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富士吉田交通安全協会小立支部が再発足しました

ご寄付を頂きました

　休止しておりました、富士吉田交通安全協会小立支部が再発足し、9月21日に再発足
式が行われました。小立地区は、道路整備や宅地開発が行われたことで生活環境は向
上しておりますが、慣れない道に戸惑う方も多くおり、交通事故の心配もあります。青木
支部長以下10名の交通安全協会小立支部の皆様は、早速この日から始まった秋の交通
安全運動に取り組まれておりました。地域の交通安全の要となる今回の再発足により、
これまで以上に交通安全が推進され、悲惨な交通事故が1件でも少なくなることが期待
されます。

灯籠流し実行委員会 様より　
　　　　　　　富士山世界文化遺産登録推進事業基金へ33万1179円

真如苑 様より　富士河口湖町観光連盟へ10万円

　よりよい町政のために役立てさせていただきます。
貴重なご寄付をありがとうございました

町では東京2020オリンピック・パラリンピックの事前合宿
地としてフランス共和国のトライアスロン・パラトライアス
ロン競技を誘致しております。子供たちにトライアスロン競
技を経験してもらうため、9月24日（月・祝日）にトライアス
ロン教室を開催いたしました。
　当日はプロアスリートの栗原正明選手をはじめ、日本ト
ライアスロン連合よりオリンピック対策チームリーダーの

中山俊行氏やU23日本代表の瀬賀楓佳選手以下6名の代表選手を講師にお招きし行いました。参加した子供たちはトップアス
リートの指導を受けることができ、とても貴重な体験をすることができました。

トライアスロン教室を開催しました！！

　10月1日に交付開始となった富士山図柄入りナンバープレートの
交付開始式が、富士吉田市民会館前駐車場にて行われました。当
日は、富士北麓地域の市町村長による交付開始のテープカットと、
各市町村公用車へのナンバープレートの交付交換が行われ、真新
しいプレートがお披露目されました。今月号で交付開始のお知ら
せを掲載しておりますので、富士山図柄入りナンバープレートへ
交換してみてはいかがでしょうか。

　9月23日（日）にくぬぎ平スポーツ公園サッカー場で、ラ
グビーセブンズユース日本代表の選手と山梨県内のラグビ
ースクールの子どもたちとラグビー交流を行いました。参加
した子どもたちからは、代表選手と一緒にトレーニングで
きてうれしかった、交流が楽しかったなどの声がありました。

ラグビークリニックが開催されました

富士山図柄入りナンバープレート交付式

梶原亀雄さん、百歳おめでとうございます
　船津にお住いの梶原亀雄さんが9月に、百歳の誕生日を迎えられ、町長が訪問し、お祝いしま
した。町長と懐かしく昔話をされていました。ご長寿おめでとうございます。

広報2 2018年11月号



納期限　平成３０年１１月３０日（金）（口座振替日） 

　「富士山図柄入り」ナンバーについて、平成３０年１０月１日（月）より交付を開始することが国土交通省から
発表されました。山梨県の交付対象地域は、富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村、
道志村となります。

○1,000円以上の寄付をしていただきますと、フルカラーの図柄入りナンバープレートを選択することができます。
 （寄付金は、対象地域の地域交通のサービス改善、観光振興などに活用されます）。
◯事業用の登録自動車には「緑色」、軽自動車には「黄色」の縁取りが付きます。
◯軽自動車の事業用及びレンタカー・二輪車は対象外です。

○平成３０年９月１０日より事前申込が始まりました。
WEBからのお申込み・詳細はこちら「http://www.graphic-number.jp」

（登録自動車）関東陸運振興センター 山梨支部　　　☎055-262-4777
                    笛吹市石和町唐柏1000-6
（軽 自 動 車）関東陸運振興センター 山梨軽出張所　☎055-262-7549
      　　　　  笛吹市石和町唐柏791-1

図柄ナンバーに関する問い合わせ先

寄付あり
（フルカラー）

寄付なし
（モノトーン）

登録自動車（自家用） 軽自動車（自家用）

登録番号標 軽自動車
大　板
11,100円

中　板
7,500円

中　板
7,500円

富士山図柄入りナンバー、１０月１日交付開始

富士山図柄入りナンバー交付手数料（山梨県側）

～「第61回山梨県種畜共進会・富士ヶ嶺ファームフェスタ2018」～
表紙の説明

　10月は、秋にふさわしい多くのイベントが開催
されました。今回は、第61回山梨県種畜共進会・
富士ヶ嶺ファームフェスタ2018を表紙にさせてい
ただきました。富士ヶ嶺地区は、県内最大の酪農
地域です。富士山の雄大な自然で育まれた美味し
い牛乳（富士ヶ嶺牛乳）は、大変人気があります。
こうしたイベントをとおして、町の新たな魅力を多
くのみなさんに知ってほしいなと思います。
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12/4(火)

保　　　育　　　年　　　齢保　　　育　　　所

保育所（園）・町内家庭的保育施設・・・・・

必要書類　１１月１日から配布開始　・・・・・・・

保育年齢（平成３１年４月１日現在の年齢）・・・・・

町内家庭的保育施設に入所希望の方
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★認定こども園　ドリームツリー

★事業所内保育施設　河口湖とらのこ保育園

★小規模保育施設　キッズプラザPoca－Poca

手続きの流れや各施設の紹介など掲載しております。
役場子育て支援課窓口、各公立保育所、子ども未来創造館、各所で配布しております。

０～２歳児専用の保育所として、小規模保育施設である「キッズプラザPoca－Poca」が平成３０年４月より開
所しております。入所申込みについては、町役場子育て支援課が窓口となります。施設の見学等については、
直接キッズプラザPoca－Pocaまでお願いします。

０～２歳児専用の保育所として、事業所内保育施設である「河口湖とらのこ保育園」に地域枠として４人入園す
ることができます。入所申込みについては、町役場子育て支援課が窓口となります。施設の見学等については、
直接河口湖とらのこ保育園までお願いします。

ドリームツリーは、幼稚園と保育所の良いところをひとつにした「認定こども園」です。
公立保育所の入所申込みとは異なりますので、入所申込及び入所に関するお問い合わせは、直接ドリームツリ
ーまでお願いします。

問合先　認定こども園ドリームツリー　　ＴＥＬ ７２－５５２２

問合先　河口湖とらのこ保育園　　ＴＥＬ ７２－９５５８

問合先　キッズプラザPoca－Poca　ＴＥＬ ８３－３２８５

保育所の
手続きって
わかりにくい

初めて利用
したいんだけど…



■販売場所等　富士河口湖町役場2階　政策企画課窓口 
　　　　　　　8時30分～正午、13時～17時15分
　　　　　　　（土日祝日を除く）
■販売価格　1部　500円
■購入方法
　上記販売場所にて直接お買い求めください。町外の方や町
役場に来られない方は、カレンダー代金と送料（料金表参照）
を現金書留か定額小為替で下記送付先住所までお送りくだ
さい。代金が届き次第、発送します。原則1人（1世帯）5部まで
とさせていただきますが、数に限りがあるため在庫状況によ
り制限させていただく場合があります。
　なお、自治会加入世帯への全戸配付（未加入世帯の窓口
受け渡し）については、12月6日(木)に開始する予定です。

■送料表

■申込先住所
　〒401-0392
　山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
　富士河口湖町役場政策企画課
　「町民カレンダー購入希望」宛
●問合先　政策企画課　℡0555-72-1129

　平成30年7月15日に開催され、熱く盛り上がった第4回富士
河口湖まちフェスに引き続き、来年度、第5回富士河口湖まち
フェスを開催する予定です。
　つきましては、さらに「まち」を盛り上げるために次のとおり
実行委員を募集しますので、「イベントの企画・運営をしてみ
たい！」「自分のアイデアでまちを盛り上げたい！」という方
は、ぜひご連絡ください。
■活動内容
　・実行委員会の会議への参加
　・まちフェスの企画運営
　・イベント全般の企画運営
　・当日本部運営
　・ポスターチラシの作成、広報活動　etc…
■対　象　まちフェスを通じて富士河口湖町がさらに楽しく
　　　　　なるようなアイデアを考えてくれる方ならどなたで
　　　　　も大歓迎です！
■募集人数　若干名
■募集期間　11月30日（金）まで
■応募方法　次の問合先にご連絡ください。

●問合先　政策企画課政策調整係（堀内・渡辺）
　　　　　℡0555-72-1129
　　　　　MAIL：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

　男女共同参画推進委員会では、男性の料
理教室を開催します。今回は、手早く簡単に
美味しくできる「パラパラ チャーハン」作り
です。料理なんかできないと思っている男
性、ぜひご参加ください。家族が食べて笑顔
になる、そんな料理を作ってみませんか？
■日　時　11月10日（土）　
　　　　　10：30～13：00
■場　所　中央公民館　調理室・和室
■参加費　500円
　　　　　先着20名（定員になり次第締め切ります。）
■持ち物　エプロン・三角巾（バンダナ等でも可）
　　　　　手拭き用タオル
■メニュー　パラパラ炒飯・スープ・ナムル
　　　　　　（メニューが変更になる場合があります。）
●申込・問合先　政策企画課　℡0555-72－1129

　女性の活躍を応援する講座を開催します。「美味しいエイ
ジングケア」講座は、健康に美しく年を重ねるために大切な体
のケアや食事のとり方等について考える内容です。毎日の食
事のとり方で見た目も“若々しくいられる”ことにつながりま
す。美味しく食べて、若 し々くいたい方、ぜひ、ご参加ください。
■日　時　12月1日（土）　10時～13時頃
■場　所　勝山ふれあいセンター　調理実習室（2階）
■参加費　無料
　　　　　先着20名（定員になり次第締め切ります。）
■持ち物　エプロン・三角巾（バンダナ等でも可）手拭き用タ
　　　　　オル・スリッパ・筆記用具
■メニュー　当日のお楽しみです。
●申込・問合先　政策企画課　℡0555-72－1129

　町では、平成30年3月に策定しました「第7期介護保険事業
計画」に基づき、平成31年度に地域密着型介護老人福祉施設
（定員29名以下の特別養護老人ホーム）を整備するため、事
業所の整備及び運営を行っていただく事業者の公募を行いま
す。詳しい募集要項及び様式につきましては健康増進課にお
問い合わせいただくか、町ホームページをご確認ください。
■応募受付期間　11月19日（月）から12月14日（金）まで
　　　　　　　　（土・日・祝日を除く）9:00～17:00
●問合先　健康増進課介護保険係　℡0555-72-6037

2019年町民カレンダーの
販売が始まりました

男女共同参画推進委員会からの
お知らせ

地域密着型介護サービス事業者を
公募します

第5回富士河口湖まちフェス
実行委員　大募集！！

部　数

1　部

2　部

3　部

4　部

5　部

500円

1,000円

1,500円

2,000円

2,500円

カレンダー代

500円

700円

700円

1,020円

1,020円

送　料

1,000円

1,700円

2,200円

3,020円

3,520円

合　計

2018年9月の郵便料金等改定により送料が変更されまし
たのでご注意ください。

「男性の料理教室」の開催

「美味しいエイジングケア」の開催

女性の活躍支援講座のお知らせ
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　たんぱく尿が出たり、腎機能の低下が3ヶ月以上続いてい
る状態のことを慢性腎臓病と言います。放置すると透析や腎
移植が必要となることもあります。自覚症状が少なく、定期的
な健康診断による早期発見が大切になります。
　町では11月9日（金）14：00～16：00（受付13：40）に今年度
2回目の慢性腎臓病講演会が行われます。参加料無料で誰で
も参加できます。お気軽にご参加ください。
■場　所　中央公民館2階視聴覚室
■講　師　山梨赤十字病院　腎臓内科医　加藤謙一先生、
　　　　　町栄養士、保健師
■内　容　・腎臓の働き　・慢性腎臓病はどんな病気？・予
　　　　　防と治療について　・「今日からできる」減塩方
　　　　　法について　・塩分測定（希望者のみ）
※お申込みについては、健康増進課 成人担当保健師までご
　連絡ください。
●申込・問合先　健康増進課　℡0555-72-6037

　12月10日は「人権デー」です。この「人権デー」とは、昭和23
年の国連総会において世界人権宣言が採択されたことを記念
して設けられた日で、今年は70年目の年となります。
　法務省と全国人権擁護委員連合会では、本年も12月4日か
ら「人権デー」の10日までの一週間を「人権週間」と定め、住
民の皆様に人権の尊重を呼びかけております。

12月7日（金）町役場において特設人権相談所が１0時より
15時まで開設されます。
　また、人権問題でお困りの方は、お気軽に最寄りの人権擁
護委員か法務局にご相談ください。相談は無料、秘密厳守
で、特に手続等は必要ありません。
●問合先　みんなの人権110番　℡0570-003-110
　　　　　甲府地方法務局人権擁護課　℡055-252-7239
　　　　　甲府地方法務局大月支局　℡0554-22-0799
　　　　　福祉推進課　℡0555-72-6028

　ＮＴＴ東日本の社会貢献活動の一環として、点字電話帳が
発行されました。町役場及び町社会福祉協議会に備え付けて
おりますのでご利用ください。
　点字電話帳には、山梨県内の行政機関、福祉施設、電気、
ガス、水道、医療機関、交通機関、緊急ダイヤル、各種相談、
テレホンサービスなど皆様の生活に係る機関の電話番号が
掲載されています。
●問合先　福祉推進課　℡0555-72-6028

　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や
厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保

険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減
されます。
　控除の対象となるのは、平成30年1月から12月までに納めら
れた保険料の全額です。過去の年度分や追納された保険料
も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなくご家族（配偶者やお子
様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、そ
の保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、平成30年中に納付した国民年金保険料について、社
会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行う
ときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明する書類
の添付が必要になります。
　このため、平成30年1月1日から10月1日までの間に国民年金
保険料を納付された方には、11月上旬に日本年金機構から
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送られますの
で、申告書の提出の際には必ずこの証明書または領収証書を
添付してください。(平成30年10月2日から12月31日までの間
に、今年はじめて国民年金保険料を納められた方へは、翌年
の2月上旬に送られます。)
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮の事
故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は
納め忘れのないようキチンと納めましょう。
●問合先　住民課　℡0555-72-1114

　秋も深まり山村風景に柿が映えるころに
なると、山にサルやクマの餌が少なくなり、柿
をねらって出没するようになります。
　また、サルやクマだけではなく、ハクビシ
ン、アライグマなども出没します。時には、
人に危害を及ぼす場合もありますので、サ
ルやクマの出没を防ぐためにも、柿をもいで
いただくようご協力をお願いします。（不要
であれば、伐採のご検討をお願いいたしま
す。）
併せて、農作物等で収穫後の残渣（取り残
し）などもエサになりますので、処分をお願いいたします。
●問合先　農林課　℡0555-72-1115

　農地の適正な把握の為、国、県より「非農地判断と通知に
ついて、適切な事務の履行（周囲の森林と一体形成している
等の要件を満たす農地の判断）を進めるように求められてお
ります。」そこで本町農業委員会でも2018年度より、町西部地
区（2018年度富士ヶ嶺、西湖、大嵐地区）を始めに順次2019
年度長浜、勝山地区、2020年度小立、大石、河口地区、2021
年度船津地区へと非農地通知発信の事務をしていくこととな
りました。又都市計画用途地域内の非農地の判断について
は、制度の乱用防止の観点より、個別相談の上、農業委員会
の承認を経て、発信することといたしましたので、お知らせし
ます。尚引き続き、遊休農地の解消と農地の保全にご協力を
お願いします。
●問合先　農業委員会　℡0555-72-1115

「慢性腎臓病（ＣＫＤ）」、
　　　　　　　ご存じですか？

納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です

「第７０回人権週間」・
「特設人権相談所開設」のお知らせ

サルやクマの出没を防ぐため
「柿」をもいでください

農業委員会より　
非農地通知の発信について

ー慢性腎臓病講演会開催のお知らせー

点字電話帳発行のお知らせ
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●日　時：11月30日㈮  午前10時～
●場　所：勝山ふれあいセンター
●大会テーマ：「図書館の可能性を広げよう  
　　　　　　　　　　　　　～地域の活力源をめざして」　
●記念対談：「史料を読み解く　創作に生かす」　
　　　　　　　　10：30～12：00 （会場・1階　さくやホール）
　　　　　　講師　江宮　隆之氏　作家　
　　　　　　　　　　　1948年　山梨県生まれ。中央大学法学部卒業。
　　　　　　　　　　　1995年 「白磁の人」で第８回中村星湖賞を受賞。2012年同作品は「道～白磁の人」と
　　　　　　　　　　　して映画化。
　　　　　　　　　　　著書に「一葉の雲」「天下の雨敬、明治を拓く」（河出書房新書）「明治維新を創った男
　　　　　　　　　　　山県大弐伝」（ＰＨＰ研究所）など。
　　　　　　　　　堀内　亨氏　山梨県立富士山世界遺産センター主管
　　　　　　　　　　　1965年　富士吉田市生まれ。県立吉田高校、信州大学人文学部卒業。
　　　　　　　　　　　県立上野原高校教諭を経て「山梨県史」編さん室勤務。
　　　　　　　　　　　2018年4月より現職。山梨郷土研究会会員。

●第１分科会：シンポジウム「図書館をプロデュース」　13：30～15：40 （会場・1階　さくやホール）
　　　　　　　<シンポジスト>　豊田　高広氏　（愛知県田原市図書館　館長）
　　　　　　　<シンポジスト>　宮川　大輔氏　（（有）宮川春光堂書店　専務取締役）
　　　　　　　<コーディネーター>　日向　良和氏　（都留文科大学　准教授）

●第２分科会：事例発表「新たなサービスをめざしてー図書館のリニューアル」 （会場・2階　研修室）
　　　　　　　<発表者>　森田　享子氏（南アルプス市立図書館　館長）
　　　　　　　<発表者>　武井さつき氏（山梨市立図書館　館長）
　　　　　　　<発表者>　林　　未希氏（滋賀県立図書館サービス課　専門員）
　

山梨県図書館大会山梨県図書館大会山梨県図書館大会山梨県図書館大会平成30年度  第32回

どなたでもご参加いただけます。地域の皆さんのご参加お待ちしております。

2018　Jリーグ　ディビジョン２
ヴァンフォーレ甲府ヴァンフォーレ甲府

「富士河口湖町サンクスデー」「富士河口湖町サンクスデー」

横浜ＦＣ戦
11月17日（土）14:00 キックオフ

山梨中銀スタジアム

この試合の
入場ペアチケット
（バック自由席）を
抽選で100組の方に
プレゼントします！

【応募方法】郵便はがきに①住所 ②氏名（ふりがな） ③年齢 ④電話番号
　　　　　　をご記入のうえ、富士河口湖町 政策企画課「VF甲府チケット
　　　　　　応募係」までご応募ください。

【応募上の注意】
　　　応募につきましては町内在住者を対象とし、１人1回限りとさせてい
　　ただきます。記入漏れ等がある場合、応募が無効となる場合があります。

【締め切り】平成30年１1月9日（金）当日消印有効

【当選発表】チケットの発送をもって発表に代えさせていただきます。

【応 募 先】〒401-0392　富士河口湖町船津1700
　　　　　  富士河口湖町　政策企画課「VF甲府チケット応募係」
【問 合 先】TEL 72-1129　政策企画課

みんなで、ヴァンフォーレ甲府を応援しよう！
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　農業用ビニ－ル・マルチの回収を下記日程のとおり行いますので、最寄の場所にて、受付のうえ、持ち込みを
お願いします。（※回収物の処理に係り、持ち込む方を把握する必要がありますので、必ず受付のうえ、持ち込
みいただきますよう皆様のご協力をお願いします。）

１１月１３日（火）

１１月１４日（水）

午前８時～午前９時３０分
午前１０時～午前１１時３０分
午前７時３０分～午前９時
午前９時３０分～午前１１時
午前１１時３０分～午後１時３０分

河口多目的広場前
大石公園駐車場
中央公民館前駐車場
勝山ド－ム前
富士ヶ嶺公民館前駐車場

月　日

品　　目 方　　法

時　　間 場　　所

農業用ビニ－ル・マルチの回収について

持ち込みのできる品目及び持ち込み方法

回収日程

野菜用マルチ
育苗プラグ苗トレイ・育苗連結トレイ
茶色に劣化、泥等が付着したハウスビニール
飼料用ロ－ルのラップ

肥料・土壌改良剤等の袋
花き出荷用かごケース
花き苗・野菜苗の鉢

（※糸入りハウス用ビニールは回収しませんので、
　ご注意ください）

※ブル－シ－トは回収しませんので、ご注意ください。
※上記状態になっていない場合は、手直しをしていただきますのでご了承願います。

富士河口湖町農林課　　　  （７２）１１１５
ＪＡ北富士本所　　　　 　 （７２）１４３９
ＪＡクレイン富士豊茂支店　（８９）２０１１

お問い合わせ先

ハウス用ビニール

ＪＡ北富士・ＪＡクレインにて販売している専用
の廃プラ回収袋に入れる
（※他の袋では回収しませんので、ご注意くだ
　さい）

折りたたみ、紐で十字に縛る

重ねて、紐で十字に縛る

透明の袋に入れる
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滞納整理強化月間です。滞納整理強化月間です。県税・町税

　富士河口湖町を含めた県内すべての市町村と山梨県では、税の公平・公正を確保するため、11月と12月を

「県下一斉滞納整理強化月間」として、連携して徴収対策を強化しています。

　本町においても、催告をしても納めていただけない滞納者に対し、預貯金・給与・不動産・各種保険・自動

車などの差押えをはじめとする滞納整理に取り組んでいます。

　納付がまだの方は、金融機関やコンビニまたは町役場で早めに納付してください。町税の納付が困難なと

きは、まず町役場税務課へご相談ください。

県税・町税の納め忘れはありませんか？

滞納処分の流れ

滞納発生 督促・催告 財産差押
換価

（公売・強制取立）財産調査

～ いますぐでも、できること　いろいろ ～～ いますぐでも、できること　いろいろ ～
納付が困難な人は早めに相談を

　現在、「税金を滞納している方」「生活困難や事業
不振などにより今後の納税に不安を感じるという方」
は、早めに納税相談にお越しください。

納付は便利な口座振替で！　
　口座振替は、納め忘れを防ぐ便利な手段です。納付
期限に指定の預金口座から自動的に振替納付ができ
るので、納付の度に町役場や金融機関へ出向く必要
がなく、非常に便利です。

町税について　富士河口湖町　税務課　収納担当　℡0555-72-1113
県税について　山梨県総合県税事務所　　　　　　℡055-261-9120お問い合わせ・納税相談窓口

土地の現況調査にご協力ください
　税務課では、賦課期日（毎年１月１日）に合わせ町内の土地の状況
（田、畑、山林、宅地、雑種地等の利用状況）を調査しています。
　敷地内に入っての確認や、土地の利用状況について質問することもあり
ますが、その際は皆様のご協力をお願いします。
　また、利用状況に変化があった場合は下記問い合わせ先までご連絡くだ
さい。

【問い合わせ先】 富士河口湖町役場　税務課　資産税第１係　TEL０５５５－７２－１１１３（直通）　
　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　  FAX０５５５－７２－６０２７

11月・12月は
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　児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応のためには、地域のみなさまの理解と関心が不可欠です。
子どもたちの健やかな成長のために、子育て家庭の見守りや応援、声かけなど地域のみなさまのご協力をお願いします。

【相談先】　子育て支援課　児童福祉係（児童家庭相談窓口）　☎ 0555-72-1174



県などからのお知らせ県などからのお知らせ県などからのお知らせ

山梨労働局からのお知らせです。

11月は「犯罪被害者等の支援活動等に
　　　　　　　　　関する広報月間」です。

【犯罪被害者等のための相談窓口】

「犯罪被害者等支援講演会の開催」

　富士北麓地域へお住まいの皆さん！フランスと日本の文化
交流を一緒に深めましょう！
■日　時　11月4日（日） 9時～15時
■開催場所　富士吉田市民会館駐車場内
■主　催　富士吉田市ホストタウン推進事業実行委員会
■共　催　富士吉田市、西桂町・忍野村・山中湖村
　　　　　鳴沢村・富士河口湖町
■後　援　富士五湖広域行政事務組合、富士吉田市外二ヶ
　　　　　村恩賜県有財産保護組合
●問合せ　富士吉田市役所企画課 ℡0555-22-1111
　　　　　　　　　　　　　　　（内線228・252）

　富士山世界遺産センターでは、11月20日の山梨県民の日
記念イベントとして、「県民の日フェア」を開催します。当日は
南館入館料（通常大人420円・大学生210円）がすべて無料
になります。入館者全員への記念品プレゼントのほか、お子
様から大人の方まで幅広く楽しんでいたける各種イベントを
開催します。さらに、飲食や雑貨、マルシェの開催など楽しい
メニューが盛りだくさんです！ぜひご家族・ご友人皆様お誘
い合わせの上ご来場ください！ 
■期　間　11月20日（火）　
■開館時間　8時30分～17時(最終入館16時30分)
　※各種イベントの実施時間は内容によって異なりますの
　　で、詳細はお問い合わせいただくか、ホームページ等で
　　ご確認ください。
■場　所　山梨県立富士山世界遺産センター
　　　　　（富士河口湖町船津６６６３－１）
■内　容　南館入館料無料、南館入館者全員へオリジナル
　　　　　ブックマーカー進呈
　　　　※イベント内容は変更する場合があります。
■参加費用　無料
●問合先　富士山世界遺産センター　℡0555-72-0259

　あなたも1時間だけ消灯し、星空を眺め
てみませんか。
　照明を落として、美しい星空をとりもどそ
う、と呼びかけてきた「ライトダウンやまな
し」も、20年目を迎えました。当日は、県
立科学館をはじめ県内各地で星空を見上
げるイベントが開催されます。詳細は、ウェ
ブサイトをご覧ください。
■実施日　11月10日（土）　消灯時間20時～21時
●問合先　山梨県立科学館　℡055-254-8159
　　　　   http://www.lightdown-yamanashi.com/

　平成30年１０月3日から、山梨県最低賃金が改定されまし
た。改定後の金額は、1時間810円です。
詳しくは、山梨労働局賃金室（055-225-2854）、都留労働
基準監督署（0554-43-2195）までお尋ねください。

　お子様の見え方について不安を感じている方、成人されて
から目に障がいを持ち悩んでいる方、視覚に課題があるお子
さんを指導されている先生など、見え方や目のことでお悩み
の方は、お気軽にご相談ください。
■日　時　12月8日（土）、9日（日） 両日とも12時～15時
　　　　　1件につき約1時間の相談
■場　所　山梨県立盲学校（甲府市飯田2-10-2）
■内　容　見え方や目のことについて全般。主に、支援、教
　　　　　育、学習、進路についての相談。
■対　象　乳幼児から成人まで。本人、保護者、支援者等、
　　　　　どなたでも。
■参加料　無料
■申込み　12月6日（木）までに、盲学校へ電話で申し込み
　　　　　をお願いします。受付時間は平日9時から17時まで
●申込・問合先　山梨県立盲学校　℡055-226-3361
　　　　　　　  Eye愛ひとみ相談支援センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当：吉田）

　県警察等では、犯罪被害者等のための各種相談窓口を設
置し、県民からの相談に応じています。

山梨県犯罪被害者等総合支援窓口　055-223-4180
警察総合相談室　055-233-9110又は「＃9110」
性暴力110番　055-224-5110（FAX兼用）又は「＃8103」
ヤングテレフォン　055-235-4444（FAX兼用）
富士吉田警察署警察安全相談所　0555-22-0110
公益社団法人被害者支援センターやまなし
　　　　　　　　　　　　　　　055-228-8622
やまなし性暴力被害者サポートセンター「かいさぽ ももこ」
　　　　　　　　　　　　　　　055-222-5562
　※窓口の電話等受付　平日8時30分～17時15分
　　（警察総合相談室、FAXは24時間）
　　被害者支援センターやまなしの受付時間は、平日10時
　　～16時

　犯罪被害者等の立場から、その心情や様々な問題などに
ついてお話しいただく講演会が、次の通り開催されます。
■開催日時　11月30日（金）14時～※入場料・予約不要
■開催場所　山梨県立図書館2階 多目的ホール
　　　　　　甲府市北口2-8-1
■講　師　竹田　直美　氏 （交通事故被害者遺族）
■演　題　ただいまをつなげて～遺族となった日から～
●問合先　公益社団法人被害者支援センターやまなし
　　　　　℡055-228-8639

　
　山梨県では、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に
関する法律に基づく、狩猟免許試験を実施します。
■狩猟免許の種類、日程等
①種　類
　狩猟免許４種類
　（網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟）
②試験日時　平成31年１月23日（水）、１月24日（木）
　　　　　　9時20分～16時※試験日は受付後に通知
③試験場所
　山梨県立青少年センター内リバース和戸館
　（甲府市川田町517番地）　℡055-237-5311

「フランスホストタウンフェス
　～in 富士北麓～」開催のお知らせ！

山梨県立富士山世界遺産センター
県民の日フェア開催

平成30年度
第2回狩猟免許試験のお知らせ

第20回ライトダウンやまなし2018
～口ずさむように星を見上げよう

山梨県最低賃金が改定されました

冬のEye愛ひとみ相談会のご案内

山梨県警察からのお知らせ
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「富士山科学講座応用編(3)」

県などからのお知らせ県などからのお知らせ県などからのお知らせ

④申請期間　11月1日（木）～12月12日（水）
　　　　　　（土、日曜日、祝日を除く）
■受験手続
　富士・東部林務環境事務所に持参又は郵送
■狩猟免許申請手数料
　①新たに狩猟免許を受けようとする場合　5,200円
　②受けようとする狩猟免許と異なる狩猟免許を現に受　
　けている場合　3,900円
●申請・問合先
　富士・東部林務環境事務所　℡0554-45-7884
※詳しい内容や提出書類の様式等は、次の「山梨県みどり自
　然課」のホームページに掲載しています。

　夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの事案は、依
然として数多く発生していることから、これらの女性をめぐ
る様々な人権問題の解決を図るための人権相談活動を強化
するため、全国一斉「女性の人権ホットライン」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　11月12日（月）から18日（日）までの7日間
■受付時間　8時30分から19時まで
※ただし、土曜日・日曜日は10時から17時までとします。
※なお、「女性の人権ホットライン」強化週間以外は、平日の
　8時30分から17時15分まで相談を受け付けています。
■相談担当者
　　甲府地方法務局職員及び山梨県人権擁護委員連合会
　　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　0570-070-810（全国共通ナビダイヤル）
●問合先　甲府地方法務局　人権擁護課
　　　　　　℡055-252-7239

　正社員・パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわらず、
ひとりでも労働者を雇っている事業主の方は、労働保険（労
災保険・雇用保険）に加入する義務があります。
　就業時間数にかかわらず、労働者に対しては労災保険が
加入対象となり、1週間の所定労働時間が20時間以上、か
つ、31日以上の雇用見込みがある労働者は雇用保険の加入
対象にもなります。
●労災保険の問い合わせは…
　 都留労働基準監督署 　 ℡0554-43-2195
●雇用保険の問合わせは…
　 ハローワーク富士吉田　℡0555-23-8609
　 ハローワーク大月　　　℡0554-22-8609
　 ハローワーク都留　　　℡0554-43-5141

　裁判官や裁判所職員等が皆様の企業や学校、サークル、地
域の集まりなどに出向いて、裁判員制度について説明し、裁
判員裁判に関する疑問に分かりやすくお答えします。
■日　時　平日10時～17時までの間の1時間程度
■場　所　ご希望の場所
■対　象　山梨県内の企業、学校、PTA、自治会等の団体

■参加人数　10人程度から
■費　用　無料
■申込方法　まずはお電話でお問合せください。
●問合先　甲府地方裁判所事務局総務課
　　　　　　℡055-235-1133

　12月１日、全国で住生活総合調査が行われます。住生活
の安定・向上に係る総合的な施策を推進する上で必要な調
査ですので、ご協力をお願いいたします。
■対　象　10月に実施された住宅・土地統計調査に回答い
　　　　　ただいた世帯の中から抽出された世帯
■調査方法　調査の対象となる世帯には、11月下旬からポ
　　　　　　スティングにより調査票を配布し、郵送・オン
　　　　　　ラインにより回収します。
●問合先　国土交通省住宅局住宅政策課
　　　　　　℡03-5253-8111（内線：39235）

■日　時　11月10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　「植生と動物」をテーマに当研究所の研究員が
　　　　　講演を行います。
■講　師
　演題 「植生と有蹄類の生態の関係」
　　　　　高田隼人　当研究所自然環境研究部
　　　  ｢植林地が保持する生物多様性｣
　　　　　大脇　敦　当研究所自然環境研究部
■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　11月25日（日）
　　1回目　9時30分～10時30分、2回目　11時～12時
　　3回目 12時30分～13時30分、4回目　14時～15時
■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15名（お申込み先着順となります。）
■内　容　秋の終わりは植物が眠りにつく季節。そんな季
　　　　　節だからこそ観察できるのが植物の種たちです。
　　　　　自然の中には不思議な形で風に乗って空を飛ぶ
　　　　　種があります。今回はそんな飛ぶ種をテーマに、
　　　　　実際に種を探してみたり、飛ぶ種の仕組みをま
　　　　　ねした種のクラフトを行います。ぜひこの機会
　　　　　に、秋から冬ならではの自然の不思議を楽しみ
　　　　　ましょう。
■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

全国一斉
「女性の人権ホットライン」強化週間

「裁判員制度訪問説明会
　（出前講義）」開催してみませんか

住生活総合調査に
ご協力をお願いいたします

11月は
労働保険適用促進強化期間です

生物多様性ハカセになろう！
「飛ぶ種を作って飛ばしてみよう！」

山梨県富士山科学研究所から

http://www.pref.yamanashi.jp/midori/
syuryoumenkyosiken.html 
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みなさんのやる気を応援します!みなさんのやる気を応援します!みなさんのやる気を応援します!

平成30年度　富士河口湖町　世界遺産富士山講座

第８回  「麓八海を巡る」 ～富士講の信者による内八海巡り～
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：平成30年 11月21日（水曜日） 午後７時～午後９時　●会　場：富士河口湖町中央公民館　２階　視聴覚室　
●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。

堀内昭宏さん
パステル画展

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

11月5日㈪午後～12月5日㈬

中央公民館ロビー展示

１１月１１日㈰ 午前10時～
河口小体育館

多くの皆様のご参加お待ちしております
問合先　河口地区公民館まつり実行委員会

℡0555-76-7302（河口出張所）

富士河口湖囲碁クラブ主催

富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会
第２8回

　囲碁好きな方必見！本格的なトーナメントで大人か
ら子どもまで熱戦を繰り広げます！初心者さんもベテ
ランも参加できます。気軽に参加してください。

河口地区公民館まつり河口地区公民館まつり河口地区公民館まつり第32回

船津

地区 場　所 曜 日 時　間 連 絡 先

勝山

河口
大石

湖南町
公民館

毎週
土曜日

午後1時
　　～4時
午前9時
～午後4時
午前11時
～午後4時

第2
水曜日
毎週
日曜日

持山 勇喜
73-1375
駒井　彰
76-7031
小林 禮司
83-2212

河口地区
公民館
ふれあい
ドーム和室

●日　時：11月24日㈯  午前8時30分～午後4時
●場　所：勝山ふれあいセンター
●参加費：大　人　　1，500円　
　　　　  小中学生　　  500円
●対　象：小学生以上
●競　技：レベル別で開催（少年の部、一般Ａ・Ｂ）
●定　員：50名（定員になり次第締切）
●申込・問合先：11月16日㈮までに生涯学習課へ

※各地区で囲碁愛好者が囲碁をやっています。
　囲碁を習ってみたい方、気軽に足を運んでください。

　江戸時代の富士講の信者は日常の苦しみや悩みを止揚して、新たに生まれ変わることを目指して富士山に登りまし
た。山上世界は「あの世」と観念され、神仏の宿る山頂に到達することに意義がありました。さらに富士講によって“
巡る”信仰が加味されて、「御八葉廻」、「御中渡」、「内八海巡り」といった新たな巡拝行が行われるようになりまし
た。「内八海巡り」の巡拝地のうち、普遍的に位置付けられたのが現在の富士五湖でした。今回の講座では、「内八海
巡り」をはじめ富士山の巡拝行について迫ります。

ふもとはっかい めぐ うち

し よう

はちようめぐ おちゅうど じゅんぱいぎょう

ふ へん てき

中央公民館講座

ガーデニング教室ガーデニング教室ガーデニング教室

●日　時：11月19日㈪ 13時30分～15時30分

●日　時：12月17日㈪ 13時30分～15時30分

●講　師：中村憲子氏 ●場　所：中央公民館
●定　員：20名  ●材料費：2,500円
●持ち物：レジャーシート、はさみ、割り箸1膳
●申込・問合先：生涯学習課へ

※申し込みは、両方でも片方でもＯＫです。
　定員になり次第締切。

②お正月の寄せ植え

①クリスマスの寄せ植え

　心をときめかせて作り、
飾って癒される寄せ植え
をしてみませんか？
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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

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

気軽にお問い合わせください！
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

●日　時：11月28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

　「学校へ行きたくない」と言われたら・・・
　お子さんが，「学校に行きたくない」と言ったらどうしたらいいのでしょう。「学校は行かなければいけないの」では，
お子さんの気持ちを突っぱねたものになってしまします。大切なのは，「お子さ
んの気持ちを受け止める」「共感」です。それなら，「休みなさい」はどうでしょ
う。お子さんは，行動面で受け入れてもらったと感ずるかもしれませんが，気持
ちを受け入れてもらったとは感じないでしょう。気持ちに共感し，受け止める対
応としては，「行きたくないんだね」「辛いんだね」と言うことではないでしょう
か。そして，「どうして行きたくないの？」とつながっていければいいですね。
　「行きたくない」「辛い」「○○が嫌だ」など，訴えることができず，「頭が痛
い」「おなかが痛い」と言ってくる場合もあります。そんな時は，「大丈夫？」「ど
うしたの？」と，寄り添いから始め，言葉に出せるようにしていけるといいですね。
　お子さんの辛い気持ちがわかっても，どうしたらよいか分からないことがあり
ます。そんなとき，一人で悩まないでください。「子どものことで心配があります。」
とか「親として何をしてあげたらよいのか困っています。」など教育センターに声
をかけてください。

困っていること
　　　悩んでいること
　　　　　相談してみませんか

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

 教育に関するお悩みは 
　　　　　教育センターへ

困っていること
　　　悩んでいること
　　　　　相談してみませんか

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

 教育に関するお悩みは 
　　　　　教育センターへ

ママ＆ベビーのキラキラビクス
☆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☆
●日　時：11/12㈪・12/18㈫　　●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

●期　日：11/16㈮
●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☆
NIGHT　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

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

http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

個別
無料相談

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
子育てのお悩みを専門家の先生に相談しませんか？
川邉修作先生の何でも相談川邉修作先生の何でも相談川邉修作先生の何でも相談川邉修作先生の何でも相談
●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

将棋好き集まれ！真剣勝負のリーグ戦で実力を試そう。
栄冠は誰の手に！

子ども将棋大会子ども将棋大会

●日　時：１２月2日㈰  午前９時～午後４時
　　　　 （午前：予選リーグ・午後：決勝リーグ）
●場　所：子ども未来創造館　　　
●対　象：小中学生　　●持ち物：お弁当　　　　　　　　
●講　師：平山　聡先生
申込み受付中　生涯学習課　72-6053

虹の会虹の会
　お子様を亡くされたママのための自助グループです。
普段では、中々お話しづらいお気持ちもあるかと思い
ます。
　天使になったかわいいお子様のお話を経験者同士、
お気軽にお話しませんか? 必ず申し込みをお願いします。
●日　時：毎月第３水曜日 午前10時～11時 
　　　　（11/21、12/19、1/23、2/20、3/20）
●場　所：中央公民館　和室　　
●参加費：300円/回（お茶・お菓子付き）
●申込・問合先：生涯学習課へ

山梨県富士河口湖町
天使ママのお話し会
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平成30年 11月4日～12月8日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

休館日

休館日

休館日

AMプラレール

キラキラビクス

将棋教室

将棋大会

AMつみ木
PMプラレール

つどい

つどい/リトミック

つどい
（読み聞かせ日）

（おやこの日）

つどい
（PM助産師）

つどい
（PM助産師）

キッズ＆ママビクス

キッズ＆ママビクス
ブラウンベア マムベビー

ク富バレエ

つどい

つどい

キッズ＆ママビクス
ク富バレエ

ク富バレエ
ぷち相談会
母親学級

育児学級

つどい ふれあい教室
AB合同

ふれあい教室
AB合同

（AMプレイルームX）
キッズ＆ママビクス
ク富バレエ

ク富バレエ

ク富ズンバ

ク富ズンバ

ク富ズンバ

ク富ズンバ

おもちゃ病院
ワイワイくらぶ

○子

つどい つどい○栄

（からだの日）
つどい

（お誕生日会）
つどい○栄

ふれあい教室A

つどい
（読み聞かせ日）

（さくやホール）

○子
ふれあい教室B

つどい

ジョブカフェ

あそぼう！
　　こどみん

○子
ふれあい教室B
エコフェスタ

funfunくらぶ
　　   (早帰り）

funfunくらぶ
　　   (脳トレ）

funfunくらぶ
 (クリスマスクラフト）

funfunくらぶ
 (クリスマスクッキング）

＜休館日＞
11月11・23・25日
＜休館日＞

11月11・23・25日

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
11月１4日㊌

からだの日
「○○すると痛くならない!!」をテーマにプチトレーニング

11月28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：11月15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 

☆小学生対象☆

☆どなたでも☆

☆乳幼児対象☆

　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、
考え合ったりします。目から鱗が落ちたり、心が軽
くなったりします☆

　絵本の世界を飛び出
して、体もいっぱい動か
します♫ 楽しく英語を体
験しよう！

　就園しているお子さんと、家族の方が一
緒に楽しむイベント♪第４回はレクゲーム！
体を使って、家族一緒に遊ぼう!!

　小学生くらいまでの、眠っている衣料品
や、おもちゃはありませんか？
　エコフェスタはお金の授受はしないで、
それらの物を有効活用するイベントです！
お誘い合わせてどうぞ♡

あそぼう！ こどみんあそぼう！ こどみんあそぼう！ こどみん

エコフェスタエコフェスタエコフェスタ

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会

日　時：11月24日㈯ 10：00～10：45
参加費：申込み：定員：なし
持ち物：のみもの

英語であそぼう　with B　B
ブラウン ベア

英語であそぼう　with B　B
ブラウン ベア

日　時：11月13日㈫ （毎月第2火曜日）
　　　　10：30～11：00
場　所：プレイルーム

日　時：12月4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

テーマ：「子どもの食事と睡眠」

funfun早帰りスペシャル♪
　今回は、「もち米とお
米の違いについて！」を
テーマに、クイズに答え
たり、お楽しみを作った
り♪ お友達も誘ってぜひ来てね。

　北欧の伝統的なインテリア《ヒンメリ》っ
て知ってる?『光のモビール』とも呼ばれて
いる、今注目のインテリアを作ろう♪そのま
ま飾ったり、ツリーに飾ったり…。オリジナ
ルのすてきなヒンメリで、クリスマス気分を
盛り上げよう！

　小さなパンケーキを焼いて、お菓子のリー
スを作ります♪クリスマスならではのかわい
くて美味しいデコレーションを楽しみましょう！

日　時：11月7日㈬ 15:00～
申込み：定員：持ち物：参加費：なし

funfun
くらぶ

～クリスマスクラフト～

日　時：12月 １日㈯ 14：00～16：00
申込み：11月17日㈯ 10：00～
定　員：小学生20人　参加費：２50円
持ち物：はさみ

クリスマス☆twinkleモビールクリスマス☆twinkleモビール
トゥインクル

funfun
くらぶ ～クリスマスクッキング～

クリスマス◎スイーツリースクリスマス◎スイーツリース

日　時：１２月８日㈯　
　　　　①10：00～12：00　
　　　　②14：00～16：00
　　　　＊①か②どちらか選んでください。　
参加費：３００円　定　員：小学生各20人
持ち物：エプロン・バンダナ・マスク・お手ふき・カレースプーン
申込み：１１月24日㈯　１０：00～

日　時：11月21日㈬ 9：00～16：00
❉衣類等出品して頂ける方は、事前に
　連絡をください。

子育て支援課発!! つどいの広場
　「つどいの広場」は就学前の親子があつまる場
です。子ども同士遊んだり、親同士おしゃべりをし
てストレスを解消しましょう。遊びの時間、身体測
定、相談など、お気軽にご利用ください。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
もあります。（要予約）基本毎月第1金曜日13:00
～15:00です。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

※未就学児は必ず保護者と一緒に活動して下さい。
※館内ではゲーム機・カードゲームを使って遊ぶことがで
　きません。ご理解・ご協力をお願いします。
※教室・イベントに参加していただいた写真をお便り等に
　掲載させていただくことがあります。ご了承下さい。
✆公衆電話はありませんが、1回10円で事務所の電話を
　使用することが出来ます。気軽に声をかけて下さい。

問い合わせ先　☎72-6053

☆12時～1時までは閉館です。

　　　　
月～金曜日：午前9時～午後6時
土・日曜日：午前9時～午後5時開館時間

親子ふれあい教室のため、
11/27の午前中は、プレイルームの

一般利用はできません。
ご協力をお願いします。
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マイバックをお持ちください

※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：11月24日㈯ 午後3時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「ポドロ島」 Ｌ.P.ハートリー 著
　　　    「藪の中」 芥川龍之介 著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。
第14１回　読書会

スノードームをつくろう！

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～

ママピヨ
10:30～
11:30～

ママピヨ
10:30～/11:30～

ママピヨ
10:30～/11:30～
本の病院
10:00～15:00

うさぎのおやこ
10:30～

エトワールの会
13:30～
(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

(英語読み聞かせ）

(読み聞かせ）

8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 12/130

2 3 4 5 6 7 8

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

平成30年 11月8日～12月8日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

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～

上九分館 15:30～河口分館 15:50～

生涯学習館生涯学習館生涯学習館
〈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

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

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日
館内整理日

休館日休館日休館日休館日
勤労感謝の日

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／23日㈮は勤労感謝の日、３０日㈬は館内整理日のため休館

P

P

P

ピーカーブー
10:30～

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

 本の病院ひらきます 本の病院ひらきます 本の病院ひらきます 本の病院ひらきます第２回
　皆さんの愛着のある本を修理いたします。修理してほし
い本を図書館にお持ちください。
■日　時：12月6日㈭
　　　　　午前10時～午後3時
■場　所：生涯学習館　第1学習室
■修理する本：ひとり2冊まで
■修理する人：図書館職員
　　　　　　  生涯学習館修理ボランティアの皆さん
■申込み：12月1日～12月5日

　図書館資料の持ち運びには、マイバックを利用
しましょう。大切な資料を汚したり、失くしたりしないために
もご協力をお願いいたします。

　町内の保育所、幼稚園、小学校の子
どもたち全員に読書通帳を配布しまし
た。借りた本の記録を残せ、たまって
いく満足感など楽しく利用していただ
けます。利用者カードと読書通帳を持
って、生涯学習館においでください。
お待ちしています。

小さな秋の朗読会小さな秋の朗読会小さな秋の朗読会第47回
ほっとするひと時を過ごしませんか？
■日　時：11月24日㈯ 午後2時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■内　容：「あつあつを召し上がれ」より
　　　　 「親父のぶたばら飯」 小川糸 著
　　　　　　　　　　　読み手：流石眞弓さん
　　　　 「りんごののぞみ」 小野政方 著
　　　　　　　　　　　読み手：外川佐智子さん
　　　　 「この手のひらほどの倖せ」 布施明 著
　　　　　　　　　　　読み手：小林美智子さん

■日　時：１２月１５日㈯  午前11時～／午後２時～ 
■場　所：生涯学習館　第１学習室
■対　象：どなたでも（未就学児は保護者同伴）
■材料費：３００円　　　　　　　
■定　員：各１０名（お申込み11月10日㈯ 10時～）
■持ち物：はさみ・タオル

P

文学講座
19:30～

文学講座
19:30～

文学講座
19:30～

文学講座
19:30～

パパの絵本タイム
13:30～

読書会 15:00～

小さな秋の朗読会
14:00～

読書通帳を利用してみよう！読書通帳を利用してみよう！読書通帳を利用してみよう！
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i nformationnformation

　社会福祉法人　ありんこでは、毎年「共生社会について考
える研修会」を開催しております。今回は、テーマを『知っても
らいたい我が町の福祉作業所』とし、地域で活動を展開され
ている福祉事業所の皆様より、事業所の目的・理念・活動内
容や地域へのアピール等についてお話をしていただきます。我
が町での「福祉事業所と地域のつながり」について、一緒に
考えてみませんか？
■日　時　12月2日（日）　13時30分～15時40分
■受　付　12時45分
■場　所　富士吉田市民会館　3階　会議室　1,2,3
■定　員　60名（定員になり次第、締め切らせていただきます）
■内　容　参加福祉事業所からのお話
     　　　（事業所紹介、活動内容　等）
■対象者　富士東部圏域にお住まいの方、関心のある方
　どなたさまでも参加いただけます。（手話通訳がつきます）
■申込み　11月16日（金）までに下記問い合わせ先まで
■車イスでのご来場、手話通訳者が必要等、配慮等を希望
　される場合は、申し込み時にお伝えください。
●問合先　社会福祉法人　ありんこ
　　　　　ライフサポートセンターありんこ　研修担当
　　　　　℡0555-30-0505

■日　時　11月11日(日)
■開　場　13時30分（開演前ウェルカムコンサートあり)
■開　演　14時
■場　所　ふじさんホール
■入場料　無料（チャリティー）
■指　揮　岡 良介
■ゲスト　勝山中学校太鼓部
■曲　目　バック・トゥ・ザ・フューチャー、アンパンマンのサ
　　　　　ンサンたいそう、音楽物語「塔の上のラプンツェ
　　　　　ル」、YOUNG MAN-YMCA-  他
●問合先　℡0555-23-0033 (フジヤマ 小野)

　空き家をお持ちの方、近い将来空き家をお持ちになる方な
ど、どなたでもご参加ください。事前にご予約をいただくと、
専門家チームがあなたのお悩みに対応します。
■日　時　12月1日（土）
　13時～14時　空き家セミナー第1部（定員50名程度）
　14時15分～15時15分　空き家セミナー第2部
　　　　　　　　　　　　　　　 （定員50名程度）
　14時～17時　空き家無料相談会（事前予約10組程度）
　※予約のない飛込み相談にも応じます（先着順）
■会　場　富士吉田市民会館
●申込・問合先
　　　　公益社団法人山梨県宅地建物取引業協会
　　　　℡055-243-4300

■開催日時　11月23日（金・祝日）
　　　　　　　相談受付　10時～11時30分　13時～15時30分
　　　　　　　セミナー形式の資格説明　13時～16時
■開催場所　甲府市総合市民会館(甲府市青沼3-5-44)
　　　　　　「なんでも合同相談会」は3階大会議室、「資
　　　　　　格説明会」は2階研修室等
※各士業の説明会は、時間が指定されています。
●問合先　山梨県行政書士会　℡055-237-2601

■対　象　再就職に必要な技能・技術を身につけたい方
■コース　機械CAD/NC科、金属加工科、建築CADサービ
　　　　　ス科、電気設備技術科
■訓練期間 平成31年1月8日～31年6月28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　12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

■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　11月16日（金）、12月2日（日）　9時～16時
■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

■対　象　就職を希望する女性
■内　容　職業訓練コース紹介、訓練現場の見学ものづくり
　　　　　関連職種で活躍している女性からの講話・質問
　　　　　及び意見交換等
■会　場　ポリテクセンター山梨
　　　　　　（甲府市中小河原町403-1）
■日　時　11月14日（水）9:15～11:50
■定　員　25名
■参加費　無料
■その他　託児サービス付き（ポリテクセンター内託児室）
■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

第3回　
地域共生社会について考える研修会

ポリテクセンター山梨からのお知らせ

富士五湖ウインドオーケストラ　
　　　ファミリーコンサート2018

オール山梨空き家セミナー
　　　　　　　　＆ 無料相談会

『知ってもらいたい我が町の福祉事業所』 「第16回山梨の１０士業による
　　　　　　無料なんでも合同相談会＆資格説明会」

再就職を目指す方へ
　　　　「職業訓練受講者（1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

「女性のためのものづくり仕事セミナー」参加者募集

山梨県十士会協議会から
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i nformationnformation

インフォメーション

　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　11月18日（日）　
　　　　　　メニュー　カレーライス　コロッケ付
　　　　　12月 2日（日）　
　　　　　　メニュー　シチュー、かぼちゃ茶巾しぼり
■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
　　　　　　℡0555-72-2989

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」

～平成３０年１１月９日（金）から１５日（木）までの７日間～
空気が乾燥し火災の起こりやすい時季です。火の元には十分注意しましょう。

・寝たばこは、絶対やめる。 
・ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 
・ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 
・寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用する。 
・火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。 
・お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる。

３つの習慣

４つの対策

“住宅防火いのちを守る７つのポイント” ～３つの習慣・４つの対策～“住宅防火いのちを守る７つのポイント” ～３つの習慣・４つの対策～“住宅防火いのちを守る７つのポイント” ～３つの習慣・４つの対策～“住宅防火いのちを守る７つのポイント” ～３つの習慣・４つの対策～

地域防災課　防災係　℡７２－１１７０

　恒例の富士山マラソンを来る１１月２５日㈰に開催いたします。開催に伴い、当日、
河口湖及び西湖地区において交通規制を行います。住民の皆様には大変ご迷惑を
おかけいたしますが、ぜひご理解の上、ご協力をお願いいたします。
　不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

http://www.fujisan.ne.jp

富士山マラソンに伴う交通規制ご協力のお願い

  富士河口湖町観光課　℡：72‐3168
（一社）富士河口湖町観光連盟　℡：２８‐５１７７　

※交通規制図は富士河口湖町観光情報サイトに掲載してあります。
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訪問看護をご存知ですか？訪問看護をご存知ですか？

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　　渡辺澄子看護師

専門の看護師が２４時間３６５日
　　　　　　　　　　安心を支えるサービスです

１、医療機器を使っていても、医療処置があっても
　 自宅での生活ができます。
２、退院前からご相談に応じます。
３、自宅で最期まで過ごすことができます。
４、緊急時の対応ができます。
５、ご家族と主治医との橋渡しをします。

　看護師などが自宅を訪
問して、主治医の指示や連
携により行う看護（療養上
の世話または必要な診療
の補助）です。
　病気や障害があっても、
医療機器を使用しながらで
も、住まいで最期まで暮ら
せるように、本人・家族の
意向を聞きながらよりよい
在宅生活が送れるように、
主治医、ケアマネージャー
など多職種の方と連携を
取り支援していきます。

訪問看護とは、

公益社団法人山梨県看護協会
富士北麓 訪問看護ステーション

訪問看護　リハビリテーション
かみよし

℡0555-22-8852

℡0555-73-8800

訪問看護についてのお問い合わせは
下記の訪問看護ステーションまで・・・・訪問看護師からメッセージ
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床ずれの予防と処置

ターミナル（終末期）ケア

リハビリテーション

認知症の看護

カテーテル等の管理
（点滴・胃ろう・尿管等）
呼吸器の管理
（人工呼吸器・在宅酸素）

ご家族等への療養指導・療養相談

症状の観察

清拭・洗髪・入浴
食事・排泄の介助

住みなれたわが家で、
訪問看護師による
サービスが
受けられます。
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『理解促進研修・啓発事業』
健康科学大学　健康科学部　福祉心理学科　古川　奨

ボッチャ ボッチャの魅力

すぐに取り組める！でも・・・。

重度の脳性麻痺を抱える方や四肢に重度の機能障
害を抱える方のために考案されたスポーツです。ヨ
ーロッパ生まれのこのスポーツはパラリンピックの正
式種目にもなっています。楽しむために必要な道具
は13球のボールと平らな場所があればすぐに体験す
ることができます。ボッチャの内容は的になる玉に
持ち球を投げたり転がしたりしていかに近づけられ
たかを競うスポーツです。ボールは、ジャックボール
（的になる白いボール）が１球、残り１２球は持ち球
になり、赤いボールが６球と青いボールが６球になっ
ています。６球が自分の持ち球として使えるボールの
ため、赤ボールか青ボールのどちらか一色を持ち球
として使います。赤と青に分かれてジャックボールに
向かって持ち球を投げたり、転がしたりするスポーツ
ですが、先日、健康科学大学のゼミ生とボッチャに
打ち込んでいる選手の方と実際に山梨県立ふじざく
ら支援学校の体育館をお借りして体験してきました。
やってみて感じたことは、カーリングの要素とビリヤ
ードの要素が合わさったスポーツでとても楽しいス
ポーツだと感じました。

一見、派手さのないスポーツですが、やり始めるとと
ても奥が深いスポーツです。何よりも頭を使います。
カーリングのように持ち球を投げられる位置が決め
られているため、ジャックボールには一定方向からし
か持ち球を投げて狙うことが出来ません。そのため、
自分の持ち球を相手の球よりもジャックボールによ
り近くより多く置くためには、たくさんの戦略を練る
必要があります。ジャックボールの前に自分の持ち球
で壁を作るのか、相手の球ではじかれないようにジ
ャックボールの後ろ側に自分の持ち球を配置するの
かなど頭を悩ませながら行うスポーツです。

「道具は１３球のボールがあればすぐにできる」と先
ほど書きました。ですが本格的にやるぞ！と思った時
にはしっかりとした道具をそろえる必要があります。
ボッチャのボールをそろえるには、あまり高くない基
本的なものでも３万円程度かかります。相手のボー
ルをはじくためにボールを硬くカスタマイズしたり、
距離を調整したりボールとボールをくっつけるために
少し柔らかめにカスタマイズする等の道具にカスタ
マイズを加えると１０数万円になるものもあります。
野球のバットやテニスラケット等も同様に費用がか
かるものですが、障がいを抱える方だけでなく、子ど
もや高齢の方まで誰もが一緒に取り組めるボッチャ
のようなスポーツに対しては、優先して取り組めるよ
うな環境を用意したいものです。スポーツ基本法に
示されるように、誰もが取り組めるスポーツの推進
は、住民全員の心身の健全な発達を促し、明るく豊
かな生活を形成します。活力ある社会の実現への一
歩としてスポーツに力を入れてみることが町づくり
へのヒントになるかもしれませんね。

赤 青
←ボッチャのコート

　皆さん知っていますか？ボッチャでは、健康な方と障害を抱えた方が一緒にパラリンピックに出ら

れる競技だそうです。アシスタントとして選手と協力して参加しメダルを獲得出来た際には選手同様

にメダルが授与されます。一緒に楽しむことが出来るだけでなく、努力し汗を流した結果を一緒に分

かち合えるボッチャはとっても素敵なスポーツだと思います。富士河口湖町でも競技者が広がってい

くと良いですね。

　先月号に続き障がい者スポーツについて取り上げます。様々なスポーツがありますが、今月は皆さんにも
チャレンジしてもらいたい障がい者スポーツの一つボッチャを特集します。
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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

『平成30年北海道胆振東部地震
災害義援金』を募集中

第15回『フードドライブ』に
ご協力ください。

スポーツで交流
『ふれあい福祉運動会』開催

　９月６日に胆振地方中東部を震源とする地震により、

道内において人的被害をはじめ、家屋の倒壊等甚大な被

害が発生し、１７９市町村に災害救助法が適用されました。

北海道共同募金会では、被災された方々を支援すること

を目的に、義援金の募集をしています。

【取扱機関】
　ゆうちょ銀行

　　口座番号「００１７０-８-６３５１１１」

　　口座名義「北海道共募　北海道地震災害義援金」

【受付期間】平成３１年３月３１日まで

【義援金の配分】
　寄せられた義援金は北海道共同募金会がとりまとめ、

日本赤十字社北海道支部等の関係団体にて設置する

「北海道災害義援金募集委員会」に全額集約し、公正、

適正に被災対象地域に配分します。

　ＮＰＯ法人フードバンク山梨では、

県民による食品の寄付活動『フード

ドライブ』を行います。家庭で余って

いる賞味期限内でまだ十分に安全に

食べられる缶詰、レトルト食品、乾麺、

飲料や菓子類など保存性が高い食

品を集めています。県民がすこしずつ出し合ってお困りの

方を支える活動です。当町においても、食料支援を受け、

助かっている方々がいます。今回も、富士河口湖町社会福

祉協議会では、フードドライブの拠点（食品の集荷場所）

として協力します。町民の皆様からのご協力をお願いいた

します。

■期　間
　平成３０年１２月３日（月）～１４日（金）

■集荷場所
　富士河口湖町社会福祉協議会（町民福祉館ふじやま）

■注意事項
・賞味期限が記載されており、期限が２０１８（平成３０

　年）１２月以降のもので未開封のもの。

・破損で中身が出ていないもの。

・お米は平成２９年度以降のもの。

■問合せ先
　フードバンク山梨：０５５-２９８-４８４４

　富士河口湖町社会福祉協議会：７２-１４３０

　１０月１９日（金）町民体育館において、社会参加促進

事業の一環として高齢者や障がい者の方々が一堂に会

し、健康増進と相互に親睦を深めることを目的に、総勢

４４０名が参加し「ふれあい福祉運動会」を開催しま

した。

　各地区老人クラブチー

ム、障害者福祉会・ハーバ

ル工房・パルパル・スイー

トベリー・アイラブ福祉研

究所の福祉連合チームが、

それぞれ９チームに分かれ

て、８種目の競技「わかっ

てちょうだい」「スティック

でＧｏ！」「フラフープに

イン」「玉入れ」等で熱戦

が繰り広げられました。

　成績は次の通りです。

　

　優　勝・・・足和田老人クラブ
　準優勝・・・勝山老人クラブ
　３　位・・・福祉連合チーム

　なお、民生・児童委員の皆さんには、競技進行など全

面的にご協力をいただきました。紙面をお借りして、お礼

申し上げます。
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
渡辺 奈緒美職場部会の活動 ～子育てを考える～

　現在では、子育てに関係する支援や制度が整いつつあ
り、また「イクメン」と呼ばれる父親が育児や家事へ参加
する傾向も増えてきています。しかしながら、支援や制度
を十分活用できなかったり、まだまだ固定的な男女の役
割分業の考え方が強いため、普段の子育ての多くは母親
が担っています。そのため、子育て世代の母親は、いろい
ろな悩みを抱えているようです。
　実際に身近な母親の方々からの子育て・仕事の両立・
職場復帰等の悩みの声を耳にすることがあります。
　子育てで重要なことのひとつは、子どもを持った親だけ

でなく、みんな(社会/地域全体)で
子供を育てていくという意識を持つ
ということだと思います。
　そのためには、まず子育て世代
の現状を知り、理解することが必
要であると男女共同参画推進委員
会の職場部会では考えました。そこ
で、今年度の活動を子育て世代の

方々から実際に悩んでいること・
望んでいることなどをお聞きする
ことといたしました。方法として、
富士河口湖町にお住まいの子育
て世代の方々にアンケート用紙
をお配りし、ご意見等をお聞か
せいただこうと思っております。
　そして、頂いたご意見等を委員会でまとめさせていた
だき、その結果をみなさんに報告させていただこうと思っ
ております。
　この活動が、これからの子育ての在り方を多くの方々に
考えていただくきっかけになり、子育てしやすい町・誰も
が自分らしく安心して暮らせる町の実現に一歩でも近づけ
ればと願っています。

※子育て世代の方々におかれましては、アンケート用紙が
お手元に届きましたら、是非ご協力をお願いいたします。

～災害を体験した方のエピソード～ 
「一日前プロジェクト」

『聞いて良かったアドバイス ～水害でも必要な水のくみ置き～』
―平成16年7月新潟・福島豪雨―（平成16年7月）（三条市 40代 女性）

内閣府「一日前プロジェクト」　http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/ichinitimae/　 地域防災課　防災係 72-1170

　隣の奥さんから、「とにかくお風呂にいっぱいお水をためて、ふたして、きれいなお水にし

ておくんだよ」って言われました。「えっ、じゃあ、掃除しておかなきゃ」なんて言って、一応ためました。あとで断水したら困

るからなんですね。じゃあ、お湯も必要になるなと思って、やかんにいっぱいお湯を沸かして、ありったけのポットにお湯を

詰めました。水は午前中のうちに止まっちゃって、子供たちが順番にトイレに入っていくごとに、「流れない、流れない」

って。それで、お風呂の水で流しました。

　それから、「ご飯もとにかく、朝食べちゃったなら、炊きなおしなさい。めいっぱい炊いておくんだよ」と言われて、

「えっ、そんなに要らないじゃん！」って言ったけど、「保温をきかせておかなきゃだめだよ」って言われて、朝9時前にお米

をといで、ごはんを炊いて保温にしておきました。お昼頃おにぎりを作って、ポットなどをもって2階にいました。

　子どもに食べさせていたら、ひとりで留守番をしているお向かいのお子さんが、うちの子に「お腹がすいた」ってメール

してきたので、2階の屋根から、「これ、食べなさい」って、おにぎりを投げてあげました。
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地域の発電所（２）　西湖発電所

（元・文化財審議会委員　渡辺和昭）

西湖発電所

　西湖発電所の所在地は、富士河口湖町長浜1439番地

で、歴史経過として所有者の移管がある。桂川電力（創

業時）→東京電燈→日本発送電→東京電力と移り、現在

に及んでいる。出力は2000kw、事業開始は大正８年

（1919）９月のことである。相模川水系の２級河川・西

湖の湖水を河口湖との有効落差63.64ⅿを利用して発電

し、水量は7.79㎥/ｓ（最大）を使用し、水車は横軸フラ

ンシス水車（出力2238ｋｗ）を、発電機は横軸三相交流

同期発電機が採用されている。

　明治39年（1906）５月、堀内良平ほか７名が「山梨県本栖湖発電用水利使用願」を提出。明治43年

（1910）２月、使用許可水量は、（第１・第２・第３・第４共70尺立方/秒）であった。

　明治43年（1910）７月、桂川電力株式会社創立が許可され、富士山麓、西湖、河口湖間の落差を利用して、

西湖発電所は第２期工事として大正４年（1915）12月に起工され（山梨県南都留郡長浜村字口谷）大正８年

（1919）４月竣工した。電圧13,500Ｖをもって鹿留発電所に接続された。ここで変圧器にてステップアップし

て東京に送電された。大正８年（1919）９月に地方供給として（西浜電灯局長浜村他１カ村役場におく）西

浜線で配電。大正11年（1922）２月、東京電灯株式会社に合併される。昭和12年（1937）９月、宮川電灯に

買収される。買収金額は11,800円。昭和17年（1942）４月、電力国家管理による日本発送電株式会社第２次

出資となり、昭和26年（1951）５月、東京電力株式会社となる。資料には「当発電所は大正14年より休止す。

その理由は当発電所に西湖の湖水を利用するものなるが、濁水の結果、同湖の水面低下せる為なり。」

（山梨県教育会水力電気編・昭和３年（1928）３月）とあり、西湖の湖面低下のため一時期稼働を休止している。

　大正２年（1913）３月、宮川電灯は、山梨県に「本栖湖発電用水利変更願」を提出。大正３年７月、「本栖

湖発電用水利変更願」の許可が下りる（70尺立方/秒）。

　大正４年（1915）12月、西湖発電所の水路工事着工。大正８年（1919）２月、水路工事竣工。

　大正８年（1919）３月、通水許可がおりる。大正10年（1921）10月、桂川電気から東京電灯に移管する。

「水利権移転許可申請」を提出。大正11年（1922）１月、「水利権移転許可申請」の許可が下りる。「大正

11年11月、西湖・本栖湖・精進湖・水利変更許可願」を提出。これは、本栖湖から引水して第１・第２発電所

を設置し、更に富士川支流の常葉川の河水をも利用して第３・第４の発電所建設するためだ。昭和17年

（1942）５月、「水利権永継続」を提出。これは、東京電灯から日本発送電に移管するものだ。昭和18年

（1943）12月、西湖湖面臨時低下使用許可並びに之に伴う工事実施許可申請」（利用水面３ｍ・量水漂

０ｍ）を提出し、昭和19年（1944）１月、同上申請の許可が下りる。昭和24年（1949）２月、西湖発電所水利

利用計画一部変更許可並びに之に伴う工事実施許可申請」を提出。揚水ポンプ船を浮かべると共に本栖

湖に取水口を設置し，本栖湖・精進湖・西湖間に連絡水路を開鑿するというものだ。昭和25年（1950）２月、

「揚水ポンプ改良工事実施の許可お願い」を提出。昭和24年（1949）の29村申請のうち、揚水ポンプ船の

新設工事のみ切り離し、既設の揚水ポンプの改良を申請した。昭和26年（1951）５月「水利権移転許可」

を申請。これは、日本発送電から東京電力に移管するものだ。昭和28年（1953）11月、「水利使用計画一部

変改並びに之に伴う工事実施認可申請」を提出。西湖の水位を概説許可停止水位から5.0ｍまで低下し、

使用水量の調整を変更する。また揚水ポンプ船を設置し既成ポンプと併用するものだ（本栖湖・精進湖・西

湖間に連絡水路開鑿する工事は許可されていない）。昭和29年（1954）11月、同上の申請が許可される。許

可年限は昭和50年（1975）12月31日となっている。
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地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信

そ
も
そ
も
大
石
紬
と
は
？ 
大
石
紬
に
つ
い
て
ご
紹
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し
ま
す
！！

 

お
う
ち
に
眠
っ
て
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る
古
い
道
具
を
探
し
て
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ま
す
！！

おおいしつむぎ通信 2018.11月号

　古くから大石地区で織られていた絹織物が大
石紬ですが、その特徴や歴史を簡単にご紹介し
ます。

　もともと大石地
区では養蚕が盛ん
で質の良い繭がで
きました。出荷でき
ない「くず繭」や
「玉繭（二匹の蚕
が作った変形した

繭）」を糸にして自分たち用の着物を織っていた
のがルーツです。玉繭を使った糸を横糸に使って
いるので節のある風合いが特徴で、柄はもともと
縦縞が主流だったのですが、丈夫で軽く質がよ
い大石紬の白地の反物が好評を得て他の地域へ
も広く売り出されていた時代もありました。全盛
期は明治末期から昭和初期にかけて、約２５０軒
の農家が紬を織っていました。大石の養蚕は何度
かの水害で桑園が衰退したことと全国的に外国
産の低価格の繭が入っていたことや時代の流れ
で着物の需要がなくなったことなどから、養蚕農
家や織り手が減少していきました。大石紬は“繭
～糸～織り”まで大石地区で一貫して手仕事で
生産されているということが最大の特徴でありそ
れは全国的に見ても
珍しく、貴重な伝統
資源で県の伝統工
芸品に指定されてい
ます。
　私たちはこの伝統
を絶やさない為に

大石地区で養蚕
や糸取りを教わっ
ていますが、いま
実感することは道
具の大切さです。
今では養蚕の道
具も糸取りで使う道具も大変貴重なものになっ
ていて私たちが使っている座繰り機に関していえ
ば明治時代のものだそう。とても古いのでどこか
壊れたら直すことが難しいことや直す人がいない
こともあり、また道具も各地で特徴が様 あ々るの
でその土地の文化を残す為にも、大石地区だけ
でなく周辺地域で使っていた養蚕道具や糸取り
の道具、織り機などを保存することが望ましいと
考えます。もちろん保存するだけでなく実際に使
えるものは使って昔ながらのやり方を伝えること
で伝統を次の世代に繋いでいきたいと思います。
そのような訳で古い道具（養蚕・糸取り・織り）
を探しています！！おうちに眠っている昔養蚕で
使っていたもの・・・機織りの道具・・・などありま
せんか？？また、断捨離を考えている着物のな
かに大石紬はありませんか？？今は生産されて
いないので資料的価値としてとても貴重です。も
し譲っていただけるものがございましたらご連絡
ください。

問い合わせ／富士河口湖町役場　政策企画課
　　　　　　地域おこし協力隊まで
　　　　　　Tel：０５５５－７２－１１２９

まゆ

たま まゆ

ざ　 ぐ

Facebook（アカウント）
https://ja-jp.facebook.com/fujikawaguchiko/

●町民の皆様、空き家の登録・利活用をお願いします●
　町では、年々空き家の数が増加しています。町役場では、増加する空き家を有効活用して、町への移住者を増やす
「空き家バンク制度」を実施しています。この制度は、空き家を借りたい町外の方と空き家を貸したい大家様を仲介す
る制度です。空き家の有効活用のためにも「空き家バンク」へのご登録にご協力お願いします。

…築30年から50年程度経過している物件や、トイレが汲み取り式、雨漏り
しているなど物件に不便があっても、借りたいという方がいます。

…空き家を借りたいとお待ちいただいている方は約600名います。家族連れ
に入ってもらいたいなど、入ってもらう方を大家さんが選ぶこともできます。

…空き家大家さんを対象にした、「空き家リフォーム補助金」や「空き家提供
補助金」など補助金交付の対象となります。

■お問い合わせ先■
政策企画課　企業誘致・まちづくり推進係

℡0555-72-1129

①家が古くても貸し出せます

②借りたい人は約600名

③登録すると補助金の対象に



からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

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/

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

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

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

八丁目会 11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！

練香づくりの季節になりました。

アルミで出来た茅葺ストラップに釘彫金が出来ます。

シルクネックウォーマーは就寝中にも使えます。

２０１9年の干支（亥）作り、陶芸体験。

来年の干支飾り出来上りました。

寒い季節のお土産はやっぱりほうとう！

あたたかいほうとうを食べながら紅葉を楽しみましょう！

季節のほうとうであったまってください。

松扇の鴨南そばで寒さを乗り切ろう！おいしいいですよ…。

和の藍染と陶芸の世界をご覧あれ

陶と香のかやぬま

硝子と金工　ツパイ工房

大石紬と布の館

土あそび富士炉漫窯

ちりめん細工・つるし飾り

おもいで屋

和膳屋　彩雲

食事処　里山

石挽き手打ちそば松扇

匠や

昨シーズンから１２月～２月の水曜日休館がなくなり、年中無休になりました！
（営業時間は変更ありません。）

一年を通していつでもお楽しみいただけます。ぜひお越し下さい！
※なお、臨時休館する場合がございますのでご了承ください。

☃冬季の休館日についてお知らせ☃☃冬季の休館日についてお知らせ☃☃冬季の休館日についてお知らせ☃

⑰土あそび ⑩匠や　企画展

⑪見晴らし屋　企画展

前田こうせい原画展前田こうせい原画展
まんが日本昔ばなしの古代米餅つき古代米餅つき

各日 10：30／14：00
11月3日㈯・18日㈰

「茶香炉を作ろう」「茶香炉を作ろう」

●期間：11月11日㈰ 午前中
●料金：町民特別価格 (２,０００円)
午前中のご希望時間をご予約ください。
３００グラムの粘土で作ります。
●高さ：10センチ位
乾燥、素焼き、本焼き後お送り致します。
　　　　　　　　　　　　　　（送料着払い）

＊ご予約・お問い合わせ＊前田 080-5024-5735  

◆いやしの里 秋イベント◆
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陶＊米山久志
藍＊米山のぶ子

11月12日㈪～12月30日㈰

陶と藍二人展陶と藍二人展

臨時休館のお知らせ

11月2５日㈰は
富士山マラソンに伴う
西湖畔の交通規制の為、
西湖いやしの里根場は
臨時休館 と

させていただきます。
ご理解の程、
お願い致します。 皆様もご参加いただけます！！

餅つき後は一皿１００円で販売！
皆様もご参加いただけます！！
餅つき後は一皿１００円で販売！

現在開催中～
ご好評につき
2019年
3月末まで
延長！！

木工＊花嶋忍
ガラス絵＊花嶋美代子

現在開催中～11月9日㈮

木とガラスの絵の世界木とガラスの絵の世界

完成はおよそ
1ヶ月後です
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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１１月３０日（金）（口座振替日） 今月の納税等
１１月は町税等滞納整理強化月間です。納め忘れはありませんか？

 ９月２９日（土）に健康科学大学河口湖キャンパス及び都留

キャンパスにおいて、今年度第４回目となるオープンキャンパ

スを開催いたしました。今回も多くの方にご参加いただき両

キャンパスともに賑わいをみせていました。ご来場いただい

た皆様には、本学での「学び」に興味を持っていただけたこと

と思います。次回第５回オープンキャンパスは平成３１年３月

１６日（土）に健康科学部は河口湖キャンパスにて、看護学

部は都留キャンパスにて開催いたします。多くの方のご参加

をお待ちしています！

　８月３１日（金）に健康科学大学河口湖キャンパスに

おいて、教職員を対象に消火・放水訓練を行いました。

今回は地震災害により火災が発生したことを想定した

初期消火の訓練とし、水消火器及び建物に設置されて

いる消火栓から放水しました。火災が発生した際の初

期消火がいかに重要であるか、いかに延焼を防げるか

ということを学ぶことができました。

　また、消火栓や消火器の設置場所を把握しておくた

めにも定期的な訓練が必要であると感じました。

  

～防災訓練を実施しました～～防災訓練を実施しました～ オープンキャンパス開催報告！オープンキャンパス開催報告！オープンキャンパス開催報告！

（消火栓を使用した放水の様子） （健康科学部河口湖キャンパスの様子）
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第9回目 「天神峠（若彦路）」

「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9回目は下記のとおり実施いたしますので、皆様ふるってのご参加お待ちしております。

■日　時／１２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）

■コース／役場前駐車場出発：ふじてんリゾート入口～天神峠～ズミの大木～豊茂小
■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／１１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

古里の峠道を歩こう
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◎国民健康保険税５期　後期高齢者医療保険料５期　介護保険料５期

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）

齋　　　蓮　　　翔　・美　穂　船津

舟久保葉玖　　一　也・美寿々　船津

渡邉　咲羽　　康　喜・あゆみ　船津

小川　零央　　匡　平・瑞　穂　船津

竹田　朱凛　　大　亮・可　奈　船津

瀧　　湊斗　　雄　太・優　花　船津

松浦　拓海　　成太朗・あゆみ　船津

堀江　奏汰　　宏　司・亜由美　船津

眞田　　怜　　匡　亮・　綾　　船津

小野　遙介　　彰　男・喜恵子　船津

渡邊　　匡　　　巧　・広　美　浅川

渡邊　　凪　　裕　樹・紗　季　小立

坂田　茉優　　成　二・由香里　小立

渡邉　　匠　　滉　児・綾　奈　小立

堀内　　湊　　幸　太・のり子　大石

小佐野美生　　貴　史・　綾　　河口

小佐野咲良　　貴　史・　綾　　河口

堀内　玲奈　　宣　栄・エリナ　河口

渡辺実花紗　　庄太郎・由　紀　西湖南

梶原ヒデコ　97歳　梶原　與八　船津

外川　政廣　74歳　外川　耕平　船津

中村さと子　94歳　中村　金雄　船津

山岸　松樹　83歳　山岸　幸枝　船津

小林　博雄　84歳　小林　公博　船津

白壁はるの　96歳　白壁まつ子　船津

山中　　泉　100歳　山中　文英　小立

渡邊　岩次　78歳　渡邊　幾弥　小立

渡邊　　壽　98歳　渡邊　忠久　小立

堀内　安子　93歳　堀内　道雄　大石

堀内　延雄　84歳　堀内千代美　大石

天野　雄達　85歳　天野　共和　大石

堀内　節子　69歳　堀内　春彦　大石

古屋　髙子　94歳　田村　　昭　河口

宮下　義夫　90歳　宮下　　林　河口

小佐野勝郎　75歳　小佐野嘉代子　勝山

佐野　政代　84歳　佐野　　宏　勝山

渡　　友義　80歳　渡　てる子　本栖

武井　香太　 ＝　 田邉　　睦　船津

佐田　裕輔　 ＝　 北村まゆみ　小立

在原　佳来　 ＝　 渡邉　里咲　勝山

小佐野雄人　 ＝　 吉村　　惟　勝山

おめでた・おくやみ
〈９/１４～１０/１０〉

●相談日/1２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。

　　26,421人
(＋12)

 12,918人
(－6)

 13,503人
　(＋18)

 10,423　
(＋26)

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

11月14日㊌・28日㊌
今月の相談日

時間:午後1時30分～／午後2時30分～
場所:中央公民館  第2会議室

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129

お気軽にご相談下さい。
相談は予約制（無料）です。

　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12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。

11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

  ●勝山ふれあいセンター　 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。

10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/1１月1４日（水） 富士吉田商工会議所
　　　　　 1２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
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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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　この広場は、ＮＰＯ法人グリーンフィールズ（代表：朝野聡氏）や地元の
皆さまで維持管理されています。
　広場の供用開始後には、健康教室やグランドゴルフ大会が開催されました。
　今後も地元の方を中心として各種イベント等が開催されますのでご期待
下さい。

長浜親水広場
の紹介
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