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県道鳴沢富士河口湖線（勝山バイパス）部分供用開始

第38回　河口湖レガッタ　3年ぶりに開催

ジュニアリーダー　
　　　海洋アカデミーに参加しました

町史編纂基本計画策定委員会の委員が委嘱されました

「健やか樹海ウォーク2018」が開催されました

生涯学習館で読書通帳サービスがスタート

　9月1日、2日の2日間、河口湖漕艇場にて第38回河口湖レガッタが開催されました。
　河口湖レガッタは過去2回、台風や水位の減少等で中止となり、今回は3年ぶりの開催と
なりました。地元出身者から滋賀県までの8都県から延べ124クルー、277人の選手が集
まり、強風や雨天をものともしない激しい戦いが繰り広げられました。

　9月19日より生涯学習館にて読書通帳機が導入され、導入式及び感謝状贈
呈式が行われました。都留信用組合様が、町の読書活動に大変ご理解をいただ
き、「読書通帳」作成費100万円を平成29年度の「ふるさと納税」としてご協力
していただき、今回5000冊の通帳を作成しました。読書通帳は、銀行の預金通
帳のような図書館専用の通帳です。生涯学習館に設置されている専用の機械
（読書通帳機）を通すと借りた資料のタイトル・著者名・巻数・貸出日などが印
字されます。本を借りると読書通帳にすべて記録されていく仕組みで、読書意
欲につながりやすく、読書の履歴を見える形にすることで、「もっともっと本が
読みたい」意欲を促進します。ぜひ、みなさんもご利用ください。

　8月30日に県道鳴沢富士河口湖線勝山バイパスの部分供用開始
に伴う交通安全祈願のお清め式が、町関係者、県議会議員、県関
係者列席のもと行われました。
　この開通で、町役場前交差点から勝山地区町道0153号線（もろ
こし街道）までが大変便利になりました。
　式典終了後、さっそく開通した道路へ自動車が通行していました。
便利になりましたが、今後は、交通量が増えることが予想されます
ので、通行する皆様のより一層の安全運転をお願いいたします。

　町の健全な青少年の育成を目的に行われているジュニアリ
ーダーの育成事業の一環として、町内の中学2年生が参加し、
「海洋アカデミー」が開催されました。
ジュニアリーダーは、町内の子どもクラブや育成会活動におい
て、子どもたちの中でのリーダーになっています。

　今年で2回目となる海洋アカデミーでは、神奈川県三浦市のリビエラシーボニアハーバーにおいて、「アクセスディンギー（小
型ヨット）」「シー・カヤック」「スタンドアップパドルボード」等を体験し、海での活動を学習しました。参加したジュニアリーダ
ーの子どもたちからは「海での活動は楽しかった」「また挑戦してみたい」などの感想が寄せられていました。

　8月27日（月）、中央公民館において町史編纂基本計画策定委員会の委員委嘱式及び
第1回委員会が開催されました。渡辺政孝教育長から委嘱状が交付され、委員の互選により
会長に末木健氏（考古学・山梨県考古学協会会長）、副会長に中村章彦氏（地元有識者（歴
史学）・富士河口湖町文化財審議会会長）が選出されました。会長・副会長のほかに、笹本正
治氏（歴史学・長野県立歴史館館長）、堀内眞氏（民俗学・山梨県立富士山世界遺産センタ
ー）、輿水達司氏（自然科学・山梨県立大学特任教授）、鈴木麻里子氏（美術工芸・山梨県文
化財保護審議会）の計6名の委員から構成され、今後の町史編纂に向けた基本方針や計画等を検討していきます。

　8月19日（日）、西湖野鳥の森公園において「健やか樹海ウォーク
2018」が、いのちをつなぐ青木ヶ原ネットワーク会議及び山梨県富士・
東部保健福祉事務所が共催で開催しました。当日は天候に恵まれ、町内
外約400名の参加者が樹海周辺の涼やかな気候を感じながらウォーキ
ングを楽しみました。
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駅前で国際交流体験

いやしの里で
　　　日本文化で国際交流開催しました

河口湖北中に小型可搬ポンプを導入しました

7月豪雨災害に対する義援金の報告とお礼

実のある研修に
　～町役場でインターンシップ研修 実施～

　8月17日と21日に中学生（2名）と高校生（4名）を対象に河口湖駅構
内において、駅前で国際交流を実施しました。毎年好評を得ており、
富士急行様、富士急トラベル様のご協力により実施しているものです。
　事前研修を行い、河口湖駅で外国人観光客に向けて、アンケートや
簡単な案内体験しました。町では、引き続き町民の皆さんに向けた国
際交流体験を進めていきたいと思います。

　8月20日から24日までの5日間、山梨学院大学，立正大学から5人
のインターンシップ（職場体験）研修を実施しました。市町村合併以
来続く事業で、おもに公務員を目指す学生が自ら希望し、富士河口湖
町役場を訪れました。期間中、一般行政事務から保育実習、リサイクル
センターや図書館での作業なども行い、研修生目線で公務員になる気構えを研修していました。

　8月18日から22日まで、西湖いやしの里根場において、日本文化で
国際交流が開催されました。茶道、華道、書道、折り紙など日本の文
化をきっかけに来場した外国人観光客とプチ交流をしてもらいまし
た。町国際交流協会の会員方々を中心に身振り手振りを交えて、異文
化交流を楽しんでいました。

　宝くじの社会貢献広報事業の一環として行われている、コミュニティ助成事業の採択を受け、河
口湖北中少年消防隊に新たな消防用小型可搬ポンプを導入しました。
　河口湖北中では、中学生による小型ポンプ操法訓練が行われており、防災訓練等で披露され
てきました。かなり古い消防用ポンプを利用し、修理を重ねながら使用してきましたが、今回の
助成事業の採択により、中学生でも使用しやすい軽量のポンプを導入することができました。
今年の総合防災訓練は天候不良のため中止となりお披露目することはできませんでしたが、

今回導入したポンプにより今後の活躍が期待されます。

　富士河口湖町では、平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨災害に関して、7月17日（火）から8月31
日（金）まで義援金のご協力をお願いしてまいりました。
　町有施設に設置した義援金箱に集められた義援金は、78,416円となりましたのでご報告いたします。
集められた義援金につきましては、この災害で被災された方々の生活再建の一助とするため、9月3日付け
で全額、日本赤十字社山梨県支部に送金させていただきました。
　みなさまの温かいご支援、ご協力ありがとうございました。

　この長浜親水広場整備事業は、国の補助金を活用し平成28年度より整備を進めてきました。
　奥河口湖の静かで落ち着いた広場となり、芝生やウォーキングトレイルを整備し歩いても楽しめる広場となっています。
　スポーツの秋、ぜひ長浜親水広場を訪れてみてください。

今月より長浜親水広場がオープンしました！今月より長浜親水広場がオープンしました！長浜親水広場のオープンについて
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「平成30年北海道胆振東部地震災害義援金」の
受付を開始しました！

　平成30年9月6日に発生した北海道胆振地方中東部を震源とする最大震度7の地震により、北海道に大きな被害
が出ました。日本赤十字社では、この災害で被災された方々を支援するため下記のとおり義援金の受付を開始しまし
た。皆様の温かいご支援をよろしくお願いします。

◎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。

1．義援金名称「北海道胆振東部地震災害義援金」
2．募集期間　平成30年9月11日（火）から平成31年3月31日（日）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
　 　　　　　　　8時45分から17時15分まで（土、日、祝祭日を除く）
　 ○郵便局　口座記号番号「00130-8-673591」
 　　　　　　口座名義「日赤平成30年北海道胆振東部地震災害義援金」
 　　　　　　※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）
＊振込の場合は、通信欄または備考欄に「平成30年北海道胆振東部地震災害義援金」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

災害義援金に関する
問合せ

に8

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。　　　　　　　
Ⓡ

が

●問合先　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

で検索するか、左のQRコードを読み取ろう♪

●問合先　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!
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◆平成２９年度一般会計決算報告

 歳入総額
128億4,973万1,667円

歳出総額
118億2,520万2,408円

 収支差引額
10億2,452万9,259円

実 質 赤 字 比 率

平成２9年度決算に基づく財政健全化判断比率について

早期健全化基準

早期健全化基準

早期健全化基準

早期健全化基準

13.8３ 

18.8３ 

25.0 

350.0 

8.８ 

5２.７ 

連結実質赤字比率

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

単位：％ 

固定資産税 軽自動車税町民税 入湯税 遊漁税町たばこ税0

◇使われた金額　    449,166円 ◇納めた金額 (町税) 　168,240円
町民一人当たりで見ると

10,000
0

20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000

20,000 40,000 60,000 80,000 140,000120,000100,000
⑪諸 支 出 金  
⑩公 債 費
⑨教 育 費

⑦土 木 費
⑥商 工 費
⑤農林水産業費

③民 生 費
②総 務 費
①議 会 費

⑧消 防 費

④衛 生 費

町民税
1,791,566,335
13.9%

町債
1,898,700,000
14.8%

その他
507,616,553
4.0%

繰越金
678,924,835
5.4%

繰入金
489,302,157
3.8%

県支出金
504,364,772
3.9%

各種交付金
632,565,630
4.9%

各種交付金
632,565,630
4.9%

地方交付税
2,460,329,000
19.1%

その他町税
425,019,767
3.3%

固定資産税
2,212,679,199
17.2%

地方譲与税
91,913,000
0.7%

分担金及び
負担金

133,893,669
1.0%

国庫支出金
900,541,217
7.0%

歳    入
128億4,973万1,667円

衛生費
1,273,580,507
10.8%

総務費
1,584,100,551
13.4%

民生費
3,471,289,118
29.4%

教育費
1,517,349,561
12.8%

公債費
1,501,418,993
12.7%

商工費
390,025,798
3.3%

土木費
1,301,535,502
11.0%

消防費
524,708,977
4.4%

議会費
93,281,537
0.8%

農林水産業費
150,354,516
1.3%

諸支出金
17,557,348
0.1%

歳    出
118億2,520万2,408円

平成20年度一般会計決算平成２5年度一般会計決算平成20年度一般会計決算平成２9年度一般会計決算

3,543
60,170

5,558
15,753

5,711
49,81648,375

14,815
49,43749,437

19,930
57,63557,635
57,03057,030

667

131,853131,853 84,04684,046

68,05168,051

8,1918,004 4,725 3,098 3174,725 3,098 317
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平成２9年度決算に基づく財政健全化判断比率等を公表します。

健全化判断比率 （単位：％）

実質赤字比率

―

（１３．８3）

連結実質赤字比率

―

（１８．８3）

実質公債費比率

参考　早期健全化基準

8.8

（２５．０）

将来負担比率

５2.7

（３５０．０）

○実質赤字比率
　一般会計等（普通会計を構成する会計）の実質赤字額の標準的な収入に対する比率を示します。

一般会計等の実質赤字額
標準財政規模

○連結実質赤字比率
　全会計の実質的な赤字額の標準的な収入に対する比率を示します。

連結実質赤字額
標準財政規模

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

○実質公債費比率
　全会計において、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業
債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が措置されるものを除く）に充当さ
れたものの占める比率（３ヵ年平均）を示します。

　平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の
公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化、財政の再生及び公営企業の経営の健全化に必要な行財政の措置を講
ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
　公表することとなるのは、健全化判断比率及び資金不足比率です。健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合
または、資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を経て財政健全化計画等を策定し計画的に健全化
に取り組まなければなりません。
　富士河口湖町の平成２９年度決算に基づく財政健全化判断比率及び公営企業に係る資金不足比率は次のとおりです。

※元利償還金：イからホまでの合計額
イ　満期一括償還地方債について、償還期間を３０年とする元金均等年賦償還とした場合における１年当たりの元金償還金相当額
ロ　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
ハ　組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められ
　　るもの
ニ　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
ホ　一時借入金の利子
※一部事務組合・広域連合の債務を含む

※連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額
イ　一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤
　　字の合計額
ロ　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
ハ　一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
ニ　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額
※全会計：一般会計等の他、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、介護予防支援事業特別
　会計、水道事業会計、河口湖・足和田・上九一色各簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、精進特定環境保全公共下水
　道事業特別会計の赤字額の標準財政規模に対する割合です。平成２９年度決算における実質収支及び資金剰余額は
　１，８９６,１４２千円の黒字となっているため連結実質赤字比率はありません。

※実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）
※一般会計等の実質赤字額：一般会計、本栖下水道事業特別会計、温泉事業特別会計、船津公園墓地事業特別会計、小立公園
　墓地事業特別会計、勝山墓地事業特別会計、河口湖治水事業特別会計、小立簡易郵便局事業特別会計、富士ヶ嶺簡易郵便局 
　事業特別会計。平成２９年度決算における実質収支は１,０５８，００２千円の黒字となっているため実質赤字比率はありません。
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将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額）
標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

○資金不足比率
　各公営企業の資金不足額の事業の規模に対する比率

資金の不足額
事業の規模

水道事業会計

河口湖簡易水道事業特別会計

足和田簡易水道事業特別会計

上九一色簡易水道事業特別会計

下水道事業特別会計

精進特定環境保全公共下水道事業特別会計

―

―

―

―

―

―

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

20.0

395,797

31,812

7,820

13,990

25,319

4,796

資金不足比率
（単位：％・千円）

資金不足比率特別会計の名称 経営健全化基準 資金剰余額

（単位：円）

船 津 財 産 区

小 立 財 産 区

大 石 財 産 区

河 口 財 産 区

西 深 沢 財 産 区

勝 山 財 産 区

長 浜 財 産 区

西 湖 財 産 区

大 嵐 財 産 区

青木ケ原財産区

精 進 財 産 区

本 栖 財 産 区

富士ヶ嶺 財産区

大 室 山 財 産 区

小立簡易郵便 局

富士ヶ嶺簡易郵便局

157,412,655 

94,561,983 

7,850,846 

26,470,395 

472,650 

44,764,244 

2,018,136 

6,130,861 

11,683,988 

4,831,807 

718,798 

236,100 

597,245 

1,078,172 

4,920,347 

3,306,674 

588,683,110 

593,770,303 

34,348,196 

121,111,305 

1,762,871 

92,114,289 

2,889,276 

7,189,324 

14,823,276 

5,101,272 

5,205,994 

679,334 

4,589,207 

1,291,074 

15,558,047 

6,912,119 

会　　計　　別 歳入総額 歳出総額
河口湖治水事業

国 民 健 康 保 険

後期高齢者医療

介 護 保 険

介護予防支援事業

船 津 公 園 墓 地

小 立 公 園 墓 地

勝 山 墓 地

河口湖 簡易水道

足和田簡易水道

上九一色簡易水道

下 水 道 事 業

本栖下水道事業

精進特環下水道事業

温 泉 事 業

7,147,180 

3,053,140,782 

243,923,675 

1,889,075,003 

15,033,688 

8,668,649 

8,004,136 

1,046,048 

143,544,447 

31,986,515 

107,662,771 

1,079,576,232 

3,502,047 

23,523,243 

52,583,735 

28,219,045 

3,251,749,575 

244,307,462 

2,048,688,341 

15,033,688 

10,624,319 

11,604,217 

3,641,395 

175,356,616 

39,806,179 

121,652,543 

1,105,143,657 

3,762,318 

28,318,921 

56,296,863 

会　　計　　別 歳入総額 歳出総額

特別会計決算報告

○将来負担比率
　全会計が負担する実質的な負債の残高の標準的な収入（元利償還金に係る基準財政需要額算入額を除く）に対する比率を
示します。
　自治体のメインの会計である一般会計等が将来負担すべき債務（＝公営事業会計＋一部事務組合等＋地方公社・第三セクタ
ー等の分を含む）が標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額の何倍あるかを示しています。

※資金の不足額：資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債
　の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額
　資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために
　起こした地方債現在高）－解消可能資金不足額
 （一般会計等の実質赤字額に相当するもの）
　平成２９年度の各公営企業会計は資金剰余となっていますので資金不足比率はありません。

※　将来負担額：イからチまでの合計額
イ　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
ロ　債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第5条各号の経費等に係るもの）
ハ　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額
ニ　当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
ホ　手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額
ヘ　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該法
　　人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
ト　連結実質赤字額
チ　組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
※充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第２４１条の基金
※一部事務組合・広域連合の債務を含む



　富士河口湖町は今年、15歳を迎えます。町の誕生を祝い、
町制施行15周年記念式典を開催します。多くの皆様のご来場
をお待ちしております。
■日　時　11月15日（木）午前10時から
■場　所　勝山ふれあいセンターさくやホール
■内　容　町政功労表彰等
※詳しくは、総務課秘書係へお問い合わせください。
●問合先　総務課　℡0555-72-1112

　町の水道で使っている水道管や水源・配水池などの施設は
数十年前に整備されたものが大半で、町民の皆様に安全な
水道水を提供していくためには、新しい水源(井戸)の掘削や
配水池の再整備、老朽化した水道管の更新を進めて行かな
ければなりません。
　町では、町内を4つに分けたエリアで水道事業を運営してい
ます。この度各水道事業の運営状況や将来を予測した結果、
富士河口湖町水道事業(船津地区・小立地区・勝山地区)と足
和田簡易水道事業(足和田地区)については、住民の皆様方
には負担増となりますが、安定供給を図るためには速やかに
料金改定を行なわなければならないとの結論に達しました。
つきましては水道料金の改定案について以下の日程で説明会
を開催します。
＜説明会＞
「小 立 地 区」　10月22日（月）19時～
　　　　　　　　　小立福祉センター
「船 津 地 区」　10月25日(木)19時～　
　　　　　　　　　町役場1階コンベンションホール
「足和田地区」　10月31日（水）19時～
　　　　　　　　　足和田老人福祉センター
「大口利用者」　11月1日（木）14時～
　　　　　　　　　町役場1階コンベンションホール
「勝 山 地 区」　11月9日（金）19時～
　　　　　　　　　勝山ふれあいセンター
●問合先　水道課　℡0555-72-1620

　町税の滞納処分として差し押さえた財産をインターネット公
売により売却します。
■参加申込受付期間
　　9月28日（金）13時～10月15日（月）23時
■公売（入札）期間
　　10月22日（月）13時～10月29日（月）13時
■公売方法　インターネットを利用した入札
■買受代金納付期限　11月5日（月）14時30分
■参加申込等の方法
　　参加申込等は、インターネットのヤフー株式会社の公売
　システム（Yahoo！公官庁オークション）からの申込みとな
　ります。https://koubai.auctions.yahoo.co.jp/
　（掲載開始日　9月28日）
■公売物件　土地（別荘地）
■参加資格
　　20歳以上の方であれば原則どなたでも参加いただけま
　すが、公売保証金を納付していただくことが条件となります。
●問合先　税務課　℡0555-72-1113

　町営住宅の入居者を募集します。（※町営住宅は住宅に困
っている一定の基準内所得の人たちに低廉な家賃で供給する
ものです。そのため公営住宅法や町条例で定められた入居資
格を満たしていなければ入居することができません。）
1　募集住宅・戸数
　○町営住宅大嵐団地　　1戸
　（鉄筋コンクリート造、2DK（58.2㎡）、オール電化仕様、
　　駐車場2台）
　○町営住宅小立団地　　10戸
　（鉄筋コンクリート造、3DK（53.0㎡）、駐車場2台）
2　入居資格
　　⑴町内に住所又は勤務場所を有する方で、住宅に困窮し
　　　ていることが明らかな方。（原則として、持ち家のある
　　　方、公営住宅など公的な住宅にお住まいの方及び過
　　　去に公営住宅を不正に使用したことのある方は申し込
　　　むことができません）
　　⑵現に同居し又は、同居しようとする親族（婚約者を含
　　　む）があること。
　　⑶同居しようとする家族を含めて、町税等の滞納がない
　　　方。
　　⑷その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親
　　　族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
　　　律に規定する暴力団員でないこと。
　　⑸その他　法令等に定められている方。
3　申込方法及び必要書類
　　申込書に必要事項を記入及び必要な書類をそろえ、申込
　　受付期間内に都市整備課に申し込みをしてください。
　　（※申込書は、町役場3階都市整備課にあります。）
4　入居申込受付期間及び場所
　　10月4日（木）～10月31日（水）
　　8時30分から17時15分まで（土・日曜・祝祭日及び昼休
　　みの12時から13時の間は除く）の間に、町役場都市整
　　備課へ直接提出（※郵送不可）
●問合先　都市整備課 ℡0555-72-1179

◆エアロビの効果◆
①心肺機能の向上②全身持久力の向上③リズム感の向上④
脂肪燃焼⑤ストレス解消など様々な効果が期待できます。町民
の方ならどなたでもご参加いただけますので、お気軽にお申
込みください。
■日　時　11月10日（土）　10：30～12：00
　　　　　（会員の方は10：00から創作ルームにて総会が
　　　　　　あります）
■場　所　子ども未来創造館内　ホール
■内　容　誰でもできる簡単なエアロビクス　骨盤運動
　　　　　ファミサポクイズ
■講　師　日本マタニティフィットネス協会認定インストラクター
　　　　　石倉秀子 先生
　　　　　 （クラブ富士山・ブルーアース富士河口湖所属）
■持ち物　運動ができる格好　上履き　飲み物　タオル
■対 象　ファミリーサポート会員　及び　町民の方
　　　　（定員50名）
■参加費　無料
■申込期間　10月31日（水）まで
●申込・問合先
　富士河口湖町ファミリー・サポート・センター
　（子育て支援課内） ℡0555-72-3806

町制祭のお知らせ 町営住宅入居者募集

水道料金の改定についての
　　　　　説明会を実施します

インターネット公売のお知らせ

富士河口湖町
ファミリーサポートセンターより
　　　♪みんなで楽しくエアロビ♪
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■日　時　10月13日（土）9時～16時
■場　所　富士ヶ嶺スポーツ広場
■イベント内容
◎山梨県産「甲州麦芽ビーフ」鉄板焼無料試食
　10月13日（土）11時～なくなり次第終了（料金無料）
◎富士ケ嶺高原牛乳＆手作りチ－ズの販売
　(イベント当日のみ特価販売)
　　富士ケ嶺高原牛乳　１Ｌパック
　　通常価格260円⇒200円にて販売
　　フレッシュ手作りチ－ズ　100ｇ通常価格の２０％引き販売
◎山梨県産「甲州麦芽ビ－フステ－キ用」
　　特別販売(数量限定100枚)　※お一人様2枚まで
◎「富士ケ嶺産丸一ポ－クウインナ－」他、名物コロッケな
　どの販売
◎牛糞堆肥「富士のみのり」の特価販売
　イベント当日のみ、通常価格380円／1袋⇒300円／１袋
　（お一人様10袋まで）
●問合先　富士ヶ嶺ファームフェスタ実行委員会
　　　　　　℡0555-89-2111（富士ヶ嶺公民館）
　　　　　　℡0555-72-1115(農林課)

■日　時　11月19日（月）
■場　所　河口湖カントリークラブ
■対象者　町内在住者
※ただし、1組に2名以上の町内在住者がいること。
■プレイ代　10,180円（税・カート代・諸経費・昼食含む）
　　　　　　但し、2Ｂ（バック）は追加料金2,160円
　　　　　　3Ｂ（バック）は追加料金　　540円
■申込日時　10月11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　10月11日（木）～11月5日（月）
　　　　　 （既定組数になれば、締め切りとなります。）
＊申込み用紙は、役場地域防災課にあります。
●問合先　地域防災課〔船津財産区事務局〕
　　　　　　℡0555-72-1170

　雑草や立木をそのまま放置しておきますと、火災の危険もあ
り、事件事故に繋がる恐れもあります。9月の台風では町内多
くの箇所で倒木があり、広範囲が停電しました。また、道路に
面している場合は、交通の障害にもなります。
　冬になりますと、空気も乾燥し火災が起きやすくなってきま
す。枯れた雑草が原因での火災も心配されます。
　立木・雑草等は、所有者が責任を持って管理をお願いします。
●問合先　地域防災課　℡0555-72-1170

　富士河口湖町では、身体障害者相談員、精神保健福祉相
談員が障害者のみなさんの相談・支援活動を行っております。障
害に関すること、障害者差別に関すること、どんなことでも結
構です。お気軽にお越しください。

■相談日　10月16日（火）　10時～15時まで
■場　所　富士河口湖町役場　1階　104会議室
●問合先　福祉推進課　℡0555-72-6028

■美術の部　題は自由、一人1点、10号以内
　　　　　　（額装に限る）
■写真の部　題は自由、一人1点、四つ切以上全紙まで
■文芸の部　題は自由、短歌・俳句・川柳は一人2首（句）以内
　　　　　　随筆・詩は原稿用紙2枚程度で一人1篇
■書道の部　書体は自由、一人1点、半切以下、表装又は仮巻
　　　　　　きのこと
■手芸の部　ローケツ染め、刺繍、編み物、リボンフラワー、
　　　　　　粘土、木目込人形、パッチワーク等、
　　　　　　一人1点
■工芸の部　陶芸、木彫、竹細工等の工芸、染色等
　　　　　　一人1点
■拓本・写経の部　題は自由、一人1点
■華道の部　生花、投入花、盛花、一人1点
■芸能の部　芸能一般

■美術の部　題は自由、8つ切、縦横自由、画材自由、
　　　　　　（小中学生は額縁なし、平面に限る）
■書道の部　児童は楷書(1、2年生は硬質)、中学生は行書、
　　　　　　一人1点、半紙縦書き、作品に学校名、学年(中
　　　　　　学生のみ)、氏名を記入、学校等を通じて依頼

■文芸の部　10月5日（金）13時から16時までに「富士河口湖
　　　　　　町中央公民館」へ
■その他の部門　10月23日（火）13時から16時30分までに
　　　　　　　　  勝山ふれあいセンターへ搬入してください。
●搬　出　11月4日（日）9時～正午までに搬出してください。
　　　　　保育所・幼稚園・小中学校・支援学校は11月5日
　　　　　（月）9時から11時までに搬出してください。

11月3日「文化の日」の日程
■場　所　勝山ふれあいセンター
■記念式典　9時
■記念講演　10時40分
■展示発表　9時～16時
■芸能発表　正午 ～
■お茶席　11時～16時（受付は15時まで）
　　　　　（お菓子がなくなり次第終了）
　　　　　第1席茶室　薄茶席　炉　二重棚
　　　　　　席主　表千家　小林宗楽先生
　　　　　　　　　　　　　小佐野宗石先生
　　　　　第2席　2階大広間　立礼席　御園棚
　　　　　　席主　裏千家　松浦宗雅先生
■憩いの広場　午前１１時 ～ 完売まで
※皆様のご来場をお待ちしております。
●問合先　文化振興局　℡0555-72-5588

雑草・立木の管理のお願い

障害者相談日開設について

2018富士ヶ嶺ファームフェスタ開催
（山梨県種畜共進会同時開催）

第15回富士河口湖町文化祭
開催のお知らせ

第47回富士河口湖町
　　　住民ゴルフ会参加者募集

開催期間　11月1日(木)～11月3日(土・祝)
部門：募集内容等

搬入・搬出及び締切

お知らせ

園児・児童・生徒部門（学校・保育所等を通じて募集します）

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

11月1日㊍ 配布予定11月号広報
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～平成31年度保育所入所の手続きについて～

 「子ども・子育て支援新制度」（平成２７年４月開始）により町内保育所及び認定こども園や新制度に移行した幼稚園の
入所につきましては、支給認定を受けていただく必要があります。

★保育所入所希望の方は、保護者の勤務時間等によって「保育標準時間」と「保育短時間」のそれぞれの利用区分に認定
　されます。

★保育認定（２号、３号認定）は、保護者について下記の
　いずれかの要件に該当する必要があります。　

★保育所・幼稚園・認定こども園の利用を希望する場合、
　認定を受けていただく必要があります。　

　　　　・・・教育標準時間認定
　お子さんが満３歳以上で、教育を希望される場合
　利用先：幼稚園・認定こども園
　　　　・・・満３歳以上保育認定
　お子さんが満３歳以上で、右記の「保育認定」に該
　当する方で、保育所での保育を希望される場合
　利用先：保育所・認定こども園
　　　　・・・満３歳未満保育認定
　お子さんが満３歳未満で、右記の「保育認定」に該
　当する方で、保育所での保育を希望される場合
　利用先：保育所・認定こども園・小規模保育施設
　・事業所内保育施設

１号認定

３つの認定区分

２号認定

３号認定

●就労
●妊娠・出産
●保護者の疾病、障害
●同居又は長期入院等している親族の介護・看護
●災害復旧
●求職活動（起業準備を含む）
●就学（職業訓練校等における職業訓練を含む）
●虐待やDVのおそれがあること
●育児休業中に、既に保育を利用している子どもがいて
　継続利用が必要であること
●家庭にて未満児を保育している
●その他、町長が認める場合

保育標準時間認定…主にフルタイム勤務を想定した利用。（原則１ケ月あたり１２０時間以上勤務）
　　■保 育 時 間　　午前７時１５分　～　午後６時１５分
　　■延長保育時間　　午後６時１５分　～　午後７時１５分（有料　１時間２００円））
保育短時間認定…主にパートタイムなど短時間勤務を想定した利用。（１ケ月あたり４８～１２０時間勤務）
　　■保 育 時 間　　午前８時３０分　～　午後４時３０分
　　■延長保育時間　　午後４時３０分　～　午後７時１５分（有料　１時間２００円）

問合せ先　子育て支援課　保育所担当　72-1174

富士河口湖町立保育所の保育時間と延長保育時間

　新規入所希望の方は、申込書にご記入のうえ、必要な書類を添付して希望する各保育所に提出
していただきます。（１２月上旬予定）
　年度の途中の入所を予定されている場合も、この時期にお申込みください。
　申込書につきましては、町役場子育て支援課窓口、町内各公立保育所及び町ホームページで配布いたします。
 （１１月～）
　現在入所中の児童で引き続き入所を希望する方は、保育所を通じて継続の申込書をお渡ししますので、ご記入のうえ、
必要な書類を添付して提出していただきます。（１２月中旬予定）

　町内の認定こども園に入所希望の方は、施設に直接お申込みとなります。
　新制度に移行した幼稚園に入所希望の方は、申込書にご記入のうえ、必要な書類を添付して町役場子育て支援課に
提出していただきます。お申込みの時期・必要書類等は園によって異なりますので、各園へ直接お問い合せください。
なお、新倉幼稚園に入所希望の方は、直接お申し込み下さい。

　町外の保育所等に入所希望の方は、申込書にご記入のうえ、必要な書類を添付して町役場子育て支援課に提出してい
ただきます。お申込みの締め切りについては、施設のある市町村によって違いますので必ずご確認をお願いいたします。
※富士吉田市の新規申込みにつきましては、１１月１２日（月）～２６日（月）が協議の受付期間となるため、１１月１５日
（木）までに富士河口湖町役場子育て支援課へ提出をお願いします。
※申込受付日等の詳細につきましては、広報１１月号でお知らせいたします。

町内公立保育所入所希望者

認定こども園・幼稚園入所希望者

町外保育所入所希望者

※要件の詳細は広報１１月号に掲載予定です。
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富士河口湖町　粗大ごみ出し困難者のための
「収集支援事業」の案内

申込先と問合せ先 （平日8：30～17：00まで）
富士河口湖町役場　環境課　環境整備係　TEL７２-３１６９

次に該当する世帯で、自らがごみを回収場所に出すことが困難で、

かつ身近な人の協力を得られない世帯です。

　⑴ 65歳以上の者のみで構成される世帯
　⑵ 障がい者のみで構成される世帯
　⑶ その他町長が必要と認める世帯

① 電話で役場環境課（72-3169）に収集依頼を行ってください。
　 粗大ごみの種類と個数等を登録します。
　 収集個数は５個まで（使用済小型家電は除く）

  （申し込み期間は、１０月２６日までにお願いします。）

② 収集内容を整理し、町環境課または委託業者（収集業者）から
　 収集日の調整を行い、支援者に連絡します。

③ 委託業者が収集後（30年１１月上・中旬を予定）に写真と一緒に
　 町に実績量の報告をします。(収集の際、写真を撮らせてもらいます。)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

粗大ごみ

　平成２７年度から春と秋の年２回、粗大ごみのごみ出しに困窮している世帯に対して、収集を始めました。
　秋の回収は１１月上旬から中旬の間に収集を予定していますので、申し込みを行う方は１０月２６日まで
にお願いします。

●個数は５個まで
 （タンス、家具、机、椅子、カーペット、布団、ベット､マットレス、自転車､ふろ蓋、大型プラ玩具、

   物干しざお、ポリタンク、コンロ等）

●個数には入らないが事前登録必要
 （電子レンジ、電気オーブン、照明器具、ビデオデッキ、ステレオ、扇風機、電気炊飯器等の電気製品等）

○収集業者は、家の中には入りませんので、玄関先までは出してください。

○家電リサイクル法4品目（TV、冷蔵庫、乾燥洗濯器、エアコン）、オートバイ、タイヤ類は集めません。

○布団は紐等で包んだ状態で1個（ベットの場合、マットレスも個数として入ります。）とします。

○要望により、分別パンフレット配布や分別の指導を行います。

○個人の氏名連絡先等の個人情報は、この事業の為以外には使用しません。

指定ごみ袋に入らない大型のごみ

収集する粗大ごみの種類

収　集　方　法 （流れ）

対　象　世　帯

使用済小型家電（家電リサイクル法4品目を除く）

注意点



県などからのお知らせ県などからのお知らせ

10月1日～10月7日は公証週間です。

10月15日から10月21日は、行政相談週間です。

　あなたの大切な財産を守るため、国の機関である公証
役場を活用してください。公証役場は、遺言書の作成、金
銭・土地・建物の賃借、離婚に伴う慰謝料・養育費・財産
分与等に関する大切な契約を公正証書で作成していま
す。公正証書作成のための相談（秘密厳守）は無料です。
お気軽に相談ください。なお、日本公証人連合会（℡
03-3502-8239）においても10月1日～10月7日まで（全
7日間）電話相談を行っております。
●問合先　大月公証役場　℡0554-23-1452

　多重債務者相談強化キャンペーン2018の一環として、
山梨県 県民生活センターでは、夜間無料相談会を開催し
ます。消費者金融、クレジット、住宅ローン、ギャンブル依
存など「借金問題」でお悩みがではありませんか？ひとり
で悩まず、この機会にぜひ、ご相談ください。
■開催日　10月10日（水）18時～20時
　　　　　11月14日（水）18時～20時
■申込み　電話による予約制です。受付の際に相談員が
　　　　　概要をお伺いします。
■相談方法　弁護士・司法書士が、借金の整理方法等に
　　　　　　ついて相談をお受けします。（1件30分）
　　　　　　相談当日、債務一覧表、借入に関する資料、
　　　　　　収入に関する資料などをご持参いただける
　　　　　　と相談が円滑に進みます。
■会　場　山梨県県民生活センター
　　　　　　甲府市飯田1-1-20　ＪＡ会館5階
●予約・問合先　山梨県県民生活センター
　　　　　　　  ℡055-223-1366,055-235-8455

　法の日週間が、10月1日から始まっています。この週間
に因んで、調停相談会を開催します。
■日　時　10月12日（金）10時～15時まで
■場　所　富士吉田簡易裁判所
■相談内容　交通事故による損害賠償、土地・建物など
　　　　　　の貸し借り、賃金・約束手形金の取り立て、
　　　　　　山林・宅地等の境界争い、扶養・離婚・相
　　　　　　続問題、家庭内のもめごと、サラ金等の多
　　　　　　数金融会社からの借金整理、通行権の問
　　　　　　題、隣地との争いなど
■相談無料　（秘密厳守）
●問合先　富士吉田簡易裁判所　℡0555-22-0573

　国や県、市などの担当者が相談をお受けします。
■日　時　10月25日（木）
　　　　　10時30分～15時（受付時間）
■場　所　岡島ローヤル会館8階
　　　　　（甲府市丸の内1-21-15）
■内　容　登記、年金、道路などの相談に、国や県、市の

　　　　　担当者がお応えするほか、弁護士や司法書士、
　　　　　行政書士、税理士、土地家屋調査士、公証人
　　　　　などが対応します。相談は、無料で、秘密は守
　　　　　られます。事前の予約は不要ですが、先着順
　　　　　になります。お気軽にご利用ください。
■参加予定機関
　甲府地方法務局、甲府財務事務所、山梨労働局、甲府
　河川国道事務所、甲府年金事務所、山梨県県民生活セ
　ンター、山梨県県土整備部、甲府市、弁護士会、司法書
　士会、行政書士会、公証人、税理士会、土地家屋調査
　士会、山梨県行政相談委員協議会、山梨県行政監視行
　政相談センター
●問合先　総務省行政相談センター　きくみみ山梨
　　　　　　℡0570-090110

　富士山世界遺産センターでは、世界遺産富士山の歴史
・文化・自然について調査・研究を行い、その成果を新た
な富士山の魅力として紹介するため、世界遺産富士山講
座を年間8回行っています。今回は忍野村で野外講座を
開催します。元山梨県埋蔵文化財センター所長の新津健
氏にご案内いただき、富士信仰に関わる旧跡を巡ります。
　詳細は当センターホームページで公開します。
■開催日時　10月20日（土）13時30分～16時30分　
　　　　　　　(13時受付)
■場　所　忍野村民ふれあいホール駐車場
■参加料　無料
●問合先　富士山世界遺産センター　
　　　　　　℡0555-72-2314

　きのこ・わさび・盆栽などの地域の特用林産物の需要
拡大を図るため、特用林産フェアin富士東部を開催いた
します。山梨生まれの新品種「山梨夏っ子きのこ®」の試
食や、清流育ちの新鮮なわさびの販売など、おいしいイベ
ントがもりだくさんです。是非、お立ち寄りください。
■日　時　10月7日（日）9時～15時
■場　所　富士北麓森林組合（グリーンエイト）
　　　　　富士河口湖町船津6663-1
　　　　　（℡0555-72-2300）
■入場料　無料
■内　容　「山梨夏っ子きのこ®」の試食、山梨県産のき
　　　　　のこ、わさび、緑化樹の販売、しいたけ炭火焼
　　　　　き試食、きのこほうとう無料サービス
　　　　　※フリーマーケットも同時開催します
●問合先　富士・東部特用林産協会
　　　　　　℡0555-85-2013
　　　　  （鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合内）

■期　日　11月3日（土）
■場　所　富士北麓公園　陸上競技場　（雨天中止）
■対　象　家族グループ（必ず成人１名が入る事）
　　　　　小学生グループ（小学生だけで構成）

公証役場の利用について

多重債務者夜間無料相談会のお知らせ

無料調停相談会のお知らせ

やまなし特用林産フェアin富士東部

行政相談週間のお知らせ

「一日合同行政相談所開設」

野外講座
「忍野村の富士参詣路を歩く」開催

平成30年度「北麓ファミリースポーツ
　 フェスティバルオリエンテーリング
　　　&チャレンジ・ザ・ゲーム」開催
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

地場産の食材を使って「男のお弁当作りレッスン」

女性のおしゃべりカフェ「働き方をデザインする」

【平成30年度 後期技能検定受検申請受付
　　　　　　　　　　　（建築大工・配管など）】
～国家試験 後期技能検定の受付が始まります～

ぴゅあ富士フェスティバル2018

「シニア世代合同就職面接会」

「シニア世代の就労相談を行っています」

　　　　※1グループ4名とするが3名または5名でも可
■定　数　40組
■持ち物　運動に適した服装・靴、雨合羽、
■参加料　1組　300円
■申込方法　所定の申込み用紙に必要事項を記入し、窓
　　　　　　口・FAX・メール・郵送のいずれかにて富士
　　　　　　北麓公園事務所までお申し込みください。
●問合先　公益財団法人　山梨県体育協会
　　　　　　富士北麓公園管理事務所
　　　　　　℡0555-24-3651
　　　　　　Fax0555-24-3368
　　　　　　mail hokuroku@mfi.or.jp

　2020年東京オリンピック・パラリンピックに関連して、
富士北麓地域においては、フランス共和国の事前合宿キ
ャンプ地及びオリンピック自転車競技ロードレースの会場
になるなど、スポーツボランティアの関心が高まってきて
おります。富士北麓地域在住者を対象に、スポーツボラン
ティア活動での「やりがい」や「楽しみ方」を学ぶ研修会
を開催し、本地域におけるボランティア活動へのきっかけ
づくりや振興を図ります。今後、東京オリンピック・パラリ
ンピックを含め、スポーツ分野でのボランティア活動をし
たい方には、おすすめの内容です。
■日　時　10月20日（土）9時30分～12時30分
■会　場　下吉田中央コミュニティセンター「富楽時」
　　　　　 大会議室
■参加費　無料
■定　員　70名
■受講資格　次の２つの条件を満たす者とします。
　　　　　　①中学生以上
　　　　　　（活動経験の有無は問いません）
　　　　　　②富士北麓地域（富士吉田市、道志村、西
　　　　　　　桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、
　　　　　　　鳴沢村）に在住する者
■申込み　10月17日（水）までにお申込ください。
　　　　　日本スポーツボランティアネットワーク
　　　　　（インターネットのみ　https://spovol.net/）
　　　　　インターネット利用環境がない方は山梨県ボ
　　　　　ランティア・NPOセンターまたは、富士河口
　　　　　湖町民体育館内　富士河口湖町体育協会事
　　　　　務局　0555-73-1220へご相談ください。
※また、本研修会受講者は13時30分～16時30分のスポ
　ーツボランティア活動情報が提供されます、『スポーツ
　ボランティア交流会』も開催されるので併せてご参加
　ください。
●問合先　社会福祉法人　山梨県社会福祉協議会
　　　　　山梨県ボランティア・NPOセンター
　　　　　（担当：丸山、中澤）　℡055-224-2941
　　　　　開館日：火～金曜日　9時～21時、
　　　　　　　　  土、日曜日　9時～17時
　　　　　休館日：月曜日、祝日、年末年始
　　　　　2020東京オリンピック・パラリンピックキャ
　　　　　ンプ地等富士北麓誘致連絡会議事務局
　　　　　　公益財団法人　富士吉田体育協会
　　　　　　（担当：松田）　℡0555-24-3633

■日　時　10月13日(土)　9時30～正午
■講　師　長田文江
■受講料　700円（材料費）
■持ち物　エプロン、三角巾、ふきタオル、※お弁当箱
■無料託児あり
■対　象　男性24名

■日　時　10月20日（土）10時～正午
■講　師　奈良美緒
■受講料　無料
■持ち物　特になし
■無料託児あり
■対　象　女性20名

■日　時　10月27～28日（土～日）
　　　　　　27日　9時20分～16時10分
　　　　　　28日　9時30分～15時30分
■内　容　市町村男女共同参画推進委員会や活動・利
　　　　　用団体の発表や展示、バザー・フリーマーケ
　　　　　ットや抹茶席・フラ・クラフト・美と癒しなど
　　　　　体験コーナー
　　　　　忍者Fujiyamaによるパフォーマンス（27日のみ）
　　　　　記念講演会「男が介護するということ～ケア
　　　　　メン100万人時代の支援～」講師：津止正敏
　　　　　さん（28日のみ）
■無料託児あり
■対　象　どなたでも
●問合先　　ぴゅあ富士　℡0554-45-1666

■受検申請受付　10月1日（月）～12日（金）
■受付時間　10時から15時まで（平日）
■試験日　学科・実技の試験日は各検定科目によって異
　　　　　なります。
●問合先　富士吉田職業訓練協会　℡0555-22-5214

　就労意欲のあるシニア世代とシニア世代雇用に積極的
に取り組んでいる企業との合同就職説明会を開催します。
■日　時　10月16日（火）13時30分～16時
　　　　　（受付13時～）
■場　所　富士吉田市民会館小ホール
■参加無料、申込不要

　就労相談員が希望に沿った支援を行います。お気軽に
ご相談ください。

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

富士吉田職業訓練協会から

やまなしシニア世代就労推進協議会から

平成30年度スポーツボランティア
研修会IN富士北麓
～スポーツボランティア活動の
　　　　　 やりがいや楽しみ方を知る～
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

■相談日　毎週水曜日　9時～18時
　　　　　　　（祝日、年末年始は除く）
■場　所　ＪＡ会館5階　
　　　　　　山梨県求職者総合支援センター内
　　　　　（甲府市飯田1-1-20）
■対象者　55歳以上のシニア世代
■相談無料（相談予約も受付ています）
●問合先　やまなしシニア世代就労推進協議会
　　　　　　℡055-223-1777

雪つりの基本技術を実技で学びます。
■日　程　12月1日、2日　9時～17時
■会　場　都留市役所
■受講料　無料
■定　員　15名（書類選考により決定します）
■締切日　11月7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

　介護など福祉関係のお仕事を探している方と企業（約
10社）との面接会を行います。福祉のお仕事に興味のあ
る方も大歓迎です！
■日　時　11月7日（水）14時～16時
■内　容　求職者と企業との個別面接、福祉関係の
　　　　　職業相談
■参加費　無料（事前申込不要、入退場自由）
■場　所　富士吉田市民会館

　ハローワーク富士吉田では、毎週木曜日の16時に管内
　の最新求人情報誌を発行しています。24時間求人情報
　誌を自由にお持ちいただけるように、ハローワーク富士
　吉田の駐車場内に求人情報コーナーを設置しています。
　また、ハローワーク富士吉田主催の企業面接・相談会
　等のイベント情報も掲示していますので、お気軽にご利
　用ください。

●問合先　ハローワーク富士吉田　℡0555-23-8609

　下記の日程にて年末調整等説明会を開催いたします。
都合により対象地域の説明会に出席できない場合には、
他の地域の説明会に出席されても差し支えありません。
また小菅村・丹波山村については、青梅税務署の説明会
が下記のとおり行われますので、そちらへもご出席いただ
けます。ただし、市町村で配布している給与支払報告書に
つきましては、対象地区以外の説明会場ではお渡しする
ことが出来ませんので、直接各市町村にご請求いただくこ
とになります。本年度は、消費税の軽減税率制度等説明
会についても併せて開催いたします。

■開催時間　軽減税率制度等説明会 10時～11時25分
　　　　　　用紙配布　13時～13時30分
　　　　　　年末調整等説明会　13時30分～16時

●問合先　大月税務署　℡0554-22-3151

■日　時　10月6～8、13、14、20、21、27、28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　事前申込不要
　　　　　　　（10名以上の場合要予約）
●問合先　山梨県富士山科学研究所
　　　　　　℡0555-72-6203（教育・情報担当）

山梨県シルバー人材センター連合会から

大月税務署からのお知らせ

ハローワーク富士吉田からのお知らせ

◎造園管理講習会（雪つりコース）

「平成30年分年末調整等説明会開催」

山梨県富士山科学研究所から
「森のガイドウォーク」

「介護就職デイ（福祉関係就職面接会）」

求
人
情
報

   

コ
ー
ナ
ー

富士急ハイランド方面→

おひめ坂通り

ハローワーク富士吉田庁舎

駐車場

11月6日
(火)

富士五湖文化センター
（ふじさんホール）大ホール
富士吉田市緑ヶ丘二丁目5-23

富士吉田市・
富士河口湖町
忍野村・鳴沢村・
山中湖村

11月7日
(水)

上野原市文化ホール
（もみじホール）2階会議室2
上野原市上野原3832

上野原市
※（小菅村・
　　丹波山村）

※（小菅村・
　　丹波山村）
13時30分～
      16時00分

11月8日
(木)

11月9日
(金)

11月20日
(火)

都留市文化ホール
（うぐいすホール）小ホール
都留市上谷1888-1 

大月市民会館　
4階視聴覚室
大月市御太刀二丁目11-22

奥多摩町福祉会館　１階
西多摩郡奥多摩町氷川199-ロ

都留市・西桂町・
道志村

大月市

開催日 会場名・所在地 対象地域

　「ハローワーク富士吉田の求人情報等について」
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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　10月8日（月・祝） 10時～16時（開場9時）
■場　所　富士吉田市民会館　小ホール
■内　容　火山内部をどのように調べるのか？そこから 
　　　　　何がわかるのか？火山観測に従事する国内外
　　　　　の研究者が解説します。また、噴火推移の予
　　　　　測はどの程度まで可能なのか？その難しさは
　　　　　どこにあるのか？現在、噴火を続けているハ
　　　　　ワイ・キラウエア火山の最新情報や災害対応
　　　　　の事例を紹介します。
■参加費　無料
●問合先　山梨県富士山科学研究所
　　　　　　℡0555-72-6206（広報交流担当）

■日　時　10月13日(土)　13時30分～16時
■場　所　山梨県富士山科学研究所　本館1階ホール
■対　象　高校生以上
■内　容　「森林」をテーマに当研究所の研究員が講演
　　　　　を行います。その後には質疑応答の時間を設
　　　　　定しています。
■講　師
　演題「富士山の森林植生」
　　　　　中野隆志　当研究所環境教育交流部０
　　　｢接続可能な森林管理と木材利用｣
　　　　　藤野正也　当研究所環境共生研究部
■参加費　無料
■定　員　約120名　（事前申込不要）
●問合先　山梨県富士山科学研究所
　　　　　　℡0555-72-6206（広報交流担当）

■日　時 10月21日（日）①10時30分～ ②14時～
　　　　（1回40分程度）
■場　所　山梨県富士山科学研究所　
　　　　　　本館1階ホール、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
　　　　　った読み聞かせなど自然に親しむ内容です。
　　　　　開始30分前から折り紙教室も行っています。
■参加費　無料
●問合先　山梨県富士山科学研究所
　　　　　　℡0555-72-6203（教育・情報担当）

■日　時　10月14日（日）
　　　　　午前の回　10時～11時30分
　　　　　午後の回　13時～14時30分
■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　秋の森をガイドと一緒に歩きながら、紅葉の
　　　　　仕組みや植物の営みについて楽しく学びまし
　　　　　ょう！また拾った落ち葉や色々な葉っぱを使
　　　　　って、葉っぱスタンプのエコバック作りを行い
　　　　　ます。秋の森で素敵な時間を楽しみましょう♪
　　　　　雨天決行です。参加ご希望の方は事前にお申
　　　　　し込みください。
■申込み　参加者氏名（全員）、代表者電話番号をご連
　　　　　絡ください。
●申込・問合先　環境省生物多様性センター業務受託者
　　　　　　　  NPO法人ホールアース研究所 
　　　　　　　　℡0544-66-0790
　　　　　　　　Fax0544-67-0567
　　　　　　　　メール　tayousei@wens.gr.jp

●1等　3億円×9本
●前後賞各　1億円×18本
※当選本数は、発売総額270億円・9ユニットの場合

●1等　3,000万円×20本
●前後賞各　1,000万円×40本
※当せん本数は発売総額120億円・4ユニットの場合
　10月1日(月)から発売中！発売期間は10月1日(月)から
　10月23日(火)まで
■各1枚300円
　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環
境対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使
われます。

「国際シンポジウム2018」

「富士山科学講座応用編(2)」

「ハロウィンジャンボ」

「ハロウィンジャンボミニ」
「もりのおはなしかい」

生物多様性ハカセになろう！
「森歩きと葉っぱのエコバック作り」

今年のハロウィンジャンボは、
1等・前後賞合わせて5億円！
同時発売のハロウィンジャンボミニは、
1等・前後賞合わせて5,000万円！

山梨県市町村振興協会
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インフォメーションインフォメーション

i nformationnformation
富士河口湖町ゴルフ協会から

2018道の駅かつやま　大感謝祭

第14回エトワール朗読会

コンサート・オペラ「ドン・ジョヴァンニの夕べ」

ふじごこ笑顔の未来へ結婚プロジェクト

富士五湖マジック倶楽部
　　　　 30周年記念マジックショー

50代中心恋活パーティー
～フレンチレストランの美味しいビュッフェ～

　
　富士河口湖町 町制祭記念ゴルフコンペ大会を下記の通り
開催します。
■日　時　11月8日(木)、9時00分スタート
■場　所　富士レイクサイドC.C.
■参加料　無料
■料　金　プレイ代は各自払い(割引料金)
■締　切　10月20日
●申込・問合先
　渡辺　進　　℡0555-72-2264 Fax0555-83-2864
　小佐野鶴雄　℡080-5548-2433
　河口湖富士ゴルフセンター　℡0555-82-2525

　新鮮野菜と果物、楽しいイベントがいっぱいです！ぜひ、
お誘いあわせのうえ、ご来場ください。
■日　時　10月21日（日）　10時～15時
■場　所　道の駅かつやま
■ふるまい10時～
　甘酒、ポップコーンの無料サービス、小学生以下集まれ！
　無料お楽しみくじに挑戦（なくなり次第終了）
■注目イベント13時～
　フラダンスショー（フラダンスの会）、舞踊（ラジオ体操の会）
■ガラポンくじ　（道の駅内1000円分購入で１回！）
■野菜の特価販売
■ワンちゃんとふれ合おう！　富士すばるランドからかわい
　いワンちゃんたちがやってくる！！（無料）
●問合先　道の駅かつやま・勝山観光協会
　　　　　　℡0555-72-5633

　朗読による、小説、随想、詩等本の世界を耳から楽しんで
みませんか？ご家族、お友達お誘い合わせのうえ、ご来場く
ださい。会員一同、心よりお待ちしております。
■日　時　10月13日（土） 13時30分開演（13時開場）
■会　場　河口湖円形ホール（入場無料）
●問合先　朗読エトワールの会
　　　　　℡0555-72-2341(鈴木)、℡0555-73-2141(流石)

　富士五湖マジック倶楽部では、節目に時期に地域の皆さ
んに見ていただこうと「マジックショー」を開催しています。
３０周年になる今回は、初めて富士河口湖町でマジックショ
ーを行ないます。倶楽部員一同の精いっぱいのワザを披露さ
せていただきます。是非、大勢の皆さまのご来場お待ちして
います！
■日 時　10月28日（日）14時～16時(13時30分開場)
※14時以降の入場はできませんが休憩時間を設けますので 
　その際に入場してください。
■場　所　勝山ふれあいセンター「さくやホール」
■観覧料　無料
●問合先　大石武弘　℡090-8743-9627

　来る10月26日（金）は当館の開館記念日となります。
日頃大変お世話になっている皆様に感謝の意を込めて、当日
は入館料無料にて町民の皆様をご招待申し上げます。
　是非、この機会にご家族ご友人をお誘い合わせの上、ご来

館賜りますようご案内申し上げます。
■開催日　10月26日（金）
■会館時間　9時30分～17時30分(入館は17時まで)
※運転免許証、保険証など町民であることの証明が出来るも
　のをご提示ください
●問合先　久保田一竹美術館　℡0555-76-8811

　講演会にぜひ来てください！「親にしかできない」とってお
きのテクニック教えます！
■日　時　10月28日(日)
　　　　　 15時～16時30分（受付14時30分～）
■会　場　下吉田中央コミュニティセンター　富楽時
■参加料　無料（事前申込なし）
■講　演
　「子どもの結婚は親の接し方で9割決まる」
　講　師　村上れ以子　先生（日本仲人協会認定仲人士）
●問合先　富士五湖青年会議所
　　　　　　℡0555-24-0771(担当：菊池)

　美味しいフレンチビュッフェを堪能! ぜひ食事会にお越しく
ださい!!
■日　時　11月11日（日）11時～（10時30分受付開始）
■場　所　アラカルト（都留市田原3-1-31）
■募集人数　45歳～60歳くらいの独身男女各5～20名程度
■参加費　男性6,500円、女性3,500円（当日支払）
■内　容　フランス料理ビュッフェを堪能しながら交流
■服　装　カジュアルもしくはちょっとおしゃれな服装
■申込み　電子メールで申込
■申込先メール　wincere2013@gmail.com
　　件名を「都留地区婚活イベント申込」としたうえ、①お名
　　前、②生年月日、③お住まいの市町村、④携帯電話番号、
　　⑤メールアドレスの5項目を書いて、申込先メールで申し
　　込んでください。
■申込期限　11月8日（木）
■協　賛　富士河口湖町結婚相談所　℡0555-72-1430
●問合先　山梨婚活コミュニテイ
　　　　　　℡090-4597-9915(担当：入倉)

■日　時　10月14日（日）14時～15時30分
■場　所　富士吉田市民会館3階小ホール
■講　師　日向亭　葵　氏【お笑い理学療法士】
■参加料　無料
●申込・問合先　富士五湖薬剤師会　℡0555-21-1516

　村上春樹の小説『騎士団長殺し』は、モーツァルトの傑作
オペラ「ドン・ジョヴァンニ」の冒頭で、主人公が忍び込んだ
相手の父親・騎士団長を殺すシーンからその表題がとられ
ています。小説に登場する謎の地底人「騎士団長」は、放蕩
の限りを尽くした結果、地獄に落ちていく主人公ドン・ジョヴ
ァンニの化身なのでしょうか。タップの足踏みによる人力発電
のLEDで地獄の炎を演出する、新感覚のコンサート・オペラ
です。

富士五湖薬剤師会 第6回市民公開講座
「転倒しない3つの習慣！」
　　　　～エアリハで姿勢を整え介護予防

久保田一竹美術館開館記念日のお知らせ
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i nformationnformation

インフォメーション

知っていますか？建退共制度

金融リテラシー向上  FPフォーラム山梨

山梨ダルク10周年記念フォーラム開催

行政書士による
　　県下一斉無料相談会のお知らせ

■日　時　11月9日（金）14時開演（13時30分開場）
■開　場　河口湖円形ホール
■入場料　全席自由　2,500円、当日券2,800円、
　　　　　高校生以下無料
■主　催　NPO法人人力エネルギー研究所
■後　援　富士河口湖町
■協　力　富士山暮らし応援隊
●問合先　平田友恵　℡080-5067-1146
　　　　　　　　　　e-mail honesty@lcnet.jp
　　　　　河口湖ステラシアター ℡0555-72-5588

　富士吉田市文化祭参加行事として計画を立てました。郡内
地域の皆様方、ふるってご参加くださいますようご案内申し
上げます。毎回応募者が多く即締切っています。早めの申し
込みよろしくお願い申し上げます。
■開　催　日１１月４日（日）集合完了時刻8時
■集合場所　富士吉田市役所来庁者駐車場（メガネのフジ
　　　　　　タ西側の駐車場）（上野原の方は、雛鶴神社
　　　　　　の駐車場付近から合流）
■行　程　8:00駐車場、はじめの会～雛鶴神社～無上野大
　　　　　念仏供養塔～炭焼き小屋～櫻井小学校・瀧島先
　　　　　生之碑～安寺沢郷蔵～櫻井山真福寺（昼食）～
　　　　　金山跡～天神隧道～解散15:30の予定、見学先
　　　　　は状況により変更有、小雨決行
■持ち物・服装等　弁当、飲み物、運動靴、帽子、雨具、筆
　　　　　　　　　記用具等
■費　用　保険その他　２００円
■申込定員　２０名（先着順、定員になり次第締切）
●申込・問合先　天野安夫080-1106-3502

■日　時　10月13日(土) 10時～16時(予約不要)
■会　場　県内5会場（対面でのご相談）
　　　　　長坂町農村環境センター、甲府市総合市民会館
　　　　　大会議室、笛吹市八代総合会館、富士川町地域
　　　　　健康福祉センター、イオン大月店3階
■相談内容　遺言相続、農地利用、契約書作成、在留許可、
　　　　　　自動車登録、戸籍、成年後見、会社・各種法
　　　　　　人設立、営業許認可等
●問合先　山梨県行政書士会　℡055-237-2601

■日　時　10月27日(土) 13時30分～17時
◎講演会
　13：30～15：00
　渋沢栄一「論語と算盤」から学ぶ「投資の実践」～長期
　投資による資産形成の本質～
　・講師　コモンズ投資信託株式会社
　　　　　　取締役会長　渋澤　健氏
◎相談会　15時～8組　各50分「要予約」、
　　　　　　参加・相談料無料
■会　場　ぴゅあ総合2階
　　　　　（山梨県立男女共同参画推進センター）
●申込・問合先　日本FP協会山梨支部　℡055-236-5770

　今年2月山梨ダルクは開設10周年を迎えることが出来まし
た。色々な方 と々共に歩んだ10年を振り返り、これからの未

来をさらに多くの方 と々、共に歩んでいけるようにとの思いを
込めた、フォーラムになっております。ぜひお越しください。
●日　時　11月10日（土）　10時～16時30分
●場　所　甲府市総合市民会館　芸術ホール
●参加費　無料
●問合先　NPO法人 山梨ダルク
　　　　　　℡055-223-7774（担当：石森・毛利）

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現
場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興を
目的として設立された退職金制度です。
■加入できる事業主　建設業を営む方
■対象となる労働者　建設業の現場で働く人
■掛　金　日額310円
■特　長
　◎国の制度なので安全、確実、申し込み手続は簡単です。
　◎経営事項審査で加点評価の対象となります。
　◎掛金の一部を国が助成します。
　◎掛金は事業主負担となりますが、法人は損金、個人では
　　必要経費として扱われ、税法上全額非課税となります。
　◎事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算さ
　　れます。
詳しくは、ホームページ「建退共」に、制度説明用動画、
Q&Aなど建退共制度の知りたい情報が記載されています。
ぜひ、アクセスしてご覧ください。
●問合先　建退共山梨県支部　℡055-235-4421

　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　10月 7日（日）　メニュー　巻き＆いなりずし、
　　　　　　　　　　　　　　　　  フルーツポンチ
　　　　　10月21日（日）　メニュー　肉団子定食
　　　　　11月 4日（日）　メニュー　メンチカツ定食
■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　かかし食堂と同じに開催します
■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

NPO法人
富士と湖とかかしの里からのお知らせ

「いらっしゃい　ニコニコかかし食堂」

「ニコニコかかし教室」

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。

旧秋山村地区歴史植物散歩講座
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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７回 「大衆登山を支える川口御師」～御坂峠を越える道者を迎え入れた川口御師～第７回 「大衆登山を支える川口御師」～御坂峠を越える道者を迎え入れた川口御師～
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：10月17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
※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。

　江戸時代以前から中部地方や北関東・西関東に住む道者（富士山の参詣者）たちは甲府盆地を経由し、鎌倉街道を通じて
御坂峠を越えて富士山に向かいました。その道者たちを峠のたもとの集落で迎え入れ、宿と食事を提供し、お祓いなどを行
い登山の手助けをする宗教者が川口（河口）の御師でした。御師は登山期以外の時期に、宿坊（御師の家）を利用する人々の
家々を訪ねる檀那廻りに出向きました。今回の講座では、さまざまな視点から川口御師の活動について考えます。

思い出の一日を自分たちの手で作ろう

南都留地区社教委連･公連　主催

実行委員募集成人者のつどい成人者のつどい

メール　syougai@town.fujikawaguchiko.lg.jp

　自分たちの平成31年成人者のつどいに
向け、さまざまな企画を提案・運営していた
だける新成人者を募集しています。
　10月中旬に実行委員会を予定しています。友達同士でも
大歓迎です。教育委員会もサポートしますので、まずはお気
軽に生涯学習課へご連絡ください。

●対象：1998年(平成10年)4月2日～
　　　　　　　　　　1999年(平成11年)4月1日生まれの方
詳しくは生涯学習課へ

成人者のつどい／平成31年1月13日㈰ 10時～

富士山マラソン
給水ボランティア募集！
富士山マラソン

給水ボランティア募集！
　選手を支える給水所のスタッフを募集します。
　全国からランナーが集まる人気の大会です。年齢・性別
問いません。まずはお気軽にご連絡ください。
●日　時：11月25日㈰ 午前8時～午後2時頃
●その他：暖かく動きやすい服装で参加してください
　　　　  昼食はこちらで準備します
●申込み：10月17日（水）までに生涯学習課へ
　　　　  詳細は申し込み時にお伝えします。

。

絵本作家 仁科幸子 講演会
　絵本作家で、大月市立図書館館長でもある仁科幸子さん
の講演会です。参加無料。

●日　時：11月8日㈭ 午後2時
●場　所：中央公民館ホール
●申込・問合先：生涯学習課へ

仁科さんの「ちいさなともだち ☆星ねこさんのおはなし☆」が
第23回ひろすけ童話賞を受賞。館長を務める大月市立図書館
が子どもの読書推進で今年度の文部科学大臣表彰を受ける。

子育てのお悩みを専門家の先生に相談しませんか？

パン作りが初めての方も丁寧な指導で楽しめます。

何でも相談何でも相談何でも相談何でも相談川邉修作先生
の

●日　時：11月17日㈯
　　　　  午後1時30分～4時35分（1回40分）要申込
●場　所：中央公民館　　
●申込・問合先：生涯学習課へ 個別相談／秘密厳守

小立地区公民館まつり船津地区公民館まつり船津地区公民館まつり
日時：10月28日㈰ 午前10時～

船津小学校工事のため、今年は中央公民館で開催
おまつり広場や展示、芸能発表など盛りだくさん。

皆様のご参加お待ちしております！

手作りパン教室手作りパン教室手作りパン教室

●日　時：10月25日㈭
　　　　　①午後1時～3時　②午後7時～9時

　　　　  10月26日㈮
　　　　　③午後1時～3時　④午後7時～9時

●場　所：ペンションイエスタデイ「道の駅かつやま」隣り
●持ち物：エプロン・手拭タオル・持帰り用袋・筆記用具
●定　員：各回8名（昨年参加された方はご遠慮ください）
●材料費：500円
●講　師：堀内　文枝さん
●申込み：10月15日（月）午前9時～
　　　　  生涯学習課へ℡または窓口へ
※1人で複数人の申し込みはできません

レーズン食パン・チーズロール

①～④のどれか1つ（同じ内容）
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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

10月1日㈪午後から25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

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

富士山月例マラソン ママ＆ベビーのキラキラビクス
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。

少人数でアットホーム!
助産師とインストラクターによる産後ケア教室です。お気軽にお申し込みください!(^^)!

●期　日：10/13㈯　【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、タオル　
●部　門：個人の部　【1㎞、2.5㎞、5㎞、7.5㎞、10㎞】
●登録料：500円（初回のみ）　　●参加料：300円／回

　今年度も半分が過ぎました。「この頃，黙り込んだり渋ったりすること
が多くなったけど…。」「朝起きると，頭が痛い・おなかが痛いというこ
とが増えたけど…。」「夜遅くまでゲームやスマホをやっていて困ったな
…。」など，感じることはありませんか。そのままにしないでください。も
しかしたら，したいことやなりたいもの，目標もわからなくなっている子
どもからの「ＳＯＳ」かもしれません。
　特に，義務教育最終学年の中学三年生は，一生懸命取り組んできた部
活動も卒業し，夢中になるものがなくなるとともに，進路を決めるとい
う大きな大きな試練が迫ってきてることから，「ＳＯＳ」が発信されるこ
とが多くなります。
　教育センターに電話をしてみてください。ヒントが見つかるかもしれ
ません。親子ともども明るく歩む姿に出会えるきっかけにしてみません
か。女性の相談員と男性の相談員がいます。

困っていること 悩んでいること
相談してみませんか

教育に関するお悩みは 
　　　　　教育センターへ

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

オンラインゲームなどに没頭し，生活や健康に深刻な支障が出る「ゲーム障害」（ゲーム依存症）が世界保健機関（WHO）
の国際疾病分類（ICD）の中で精神疾患として認定。ゲーム依存症は未成年者が陥りやすく，ゲーム依存症になると，頻度
や時間をコントロールできなくなる。睡眠不足で遅刻気味になり授業に集中できなくなり，学力は急激に低下。不登校や引
きこもりにも繋がりやすいと言われている。

ゲーム障害

中央公民館人生設計講座中央公民館ロビー展示
「公的保険を知る教室」「公的保険を知る教室」

　いちばんいい保険って何?「それは『厚生年金』です!」と
言われたら、きっと???でしょう。公的保険をきちんと知
る事で、貯蓄を増やせるお金の話を聞いてみませんか？
●日　時：10月22日㈪ 午後7時～8時
●場　所：中央公民館　　
●定　員：20名（先着順）参加無料
●講　師：ファイナンシャルプランナー　石田　典義氏
●申込・問合先：生涯学習課へ

自然・動物写真家 外川英樹氏

●期　日：10/30㈫　　●時　間：13：30～15：00
●場　所：子ども未来創造館音楽スタジオ
●持ち物：母子手帳、バスタオル、上履き、タオル、飲み物
●参加料：800円／回
●対　象：生後１ヵ月～ハイハイ前のベビー＆ママ
●内　容：助産師によるお話、個別相談
　　　　  ベビービクス、ママのエアロビクス、体操

●種　　目：個人の部…中学生以上　１人で90分走り続ける自信のある方　先着20名
　　　　　  団体の部…小学生以上　2～5人でタスキをつなぎ90分支えあえるチーム　
　　　　　  　　　　　　　　　　　先着30チーム
●参 加 料：１人700円
●申込〆切：10月31日（水）午後5時メール必着
●申込方法：クラブ富士山ホームページに掲載いたしますのでご覧ください。

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

家族、友人とタスキをつなごう！

クラブ富士山
９０minマラソン
クラブ富士山
９０minマラソン
クラブ富士山
９０minマラソン

11月11日㈰ 午前10時30分～
富士河口湖町くぬぎ平サッカー場

竜ヶ岳水場の四季
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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
10月10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

10月２4日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

11月7日㊌ 

　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：10月18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 

問い合わせ先　☎72-6053

＜休館日＞

平成30年 10月7日～11月3日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

リトミック教室リトミック教室リトミック教室
音や音楽を聞いて体で表現したり、童謡や唱歌
を楽しく歌ったりして♪リトミック♪を体験して
みませんか？
日　時：10月20日㈯　10:30～
対　象：幼児親子と、小学生
定　員：参加費：持ち物：なし
申込み：生涯学習課　　72-6053まで

※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。

810/7 9 10 11 12 13

15 16 17 1814 19 20

22 23 24 2521 26 27

29 30 31 11/128 2 3

休館日

休館日

休館日 休館日

AMつみ木

AMプラレール ブラウンベア

tetote

キラキラビクス

キッズ＆
     ママビクス

合唱団
  リトミック教室

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

(ハロウィンクラフト）

ク富バレエ

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

つどいの広場

ク富バレエ

おもちゃ病院

おもちゃ病院

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

つどいの広場

ク富ズンバ

マムベビー

育児学級

将棋教室
つどいの広場○栄
(おやこの日)

（AMプレイルーム×）

つどいの広場○栄
(からだの日)

ふれあい教室A

ふれあい教室
　 AB合同

（野鳥の森）

つどいの広場○子

funfunくらぶ　

(ミニ運動会）
funfunくらぶ　

親子ふれあい教室のため、
10/30の午前中は

プレイルームは使えません。
ご協力お願いします。

☆どなたでも☆

☆乳幼児対象☆

　「つどいの広場」は就学前の親子があつまる場
です。子ども同士遊んだり、親同士おしゃべりをし
てストレスを解消しましょう。遊びの時間、身体測
定、相談など、お気軽にご利用ください。また、妊活
中ママや妊婦さん、産後ママのための助産師相談
は、基本毎月第1金曜日13:00～15:00です。お気
軽にどうぞ！（助産師相談は予約が必要です）
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

ふじ山麓児童合唱団コラボ企画

こどみら
　ハロウィン

funfunクラフト ハロウィンＳＰ　

✿ハロウィンハーバリウム✿✿ハロウィンハーバリウム✿✿ハロウィンハーバリウム✿
　今年度のハロウィンクラフトは、ハーバリ
ウム風インテリアを作ります♪簡単な材料で
オリジナルハーバリウム！男の子も女の子も
ぜひ体験してみてね。
日　時：10月13日㈯  14:00～
定　員：20人　参加費：300円
持ち物：ボンド・お手拭タオル・割りばし・はさみ
申込み：あり（空き状況については、
こどみらまでお尋ね下さい。)

☆小学生対象☆

funfunゲーム

ミニ運動会ミニ運動会ミニ運動会
　学校の運動会の次は、funfunで運動
会！他の学校の友達と同じチームになっ
て、オリジナル種目で優勝を目指そう!!

日　時：10月20日㈯
　　 　14：00～15：30　
持ち物：飲み物、タオル
参加費:申込み：なし

☆どなたでも☆

こどみら 2018こどみら 2018こどみら 2018こどみら 2018こどみら 2018
　今年もやります《こどみらハロウィン！》今年のテーマは【スケルトンハロウィン～ガイ
コツ城の舞踏会～】。恒例のお化け屋敷に仮装コンテスト、ハロウィングッズ工作や1年
生と幼児親子さん向けのお化け屋敷【くるくるスケルトン】、合言葉でお菓子をもらえた
り、楽しいゲームコーナーもあります♪お友達同士、ご家族でぜひどうぞ。仮装での参
加もお待ちしています!!

　10月27日（土）はハロウィン準備のため、午前中は閉館。午後は、ハロウィン終了と同時
に閉館させていただきます。予定閉館時刻は16：00です。ご協力お願いします。
　また、10月17日からハロウィンウィークが始まります。こどみらハロウィンに使うオブジェ
や壁飾りを、創作ルームで作ります。ぜひ来てください！!

日　時：10月27日㈯13：００～14：３０受付
　　　 ☆お化け屋敷参加希望者(小学生のみ)　…13：00～受付　
　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　  先着60組（１組3人まで）
☆仮装コンテスト参加希望者…13：００～受付　先着50組　結果発表…15：30
申込み：持ち物：参加費：なし
対　象：乳幼児親子、小学生

お知らせ

10月8・14・28日
27日の午前中・11月3日
10月8・14・28日

27日の午前中・11月3日

AM休館
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生涯学習館生涯学習館生涯学習館

※課題本は図書館で用意いたします。

■日 時：10月27日㈯ 午後2時～
■場 所：生涯学習館　学習室１
■課 題：「汚れつちまつた悲しみに」　中原　中也 著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。
第140回　読書会

〈開館時間〉平日午前９時３０分～午後7時／土・日午前９時～午後5時

各分館の
開館日・時間

大石・河口

上九一色

分　館 開館曜日・時間

火・木曜日
午後3時～6時

月～金曜日
午前8時30分～5時
（12時～1時は閉館）

ママピヨ
10:30～
11:30～

ママピヨ
10:30～
11:30～

BOOK CAFÉ
14:00～17:00

ママピヨ
10:30～
11:30～

ママピヨ
10:30～/11:30～

うさぎのおやこ
10:30～

エトワールの会
13:00～
(読み聞かせ）
文学散歩・軽井沢

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

10/7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 11/1 2 3

4 5 6 7

休館日休館日休館日休館日
文化の日

休館日休館日休館日休館日
館内整理日

読書通帳キャンペーン
～10/31

休館日休館日休館日休館日
体育の日

図書館脱出ゲーム

秋の読書週間

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

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

毎週月曜日休館／３１日㈬は館内整理日のため休館

生涯学習館　
TEL 0555-73-1212
FAX 0555-73-1358

平成30年 10月7日～11月7日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

PP

P

P

P

P

読書会14:00～
はてなブックス展示

P

P
P

P

ピーカーブー
10:30～

10:00～

～11/9

こどみらハロウィンとコラボ
13:30～

(英語読み聞かせ）

P

読書の秋…ホッと一息、本と一息
秋の読書週間秋の読書週間

10月27日㈯～11月9日㈮

文学講座（全５回）
古典に親しんでみませんか？

本年は「枕草子」を読んでみます。

■日　時：平成30年 11月 7日㈬ 19：30～
　　　　　　　　　 11月14日㈬ 19：30～
　　　　　　　　　 11月21日㈬ 19：30～
　　　　　　　　　 11月28日㈬ 19：30～
　　　　　　　　　 12月 5日㈬ 19：30～

■講　師：山口　隆之氏（富士学苑高校教頭）
■場　所：生涯学習館　学習室1.
■定　員：15名　　■申込み：10月31日締切

　　皆さんに手にとってほしいと思う本をテー
マ別に選んでみました。
　幼児・低学年・中学年・高学年・一般に分け、
包装して手渡す準備をしました。通常の10点に
加えて、1包までの貸出になります。どんな本に
出会えるのかお楽しみに。 ※10/27～

　皆さんは、血圧について気になることは
ありますか。様々な角度から、血圧につい
て書かれた本を展示しました。

児童カウンターが誕生しました！！児童カウンターが誕生しました！！児童カウンターが誕生しました！！児童カウンターが誕生しました！！

展示コーナーのお知らせ
血圧と関連本！

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

URL
http://www.fujikawaguchiko.ed.jp
E-mail
library@fujikawaguchiko.ed.jp

問い合わせ

小さなおはなし広場
10:30～
大石分館 16:45～ P上九分館 15:30～河口分館 15:50～

　生涯学習館　児童書コーナーに新たなカウンターが誕
生しました。今回、カウンターはボランティア「図書館友
の会」のご厚意により設置されました。児童用の検索機も
児童カウンターの前に移動しました。
　児童書に関すること、読み聞かせ会や事業についてな
ど、何でもお尋ねください。資料を探すお手伝いをいたしま
す。ぜひ、お気軽にカウンターをご利用ください。

はてなブックス第2回



※流行シーズンに間に合うように、12月中旬までに接種することをおすすめします。

接種期間：平成30年１０月１日から平成３１年2月28日まで

65歳以上の方
生活保護世帯の65歳以上の方
0歳から中学3年生までの方
高校生相当の方

2回目

1,500円

定期接種
定期接種
任意接種
任意接種

1回目

2,500円
全額助成
2,500円
2,500円

対象者 接種区分
助成額

【インフルエンザ予防接種の助成内容】

・接種料金は医療機関によって異なります。予約の際に接種料金を確認しましょう。
・65歳以上の方は接種する医療機関に必ず町からお届けした水色の予診票を使用してください。
・高校生以下の方は、医療機関に専用予診票が設置してあります。
・接種金額から助成額を差し引いた金額を自己負担額としてお支払いください。
・富士北麓地域以外で接種された場合は償還払いとなります。

注意点

詳しくは健康増進課まで　TEL 0555-72-6037

※13才以上中学3年生までは基礎疾患等により2回目の接種が必要と医師が認めた場合に助成します。

今年もインフルエンザワクチン接種費用の助成があります！
　町では、学校などの集団生活での感染予防、また、感染による重症化予防を目的とし、インフルエンザ
ワクチンの接種費用の助成を行っています。富士北麓地域の医療機関で助成が受けられます。重症化予防
のため、この機会に接種を受けましょう！

※

参加者募集
富士河口コン

●婚活会場：ハッピータイム　ＢＢＱ場
●定　　員：男性１０名
　　　　　  女性１０名
●参加対象：男女共に３０歳以上４５歳までの結婚を希望する独身の方
●参加費用：男性３，０００円
　　　　　  女性２，０００円
●服　　装：カジュアル（自由）な格好で
●応募方法：住所、氏名、年齢、電話番号を１１月６日（火）までに
　　　　　  富士河口湖町社会福祉協議会にＴＥＬまたはＦＡＸで
　　　　　  お申込みください。
　　　　　  ＴＥＬ：０５５５－７２－１４３０　ＦＡＸ：０５５５－７２－３６０６

○応募者多数の場合、参加者の決定は抽選を行います。　
○お申し込みの際にいただいた個人情報は、本イベントの運営のみに利用します。
○参加者決定後のキャンセルはキャンセル料が発生する場合があります。　
○当日は、ご本人確認のために写真付きの身分証明書（運転免許証等）を確認さ
　せていただきます。

役場本庁舎で
無線LAN（Wi-Fi）サービスを開始しました
　富士河口湖町役場では、庁舎１階でインターネットを無料でご利用いただけるフリース
ポット（公衆無線LANスポット）を開設しています。スマートフォンやノートパソコンなど
のWi-Fi対応機器があれば、自由にインターネットに接続することができます。また、緊
急時や災害時には防災情報関連の通信連絡手段としても利用できますので、町ホームペ
ージや町フェイスブックとあわせてご利用ください。

平成３０年

１１月２３日㈮

午前１１時～午後３時
（午前１０時半より受付）

 勤労感謝の日

広報22 2018年10月号



広報 232018年10月号

はじめませんか？

いきいき百歳体操いきいき百歳体操

『いきいき百歳体操』『いきいき百歳体操』って何？

▶住民（グループ）主体の活動です
▶DVDを見ながら、おもりを手首や足首に巻き、イスに座って行う簡単な体操。
▶年齢に関係なく、誰でも参加できる簡単な体操。しかも効果が実感できる！

 
　

※いきいき百歳体操は
・週１回以上、3か月以上継続。
・どなたでも参加可能。
・参加者は5名以上。
・持病のある方はかかりつけ医に相談して下さい。
・実施する場所と人数分のイスが必要です。
　テレビ、DVDデッキ、血圧計も用意して下さい。
・町から、重りとDVDを無料で貸し出します。
・グループの世話人さんを２～３名決めて下さい。

実施条件

 講  師

上記の条件が必要です。町は活動を応援します。
いきいき百歳体操をはじめたい方を対象に、説明会を行います。
健康増進課（７２－６０３７）までご連絡ください。

健康科学大学
　　作業療法士　中村圭一氏

山梨県 介護予防アドバイザー

お問い合わせ／富士河口湖町健康増進課  TEL 0555-72-6037

『おばあちゃんが残してくれた"備え"をご近所にもおすそ分け』

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」

―東日本大震災（平成23年3月）― （仙台市青葉区 30代 女性 会社員）

　信号も止まり、街中がまさにパニックに近い感じになっているなか、やっとの思いで自
宅に帰ってきたものの、家の中はキッチンもリビングも物が散乱状態。
　母とふたり、不安になりながら最低限の片づけをしている時に、亡くなったおばあちゃ
んが残してくれた"防災袋"が出てきたんです。中には簡易カイロもたくさん入っていたので、
早速ご近所に配りました。
　あの日は夕方から雪が降ったので、わずかな暖であっても、とても喜ばれました。もちろん私も母も"おばあちゃんあり
がとう"と何度も何度も感謝しました。
　震災後は、親戚や親しい知人などの連絡先となる電話番号などを、小さな紙にメモしてサイフの中に入れ、常に持ち
歩くようになりました。
　当然ですが、携帯電話に連絡先が入っていても、電池が切れていると何の情報も得られないわけですから。
常日頃から"備えておくこと"の大事さをわかっていたつもりでしたが、具体的な行動となるとなかなかできないもの。
おばあちゃんの気遣いに助けてもらってからは、悔いを残さないためにも"思ったらすぐやる"ことを実行しています。

町内でも
始まっています！
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船津

船津

河口

船津

船津

河口

船津

船津

勝山

船津

小立

勝山

大石

勝山

大石

河口

河口

小立

船津

船津

勝山

小立

富士ヶ嶺

船津

船津

船津

小立

小立

河口

船津

富士ヶ嶺

船津

船津

小立

船津

勝山

船津

河口

船津

小立

河口

浅川

浅川

小立

小立

船津

船津

長浜

小立

横　綱

横　綱

大　関

大　関

大　関

関　脇

関　脇

関　脇

小　結

小　結

小　結

前頭1枚目

前頭2枚目

前頭3枚目

前頭4枚目

前頭5枚目

前頭6枚目

前頭7枚目

前頭8枚目

前頭9枚目

前頭10枚目

前頭11枚目

前頭12枚目

前頭13枚目

前頭14枚目

前頭15枚目

前頭16枚目

十両1枚目

十両2枚目

十両3枚目

十両4枚目

十両5枚目

十両6枚目

十両7枚目

十両8枚目

十両9枚目

十両10枚目

十両11枚目

十両12枚目

十両13枚目

幕下1枚目

幕下2枚目

幕下3枚目

幕下4枚目

幕下5枚目

幕下6枚目

幕下7枚目

幕下8枚目

幕下9枚目

105

103

102

101

100

100

100

100

100

99

99

99

99

99

98

98

98

98

98

98

97

97

97

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

船津

船津

小立

富士ヶ嶺

精進

勝山

船津

河口

船津

船津

河口

船津

船津

西湖西

船津

本栖

大石

船津

大石

大石

船津

船津

河口

小立

小立

船津

富士ヶ嶺

河口

船津

船津

長浜

富士ヶ嶺

大石

富士ヶ嶺

河口

長浜

小立

船津

河口

船津

船津

大嵐

河口

勝山

小立

船津

長浜

富士ヶ嶺

勝山

104

103

101

101

100

100

100

100

100

99

99

99

99

98

98

98

98

98

98

97

97

97

97

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

95

※平成３０年９月１５日現在（生年月日順、満年齢９５歳以上）敬称略

※名前の表示につきましては、現代がなを用いました。 ●問合先　福祉推進課　TEL 72-6028

富士河口湖町長寿番付

梶原　トヨ

渡邊　つよ

渡邊　とくの

小佐野　とし子

外川　和子

三浦　さき子

申谷　一枝

内山　均

小佐野　てる子

梶原　亀雄

渡邊　ひさ子

小佐野　きみ子

梶原　松吉

渡邉　かる

堀内　ふさを

中村　てる子

倉澤　けい

山中　ちかゑ

小林　ひろ子

鹿沼　繁子

小林　宇明

相澤　一雄

那須　とく

石井　金野

松浦　よね子

長山　をりゑ

渡邊　みね

渡邊　みよ子

渡邊　元弘

白壁　はるの

島　秋雄

梶原　晴江

中村　ゆき江

渡邊　タミヱ

井出　のぶゑ

在原　トキコ

大石　キチ子

飯高　きよみ

小澤　しづ江

鈴木　全子

飯野　美津代

渡邉　美代

外川　さかゑ

渡邊　行康

髙橋　豊

雨宮　満喜子

宮下　ゆく子

三浦　かくゑ

小池　節子

白壁　リツ子

渡邊　酉江

大石　カネ

西嶋　貞治

小林　直惠

小佐野　博男

三浦　タマ

倉澤　てる

宮下　定子

小池　ユミ

中村　智惠子

宮下　マサヱ

駒井　よ志子

渡辺　久

井出　すみ子

伊藤　かつよ

堀内　ちか

渡邉　利治

堀内　ふさ江

渡邉　桃枝

古屋　たかの

小林　幾世

古屋　嘉夫

渡邉　千秋

渡邊　あき子

松本　かをる

南部　薫

市村　二志枝

渡邊　あやめ

渡邉　す枝

三浦　品譽

石原　みや

堀内　かつえ

山内　みどり

古屋　まつ子

三浦　作子

渡邊　つるよ

渡邉　ヤヱ子

小河原　静江

平井　むつ子

梶原　さと

三浦　初音

中村　福治

小林　みどり

大石　セツ子

加藤　藤子

佐藤　良治

伊藤　文男

渡邊　操



富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　赤池久男

おくすり手帳を活用しましょうおくすり手帳を活用しましょう

おくすり手帳  ５つの　　　　い事！！★い
★い 医療機関・薬局に必ず持って行きましょう

○薬の重複や良くない飲み合わせを未然に防止できます。
○同じ薬による副作用の再発を防止できます。
○薬の使用の記録があることで、より安全に薬を使用することができます。

★い 言いたい事や伝えたいことを書いておきましょう
○体調の変化や気になったことを書いておきましょう。
○医師や薬剤師に相談したいことを書いておきましょう。

★い 一般用医薬品・健康食品も記録しましょう
○市販薬や健康食品との飲み合わせが確認できるので記載しましょう。
○思いがけない、良くない飲み合わせ・食べ合わせが見つかることがあります。

★い
★い
日頃から意識することで、おくすり手帳は、在宅医療、救急時、災害時にお役立てできる
一冊になると思います。お持ちでない方は薬局まで、お声がけください。

いつも携帯、いつも同じ場所に保管しましょう
○外出先で病気になった時や災害時に避難した時、救急の時など、おくすり
　手帳があれば、あなたが飲んでいる薬を正確に伝えられます。
○ご家族にも、あなたがおくすり手帳を持っていることを知らせておきましょう。

一冊にまとめましょう
○飲んでいるすべての薬を「1冊で」記録することが大切です。
　病院ごとや薬局ごとに、別々のおくすり手帳を作らないようにしましょう。

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

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

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

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

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

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

　ようやく残暑を感じることもなくなり、秋冷の心地よい季節になってきました。秋はやはりスポーツ！！今月は
「障害者スポーツ」について紹介していきたいと思います。

10月8日

1964年・東京オリンピック

2020年のパラリンピック

10月8日は第2月曜日です。10月の第2月曜日は、国
民祝祭日の一つ体育の日ですね。体育の日は、制定
時は10月の10日が祝日でした。もともとは1964年
に行われた東京オリンピック開会式の日が10月10
日であり、開会日を記念に定められた祝日だったか
らなんですね。

1964年の東京オリンピックは、障害者スポーツを
日本に広げる大きな役割を果たしたと言われていま
す。オリンピックが開催されたことにより、世界中の
障害を抱えた方々によるパラリンピックがオリンピ
ック後、東京で開催されました。日本全体の雰囲気
として、障害を持った方々が自由に夢に向かって一生
懸命に生きることができる世の中であったとは決し
て言い難い環境だったと言われています。ですが、障
害を抱えながらも活躍する世界中のアスリートや日
本から参加した方々の姿は、障害を抱える方々の身
体的能力や精神的能力への認識にポジティブなイン
パクトを与えたと言われています。実際に労働省が
障害を抱える方の活躍を後押しするために障害を抱
えた方を雇用する工場なども創設されるようになっ
ていきました。

22種類の競技が実施されます。全競技は、アーチェ
リー・陸上競技・バドミントン・ボッチャ・カヌー・自
転車競技・馬術・5人制サッカー・ゴールボール・柔道
・パワーリフティング・ボート・射撃・シッティングバ
レーボール・水泳・卓球・テコンドー・トライアスロン
・車いすバスケットボール・車いすフェンシング・ウィ
ルチェアーラグビー・車いすテニスになります。面白
そう！と感じたり、この競技っていったいどんなもの
？と思ったものはありませんか？

障害者スポーツ

どこでできる？

障害者スポーツは、障害のある方だけの特別なもの
ではありません。もともとはイギリスの国立戦傷脊
髄損傷者病院が医療的なリハビリテーションの手段
として導入したという歴史的なスタートはあります
が、今現在は、障害に配慮し、様々な人が一緒に取り
組めるように工夫したスポーツを意味します。障害
の有無にかかわらず、地域に住む誰もが一緒に競い
合い高め合いながら、純粋に楽しむことが出来るも
のが障害者スポーツと言われています。

先ほどお知らせした22種類のスポーツに限らずスポ
ーツをする人が集まり、集まった人、一人一人の体調
などに合わせてルールを少し工夫することで「どこ
でも、誰でもできる！！」になります。ですが、より充
実した環境で障害者スポーツに取り組みたいと思っ
た時に、「どこの市町村でもできる！取り組める！」
と今は大きな声で言えず残念な現状にあります。他
の都道府県には障害者スポーツセンターが設置され
ているところがあります。障害者スポーツセンターと
は、スポーツに精通し、色々な障害に対しての知識
を持っている指導員や多くの設備が準備され、プー
ル、トレーニングルームがある大きな総合体育館の
ようなものです。スポーツ基本法という法律にある
ような、誰もがスポーツを通して心身を健全に発達
させられ、健康や体力の保持増進を目指すことがで
きる環境が充実しているのはごく限られた都市にな
っています。山梨ももっと、障害者スポーツへの一歩
を踏み出していきたいですね。

　パラリンピックって、「本当にやっているの？」「テレビでもみたことないなあ」といった声を聞きます。

テレビでの放映はまだまだ少ないですが、YouTube等ネットを通して障害者スポーツを是非見てみて下

さい。チャレンジしたい！一緒に応援したい！がきっと見つかります。また障害者スポーツの歴史をもっ

と知りたい方は、ＮＨＫで向井理さんや上戸彩さんら豪華出演者によってスペシャルドラマ化された「太

陽を愛したひと」を見てみて下さい。
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社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより

　本年も１０月１日から第７２回目となります「赤い羽根共

同募金運動」が全国一斉に展開されます。

　この運動は、地域の人々がお互いに助け合い、共に生

きていこうという国民たすけあいの精神に基づいて募金を

お寄せいただき、民間社会福祉事業のために役立ててい

ます。皆様からお寄せいただいた寄付金は、地域の実情

にそって柔軟に使われ、様々な福祉活動の財源として貢

献しています。

　共同募金の配分金は、前年度の募金実績に応じて配分

割合が決まります。山梨県共同募金会から富士河口湖町

社会福祉協議会への配分金として平成３０年度は地域づ

くり・ボランティア活動推進に２０．０１％、「小地域福祉

活動」の活動費に２３．４３％、安心なまちづくり活動事業

に９．０４％、みんなで地域を良くする事業に１２．０５％、

高齢者の敬老祝い品贈呈事業に３５．４７％となります。

なお、準要保護世帯生活保護世帯等への歳末慰問金は平

成３０年度の募金実績に応じて配分割合が決定されま

す。

　富士河口湖町共同募金会では、今年度の目標額である

４,９９３,０００円達成に向けて募金活動を展開してまいり

ますので、皆さまのご協力をお願い致します。

　なお、平成３０年度「敬老祝い品贈呈事業」の対象者数

は次のとおりです。

　　　１００歳以上…………  １９名

　　　　９５歳以上…………１０３名

　　　米寿（満８８歳）……１３２名

　　　喜寿（満７７歳）……２５０名

　赤い羽根共同募金は、社会福祉法に基づき、共同募金

の一部が災害等準備金に充てられて大災害にも備えてい

ます。

　８月２９日（水）、役場コンベンションホールで山梨県

立大学の高木寛之講師を総合プロデュースに迎え、町健

康増進課と共催で高齢者通いの場運営団体交流会を開

催しました。

　この交流会は、町内で高齢者の通いの場（サロン）を運

営している団体やいきいき百歳体操を運営している団体

を対象に初めて開催したもので、当日は、１１の団体の皆

さんにご参加いただき、「笑談会」ということで名刺代わ

りに活動チラシを持ち寄って商談をするかのように笑い

ながら活動報告・情報交換を行っていただきました。

　参加者からは、「他の地域のサロンでどんなことをして

いるか教えていただき、参考になった」「笑いながら情報

交換ができて楽しかった」など感想がだされ、有意義な交

流会でした。

　

 

　河口湖ライオンズクラブ様が創立５０周年を記念してデ

イサービスセンター「ふれ愛」・小規模多機能型居宅介護

支援事業所「ゆとり」へマッサージ機１台を寄贈していた

だきました。早速、利用者の皆さんはマッサージ機を使

い、疲れがとれたと大変喜んでいました。ありがとうござ

いました。

赤い羽根共同募金運動に
ご協力をお願いします

高齢者通いの場運営団体交流会
「笑談会」を開催！

マッサージ機を寄贈



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

第５回自然観察教室「富士山麓の大草原」が開催されました第５回自然観察教室「富士山麓の大草原」が開催されました

○8月上・中旬にキクガシラコウモリ１頭が、9月中旬にテングコウモリ１頭とウサギコウモリ２頭が、船津胎内神社の天井で休んでいるの
　が観察されました。
○第６回富士山自然保護大賞ジュニア入賞作品を、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。
○10月20・21日に信州大学で開催される日本鱗翅学会で、富士山自然保護センター自然共生研究室の渡辺通人が「ヒメシロチョウ生息
　地の火入れの有無による発生消長の違い」と題して発表を行う予定です。

　今年度第５回自然観察教室「富士山麓の大草原」が、８月２６日（日）に梨ケ原で開催されました。
当日は快晴だったのですが、暑すぎたために昆虫が少なく、秋の七草も早く開花したものが多かっ
たためか少なかったのですが、普段走り回って虫を追いかけたり、広い草原の中まで入って花を見た
りする機会がほとんどなくなっていますので、参加した富士河口湖町内の２８名の小学生たちは楽し
そうに走り回っていました。
　午前中は、カシワの疎林が残る草原で、午後はアカマツが点在するススキ草原の真ん中で、虫取り
網で様々な虫を捕まえてもらい、それぞれの虫がどんな仲間に入りどんな特徴があるかを富士山自然
保護センターの渡辺が説明しました。その中に絶滅危惧のヒメシロチョウがいて、その生活を調べる
ために自然共生研究室が実施しているマーキングの方法を説明し、翅に数字を書いて放しました。その後、秋の七草のキキョウ（絶滅危
惧植物）・ナデシコ・オミナエシ・オバナ（ススキ）・ハギを実際に間近で観察し、中村誠治先生からそれぞれの特徴や名前の由来などの
説明をしていただきました。
　火祭りの日だったことや３０℃近い暑さだったこともあり１４時頃には解散しましたが、普段、なかなか見ることのできない昆虫や植物を
実際に手にとって見られ有意義な１日だったと思います。

　昨年から環境省補助「富士山北部生物多様性保全推進事業」の一部として、林業作業との協働
による富士山生物多様性保全を目的としたアースウォッチ・プロジェクトを実施してもらっていますが、
今年の第１回が８月１８・１９日に、第２回が９月８日に実施されました。第１回は名古屋から東京に
在住の６名が参加して下さり、1日目には伐採跡地に植林された場所で下草刈りを、２日目には、富士

山自然保護センター自然共生研究室が実施している富士山麓
での絶滅危惧ヒメシロチョウと絶滅危惧植物キキョウ・ヒメヒ
ゴタイなどの分布・個体数調査を手伝って頂きました（写真）。
　第２回は、晴れたり小雨が降ったりの不安定な天候の中、
清水建設㈱の地球環境部長さんをはじめとした社員９名が参加下さり、午前中は下草刈り（写真）、
午後は蔓きりなどの除伐作業をして頂きました。第３回は１０月６・７日に実施される予定ですが、今
年度の３回全てが清水建設㈱の協力を頂き開催されていますので、今後、富士山をはじめとした日本
各地で、自然に配慮した持続可能な開発が行われるのではと期待されます。

　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２回目を、８月３０日に実施しました。昨年の８月には湖面の水
位がかなり低く湖畔の面積も広かったのですが、今年は７月の台風の影響からか例年の１０月位の
水位でかなり高く、河口の広瀬や勝山ではいつも見ている場所まで行けなかったこともあり、絶滅危
惧植物もアレチウリも観察されませんでした。また、大石公園も草刈りの時期が良かったのかアレチ
ウリが今年は確認されず、株数は少ないものの絶滅危惧のカンガレイとスジヌマハリイが観察されま
した。一方、河口では水位が高かったためか昨年見られた絶滅危惧植物マツカサススキが見られず、カ
ンガレイとスジヌマハリイだけが観察されました。
　河口湖北中学校から河口湖漁協の間の土手は、定期的に草刈りされているので例年通りアレチウ
リは見られませんでしたが、土手から湖までの間にアレチウリの未熟果のついたツルや芽生えが５０
本程あったので、抜いて防除しました。また、八木崎公園の東では、前回も報告した通り富士・東部建設事務所によってヨシを刈る所と刈
らない所でのアレチウリを含めた生物の変化を調べて下さっていますが、刈らない所に大きく成長したアレチウリの群落が、刈った所に多
数の芽生えが見られました（写真）。しかし、同事務所から委託された業者の調査結果とその対応を待ちたいと思い、１０月の第３回調査
まで見守ることとしました。

第１・２回アースウォッチ・プロジェクトが実施されました第１・２回アースウォッチ・プロジェクトが実施されました

絶滅危惧湿生植物と特定外来生物アレチウリの今年度２回目の調査を行い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２回目の調査を行いました
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（元・文化財審議会委員　渡辺和昭）

地域の発電所（１）　大石発電所（後編）

大石発電所の跡地
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《前号からの続き》
　大石発電所が、宮川電気を経て、東京電力に移った経緯について調査のため、東京電力ホールディン
グス株式会社を訪ねた。
　宮川電気→関東配電→東京電力の移管の中で、利用しない施設は、除外されているとの話しであった
が、関係ある宮川第１発電所・第２発電所に関する資料を頂くことができた。
　大石発電所との関連をいうと、河口湖を相模川水系の源流とした場合、当然河口湖に流れ込む馬場川
も含まれる。
　宮川電燈の設立は、明治42年(1909)６月、岳麓吉田地方の有志、槙田吉蔵ほか17名が発起人となり、
宮川及び荒田川の河川を利用し、電気事業経営の許可を逓信省及び山梨県に申請。
　明治44年(1911)９月　山梨県指令丙第6056号を以て発電用水路及び付属工作物設置の許可をうける。
　同年12月　逓信大臣より、電第4387号の1を以て、電気事業経営ついて許可される。
　明治45年(1912)２月　瑞穂村下吉田都留馬車鉄道株式会社楼上に於いて、会社設立総会を開催。
資本金7万円。
　大正元年(1912)８月、瑞穂村、福地村、明見村、西桂村に電灯が灯る。
　大正４年(1915)７月、船津、小立、勝山の各村に配電線を延長、電灯500灯を見る。岳麓地方は農振に
より次第に商工業及び遊覧地として前途文化の発展に寄与するに至った。
　大正８年(1919)４月、山梨県指令土第486号を以て新水路を建設、水利使用の許可を受け、宮川第２
発電所（富士吉田市下吉田5922番地）建設工事に着手した。
　大正９年(1920)５月臨時株主総会を開き、一般公募により資本金4万円を増資し、これを以て河口村、
大嵐村。鳴沢村への配電工事及び発電設備工事に補填し、施設内容の充実を計り供給区域全部に点灯
した。
　大正12年(1923)９月の関東大震災で第1発電所の水路が全壊し、第２発電所は、重要箇所約20間が崩
壊した。
　昭和10年(1935)12月大石村営電燈事業を譲受、永年経営困窮
に陥り、施設物危険により、監督庁の山梨県により譲受する。
　昭和12(1937)年11月許可を得て、行詰まりの長浜電灯局をも
譲受することにより、これをもって河口湖畔の大石、長浜、西湖
の３区域に配電する。
　昭和16(1941)年６月逓信省大臣により発電所建設の許可受け
小沼発電所を計画する。電気需要の拡大と国策による電力供給
のためである。
　昭和17年(1942)８月水利権移転の許可により、宮川電燈から
関東配電に移転した。
　昭和26年(1951)５月水利権移転の許可により、関東配電から
東京電力に移転した。
　昭和46年(1971)８月水利許可の期限満了とまり、小水力廃止
の方針により運転休止となる。同年９月宮川第１、第２発電所は廃
止となり、配電設備および用地は競売となった。
　資料「編集にあたって」によると、小水力廃止という経営方針で宮川第１、第２発電所は、大正２年
(1913)４月７日より昭和46年(1971)８月31日迄54年間の発電事業に幕を閉じ、設備用地共に売却し、現
在は形跡もなく住宅地となっている。
　以上の資料により、大石発電所の経過の一端をつかむことができた。本稿を通して現在では存在が
ほとんど知られていない地域の発電所の歴史を未来に継承できれば幸いである。
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地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信

大
石
紬
を
伝
え
・
考
え
て
い
く
地
域
と
の
交
流
〜
！！

　
　  

　
　 

地
域
お
こ
し
協
力
隊
に
よ
る
活
動
報
告
！！

https://ja-jp.facebook.com/fujikawaguchiko/

　今月は、地域
との交流をテー
マに地域おこし
協力隊の活動を
お話したいと思
います。
　まず、7月に富
士河口湖町役
場で催された町
フェスでは地域
の方々へご挨拶
を兼ねて出展し

養蚕報告や染色体験を実施しました。春に生産
した繭の展示や桑の葉を使ったワークショップで
は地域の方や子供たちと交流するなかで大石紬
や養蚕のことを知ってもらうよい機会になりまし
た。地域の方と交流をはかりながら実際の地域
の声を今後の活動に活かしていければと思いま
す。
　8月終わりには大石小学校の２年生のクラスが
お蚕を飼うということで、養蚕のいろはを伝えに
伺いました。事前にお蚕のことを絵本などで勉強
していたとのことで、養蚕クイズを出すと、次々に
手が挙がり一生懸命考えている子供たちの姿が
とっても素敵でした。休みの日は自宅へお蚕をそ
れぞれ連れて帰りお世話をするとのこと。私が２
回目に桑の葉を持っていったときには子供たちが
それぞれお蚕のお世話を頑張っている様子がと
ても印象的でした！運動会が近いとのことで、運

動会で披露
するダンス
の曲を歌っ
てくれまし
た～。地域
の子供たち
が地元のこ
とを知って
いく、そんな

お手伝いができたら私たちとしても嬉しい限りで
す。今後も地域の小中学校などと交流を図りなが
ら大石紬やその歴史を伝える活動をしていきたい
と思います。
　最後に、県内の桑関連の会社や養蚕農家視
察をした際のことを簡単にご紹介します。市川三
郷町にある桑の葉茶を造る会社へ訪問し桑取り
を一緒にお手伝いしながら桑畑の管理方法や電
柵について教えてもらい、桑の葉茶の製造工程
を見せてもらいました。思っていた以上に規模が
大きく桑畑の広大なこと。桑畑に関しては養蚕と
類似点が多くありましたが、桑葉の利用法に関し
ては全く別物で、養蚕との両立は難しいという印
象でした。富士川町の養蚕農家２軒視察し、養
蚕設備・飼育法など伺いました。規模や設備、気
候による地域差により養蚕の手法や回数はそれ
ぞれ異なるので大石の養蚕にとって今できる最
善を尽くしていこうとただいま模索中です。養蚕
農家が少なくなっていることもあり、養蚕業の情
報交換や交流がとても貴重な為今後も県内外の
養蚕農家を
視察して大石
の養蚕の方
向性を固めて
いけたらと考
えています。
引き続き、糸
紡ぎしていま
す～！！

◎糸紡ぎ見学できます！！ 
　富士河口湖町地域おこし協力隊フェイスブック
をご覧ください。または大石紬伝統工芸館にお
問い合わせください。
問合せ／大石紬伝統工芸館　
　　　　　　ＴＥＬ.０５５５-７６-７９０１
Facebook（アカウント）

おおいしつむぎ通信 2018.10月号

表紙の説明

～「各地区の秋季例大祭」～
　9月は、町の各地区おいて秋季例大祭が開催されました。今回
の表紙は、船津地区の八王子神社・筒口神社秋季例大祭を表紙
にしました。このお祭りでは、四十二の本厄の皆さんを中心に、
船津地区内を半日かけて練り歩き、夜は本町商店街を威勢よく往
復する勇ましい姿がとても印象的でした。どの地区のお祭りでも
地域の活気と楽しんでいる地域の皆さんの姿がとても素敵でし
た。大変だとは思いますが地域のお祭りが、いつまでも大切に
継承されてほしいものです。（注意：表紙の説明の写真は、船津
地区四十二本厄年のみなさんです）
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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 10月のおススメ！

地域に根差して…
根場地区の第８番目の“組”です！

町民の皆様は無料で入場できますので、お気軽にお越し下さい。
その際、免許証などご住所の確認できるものをご提示下さい。

≪詳細お問合せ先≫ 西湖いやしの里根場総合案内所
   3月～11月：午前9時～午後5時　無休 ／ 12月～ 2月：午前9時30分～午後4時30分　無休

 TEL:0555-20-4677　URL http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

⑩匠や　企画展『今話題の埴輪を作ろう！』『今話題の埴輪を作ろう！』

10月27日㈯ 西湖エリアは、高校駅伝による交通規制があります。
11月25日㈰ 富士山マラソンによる交通規制の為、臨時休館となります。

富士山や花の形の素焼きの香立に色付けが出来ます。

薄い銅板でルームプレート作り出来ます。

秋ものストール、いろいろな素材で充実しています。

鈴やコースターに秋の色付け体験。

秋の飾りものがいっぱいあります。

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

彩雲おすすめのトマトほうとうはいかがですか。

10月限定スペシャルほうとうでお待ちしています！

心も体もほっかほか鴨南そばをどうぞ！

様々な陶芸（前半）と木工とガラス絵の世界。

和膳屋　彩雲

食事処　里山

石挽き手打ちそば松扇

匠や

秋の味覚の栗のお菓子・月の雫など
季節の品をお楽しみ下さい。

ちりめん細工・つるし飾り

おもいで屋

＊＊＊交通規制にご注意ください＊＊＊

●期間：10月14日㈰/21日㈰
●料金：1500円（町民特別価格）
300gの粘土で1体作ります。（高さ10～15㎝）
乾燥、素焼き後お送り致します。（送料着払い）
完成はおよそ1ヵ月後です。

要予約：080-5024-5735  前田

笹子追分人形芝居笹子追分人形芝居

10月8日㈪ 11：00／14：00
山梨県無形民俗文化財に
なっている人形芝居を

この機会にご鑑賞下さい。

古代米餅つき古代米餅つき収 穫 祭収 穫 祭

10月14日㈰ 10：00～15：00
古代米餅つき

きのこ汁・イモの煮っころがし
地元産野菜販売　ほか

秋の味覚をお楽しみ下さい♪
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10月21日㈰ 
11月3日㈯ 、18日㈰
各日10:30／14:00

エコ・アイディア商品や
着物のリメイク品の
展示販売を行います！

旧渡辺住宅旧渡辺住宅

おばあちゃんの知恵袋
特別企画展

現在開催中～
10月10日㈬

地元産古代米を使用！
ぜひご参加下さい！！

ついたお餅は一皿100円で
販売もいたします。

地元産古代米を使用！
ぜひご参加下さい！！

ついたお餅は一皿100円で
販売もいたします。

器の彩りvol.3器の彩りvol.3

現在開催中～
10月17日㈬

＊佐々木好正
＊中條　正康

※最終日15:00終了

木とガラス絵の世界木とガラス絵の世界

10月19日㈮～
　 11月9日㈮

木工＊花嶋忍
ガラス絵＊花嶋美代子

木工＊花嶋忍
ガラス絵＊花嶋美代子
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The march issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The march issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The SEPTEMBER issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The October issue.

河口湖ステラシアター通信 10月号

♪河口湖円形ホール公演情報♪

トーマス･ヴィンクラット　ヴァイオリンリサイタル
　　　ピアノ:レナタ･リチノヴァスカ

一般発売：10月20日㈯  AM10:00～

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♪

世界の音楽めぐり2018｢チェコ｣　ウィーン･フィルハーモニー管弦楽団

《日時》2018年１２月15日㈯  開場／PM３：30　開演／PM４：00　

《会場》河口湖円形ホール

《出演》トーマス・ヴィンクラット/ヴァイオリン、レナタ・リチノヴァスカ/ピアノ

《曲目》モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ 第21番 ホ短調 K.304
　　　　ベートーヴェン：ヴァイオリン・ソナタ 第5番 ヘ長調「春」Op.24
　　　　グリーグ；ヴァイオリン・ソナタ 第3番 ハ短調 Op.45

《料金》全席自由　一般３,500円（町民３,１00円）　
　　　　　　　　  高校生以下1,500円（町民1,300円）

※都合により曲目を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

  

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8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8回目 「鍵掛峠」
■日　時／１１月１１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10分）
■コース／役場前駐車場出発：グリーンロッジ～鍵掛登山口～鍵掛峠～根場 
■持ち物／お弁当、水筒、雨具、非常食（行動食含む）、絆創膏、薬、その他必要と思われるもの、
　　　　  歩きやすい履きなれた靴（できればトレッキング用シューズ）
■参加費／無料
■募　集／定員２０名（新参加者優先）
■対　象／小学生高学年以上（ただし小学生は大人同伴）
■受　付／１０月１９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

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

広報 332018年10月号



男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
上がってきた女性の就業率 外川　満

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１０月３１日（水）（口座振替日）◎町県民税３期今月の納税等

研究発表会を開催しました！
　８月２２日（水）に健康科学大学河口湖キャンパスにおいて、第１１回目となる学内研究発表会を開催しました。会場
には学内教職員・学生約６０名が集まり、専門分野ごと全１６演題の研究発表があ
りました。内容は糖尿病に関する研究から災害対応に関する研究までさまざまで、
どの発表も大変興味深く、参加者は皆真剣な面持で聞いていました。
　また、近年健康科学大学の教員による研究は外部から高い評価を受け外部資金
（外部からの研究費）の獲得にも繋がってきています。
　研究発表会は、年に一度８月に行われており、日頃の研究成果を発表する場と
なっています。
　以上、健康科学大学夏の恒例行事「研究発表会」開催のご報告です。

第5回　2019年3月16日㈯　健康科学部・看護学部

※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。

次回オープンキャンパス開催日程

　先日の山日新聞で15歳から64歳までの女性に占める就業
者の割合（就業率）が69.9％となったと報じられた。比較可
能な1968年以降で過去最高となったとのことだ。そこで、デ
ータ元の総務省のホームページからさらに詳しく探ってみ
た。それによると、それまで50％台だった数値は平成22年に
ようやく60％を超えるのだが、その後平成25年から毎年1％
以上伸び始め、この7月に70％手前まで一気に伸びてきてい
る。要するに働く世代の女性の就業率はこれまで40年近く
50％～60％だったのが、ここ10年足らずで急に加速して70
％台に入ろうとしているのである。特に平成25年からの加速
は顕著であり、昨年7月から今年7月まではなんと2.1%も伸
びている。
　では、その転機となった平成25年に何があったのかと調べ
てみた。株価が1年で6000円以上値上がり、平成22年から
伸びてきた有効求人倍率も1倍手前まできたのがこの年であ
る。内閣も「女性活躍の推進」を掲げており、経済の面でも
政策の面でも女性の社会進出が大きく伸びる要素があった。
その後、人手不足が年を追うごとに深刻になり、産休育休制
度が改めて整備され始め、有効求人倍率も今や1.63倍とな
り、経済社会が更なる「女性力」を頼っている状況である。
　かつて、女性の社会進出は「男女平等」「男女同権」など
の標語と共に進められてきた。しかし、今ではそのような権

利的な意識ではなく、経済的な要求の
もとに進んできている。つまり、女性の
地位が向上したとかの理由で女性が活
躍し始めたのではなく、経済の実情が
女性の社会進出を後押ししたのが本当
のところであろう。現に、国会議員の女
性比率は世界ランキング193か国中158
位であり、都道府県の地方公務員管理
職に占める女性の割合は全国平均9％で、自治会長に占める
女性の割合は全国平均5.4%と、政治分野における女性参画
が依然として厳しい状況を鑑みれば、女性の社会的発言力
が向上したとは言い難い。
　しかしながら、今のこの状況を好機と考えると、明るい未
来が見えてくる。これだけ社会に出てくる女性が増えれば、自
然と発言力も増してきて、女性の管理職も増え、能力を発揮
できる場も多くなるであろう。そして、男女間の賃金格差が是
正され、家計をしっかり支えることで家庭内においても自ら
の主張をはっきり言えることになるだろう。実際、私見ではあ
るが、私の周りでは若い人を中心にそのような傾向にある。ま
た、喜ばしいことに男性がその状況を快く受け入れている。
　今、この国の男女共同参画の歴史は大きな転機に入ってき
ているのかもしれない。
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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）

中村　　凌　　　　一・　唯　　船津

大友蒼士朗　　陽　介・希　望　船津

三浦　晴月　　範　之・　舞　　船津

桒原早梨菜　　　晃　・夏菜子　船津

伊藤　　芹　　篤　志・里　奈　船津

澤岻　　蒼　　祐　太・理　沙　浅川

田川　愛理　　貴　聡・可　奈　小立

勝俣　志隆　　幸次郎・実　歩　河口

渡邊　壱平　　雄　之・ゆかり　勝山

大石　栞楠　　憲　右・美　緒　勝山

日向　昴瑠　　隼　人・麻里衣　勝山

花田　夢來　　結　志・麻奈美　勝山

功刀　　陽　　大　地・里　歩　西湖西

渡邊　節郎　77歳　渡邊　一彦　船津

小佐野　晋　82歳　小佐野博江　船津

五味　武雄　86歳　五味　雄二　船津

山中　茂樹　96歳　山中　康美　小立

　川なみ江　93歳　　川　忠雄　小立

坂本　　　　92歳　坂本　昭二　小立

渡邊　和代　89歳　渡邊　　子　小立

梶原　　近　91歳　梶原　徹夫　大石

堀内　　江　87歳　渡邉まつよ　大石

倉澤はつの　96歳　倉澤　唯佳　河口

小林　信夫　78歳　小林　一三　勝山

小佐野敷江　89歳　小佐野若葉　勝山

三浦　睦子　92歳　三浦　有二　長浜

三浦　　大　50歳　三浦　幸一　西湖

朝比奈　四郎　89歳　朝比奈秀樹　大嵐

三浦　昭子　86歳　三浦　　慈　大嵐

前嶋たま江　81歳　前嶋　浩明　本栖

丸本　　篤　92歳　丸本　康範　富士ヶ嶺

中野　雅基　 ＝　 上野　杏子　船津

近藤　　峻　 ＝　 桐原真里奈　小立

舟久保　翔　 ＝　 渡邊　　優　小立

譽田　健一　 ＝　 渡邉　彩花　小立

おめでた・おくやみ
〈８/１5～9/１3〉

●相談日/11月4日（日）　
●時　間/午前10時～12時
●場　所/町民福祉館ふじやま  ２階
●問合せ/町社協（７２ ー １４３０）
●その他/写真、身分証を持参する
　　　　  ことと、なるべくご本人が
　　　　  来所してください。

　　26,409人
(＋10)

 12,924人
(＋7)

 13,485人
　(＋3)

 10,397　
(＋7)

人口

男

女

世帯 世
帯

●相談は予約制です● ※相談日の４日前までに政策企画課  ℡ 72-1129まで連絡してください。相談は、1人20分間です。

月～金曜日（祝日を除く）
午前9時から正午、
午後1時から午後4時30分
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

開催日:毎月1回 第3水曜日 午後1時～午後4時
場　所: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

10月10日㊌・24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11月5日㈪午前１０時から１１時３０分まで町役場

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。

10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～3時

（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。

9月１日現在の
人口・世帯

相談専用ダイヤル
℡0555－22－1577

℡055－253－2376

●日時・場所/ 10月10日（水） 富士吉田商工会議所
　　　　　 11月14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

国民健康保険税４期　後期高齢者医療保険料４期　介護保険料４期

ゆ  ら

あい り

すば る

かん な

しりゅう

いっぺい

は づき

さ  り  な

りん

ひなた

せり

あお

そう し ろう
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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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