いませんが、カラオケや公序良俗に反するもの、
運営上の支障となる発表は除きます。

　富士・東部地域の特産品の紹介、販売、観光PRの他、
県内各地のおいしいもの、体験活動、各種相談等、まつり
広場への出展団体を募集します。

●問合先　山梨県　県民生活・男女参画課
　　　　　　　℡055-223-1350

　（チェーンソー作業従事者・刈払機取扱作業者の資格取得）
■日　程　10月3，4，5日　午前9時～午後5時
■会　場　富士吉田市立青少年センター・赤い屋根
■受講料　無料
■定　員　15名（書類選考により決定します）
■締切日　9月5日
■要　件　シルバー就業を希望する60歳以上の方
　　　  　（事前にシルバーセンターに登録が必要となります）
●問合先　山梨県シルバー人材センター連合会
　　　　　　　℡055-228-8383

■日　時　8月4日(土)　午前10時～正午
■講　師　ツクイスタッフ
■受講料　無料
■持ち物　エプロン、筆記用具
■対　象　一般20名
無料託児あり

■日　時　8月10日（金）午前10時～正午
　　　　　8月11日（土）午前9時～午後2時
■講　師　小林三和
■材料費　500円

平成30年度県民の日
富士吉田会場イベントのお知らせ

「ふれあい広場ステージ出演者の募集」（8月31日締切）

「まつり広場への出展団体の募集」（8月10日締切）第23回　富士ふれあいの村まつり

農園管理講習会

やさしい食事で在宅介護を

キッズお仕事体験講座「ネイリスト体験」

富士ふれあいセンターからのお知らせ

山梨県シルバー人材センター連合会から

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

下水道まつりのお知らせ

　1日目／講師の話を聞き、道具に触れて学ぶ
　2日目／イベントで実際にネイリスト体験
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

■持ち物　エプロン、マスク、筆記用具、飲み物、
　　　　　2日目は昼食
■対　象　小学3年生から中学生まで12名

■日　時　8月11日（土）午前10時～正午
■講　師　渡邉秋男、渡邉さゆり
■受講料　無料
■持ち物　筆記用具
■対　象　小学3年生から中学生まで12名

■日　時　8月18日（土）
　　　　　①午前10時～正午、②午後1時～午後3時
■講　師　添田　実里
■材料費　1,000円
■対　象　小学生か各クラス20名

■日　時　8月30日（木）、9月4日（火）
　　　　　午後1時30分～午後3時
■講　師　矢ケ﨑京子
■受講料　無料
■対　象　一般20名
無料託児あり
●問合先　ぴゅあ富士　℡0554-45-1666

■日　時　8月１日～19日、25、26日
　　　　　①10時～ ②11時～ ③13時～ 
　　　　　④14時～ ⑤15時～
　　　　  （1回50分程度）
■場　所　山梨県富士山科学研究所　本館1階ホール
■対　象　どなたでも
■内　容　いろいろな経験をつんだガイドが交代で研究
　　　　　所の周りの自然を案内してくれます。何回参
　　　　　加していただいても異なるガイドにて楽しめ
　　　　　る内容になっています。１周３００ｍの整備さ
　　　　　れた木道を歩くので車イスやベビーカーでも
　　　　　参加できます。
■参加費　無料
■定　員　なし

■日　時　8月19日（日）①10時30分～　②14時～
　　　　　　　　　　　　　　　　（1回約40分）
■場　所　山梨県富士山科学研究所 
　　　　　　　本館１階ホール および屋外
■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。
■定　員　どなたでも
■参加費　無料

■日　時　8月11日（土）9時30分～16時30分
■場　所　山梨県富士山科学研究所
■対　象　どなたでも
■内　容　富士山研まつりでは、皆様の「研究所ってど
　　　　　んなところ？」「何をしているの？」という疑問
　　　　　にお答えします。普段は体験できない富士山
　　　　　に関する実験や観察など親子で楽しんでいた
　　　　　だけるプログラムがいっぱいです。
■定　員　なし
■参加費　無料
●問合先　山梨県富士山科学研究所　℡72-6203

　“生きもののつながり”を感じていただくことを目的に毎
年夏に環境省生物多様性センターで開催しているイベン
トです。今年は、「わ！どこかでつながる生きものたち」を
テーマに、身近な生きもののつながりを紹介します。また、
モビールや木を使ったクラフト、野外での生きもの観察会、
普段は一般公開されていない「標本収蔵庫ツアー」など、
親子で楽しめるイベントが満載です。今年は山梨県富士山
科学研究所の「富士山研まつり2018」と同日開催します。
■日　時　8月11日(土)　9:00～17:00
■対　象　どなたでも
■申込・参加費　無料
■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）
●問合先　環境省生物多様性センター　℡72-6031
　　　　　ホームページ：http://www.biodic.go.jp/

セカンドライフセミナー
　「人生100年時代　資産寿命を延ばすコツ」

「森のガイドウォーク」

「もりのおはなしかい」

「富士山研まつり2018」

「生物多様性まつり2018」

キッズお仕事体験講座「ドローングラファー体験講座」

キッズクレイアート
　「焼くと固まる不思議な粘土で工作しよう」

山梨県富士山科学研究所から

環境省 生物多様性センターから

消費税の軽減税率制度が
実施されます!

平成31年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が
8%から10%へ引き上げられ、税率引上げと同時に、消費
税の軽減税率制度が実施されることとなりました。

平成31年10月1日以後
標準税率

6.24%
1.76%
8.0%

7.8%
2.2%
10.0%

消費税率

合計
地方消費税率

軽減税率

《軽減税率の対象品目》
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒税法に
規定する酒類を除きます。)をいい、外食等を除きます。

週2回以上発行される新聞とは、定期的に継続して購読することを契
約しているもので、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事
実を掲載する、週2回以上発行される新聞をいいます。

飲食料品

週2回以上発行される新聞

軽減税率制度に関する情報は
国税庁

ホームページ
を
クリック消費税軽減税率制度

軽減税率制度実施に伴うレジの導入や
電子的受発注システム改修には支援制度があります。詳しくは、
軽減税率対策補助金事務局 http://kzt-hojo.jp/
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参考(29年度)
陸 約5,400名
海 約1,100名
空 約1,660名
                       ※１

参考(29年度)
人文・社会科学専攻
約20名（うち女子約5名）
理工学専攻　約80名
　（うち女子約10名）
                       ※１

参考(29年度)
人文・社会科学専攻
及び理工学専攻
合わせて約40名
　（うち女子約5名）
                       ※１

参考(29年度)
人文・社会科学専攻
約65名
（うち女子約15名）　　　　　　　　
理工学専攻　約235名　　　　　
（うち女子約20名）
                        ※１

参考(29年度)
約８５名　　　　　　　　　　　　　　　
                        ※１

参考(29年度)
陸 約 870名
海 約 200名
空 約 150名
                       ※１

男 子

推 薦

一 般

総 合
選 抜

女 子

自衛官候補生

防衛大学校
学生

防衛医科大学校
医学科学生

参考(29年度)
約7５名　　　　　　　　　　　　　　　
                        ※１

防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

18歳以上27歳未満の者

18歳以上27歳未満の者

年間を通じて
行っております。

合格発表日は
試験日にお知らせ
します。

採用予定
通知書で
お知らせします。

受付時に
お知らせします。
                     ※２

所要の教育を経て、
３か月後に２等陸・海
・空士に任用
陸上(技術系を除く)
は１年９か月、陸上
(技術系)・海上・航
空は２年９か月を１任
期として任用(以降２
年を１任期)

受付期間
（締切日必着）募 集 種 目 募 集 人 員 資 　 格 試 験 期 日 合 格 発 表 入（校）隊 待遇・その他

平成30年度 自衛官募集案内

富士北麓公園　秋期スポーツ教室

（注）１．※１：平成30年度の募集人員につきましては、決定次第、自衛官募集ホームページ等でお知らせします。必ずご確認ください。
　　 ２．※２：平成31年3月高等学校卒業予定者のための採用試験は、原則として平成30年９月17日以降に行います。
　　 ３．資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を含みます。
　　 ４．応募資格年齢の起算日は、募集種目ごと異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。
　　 ５．その他、詳細については、それぞれの募集要項又は自衛隊地方協力本部で確認してください。
　　 ６．記載内容については変更される場合があります。
※細部につきましては、下記連絡先等までお問い合わせ下さい。
○お問い合わせ先／自衛隊山梨地方協力本部　
　　　　　　　　　甲府市丸の内１丁目１番１８号甲府合同庁舎　電話：055-228-6427

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

〈自衛官募集ホームページ〉

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高
専3年次修了者（見込含）
で成績優秀かつ生徒会
活動等に顕著な実績を修
め、学校長が推薦できる者

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高
専3年次修了者（見込含）

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高
専3年次修了者（見込含）

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高
専3年次修了者（見込含）

9月5日～9月7日

9月22・23日

1次：9月22日
2次：11月3・4日

1次：11月3・4日
2次：12月11～15日

1次：10月27・28日
2次：12月12～14日

1次：10月20日
2次：12月1・2日

1次：10月19日
最終：11月28日

1次：11月28日
最終：31年1月25日

1次：11月29日
最終：30年2月14日

1次：11月16日
最終：31年2月8日

10月26日

31年4月上旬

31年4月上旬

31年4月上旬

9月5日～9月28日

9月5日～9月28日

9月5日～9月28日

修業年限４年
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

修学年限６年
医師免許取得後
２等陸・海・空尉

修学年限４年
看護師免許取得後、
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

■詳細情報へアクセス!

20人

20人

20人

20人

20人

4,000円
/期(8回)

4,000円
/期(8回)

4,000円
/期(8回)

4,000円
/期(8回)

4,000円
/期(8回)

体育館
2F体育室

体育館
2F体育室

体育館
2F体育室

体育館
2F体育室

体育館
2F体育室

8/27（体験教室）
9/3.10
10/1.15.22.29、11/5.12
8/28（体験教室）
9/4.11.18.25
10/2.9.16.23
8/29（体験教室）
9/5.12.19.26    
10/3.10.17.24
8/30（体験教室）
9/6.13.20.27   
10/4.11.18.25
8/31（体験教室）
9/7.14.21.28
10/5.12.19.26 

月

火

水

木

金

ベーシックヨガ
（昼コース）

ヒップホップ

骨盤調整

ピラティス

ベーシックヨガ
（夜コース）

19:00～20:30

10:00～11:30

19:00～20:30

10:00～11:30

20:00～21:30

【申し込み・問い合わせ】
１．受付期間／８月１日（水）～　※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   ※一人で複数人の申し込みはできません。　　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　TEL０５５５－２４－３６５１

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。

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。

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。

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）

教 室 名 時　間 曜日 秋　期 参加料 定 員 会　場 内　　　容

★８回１期の開催★



1．義援金名称 「平成30年7月豪雨災害義援金」
2．募集期間　平成30年7月10日（火）から
　　　　　　　　　　平成30年12月31日（月）まで
3．受入窓口
　○持参の場合　日本赤十字社山梨県支部　
　　　　　　　　　　　　　甲府市池田1-6-1
　　　　　　　　午前8時45分から午後5時15分まで
　　　　　　　　（土、日、祝祭日を除く）
　○郵便局　口座記号番号「00130-8-635289」
　　　　　　口座名義「日赤平成30年7月豪雨災害義援金」
　　　　　　※窓口での取扱いの場合、振込手数料は免除
　○山梨中央銀行　下飯田支店　普通口座「80179」
　　　　　　　　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　　　　　※手数料無料
　　　　　    （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
　○甲府信用金庫　本店　普通口座「0448543」
　　　　　　　　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　　　　　※手数料無料
　　　　　    （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
　○山梨信用金庫　池田支店　普通口座「190196」
　　　　　　　　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　　　　　※手数料無料
　　　　　    （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
＊郵便局・金融機関の振込の場合は、通信欄または備考欄
　に「7月豪雨災害義援金」と明記してください。
＊領収証発行希望の場合は、送付先住所を明記してくださ
　い。
＊町関係施設（本庁舎、出張所、生涯学習館、保育所等）に
　おいて、義援金箱を8月31日（金）まで設置しております。

1．義援金名称 「平成30年大阪府北部地震災害義援金」
2．募集期間　平成30年6月22日（金）から
　　　　　　　　　　平成30年9月28日（金）まで
3．受入窓口
　○持参の場合　日本赤十字社山梨県支部
　　　　　　　　　　　　　甲府市池田1-6-1
　　　　　　　　午前8時45分から午後5時15分まで
　　　　　　　　（土、日、祝祭日を除く）
　○郵便局　口座記号番号「00480-3-7777」
　　　　　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　　　　　※窓口での取扱いの場合、振込手数料は免除
　○山梨中央銀行　下飯田支店　普通口座「80179」
　　　　　　　　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　　　　　※手数料無料
　　　　　    （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
　○甲府信用金庫　本店　普通口座「0448543」
　　　　　　　　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」

　　　　　　※手数料無料
　　　　　    （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
　○山梨信用金庫　池田支店　普通口座「190196」
　　　　　　　　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　　　　　※手数料無料
　　　　　    （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
＊郵便局・金融機関の振込の場合は、通信欄または備考欄
　に「平成30年大阪府北部地震災害義援金」と明記してく
　ださい。
＊領収証発行希望の場合は、送付先住所を明記し、通信欄
　または備考欄に「領収証希望」と記入してください。

1．義援金名称 「平成30年米原市竜巻災害義援金」
2．募集期間　平成30年7月6日（金）から
　　　　　　　　　　平成30年9月28日（金）まで
3．受入窓口
　○持参の場合　日本赤十字社山梨県支部　
　　　　　　　　　　　　　甲府市池田1-6-1
　　　　　　　　午前8時45分から午後5時15分まで
　　　　　　　　（土、日、祝祭日を除く）
　○郵便局　口座記号番号「00170-3-603891」
　　　　　　口座名義
　　　　　　　 「日赤平成30年米原市竜巻災害義援金」
　　　　　　※窓口での取扱いの場合、振込手数料は免除
　○山梨中央銀行　下飯田支店　普通口座「80179」
　　　　　　　　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　　　　　※手数料無料
　　　　　    （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
　○甲府信用金庫　本店　普通口座「0448543」
　　　　　　　　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　　　　　※手数料無料
　　　　　    （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
　○山梨信用金庫　池田支店　普通口座「190196」
　　　　　　　　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　　　　　※手数料無料
　　　　　    （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
＊郵便局・金融機関の振込の場合は、通信欄または備考欄
　に「米原市竜巻災害義援金」と明記してください。
＊領収証発行希望の場合は、送付先住所を明記してくださ
　い。

日本赤十字社山梨県支部　総務課　電話055-251-6711
日本赤十字社の対応については本社ホームページをご覧く
ださい。
http://www.jrc.or.jp

　災害で被災された方々を支援するため、下記のとおり各災害義援金の受付を開始しています。皆様の温かいご支援
をよろしくお願いいたします。なお、日本赤十字社にお寄せいただきました各義援金は、手数料などいただくことなく
全額が被災県に設置された「義援金配分委員会」を通じ、被災者に届けられております。

＜日本赤十字社山梨県支部より各災害義援金のお知らせ＞

平成30年7月豪雨災害義援金

平成30年米原市竜巻災害義援金

各災害義援金に関する問合せ

平成30年大阪府北部地震災害義援金
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山梨県共同募金会富士河口湖町分会

※問合せ先…山梨県共同募金会富士河口湖町分会
　　　　　　（富士河口湖町社会福祉協議会事務局内）
　　　　　　【電話】０５５５―７２―１４３０
　　　　　　【ファックス】０５５５―７２―３６０６

※義援金は、所得税及び、法人税の税制優遇措置の対象となります。金融機関での振込金受領証等に募集要綱を添えて、
　確定申告時に提出ください。要綱は中央共同募金会ＨＰに掲載されています。
　詳しくは、山梨県共同募金会富士河口湖町分会（町社協事務局内）に問合せ下さい。

　全国各地で、災害が発生しており、甚大な被害を受けられた方々を支援するために、山梨県共同募金会では、下記の
通り義援金の募集を実施しています。
　平成30年7月豪雨災害義援金につきましては、中央共同募金会が窓口となり受付した義援金は「義援金配分委
員会」を通じ、各被災県に配布され被災された方々にお届けいたします。なお、岐阜県、岡山県、愛知県、広島県なども
各々義援金窓口を開設しております。詳細については、山梨県共同募金会富士河口湖町分会に問合わせ下さい。

義
援
金
受
入
口
座 金融機関名

ゆうちょ銀行

受付期間

受付窓口

被害状況

義援金名

三井住友銀行 東京公務部
（普通）0１６２５９６
（福）中央共同募金会

りそな銀行 東京公務部
（普通）0１２６７９９
（福）中央共同募金会

滋賀銀行 県庁支店
（普通）５２３３７０

（福）滋賀県共同募金会

00980- 4-195808
滋賀県共同募金会米原市

竜巻災害義援金

りそな銀行 大手支店
（普通）００９４４４５
大阪府共同募金会大阪府

北部地震義援金

00950- 9-333113
大阪府共同募金会大阪府

北部地震義援金

00180-7-634691
中央共同募金会平成30年
7月豪雨災害義援金

平成30年9月28日㈮まで

中央共同募金会

平成30年9月28日㈮まで 平成30年9月28日㈮まで

滋賀県共同募金会 大阪府共同募金会

平成30年7月
豪雨災害

平成30年
米原市竜巻災害

平成30年度
大阪府北部地震

被害県の状況に応じて
期間を延長する場合が

あります。( (

平成30年7月の豪雨により
各地で人的被害をはじめ家
屋の倒壊等の甚大な被害
が発生し、複数の市町村で
特定非常災害に指定

平成30年6月29日の滋賀
県米原市において発生した
竜巻と推定される突風によ
り被害

平成30年6月18日に発生し
た大阪府北部を震源とする
地震により、府内12市1町
に災害救助法が適用

災害義援金を募集しています

『灯りがなければ逃げられない』
―平成16年新潟県中越地震― （平成16年10月／小千谷市 60代 男性）

内閣府「一日前プロジェクト」　http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/ichinitimae/　 地域防災課　防災係 TEL72-1170

～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」

　地震が起きたのは、１０月半ばを過ぎた午後６時ちょっと前。わたしらの地域
は、そのころにはとっぷり日が暮れていました。で、電気はもう一発で消えちゃっ
て、真っ暗闇になりました。
　家の中は上から落ちてきたものや倒れてきたもので足の踏み場もない。そんな中をいろんなものにぶつかりながら
必死の思いで外に出ました。灯りがなければ、自分の家からも簡単には逃げられないんですね。
　何と言っても避難するときの道具、特に灯りは必要だと思いました。
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インフォメーションインフォメーション

i nformationnformation

　家庭もバレーボールも両方楽しみましょう！
■対　象　船津小学校区ママさん
■日　時　8月7日（火）～9月4日(火）の毎週火曜日
　　　　　20時～22時
■場　所　船津小学校　体育館
■費　用　一回　300円（一回のみでも可）
■持ち物　上履き、タオル、飲み物
■参加申込　事前に問合先にご連絡ください
※何か不明な点等ございましたら、下記の問合先にお気軽　
にご連絡ください。
●問合先　TEL 080-5091-1675 (船津VC竹谷)

　お子さまからご高齢の方まで、どなたでもいらしてください。
■時　間　11時～14時
■日にち　8月12日（日）　
　　　　　メニュー　夏野菜カレー、サラダ付
　　　　　8月26日（日）　
　　　　　メニュー　からあげランチ、サラダ付
　　　　　9月2日（日）　
　　　　　メニュー　ちらしずし　サラダ付
■料　金　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) 

　地域の大学生や大人たちと一緒に宿題をやろう！
■時　間　12時～15時
■日にち　8月12日（日）、26日（日）、9月2日（日）
※8月12日は、夏休みの自由研究の参考に葉っぱの観察会
　を開催します。
■参加費　無料
■会　場　ウエルシア河口湖船津店（ウエルカフェ） 
●問合先　NPO法人富士と湖とかかしの里　
　　　　　　℡72-2989

 

■対　象　再就職に必要な技能・技術を身につけたい方

■コース　①産業技術科※1、電子制御技術科※1
　　　　　②機械CAD/NC科、金属加工科、建築CAD　
　　　　　　サービス科、電気設備技術科、産業技術科※
　　　　　2、電子制御技術科※2
■訓練期間　①平成30年9月4日～31年3月29日（7ヶ月）
　　　　　   ②平成30年10月3日～31年3月29日（6ヶ月）
■訓練場所　ポリテクセンター山梨
　　　　　　（甲府市中小河原町403-1）
■受講料　無料（テキスト代実費）
■その他　無料託児サービスあり
　　　　　　（託児料無料、その他実費負担）
■申込方法　①８月１７日までに
　　　　　　②９月４日までに
　　　　　　住所または居所を管轄するハローワークへ
※1.産業技術科、電子制御技術科は概ね４５歳未満の方を
　対象としたビジネスマナー等の社会人としての基礎力向上
　に係る導入訓練、企業実習付コースです（9月生）。 
※2.産業技術科、電子制御技術科は概ね45歳未満の方を
　対象とした企業実習付コースです（10月生）。

■対　象　就職に役立つ職業訓練に興味のある方
■内　容　ご希望の２コースを体験できます
　　　　　機械CAD/NC科、金属加工科、建築CADサー
　　　　　ビス科、電気設備技術科、産業技術科、電子制
　　　　　御技術科
■日　時　8月10日（金）、8月26日（日）　9:00～16:00
■会　場　ポリテクセンター山梨
　　　　　（甲府市中小河原町４０３－１）
■参加費　無料
■申込方法　ポリテクセンター山梨へお電話で申込み
●問合先　ポリテクセンター山梨　℡ 055-242-3066

　日本釣り環境保全盟では、独立行政法人国立青少年教育
振興機構の子どもゆめ基金の助成金を受けて子ども達に釣
り教室を開催しております。全国20カ所で開催いたします
が、山梨県内では8月に3回開催されます。お気軽にご参加く
ださい。
■山梨県内開催日
　8月11日（土）河口湖（富士河口湖町）
　8月18日（土）明見湖（富士吉田市）
　9月  1日（土）西　湖（富士河口湖町）
※その他の会場については、連盟までお問合せください。
■対　象　小学3年生から中学生（小学生は保護者同伴）
■参加費　200円（保険料含む・昼食は持参）
※開催場所により、別途遊漁料・入場料が必要な会場もあり
　ます。
■参加方法　電話、メール、インターネットから申込
※参加申込締切りは、各会場開催日の10日前までです。
■定　員　各会場45名
■集合開催　現地集合・現地解散　受付9時、解散15時
■服装・持ち物　釣り具、ハサミ、野外活動の出来る服装、
　　　　　　　　運動靴、帽子、メガネ類、雨具、着替え、
　　　　　　　　健康保険証、昼食、飲み物
●問合先　認定NPO法人　日本釣り環境保全連盟
　　　　　　　電話83-3277
　　　　　　　メール　tsuri2018@npo-jef.jp
　　　　　　　ホームページ　http://www.npo-jef.jp/

船津地区ママさんバレーボール
体験教室参加者募集

NPO法人
富士と湖とかかしの里からのお知らせ

NPO法人日本釣り環境保全連盟
釣り教室のお知らせ

「いらっしゃい　ニコニコかかし食堂」

再就職を目指す方へ
　　「職業訓練受講者（9・10月生）」募集中

就職を目指す方へ「職業訓練体験講習」参加者募集

「ニコニコかかし教室」

ポリテクセンター山梨からのお知らせ

ウエルシア
かわぐちこふなつてん

(ウエルカフェ)
河口湖船津店

いえ

さま

めじるし

かかしの家（かかしが目印）

きゅう　ふなつほいくじょ

こんぴら様

旧船津保育所

ファミリーマート

ベル

河口湖商工会

駐車場P
かかし食堂・教室をご利用の
際にはご使用いただけます。
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地元町民の方、観光でお越しの方どなたでもご来場いただけます。

夜のしじまに、多くの灯籠が河口湖の湖面を彩ります。

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

ご来場を心よりお待ち申し上げます。

◆日　時：平成３０年８月１６日㈭
　　　　 午後４時００分～　　灯籠受付開始
　　　　　　　　　　　　 　（随時、灯籠を流せます）
　　　　 午後６時３０分～　　音楽と声明のセレモニー
　　　　 午後７時３０分　　　灯籠受付終了
　　　　 午後８時００分　　　閉場

◆会　場：河口湖湖畔 大石公園
◆問合先：富士河口湖灯籠流し実行委員会事務局
　　　　　　０３－６４４７－３８６０

　　注：問合せ時間は、１０：００－１７：００
　　　　　　　　　　※８月１６日のみ２２：００まで対応
　　　 問合せ期間は、６月２６日（月）－９月１日（金）
　　　　　　　　　　※土・日・祝日を除く

※当日は会場周辺の混雑なきよう配慮してまいりますが、何とぞご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
※天候により、行事の内容、開式時間等が変更あるいは中止になる場合がございます。
　あらかじめご了承ください。

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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平成30年度　富士河口湖町　世界遺産富士山講座

第５回 「『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～」第５回 「『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～」
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：8月22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（文化財係学芸員）　　
●参加費用：無　料（申込み不要・どなたでも参加できます）　
●定　員：40名

●日　時：9月15日㈯ 午後5時30分～7時　　●場　所：中央公民館・視聴覚室
●定　員：50名  8月6日㈪ 午前9時から申込みを受け付けます！　●申込先：生涯学習課（電話72-6053）

　フランスで生まれ、幼少からピアノ・ギター・ベースを学び、パリ音楽院では映画音楽で高名なイヴァン･ジュリアン師のもとで
作曲、アレンジを学んで主席で卒業後、シンガー･ベーシストとしてヨーロッパ各地で活動。1999
年日本に来日し、2001年ＮＨＫ「フランス語会話」に出演し、ドミニクと歌おうのコーナーを担当、
その頃は3年間本町の船津地区で生活し、町のイベントにも出演していただいた当町になじみの
あるドミニクさん。最近は、2016年のＮＨＫ「旅するフランス語」に女優の常盤貴子さんの案内役
として出演するなど、フレンチポップス教室やシャンソン教室など日本で幅広く活躍しているドミ
ニクさんから、シャンソンなどを交えて、初級のフランス語会話や参加者の皆さんからのフランス
に対する質問などにも答えてもらフランスを知ってもらう教室です。町は2020東京オリンピック、
パラリンピック競技大会の事前合宿地としてフランス共和国のトライアスロンチームを招致して
いるので、フランスを理解するためにこの教室を設定しました。気軽に参加して下さい！

中央公民館ロビー展示

8月1日㈬から28日㈫午前まで
※休館日　日曜・祝日
※土曜日…利用予約がない場合、閉館
　詳しくは生涯学習課へ
　皆様のお越しをお待ちしております。

げんきもり森プレイパークげんきもり森プレイパークげんきもり森プレイパークげんきもり森プレイパーク

　子ども未来創造館の裏、通称「げんきもり森」で、外あ
そびの面白さを体験できます。自己責任の中でたくさんの
発見や工夫などをしておもいきり遊んでみませんか。

☆水分補給の飲み物、タオル、
　着替えなど必要なものは必ず
　持ってきてください。

「小池淑子氏 絵手紙展」

※内容、会場（部屋）は都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

８月のみ第４週の開催です。
お間違いのないよう
お願いします。

　戦国時代、富士北麓の法華宗寺院の僧侶たちは地域の歴史を後世に残そうと出来事を詳細に書き綴りました。戦国時代
の文正年間から永禄年間の約100年にもわたって地域で起こったさまざまな出来事が記録されました。戦国領主の動向、気
象・災害、物価の変動など、その内容は多岐にわたり、他の地域では残されなかった歴史の側面を手に取るように知ることが
できます。記録には富士山信仰にまつわるものも多く、『勝山記』を紐解いて戦国時代の富士山と山麓の歴史に迫りたいと
思います。500年前の郷土のようすを楽しみながら探りましょう。

で
あそぼうあそぼう

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：9月19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

やまなし・しごと・プラザサテライトやまなし・しごと・プラザサテライトやまなし・しごと・プラザサテライト

ドミニク・シャニヨンさん

プレイパーク：午前10時～正午・午後1時～4時
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TEL 0555-72-6053　  FAX 0555-73-1358
　○問合先　教育委員会　生涯学習課

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
　夏休みの半分が過ぎました。子ども達は，宿題と格闘したりしながらも，育成会，町の生涯学習課主催の楽しい催し物，湖
上祭や盆踊りなど，夏休みを満喫していることでしょう。
　夏休み中の生活リズムは，どうしても不規則になりがちです。それも
やむを得ないですが，２学期からの学校生活のリズムに乗れるようにつ
なげていくことは大切です。そのためには，睡眠・食事・学習・遊びなど，
目配り・気配り・心配りを忘れずに過ごしたいものです。中には，夏休み
の宿題がやり切れていないということが，重荷になり，始業式を迎える
のが辛いというケースもあります。
　家で過ごすことの多い夏休みだからこそ，我が子の言葉遣いや行動
で気になることがあるかもしれません。そんな時には，だれかに話を聞
いてもらったり，相談したりしてもよいと思います。教育センターは，夏
休み中も開いていますので，ご活用ください。　
　また，夏休みが残り少なくなるにつれ，元気がなくなってきたり，２学
期が始まって不調を訴えたり，登校を渋ったりするなどの様子が見られ
ましたら，まず，学校に，または教育センターなどに相談しましょう。　

困っていること 悩んでいること
相談してみませんか

月～金曜　午前9時～午後4時
お父さん・お母さん・子どもさん
おじいさん・おばあさん・先生方
連絡先　富士河口湖町立教育センター 
　　　　☎0555-83-3022
E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

月～金曜　午前9時～午後4時
お父さん・お母さん・子どもさん
おじいさん・おばあさん・先生方
連絡先　富士河口湖町立教育センター 
　　　　☎0555-83-3022
E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

教育に関するお悩みは 
　　　　　教育センターへ

文化財普及事業・富士河口湖町地域発見講座「わがまち・富士河口湖を知ろう！」

「船津の歴史～ふるさとの地名と古道から歴史を探る～」「船津の歴史～ふるさとの地名と古道から歴史を探る～」

共同開催

●日　時：８月29日㈬　午後７時～９時
●場　所：中央公民館　２階　視聴覚室
●講　師：杉本悠樹（生涯学習課文化財係学芸員）
●参加費：無料（申込み不要・どなたでも参加できます）　定員50名

船津地区公民館事業

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

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

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

●期　日：8/24㈮
●時　間：18：30～19：30
●場　所：町民体育館
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：500円／回

☆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：8/27～11/26 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：8/23～毎週木曜日
●時　間：10：30～11：30
●場　所：お問合せください
●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：9/8㈯　☆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：8/27㈪　　●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
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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
8月8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

8月２2日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

9月12日㊌ 

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会

　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：8月２3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 

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

　「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、お気軽にどうぞ!
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

問い合わせ先　☎72-6053

こどみらクラフト

＜休館日＞
8月11・12・26日

平成30年 8月5日～9月8日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

こどみらクッキング

『簡単工作・タイルデコ』『簡単工作・タイルデコ』『簡単工作・タイルデコ』

『ピンクのスープと宇宙のアイス』『ピンクのスープと宇宙のアイス』『ピンクのスープと宇宙のアイス』

　８㎝四方の板に、涼しげなタイルを貼っ
てオリジナルデザインの、壁掛けを作ろう！

　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。今回のクラフトは《カポ
カポお散歩人形》。今年度は２か月に1回の
イベントです♪対象の方はぜひどうぞ!

　野菜を使ったスープの実験と、牛乳たっ
ぷりのアイスを作って食べます♪

　おもしろクイズのプリントで、君の脳みそを
やわらかくなるように鍛えるのが《脳トレ》！

日　時：8月20日㈪ 10：30～
定　員：20人　　参加費：100円
持ち物：手ふきタオル
申込み：8月１８日㈯ 10：00～

日　時：8月16日㈭ 14：00～
定　員：15人　　参加費：200円　
持ち物：エプロン、三角巾、
　　　  手ふきタオル、飲み物　　
申込み：8月４日㈯ 10：00～
＊材料に牛乳・生クリームを使用します。

ｆunfun 脳トレ２０１８❸脳トレ２０１８❸脳トレ２０１８❸

日　時：８月２５日㈯ 13：00～15：00
この時間内に自由に来てね。
参加費：持ち物：申し込み：なし

☆乳幼児対象☆

☆乳幼児対象☆

☆どなたでも☆☆小学生対象☆

funfunゲーム

水遊びin芝生・森水遊びin芝生・森水遊びin芝生・森
　昨年、大好評だった水遊びが、パワーア
ップ！夏休みの思い出に着替えを持ってぜ
ひ来てね！
日　時：８月６日㈪・7日㈫ 14:00～15:30
参加費・定　員・申込み：なし
持ち物：タオル、帽子、飲み物、着替え
＊小雨決行ですが、悪天候の場合は、
　中止になりますので、ご注意ください。　　

日　時：９月５日㈬ 10：00～10：45
参加費・申込み：なし　持ち物：飲み物
対　象：H28.4.２～H29.4.１生まれ

☆Ｆ.Ｋはんず企画☆

ワイワイパニック！！！ワイワイパニック！！！ワイワイパニック！！！
　こどみらの広いお部屋を使って、体をい
っぱい動かすスポーツ大会！恒例の〈雑巾
ダッシュ〉はもちろん、終わった後のお楽
しみも♪ワイワイしながらパニックになり
ながら…。ボランティアさんとも交流でき
る、楽しいイベントです！

日　時：８月８日㈬ 14：００～15：３０
対　象：乳幼児親子・小学生　定員：なし　
持ち物：汗ふきタオル・のみもの
申込み：なし（突然の参加も大歓迎です！)

カウンセラー川邉修作先生をお招きして、テー
マに沿いながら子育てのあれこれを相談した
り、一緒に考えます。目から鱗が落ちたり、心が
軽くなったりします☆
テーマ：「お母さんの気持ち」
日　時：８月２８日㈫ 10：30～
持ち物・参加費：なし　申込み：受付中
定　員：乳幼児親子10組

※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。

　　　　
月～金曜日：午前9時～午後6時
土・日曜日：午前9時～午後5時

開館時間開館時間

☆12時～1時までは閉館です。

第2・4 日曜日、祝祭日が
休館日になります！！68/5 7 8 9 10 11

1312 14 15 16 17 18

2019 21 22 23 24 25

2726 28 29 30 31 9/1

32 4 5 6 7 8

休館日

休館日

休館日

PMつみ木

ワイワイパニック

tetote

AMプラレール

AMプラレール

AMプラレール

こどみらクッキング

こどみらクラフト

キラキラビクス
ぷち相談会

キッズ＆ママビクス

キッズ＆ママビクス

河口湖音楽祭
ファミリーコンサート

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

(AMプール）
つどいの広場

つどいの広場

(AMプール）

つどいの広場
(PM助産師相談）

(AMプール）
(水遊び①）

ふれあい教室B

ク富バレエ

ク富バレエ

おもちゃ病院

つどいの広場

つどいの広場

(お誕生日会）
ワイワイくらぶ

ク富ズンバ

ク富ズンバ

おもちゃ病院/ク富ズンバ

つどいの広場/リトミック

マムベビー

育児学級

将棋教室

将棋教室

つどいの広場○栄
(おやこの日)

(おやこの日)

つどいの広場○栄
(からだの日)

(勝山)

ふれあい教室A
(勝山)

つどいの広場○子

つどいの広場○子

(脳トレ)
funfunくらぶ　

funfunくらぶ　
(水遊び②）
funfunくらぶ　
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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
〈開館時間〉平日午前９時３０分～午後7時／土・日午前９時～午後5時

毎週月曜日休館／11日㈯は祝日、31㈮は館内整理日のため休館

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

☆今月の一冊☆
『幕末　まらそん侍』　土橋　章宏著

8月21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
8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～21日

午後3時30分～23日

◎本館読み聞かせ◎

8月18日㈯エトワールの会
8月25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～〉
8月 7日㈫ピーカーブー 〈午前10時30分～〉

8月28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～〉

　黒船来訪、幕末の世を乗り切るためには藩士の体力
と団結が必要と考え、安中藩では「まらそん大会」が
執り行われることとなりました。策略を巡らす人、努力
する人、脱藩しようとする人、出世を考える人、貧乏に
負けそうな人、色々な思いが交差する中、安中城から
熊野権現神社までの七里七町
（28.3ｋｍ）を駆け抜けます。
涙と笑いの時代小説。 ※課題本は図書館で用意いたします。

■日 時：8月25日㈯  午後3時～
■場 所：生涯学習館　学習室１
■課 題：「エヴァの震える朝」」エヴァ　シュロス 著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。

第138回　読書会

第46回 小さな夏の朗読会
暑い夏の、ほっとするひと時を過ごしませんか。
■日　時：8月25日㈯ 午後2時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■内　容：「落葉樹」恋文のおんなたちより　
　　　　　　　　　　　　 連城 三紀彦著
　　　　　　　　　 読み手：松浦敬子さん
　　　　 「ツバキ文具店」 小川　 糸著　　　
　　　　　　　　　 読み手：中村栄子さん

休館のお知らせ

蔵書点検期間　9月10日㈪～9月18日㈫
生涯学習館・河口・大石・上九一色分館が休館となります。ご迷惑をおかけいたしますがご理解

ご協力をよろしくお願いします。開館日は、9月19日(水)からです。

英語の読み聞かせグループ

”ピーカーブー”が誕生しました！”ピーカーブー”が誕生しました！”ピーカーブー”が誕生しました！
　新しい英語の読み聞かせグループ、“ピーカーブ
ー”として、5人のボランティアさんが生涯学習館
で活動を始めました。０～３歳児に明るく元気に
楽しく、英語で絵本の読み聞かせをします。
　生涯学習館おはなしの
へやで、毎月第1火曜日、
10時30分より行っています。
　ご参加お待ちしています。

P P展示コーナーを紹介します

　
こわ～い本を
集めてみました！
こわ～い本を
集めてみました！
こわ～い本を
集めてみました！

　暑い夏、身も心も涼んでみませんか？
　生涯学習館では、身も凍るこわい本から「くすっ」
と笑えるちょっとこわい本まで、児童室にたくさん
用意しました。
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福祉に関する各種制度からのお知らせ

子育て応援カードはお持ちですか

　福祉には各種制度があります。受給資格があるにもかかわらず、制度を知らないために手当等の受給をされて
いない方はいませんか。

⑤ひとり親家庭医療費助成

④児童扶養手当

③特別障害者手当

②障害児福祉手当

①特別児童扶養手当

制　度 対　　　象 助成額（月額）

児童１人の場合
42,500～10,030円
（所得額による）

医療費の一部助成

1級 51,700円
2級 34,430円

14,650円

26,940円

身体、知的及び精神に中程度以上で永続する障害があ

り、監護を必要とする２０歳未満の児童を養育している

父母等

※施設に入所している場合は対象外（通園、通所は除く）

父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしてい

ない児童（満１８歳の誕生日の属する年度末まで、中度以

上の障害を有する場合は２０歳未満の児童）を養育して

いる母親等（父親等）

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常

時特別の介護を必要とする在宅の２０歳以上の方

・おおむね身体障害者手帳1級程度の異なる障害が２つ以

　上ある場合、最重度程度の知的障害や同程度以上の精

　神障害など

※施設に入所、または３ヶ月以上入院している場合は対象外

重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時介

護を必要とする在宅の２０歳未満の児童

・おおむね身体障害者手帳が１級程度（両手指欠損な

　ど一部の２級）、療育手帳がＡ-２ａ程度の知的障害、

　または　同程度以上の精神障害など

※施設に入所している場合は対象外

ひとり親家庭の親と児童

　　　　　　（満１８歳の誕生日の属する年度末まで）

各種制度には、所得制限があります。また、受給資格要件は場合により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

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

①～③　所得状況届　8月１０日㈮～9月１０日㈪

④、⑤　現況届　　　　　　　　　　　　　　　

＊土・日・祝除く　午前８時３０分～午後５時１５分

8月  1日㈬～17日㈮　
提出・問合せ先：福祉推進課　   ７２－６０２８

提出・問合せ先：子育て支援課　７２－１１７４

提出期間

更新手続きのお知らせ

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

　町役場子育て支援課で交付しています。簡単な手続きでその場でカードをお
渡しできます。（母子手帳または保険証など交付の対象と確認できるものをお
持ちください。）
　※旧カード（平成26年9月以前）をお持ちの方は、新しいカードへ切り替え
　　てください。
＊詳しくはパソコンで「やまなし　子育て」で検索
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平成３１（2019）年度

入園のための、説明会を次の日程で行います。

来年度入園を検討されている方は、ぜひご参加ください。

入園説明会のお知らせ入園説明会のお知らせ

第一回 ： 平成30（2018）年 8月24日（金）10:00～
第二回 ： 平成30（2018）年 8月25日（土）10:00～

●場　所／Ｆｕｊｉこどもの家バンビーノの森・教室
●募集対象児／平成３１（2019）年度新入園児対象
　　　　　　　　　　　　　 平成２７（2015）年４月から

　　　　　　　　　　　　　 平成２８（2016）年３月生まれ　１１名

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

　　　　　　　　 　 教育）・教育目標・子どもたちの様子・年間　

　　　　　　　 　  予定・１日の流れ・給食・延長保育について・

　　　　　　　　 　 入園までの手続き　その他

＊会場準備のため、できるだけ　電話か・メールでご予約
　をお願いします。　　　　

☆８月２７（月）～３１日(金)を見学週間（要申込）とします。

●申込み・問合せ
　　保育機能施設型認定こども園

　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆｕｊｉこどもの家バンビーノの森

　　山梨県南都留郡富士河口湖町勝山3407－1

　　 ＴＥＬ ０５５５-７２-９９９５  ＦＡＸ ０５５５-７２-９９９６

　Ｅ-ｍａｉｌ　info@bambino-mori.co.jp 
　ＨＰ　http://www.bambino-mori.co.jp

８３１（やさい）の日まつりを開催します！８３１（やさい）の日まつりを開催します！８３１（やさい）の日まつりを開催します！

問い合わせ：健康増進課　７２－６０３７

８月３１日は野
菜の日

８月３１日は野
菜の日

食育の一環として、地元の農産物や伝統食を知ってもらうため、やさいの日まつりを開催します。
●日時：平成３０年８月３１日㈮ 午前９時００分～１１時３０分
●会場：中央公民館

プランターで野菜づくり
（先着10人限定）

地元農産物の直売
甲州麦芽ビーフの販売

地元産物を使った料理等の試食 野菜の上手な選び方
食品ロス・リサイクル

スタンプラリー
プチトマトすくい体験

食・健康・環境展
プチトマトすくい体験

育てる

楽しむ 見 る

学 ぶ

食べる

皆さんのご参加お待ちしております
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平成30年度 特定教育・保育施設利用者負担基準額表
　町独自の子育て支援事業として、年少扶養控除を適用したなかで軽減し、階層を決定しています。
　特定保育利用者の所得割課税額が非課税の世帯は、第２子以降無料となり、57,700円未満（６階層以下）の世帯は、
従来の多子軽減における年齢の上限を撤廃し、第２子半額、第３子以降無料となり、ひとり親家庭等の世帯で、所得割
課税額が77,101円未満（７階層以下）の世帯は、第２子以降無料となります。
　また、山梨県の「やまなし子育て応援事業」においては、所得割課税額が169,000円未満（９階層以下）の世帯で、
３歳未満児の子どもに対して、第２子以降無料の事業が開始されています。この事業に該当すると思われる世帯は、町へ
の申請が必要になります。※申請書は保育所を通じて配布します。
　特定教育利用者の所得割課税額が77,101円未満（３階層以下）の世帯は、従来の多子軽減における年齢の上限を
撤廃し、第２子半額、第３子以降無料となります。
　階層区分については、４月から８月分の保育料は平成２９年度所得割課税額で決定しますが、９月からは平成３０年
度所得割課税額で階層が決定します。
　９月からの利用者負担額については、９月中にお知らせします。

児童の属する世帯の階層区分

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

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

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 

０～２歳児 ３歳児 ４．５歳児
保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

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

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

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
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
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
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
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

市町村町民税
所得割課税額

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

第６階層

第７階層

第８階層
第９階層
第10階層
第11階層
第12階層

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

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

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

特定教育利用者負担金額（月額）　新制度の幼稚園、認定こども園（幼稚園）の利用料

特定保育利用者負担金額（月額）　保育所利用料

※「ひとり親等世帯」　…　母子・父子世帯、または障害者同居世帯
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　子どもが病気になったとき、保育園に子どもを預けることができず、困ったことはないですか？
山梨県内全市町村参加による協定締結により、病児保育施設を持たない市町村の住民であっても、県内に
ある全ての病児・病後児保育施設を自由に利用できるようになりました。
　働いているお父さん・お母さんが、病気になった子どもを安心して預けられる体制を整えたことにより、
子育て世帯の仕事と子育ての両立を支援します！！
　病児・病後児保育の利用に際して、お住まいの市町村での「事前登録」が必要となりますので、今後、利用
が見込まれる方は子育て支援課で登録をお願いします。
　下記に県内病児・病後児保育施設一覧を掲載しましたので内容等を確認して、保育内容等に関する詳細については直接、施設に
問い合わせていただき、登録から利用までの流れなどにつきましては、子育て支援課児童福祉係までお願いします。

※上記の内容に変更がある場合もございますので、各施設にご確認下さい。　問合せ先：子育て支援課　児童福祉係　72-1174

病児・病後児保育施設一覧

甲州聖愛パッピークリニック
病児・病後児保育室「バンビ甲府東」
（甲府市上阿原町487-1）

055-242-6868 0歳～
小学6年生

生後6か月～
小学6年生

月～金
8:30～20:00 20

市　内　2,000
市　外　2,500

4
市　内　2,000
市　外　2,500

甲府西聖愛クリニック
病児・病後児保育室「バンビ甲府西」
（甲府市富竹1-3-10）

055-288-8222 0歳～
小学6年生

月～金
8:30～18:30 14

武井クリニック
病児保育室「なかよし」
（都留市法能670）

0554-45-6847 生後4ヶ月～
小学6年生

月～金
8:30～17:30 6

市　内　2,000
市　外　2,500

No. 市町村 連絡先 対象児童 開所時間 利用料金

円人

施設名
（所在地）施設類型

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

1 日(市内) 2,000
半日(市内) 1,000
1 日(市外) 2,500
半日(市外) 1,250

1 日(市内) 2,000
半日(市内) 1,000
1 日(市外) 2,500
半日(市外) 1,250

病児対応型・
病後児対応型
（10施設）

病後児対応型
（5施設）

甲府市

都留市

山梨厚生病院
病児・病後児保育所「ひまわり」
（山梨市落合860）

0553-22-1773 月～金
8:15～18:15山梨市

2歳～
小学6年生 2

市　内　2,000
市　外　2,500

大月市立中央病院
病児・病後児保育室「さくら」
（大月市大月町花咲1225）

0554-23-8032 月～金
8:30～17:00大月市

生後6か月～
小学6年生 4

市　内　2,000
市　外　2,500

北杜市立長坂保育園
病児病後児保育室
（北杜市長坂町大八田3531）

0551-32-2058 月～金
8:15～18:00北杜市

生後6か月～
小学6年生 3

市　内　2,000
市　外　2,500

飯富病院
病児・病後児保育室
（身延町飯富1628）

0556-42-2322 月～金
8:30～18:00身延町

0歳～
小学6年生 6

69計

16計

市　内　2,000
市　外　2,500

げんきキッズクリニック
病児・病後児保育室「ドリーム」
（昭和町河東中島748-1）

055-268-5578 月～金
8:30～17:00昭和町

生後6か月～
小学6年生 4

市　内　2,000
市　外　3,000

クローバー保育園
病児・病後児保育室「よつば」
（甲斐市竜王新町2117-3）

055-276-9680 月～金
8:30～17:30

0歳～
小学6年生 3

市　内　2,000
市　外　3,000

富士吉田市立第五保育園
病後児保育室「たんぽぽ」
（富士吉田市新屋1236）

0555-23-6346 月～金
8:30～16:30

0歳～
小学6年生 4

市　内　2,000
市　外　2,500

さくらんぼ保育園
病後児保育室「つぼみ」
（南アルプス市桃園337-30）

055-282-8111 月～金
8:30～17:30

甲斐市

生後6か月～
小学6年生 6

市　内　1,700
市　外　2,500

韮崎市立病院
病児病後児保育所「スマイル」
（韮崎市本町3-5-3）

0551-23-4507 月～金
8:00～18:00韮崎市

南アルプス市

0歳～
小学6年生 3

市　内　2,000
市　外　2,500

千野保育園
病後児保育室「さくらんぼ」
（甲州市塩山千野3653）

0553-33-2624 月～金
8:00～17:30甲州市

1歳～5歳 3
上野原市立上野原こども園
病後児保育室
（上野原市上野原3195）

0554-56-8350 月～金
8:30～16:30上野原市

富士吉田市

生後6か月～
小学6年生 3

市　内　2,000
市　外　3,000

富士川病院
病後児保育室
（富士川町鰍沢182‐2）

0556-22-7221 月～金
8:30～17:30富士川町

定
員

県内全域での病児・病後児保育の広域利用が始まりました。



富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　しらかべ歯科医院　白壁正光 歯科医師

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から
～

※患者様の知り得た情報は、医療連携の必要がある場合には同意をいただいた上で、

　病院、医院、介護サービス事業所、地域包括支援センター等と共有化を図ります。

※相談・紹介件数が混み合う場合には、ご対応やご紹介に多少お待ちいただく場合が

　ございます。ご理解とご了承をお願いいたします。

各種保険診療（医療保険・介護保険）が適用されます。
交通費が別途かかる場合もあります。

自宅や施設に歯科医がお伺いし、
歯の治療をいたします。

在宅や施設等で歯や歯ぐきの痛みや入れ歯が合わない、食事が食べ

にくい、最近むせやすくなった等、歯やお口のことで困っている方の

相談に対応します。在宅歯科診療、口腔ケア指導等を実施している

歯科医院等を紹介します。

電
話

相談受付時間：平日  午前9:00 ～ 午後5:00

歯科医療連携室相談窓口在宅

高齢や病気などで

ご相談ください。

歯科医院へ通うことが困難な方歯科医院へ通うことが困難な方歯科医院へ通うことが困難な方

※在宅歯科医療連携室は、県民の皆様と歯科医院をつなぐシステムです。

山梨県歯科医師会では、山梨県の委託を受け

在宅歯科医療連携室　を

設置しています。

こんにちは
お口を診に
伺いました
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地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信はじめます
　5月末より約1ヶ月間、大
石でお蚕を育て6月末によ
うやく繭をつくり終えまし
た。4月より桑畑の雑草取
りや肥料撒き、剪定など畑
の手入れをしていたのです
が、新芽を鹿に食べられ桑
の木が弱っていて、このま
まではお蚕の食べる桑の
量が確保できない為、予定していた半分の量のお
蚕を飼うことになりました。現在大石では養蚕農
家が１軒もないため都留から養蚕講師を招き養
蚕の手ほどきを受け、はじめての養蚕体験の地域
おこし協力隊二人を地域の方が温かくサポートし
てくださったこともあり、量は少ないですが質の良

い繭ができました。毎日
の慣れないお蚕のお世
話にへとへとの日々でし
たが養蚕講師や地元の
おばあちゃんに“良いまゆ
だね！”と言ってもらえた
ことがとても嬉しく来年
の養蚕への励みになりま
した。昔は養蚕がとても
盛んだった大石地区。

地元の方にお話を伺うと
「子供の時に家でお蚕を
飼っていてお蚕さんの桑を
食べる音がまるで雨が降っ
ているようにザーザーとす
ごかった。」とのこと。現在、
山梨県で養蚕農家は１０
軒ほどだそうなので、今で
は珍しい養蚕を皆さんに見
てもらいたくて“富士河口湖町地域おこし協力隊”
のフェイスブックやチラシで見学募集をしたとこ
ろ、地域の方や養蚕に興味がある方が養蚕作業
を見にきてくれました。今後も私たちの大石紬伝承
の活動を地域の方をはじめ子供たちや若者にも興
味を持ってもらえるよう大石紬伝承工芸館と力を
合わせ頑張って参りますので宜しくお願いします。

大
石
紬
の
ま
ゆ
を
つ
く
る
！！

　 

地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
養
蚕
報
告
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おおいしつむぎ通信 2018.8月号

地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信はじめます

男女共同参画推進委員会だより男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
男性の料理教室に参加して 渡辺　旭

　７月１０日 勝山ふれあいセンターで食生活改善推進員会による「男性の料理教室」が開催されました。

　調理実習の前に富士河口湖町健康増進課の方から
次のようなミニ講話がありました。
　１）塩分の摂取と生活習慣病
　２）生活習慣病予防と食事
　３）調理の基本～本日の調理実習レシピを利用して～
　塩分についての話では、「うどん（固め）」１杯でなんと
１日分の塩分摂取量約８ｇが入っていることや山梨県の成
人男性は、１日12ｇぐらいの塩分摂取しているという調査
結果があることなど、本当に大変参考になる内容でした。
当日のメニューは、
・豚肉とラッキョウの炒め物
・かぼちゃの蜂蜜塩煮のサラダ
・キュウリとミョウガのさっぱり和え
・野菜スープ　など
　私にとっては、少々レベルの高いものでした。「富士河
口湖町食生活改善推進員会」の皆さんのご指導で調理し

ました。そして、和やかな雰囲気のなかみんなで試食しま
した。今回の参加者は40～70代の方で、料理経験は長
期的経験者やほとんどやらない方で班の中でも差が大き
く、包丁さばきに驚きの声が聞こえました。皆で協力、分
担して・・・調理が終わり完成した時はホッとしました。
試食後の参加者からの感想は、
・非常に美味しくてよかった。
・料理の大変さが理解でき、妻に感謝する。
・家庭で少しでも料理の手伝いをしたい。
などでした。
　今回の「男性の料理教室」をきっかけに男性が料理経
験をスタートして、家事に協力していき男女共同参画社会
を少しでも形成できればいいと思います。家事を分担する
事で新しい家庭生活を歩めると思います。
　男料チャレンジ会が、「男性の料理教室」を毎月１回実
施しているそうです。ぜひ、みなさん参加してみてください。
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『理解促進研修・啓発事業』
健康科学大学　健康科学部　福祉心理学科　古川　奨

　今月は「福祉マップやまなし」について紹介していきたいと思います。山梨県のホームページにアクセスして下さ
い。メニューの「医療・健康・福祉」をクリックすると出てくる県政おすすめサイトの中にあります。

福祉マップやまなし

福祉マップやまなし使い方

皆さんは普段どんなところにお出かけしていますか？
娯楽施設・飲食店・公園と様々な場所に私たちはお出
かけしています。ですが、楽しいはずのお出かけ先で、
不便だな、ちょっと危ないな等の残念な気持ちになっ
て帰ってきたなんてことはないでしょうか？皆さんが出
かける先は、安全・安心・便利がちゃんと考えられてい
る場所かな？誰にとっても快適に利用できる場所にな
っているのかな？を簡単に調べられる物の一つに今回
紹介する「福祉マップやまなし」があります。「福祉マッ
プやまなしは、誰もが安心して気軽に山梨県内各地に
出かけられるよう、バリアフリー情報から毎日の生活
にかかわりの深い公共施設や飲食店等を探せるマップ
になっています。

キーワード入力欄に「フリーワード」を入れて検索する
ことが可能です。その他に「施設種別」で娯楽施設や
宿泊施設等を直接探すこともできます。自分が行きた
い市町村を絞り込むことも可能です。もう一つ重要な項
目として、「バリアフリーで探す」があります。バリアフ
リー情報として駐車場、建物入口・通路、誘導案内、エ
レベーター・エスカレーター、トイレ、通信設備、宿泊
者への配慮、ATM・販売機、その他（補助犬の同伴等
の項目）があります。しっかりと整備されていて欲しい
なという項目を☑することでバリアフリーが充実した
行先を探すことができます。バリアフリーで探すの一
部分を紹介します。

バリアフリーで探す

□駐車場

障害者優先駐車場、駐車場から施設入口までの屋根・
スロープ

□建物入り口・通路

通路入口の段差、自動ドアの設置、スロープの有無、
出入り口の幅、施設内通路の幅、手すり

□トイレ

出入り口の段差、出入り口の幅、スライド式ドア、多目
的トイレ、車いす用トイレ、オストメイト設備、個室の
手すり、小便器の手すり、ウォッシュレット設備、ベビ
ーチェア、おむつ替えシート、緊急呼び出しボタン

□ATM・販売機

車いす使用者が利用できる・視覚障害者用のATM、
車いす使用者が使用できる・点字案内付き販売機

□宿泊者への配慮

車いす利用者の宿泊、補助犬の同伴、湯船への車いす
での進入、湯船の手すり、宴会場等車いすでの進入

□エレベーター・
　エスカレーター

設置の有無、車いすで利用できる操作盤、点字表示、
音声案内、ドアのガラス窓、エレベーター背面の鏡

　ここに紹介した項目の他に、

誘導案内、通信設備、その他（補

助犬の同伴等の項目）などがあり

ます。すべての項目にチェックを

いれて富士河口湖町にある社会

資源を検索すると富士河口湖温泉郷　政府登録

国際観光旅館「ホテル湖龍」さんが出てきます。個

人的に行ってみたいと思っています。宿泊項目をの

ぞく施設としては、勝山ふれあいセンター、河口湖

ショッピングセンターベルが出てきます。現在も

「福祉マップやまなし」では情報更新を進めてい

ます。大型店舗や公共施設に限らず、身近な地域

の飲食店やコンビニなどの情報も掲載可能のよう

です。是非、皆さんで富士河口湖町の情報をたくさ

ん更新していきましょう。情報更新については、福

祉マップやまなしのホームページ内で受け付けて

います。問い合わせは山梨県の福祉保健部障害福

祉課になります。



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、町内の視覚障害者を対象に、今年度も、

パソコン講習会を開催します。

　内容は、音声で確認しながらのパ

ソコン操作や、情報を音声で入手す

る方法等を学びます。

　この機会にパソコン体験をしてみ

ませんか？

●実施日：全８回（木曜日）
　　　　    ８月２３日

　　　　    ９月  ６日、２０日、

　　　　  １０月  ４日、１８日、

　　　　  １１月  １日、１５日、２９日

●実施時間：午前９時３０分～１２時

●実施場所：富士河口湖町町中央公民館

●講　師：（株）カルク

●対象者：町内の障害者手帳保持者
　　　　（視覚障害者１・２級）

●定　員：５名（定員になり次第締切り）

●申込締切日：平成３０年８月１５日（水）

●申込み・問合せ先…富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　　　（電話７２-１４３０）

　町社協では、山梨県鍼・灸マッサージ師会湖岳部会に

ご協力していただき、町内在住で７４才以上の方を対象に

鍼とマッサージ治療の無料サービスを実施します。

　事前予約受付はありませんので、当日、直接各会場で

受付してください。

　●期日………平成３０年９月１３日（木）
　●受付………午前９時～１１時
　●治療時間…午前９時～１２時
　●会場………船津福祉センター
　　　　　　　小立福祉センター

　　　　　　　河口住民センター

　　　　　　　勝山ふれあいセンター

※足和田地区、上九一色地区の方は、会場が船津福祉セ

　ンターになりますので、当日、温泉送迎バスをご利用く

　ださい。

※大石地区の方は、会場が河口出張所になりますので、大

　石出張所を午前９時に送迎します。

　町社協では、老人福祉週間事業の一環として、金婚式

を迎えられるご夫婦に記念写真を贈呈し

ます。

　今年度は、昭和４３年に結婚されたご夫

婦が該当になります。

　ご希望の方は、１０月３１日（水）までに

町社協へお申込み下さい。（７２-１４３０）

視覚障がい者のためのパソコン
講習会の開催（参加者募集） 対象　74才以上の方

【無料】 鍼・マッサージサービス

金婚式のご夫婦に記念写真を贈呈します

表紙の説明

　4回目を迎え、「コミュニティフェスタ」から名前を一新した「まち
フェス」が、初めて夏の7月に開催されました。当日は天候にも恵ま
れ、ステージイベントや各種出店、鱒（ます）のつかみどり、消防・防
災展など、盛り沢山な内容で盛大に開催されました。表紙の写真
は、オープニングセレモニーでの来場者皆さんによる風船飛ばしの
一コマです。フランスフェアにあやかって、トリコロールカラーの
風船を飛ばしました。来場された皆様にとって、町の新たな魅力を
再発見することができたのではないでしょうか？

～「　　　　　　　　  ―大好き富士河口湖町―」～第4回
 
第4回
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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

本栖高原の本格的な調査が始まりました本栖高原の本格的な調査が始まりました

絶滅危惧湿生植物と特定外来生物アレチウリの今年度１回目の調査が行われました絶滅危惧湿生植物と特定外来生物アレチウリの今年度１回目の調査が行われました

○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、７月１４日から１０月１４日まで山梨県立世界遺産センター入口ホールで展示し
　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」の鳥類・ほ乳類・昆虫類・絶滅危惧植物の6月の調査が終了し、７月の調査を実施中です。６月に
　は、都留文科大学別宮教授のご指導をいただき土壌水分センサーの設置も行われ、データ収集中です。

　「富士山北部生物多様性保全協議会」の２年目の活動の一部として、環境省の「生物多様性保全上重
要な里地里山」に選ばれている「富士北麓の草原」4ヶ所の一つ「本栖高原」（広くは富士河口湖町の本栖
地区から富士ヶ嶺地区の、草原地帯から森林・牧草地帯までの地域）の草原地帯を中心に、絶滅危惧植物
・チョウ類・鳥類などを定期的に調査しています。　
　これは、環境省の「富士山北部生物多様性保全推進支援事業」として、森林の伐採によって動植物がど
う変わるか・絶滅危惧動植物がどう広がるかを調べるのと並行して、伐採跡地にできた草地と元からある
二次草原との動植物の違いをみるために、1年目は「野尻草原」（上記の「富士北麓の草原」4ヶ所の一つ）
で、2年目は「本栖高原」で調査を行っているものです。５・６月の調査で、「本栖高原」には環境省絶滅危
惧Ⅱ類のフナバラソウが多いことが改めて確認されました。広い範囲にみられると同時に、狭いところに
４０本もある場所もあるなど、他の草原に比べて非常に多くみられました。ただし、写真からもわかるよう
に花がしっかりついている株が少なく、茎の上がないものやあっても花がまともに咲いていないものが多くみられたのが心配され
ました。これは、若い時期にシカなどの動物に食べられたのかと思われました。

　2010年から実施している特定外来植物「アレチウリ」と絶滅危惧湿生植物の2018年度調査の
第１回目を、6月28日に実施しました。昨年は7月１日に実施しましたが、その時より河口湖全体の
水位が高く、毎回調査している河口・河口東・広瀬・大石・八木崎・勝山の６地区いずれも湖畔の
土の部分が狭くなっていて、絶滅危惧湿生植物の確認できた場所も少なくなり個体数も少なくな
っていました。しかし、スジヌマハリイなどは湖水に埋もれても、その中からしっかりと茎を伸ばし
ていたり、乾燥し始めた水辺近くの場所に環境省絶滅危惧Ⅱ類のオナモミの芽生えがみられたり
して、ジョウロウスゲ・カンガレイを含む４種の絶滅危惧湿生植物が確認できました。
　アレチウリも、河口湖の水位が例年より高いことも影響してか、河口と八木崎地区の一部でみ
られただけで、他の地区では全くみられませんでした。しかし、八木崎地区のヨシを刈った場所の一部にアレチウリの芽生えがか
なりみられ、一部は防除しましたが、取り切れなかったので、東部建設事務所が委託している業者の調査と対応にゆだね、今後の
推移を見守りたいと思います。

　

　富士山は、６月に世界遺産登録５年目を迎えましたが、それに伴い海外からの来訪者が急増し
ている現状に対応するべく、２年前に発行した「富士山の自然」Part１の英語版 “The Natural 
Features of Mount Fuji  Volume 1  Current Status of the Mountain’s Northern Side”に
引き続き、「富士山の自然」Part2の英語版“The Natural Features of Mount Fuji  Volume 2  
Satoyama Environments in Crisis”を、6月１４日にようやく発行できました。粟井英朗環境財
団・日野自動車グリーンファンドの助成をいただきながら、2年がかりで完成出来たものです。
　内容は、日本語版Part2の一部を改訂したもので、和名・学名の他に、あるものには英名も併
記し、環境省と山梨県のレッドリストのランクも最新の情報に入れ替え、新たに静岡県のレッドリ
ストのランクも入れました。また、写真の一部を入れ替えるなど、A４判フルカラーの８１ページの冊子となっていて、河口湖フィール
ドセンターをはじめとした、ふるさと振興財団の各施設をはじめ山梨県立世界遺産センターなどの富士山麓１２ヶ所で、定価２０００円
で販売させていただいております。同時に、富士山麓の小中高等学校１７４校すべてに各１冊ずつ無償配布させていただいており、
富士河口湖町の図書館・各公民館にも無償配布させて頂いております。富士山学習と生きた英語学習に役立てばと思っています。

「富士山の自然」Part2の英語版を発行しました「富士山の自然」Part2の英語版を発行しました
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（生涯学習課文化財係　杉本悠樹）

はじめに
　平成25年（2013）８月、富士山の世界文化遺産登録から間もない時期に、富士河口湖町では山梨県の古代史を
考えるうえで重要な遺跡が発掘調査により解明されました。古代の律令体制の確立とともに平城京や平安京といっ
た都と甲斐国の政治的中心地である国府を結ぶために設けられた官道・東海道甲斐路の道路の跡が河口地区の
鯉ノ水遺跡において山梨県内で初めて見つかりました。発掘から５周年を契機に鯉ノ水遺跡について、その意義を
改めて紹介したいと思います。

遺跡の分布調査の重要性
　古代の道路の跡が発見されて全国的にも知られるようになった鯉ノ水遺跡ですが、
発掘調査が行われる前年までは遺跡の名前さえありませんでした。国道137号の新倉
河口湖バイパスから河口湖畔の区間の主要地方道河口湖精進線の建設工事に伴い、
平成24年（2012）に遺跡の有無を確認する試掘調査が実施されました。道路工事の範
囲は、道路の供用が開始されると二度と調査をする機会が失われてしまうため、工事
の事前に遺跡の有無を確認する必要があります。町教育委員会では、国道137号河口
２期バイパスから旧国道137号（町道0115線）の区間の用地に32箇所の試掘調査を実
施し、遺跡の有無を丹念に確認しました。そして、鎌倉街道の伝承をもつ町道2101号
に隣接する地点において版築工法による硬化面をもつ道路と思われる痕跡を発見。ま
た他の地点からも古墳時代～平安時代にかけての土器などが発見されたため、それら
の範囲を合わせ「鯉ノ水遺跡」という名前で新たに遺跡台帳に登録し、翌年に本格的
な発掘調査を実施することが決定しました。周知の埋蔵文化財包蔵地ではなかった場
所からの発見であり、分布調査の重要性が再確認される事例となりました。
古代の東海道甲斐路の存在を実証
　古代に全国に置かれた66ヶ国の政治的中心地である国府と都を結ぶ道は、古代の中央集権国家の維持のために
必要不可欠な道であり、都を起点に東海道、東山道、山陽道、山陰道、北陸道、南海道、西海道の７本の道が設け
られました。甲斐国は東海道に位置付けられましたが、東海道の本道の大半は太平洋岸に沿って設けられており、
山間地で内陸に位置する甲斐国には東海道から分かれた専用の引き込み路が必要となりました。このため、東海
道の本道の横走駅（現在の静岡県駿東郡小山町付近）で分岐し、甲斐国の国府（現在の笛吹市に比定）に通じる
東海道甲斐路が設けられました。平安時代に編纂された『延喜式』には、横走駅～甲斐国府の間に、「加吉・河口
・水市」の３つの駅（馬を交代させる中継地）が置かれていたこと
が記載されており、東海道甲斐路は富士北麓を東西に横断し、河
口湖の東岸を北上して御坂峠を越えて甲府盆地に通じる経路が
想定され通説となっていました。３つの駅のひとつ、河口駅の所在
地と比定される富士河口湖町河口の鯉ノ水遺跡において東海道
甲斐路の道路跡が発見されたことにより、道路が通説どおりに存
在することが実証されました。想定される道路幅は６メートルで、
東海道の本道が１２メートルであったのに対し、支路の甲斐路は
半分の規模であったことが判明しました。半分ではあるものの、６
メートルのもの直線道路が国の威厳を示すように富士北麓を通過
していたことが確かめられました。

今後の展望
　山梨県内で初めて発見された古代の東海道甲斐路の道路跡は、発掘当時に大きな話題として様 な々報道機関に
より紹介され、その後も現在まで多くの研究会や研究論文等で取り上げられてきました。鯉ノ水遺跡での古代の道
路跡の発見は山梨県の古代史研究に新たな窓を開けたことを意味し、今後の関連遺跡の調査によってさらに発展
するものと考えられます。道路の存在が実証されたことから、鯉ノ水遺跡と結ばれるさらなる道路跡、東海道甲斐
路の沿道に存在したと想定される河口駅の建物跡、道路の終着点である甲斐国府とその関連遺跡の発見が将来
的に期待されます。富士河口湖町は歴史の道の宝庫であり、地下には尊い歴史を物語る遺跡が埋蔵されており、鯉
ノ水遺跡のような事例がたくさん眠っていると考えられます。

古代官道発掘５周年　鯉ノ水遺跡について

試掘調査で発見された
東海道甲斐路の道路跡の
一部（平成24年9月）

東海道甲斐路の道路跡の断面（平成25年8月）
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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 8月のおススメ！

地域に根差して…
根場地区の第８番目の“組”です！

素焼きの香立（ペンダントにも可）の色付はじめました。

ゆかたはもちろん、ゆかたに合う小物も充実しています。

夏休みの宿題にまだ間に合う！各種色付体験。

夏休みの自由工作に万華鏡製作体験はいかがですか。筒の外側の
装飾が自由にできるので、オリジナルの万華鏡が作れます。

つるし飾りの体験教室を始めます。ご希望の方はご一報下さい。
090-6141-5859（横田）

八丁目会 8月のおススメ！

地域に根差して…

陶と香のかやぬま

ちりめん細工・つるし飾り

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

夏の一番人気！竹の水鉄砲で遊びませんか？

かき氷はじめました！

夏はやっぱりカレーほうとう！

夏でもおいしいきのこそば。冷たいきのこそばもありますよ！

陶芸と和モダンの藍染の世界をどうぞ。

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/
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⑩匠や　企画展

⑰土あそび　富士炉漫窯

⑱ちりめん細工・つるしかざり

陶：米山　久志
藍：米山のぶ子

日本文化で国際交流

折り紙絵画＆風車の展示

クイズラリー開催中！ 『お蚕さん』育てます！

いやしの里納涼会

折り紙・華道・茶道・書道など
日本文化を体験しませんか？

夏休みの工作のお手伝いに…
着物の生地で作る可愛い学問の神様と言われる

『陶器のお地蔵様を作ろう！』『陶器のお地蔵様を作ろう！』

●期間：８月  ９日㈭～１３日㈪
　　　　 　２０日㈪～２６日㈰
※希望日と希望時間をご予約下さい。
●料金：600円（夏休み特別価格！通常1,000円）
＊予約問い合わせ＊ 090-6141-5859　横田

※一部有料となります。
華道と茶道の日程に
つきましては
お問い合わせ下さい。

●日時：８月２６日㈰／10時～15時
※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。
●大きさ：300グラムの粘土で作ります。

　　　　　　　　　　　　　  乾燥、素焼き、本焼き後、お送り致します。
＊予約問い合わせ＊ 080ー5024ー5735  前田

●期間：現在開催中～８月下旬
●場所：⑥せせらぎ屋

●期間：現在開催中～
　　　  ８月中旬
●場所：⑤くつろぎ屋

約５千枚の折り紙の
兜で作った「赤富士」

壁一面の風車！

～里の夏をしめくくる年に一度の夏祭り！～～里の夏をしめくくる年に一度の夏祭り！～

８月18日㈯限定 17：00～20：００／入場無料（17：00以降）
年に一度の里内ライトアップ！流しそうめんやミニ縁日！　フィナーレに打ち上げ花火！

ご家族・お友達をお誘いの上、ぜひお越し下さい！
※天候等の都合により予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

クイズに答えて各棟を巡ろう！

広報７月号において納涼会の日程に誤りがありましたこと深くお詫び申し上げます。 訂正：８月１９日㈯→８月１８日㈯

8月中旬まで
一般公開します。 現在開催中～

８月３１日㈮

里内「養蚕室」にて
「お蚕さん」を育てます！

今年最後の養蚕です！お見逃しなく！

●期間：８月３１日㈮まで

※期間終了後、
　抽選で景品が
　当たります！

陶と藍染め 二人展陶と藍染め 二人展

●期間：８月１８日㈯～２２日㈬
●場所：旧渡辺住宅
●期間：８月１８日㈯～２２日㈬
●場所：旧渡辺住宅

『ふくろうを作りましょう！』『ふくろうを作りましょう！』
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河口湖ステラシアター通信 8月号

富士山河口湖音楽祭2018　開催17年目
開催期間/8月11日(土･祝)～１９日(日)

●●●●●●●●●●●アウトリーチプログラム●●●●●●●●●●●

～音楽があなたの身近なところに～

８月１0日㈮　PM1：00～
音楽祭中学生特別バンドメンバーによる

よりみちコンサート vol.1
《出演》山梨県中学生特別バンド
《会場》富士山五合目広場

上野耕平ミニ演奏会 やまなしフレッシュコンサート
県内演奏家ミニ演奏会

富士山ブラスウィーク

in 富士急ハイランド

ミニコンサート

マーチングパレード演奏会
《出演》東海大学附属甲府高等学校
《会場》富士急ハイランド内

富士山河口湖音楽祭

サクソフォン奏者

ハーモニーコンサート
《出演》ふじ山麓児童合唱団　他中国北京市より
《会場》ショッピングセンターBELL時計台広場

笛奏者オマタタツロウによる
ミニコンサート　vol.2
《会場》富士山世界遺産センター

８月１0日㈮　PM3：００～
音楽祭中学生特別バンドメンバーによる

よりみちコンサート vol.２
《出演》山梨県中学生特別バンド
《会場》富士山五合目広場

《会場》富士急行線電車内　※電車乗車運賃は別途かかります。
《会場》富士河口湖高校アンサンブルメンバー
《会場》河口湖ステラシアター前広場

《会場》①フォレストモール富士河口湖
　　　　②ショッピングセンターBELL 時計台広場

８月１0日㈮  ①PM12:00～ ②PM4:00～

８月１1日㈯　 ８月１1日㈯　PM１：00～

８月１1日㈯　PM5：00～(予定) ８月１1日㈯　PM５：00～ ８月１6日㈭　PM2：00～

音楽祭中学生特別バンドメンバーによる

よりみちコンサート vol.３
《出演》山梨県中学生特別バンド
《会場》ショッピングセンターBELL時計台広場

茂木大輔とN響メンバーによる

《出演》オーボエ:茂木大輔　他
《会場》河口湖美術館　
　　　　※別途美術館入館料必要

アラカルト　ミニ演奏会
《出演》アラカルト
《会場》こども未来創造館

マリンバミニ演奏会

山梨県中高生打楽器特別チーム
パフォーマンス

池上英樹
８月１6日㈭　ＡM11：30～ ８月１7日㈮　PM1：30～ ８月１7日㈮  ①AM11:30～ ②PM4:00～

池上英樹プロデュース

《会場》河口湖ステラシアター前広場

８月１9日㈰　PM３：30～
山梨県中学生OBバンド
ミニ演奏会

《会場》河口湖ステラシアター ロビー

８月１9日㈰　PM３：35～

<行>河口湖駅発(普通) AM 9:39  ⇒  大 月 駅 着 AM10:38
<帰>大 月 駅 発(普通) AM11:03  ⇒  河口湖駅着 PM12:08

上野でゴー

町内さまざまな場所で

ミニ演奏会を開催いたします♪

町内さまざまな場所で

ミニ演奏会を開催いたします♪

どなたでもお楽しみいただける
プログラムですのでお誘い合わせの上、

ぜひお越しください！
お待ちしております！
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このページについてのお問合せは、河口湖ステラシアター  ７２－５５８８までどうぞ

http://www.stellartheater.jp/

&
♪自然の香りが響きわたる♪

河口湖円形ホール
♪優しい音が湖風に舞う♪

♪河口湖ステラシアター公演情報♪

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

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

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

第10回 国際ジャズオーケストラフェスティバル
STELLAR JAM

第2回 フジアカペラフェスティバル

柿原 徹也
Kiramune Presents Tetsuya Kakihara Live Tour 2018 “I for U”

FUJI A CAPPELLA FESTIVAL

星空のライヴＸ 追加公演決定!
《日時》2018年8月２６日㈰　開場/PM４:00 開演/PM５:00
　　　   ※25日㈯の公演は完売です。

《会場》河口湖ステラシアター
《料金》全席指定 8,800円(税込)

８月11日(土･祝)AM10:00より一般発売開始！

MISIA

※3歳以上チケット必要　※雨天決行・荒天中止
※予約後のキャンセル・変更はできません。同様にチケットの払い戻し、再発行もできません。

※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。

《日時》2018年９月6日㈭～７日㈮　
　　　　　　　　開場/AM9:00 開演/AM9:45 大学生ジュニアバンドの部
　　　　　　　９月８日㈯　　　　  
　　　　　　　　開場/AM11:30  開演/AM11:45 小中高生バンド＆少年市民バンドの部
《会場》河口湖ステラシアター
《料金》全席自由 一般(前売)1,300円　(当日)1,500円　 
　　　　　　　　中学～大学生(前売)800円　(当日)1,000円
　　　　　　　　小学生以下　入場無料

《日時》2018年９月9日㈰　開場/AM9:00 開演/AM9:30 　
　社会人･中高生･大学生のアカペラサークル出演！
《会場》河口湖ステラシアター
《料金》全席自由 一般(前売)1,200円　(当日)1,500円　 
　　　　　　　　中学～大学生(前売)500円　(当日)1,000円
　　　　　　　　高校・中学・小学生以下　入場無料

《日時》2018年９月２９日㈯　開場/PM3:30  開演/PM4:30
　　　　         ９月30日㈰　開場/PM3:00  開演/PM4:00
《会場》河口湖ステラシアター
《料金》全席指定 8,100円(税込)

チケット発売中！

チケット発売中！

※こちらの公演はステラシアターでのチケット販売はございませんので、ご購入の際は、
　下記公式ホームページをご確認ください。
http://kiramune.jp/artist/kakihara
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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

納期限　平成３０年８月３１日（金）（口座振替日）◎町県民税２期今月の納税等

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 夏のオープンキャンパスの時

期がやってきました。７月１４日（土）に第１回

目を開催し、とても賑わいをみせていました。

８月以降も開催しますので、興味のある方は

是非ご参加ください！

≪今後の開催日程≫

※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。

  

学生宿舎組合様からのご寄附について
　６月１８日（月）に健康科学大学学生宿舎組合様（会長　渡辺与一
様）から、ご寄附をいただきました。
　いただいた寄附金は、学生ラウンジの設置、大学文化祭の助成金及
び学生募集に使用させていただきます。
　また、７月７日（土）には宿舎組合の皆様により、大学周辺の草刈り
が行われました。当日は、雨天にもかかわらず大勢の皆様にご協力い
ただき本当にありがとうございました。
　大学では、学生宿舎組合様からのご厚意に深く感謝し、今後も教育
環境の充実を図ってまいります。

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6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6回目 「愛鷹山（割石峠～越前岳）」

■日　時／９月９日㈰ AM７時４５分　富士河口湖町役場前駐車場集合　　
　　　　  小雨決行（雨天問合せ：０９０-８８０２-６１２０　井出）　（実質歩行時間5時間5分）

■コース／役場前駐車場出発：山神社～割石峠～越前岳～十里木高原 
■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／８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

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
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国民健康保険税２期　後期高齢者医療保険料２期　介護保険料２期

●相談日/9月2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。

　　26,388人
(－1)

 12,909人
(－9)

 13,479人
　(＋8)

 10,358　
(＋9)

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4時30分
多重債務相談　消費者問題相談 ほか

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 8月8日㊌・22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

　町では、毎月５日（５日が休日の場合はその前の平日）にハローワークが出張して
の就業相談を実施しています。次回は9月５日㈬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。

8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

女性なんでも相談のお知らせ
（毎月第2･第4水曜日）

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。

7月１日現在の
人口・世帯

相談専用ダイヤル　℡0555－22－1577

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）

渡邊　飛奈　　　廉　・香　澄　船津

天野　葵彩　　義　人・さつき　船津

外川　紫樹　　　翔　・秀　子　船津

渡邉　碧音　　昇　一・ちづる　船津

三浦　小和　　成　敏・加生里　船津

岩本　　蓮　　　篤　・弥　子　船津

青山ひかり　　貴　博・さゆり　船津

石井　千夢　　久　照・千　絵　船津

幡野　琉海　　希　望・恵　美　船津

杉田　　耀　　　勝　・　結　　小立

外川貴理人　　裕　貴・理　江　小立

宮下　杏唯　　有　寛・恵　子　小立

在原　衣都　　大　輔・麻　美　小立

貴家　七翔　　幸　佑・愛　子　大石

堀内陽菜乃　　勇　気・瑠　里　大石

鈴木　蒼晴　　克　弥・　茜　　河口

　瀬　加奈　　晃　士・恵　子　河口

小泉　莉亜　　彰　悟・あさみ　勝山

小山田琉李　　純　也・恵　里　勝山

親松　とも　80歳　親松　保彦　船津

三浦　德子　65歳　三浦　英明　船津

梶原みね子　102歳　梶原　　忠　船津

三浦マサヱ　95歳　三浦　　茂　船津

小口　法枝　71歳　小口　英雅　船津

野沢　に子　89歳　野沢　一郎　船津

中村その江　87歳　中村　孝一　船津

松井　五月　92歳　松井　和夫　小立

渡邊　清子　76歳　渡邊　勝美　小立

梶原八重子　91歳　梶原　利正　大石

堀内　一良　86歳　堀内　良浩　大石

塩澤　勝惠　73歳　塩澤　良夫　河口

渡邉さだ子　92歳　渡邉　禎一　勝山

角田　元昭　72歳　角田　京子　富士ヶ嶺

井上　大地　 ＝　 原田　麻亜　船津

武藤　匡亮　 ＝　 眞田　　綾　船津

大田原　亘　 ＝　 小俣　香澄　船津

関野　真輝　 ＝　 渡　　　渓　船津

辻　　紀彦　 ＝　 小佐野由妃　船津

廣瀬　拓哉　 ＝　 梶原　花菜　船津

古屋　真吾　 ＝　 　田　　愛　小立

梶原けん十　 ＝　 合津　寛子　河口

三浦　貴洋　 ＝　 三浦　莉奈　大嵐

　

おめでた・おくやみ
〈６/１５～７/１２〉

●日時・場所/8月  8日（水） 富士吉田商工会議所
　　　　　 9月12日（水） 河口湖商工会
　　　　　  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

お気軽に
ご相談下さい。
相談は予約制
（無料）です。
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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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　この八木崎公園整備事業は、国の補助金を活用し地元小立財産区の支援
を受けながら平成28年度より整備を進めてきました。
　先月開催されたハーブフェスティバル八木崎会場としても利用され住民の
みなさまをはじめ、多くの観光客の方々にも足を運んでいただきました。
　夏を迎え芝生も青々としてきましたので、是非一度気分転換にリニューアル
した八木崎公園を訪れてみてはいかがでしょうか。

今年４月より八木崎公園がリニューアルオープンしました！

八木崎公園の
リニューアル
オープン
について

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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