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ユニバーサル・ラン・スポーツ義足体験授業を開催しました

「町長さんと語る会」開催

河口浅間まちづくりの会が、河口地区の休耕地へ種蒔きをしました
（景観形成活動団体平成30年度上半期活動報告）

こどみらハロウィン　2018開催しました

笹之池流星さん、大哉さんが、
ボクシングジュニア・チャンピオンリーグ全国大会で優勝

全国道路標識・標示業協会による
子どもを守るまちづくり活動への感謝状贈呈

　11月6日（火）に勝山・西浜・大嵐・富士豊茂小学校の5、6年生を対象に㈱LIXILのご協力のもと障が
い者や高齢者など自分と違う立場の人がいることを知り、それぞれを尊重し自分の置かれた立場でベス
トを尽くすことの大切さや、心のバリアをなくすことがこれからの多様性社会を迎える上で重要であるこ
とを伝えるためにスポーツ義足体験授業を行いました。
　東京パラリンピックで、陸上100、200mへの出場を目指している法政大学3年の山下千絵選手を講師
に迎え、児童はスポーツ義足を装着して歩いたり跳ねたりして感触を確かめたり、座学により障がい者ス
ポーツへの理解を深めました。

　開館した年から開催し、今回13回目を迎えた「こどみらハロウィン」は、年々期
待が高まり、多くのボランティアスタッフのみなさん等のご協力を得ながら、今年
は496人の方に楽しんでいただきました。当初はゴミ袋をマントにしたり、新聞紙
でステッキを作ったりした簡単な仮装でしたが、今や本格的な仮装がすっかり定
着し、イベントに花を添えてくれました。来年もぜひ多くの方々にご来場いただき
たいと思います。たくさんのイベントがある子ども未来創造館をぜひご利用くだ
さい。

　町児童生徒連絡協議会による「町長さんと語る会」が町役場コンベンションホールで開催さ
れました。町長から発表されたテーマをもとに町内の各小中学校の児童・生徒代表の子どもた
ちが、町長とグループ討議などをしながら、熱心に意見を交わしていました。子どもたちにとっ
て、自分たちの町に興味を持ってもらう良い機会になったのではないでしょうか。

　9月18日に全国道路標識・標示業協会（全標会）関東支部山
梨県協会（協栄エンジニアリング様）が、町内の通学路へ交通
安全施設の設置ボランティアをしてくださいました。

　県協会は、子どもたちを「交通事故・犯罪・災害」から守ることを目的に、2015年から交通安
全施設の設置を実施しております。
　勝山ふれあいセンター前の路面へ外側線や停止線などの道路標示が描かれ、児童通学時の
安全性が向上しました。これに対し、町から感謝状を贈呈させていただきました。本当にあり
がとうございました。

　本年景観形成活動団体認定第１号となりました河口浅間まちづくりの会が、
景観形成活動の一環として、河口地区の休耕地へポピーの種を蒔きました。ポ
ピーの種は、南アルプス市の景観形成活動団体である「ふるさとを錦で飾り隊
in中野」様より頂いたものです。来年の5～6月に開花の予定ですので楽しみに
してください。また、会上期活動報告書を町ホームページに掲載しましたので
併せてご覧ください。今後も河口浅間まちづくりの会の活動にご期待ください。

　10月に開催された日本プロボクシング協会主催の「第1回ジュニア・チャンピオンリーグ全国大
会」において、富士山ネクサスボクシングジム所属の船津地区にお住いの笹之池流星さん（中学3
年生）、大哉さん（小学3年生）が、兄弟で優勝する快挙を成し遂げました。このたび、チャンピオ
ンベルトを持参して、町長に優勝報告として表敬訪問していただきました。今後も流星さん、大哉
さんのさらなる飛躍を期待し、町としても応援したいと思います。本当におめでとうございました。
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納期限　平成３０年１2月25日（火）（口座振替日） 

小池ユミさん 百歳おめでとうございます

ご寄付を頂きました

男女共同参画学習アドバイザー海外視察研修に
町から2名が参加しました。

河口湖ライオンズクラブが結成50周年をむかえ、町へマッサージ機を
贈呈していただきました

河口湖ロータリークラブ様より、河口湖北中学校へ
暖房器具を寄贈していただきました

ヴァンフォーレ甲府 富士河口湖町ホームサンクスデーがありました

　渡辺節子さん（船津地区）、堀内詠子さん（大石地区）が、11月4日から13日までの間、国
際女性教育振興会主催の男女共同参画学習アドバイザー海外研修に参加し、帰国報告のた
め、町長へ表敬訪問していただきました。訪問団は、全国から総勢11名が参加し、うち山梨
県から3名（町から2名）が参加しました。南米のメキシコ合衆国を訪問し、日本大使館や学
校施設などを視察しました。お二人とも日本の良さを実感したとのことで、今後も海外に向け
て、自分たちにできる活動があればしていきたいと充実した表情で報告をしていただきました。今後は、12月の報告発表会や
報告書作成などがあるそうですので、ぜひ機会があればご覧いたただきたいと思います。

　11月17日J2リーグ第42節ヴァンフォーレ甲府対横浜ＦＣの試
合が富士河口湖町ホームサンクスデーとして山梨中銀スタジアム
で行われました。当日は、FCラーゴ河口湖によるキッズチャレン
ジマッチも行われました。また、アウェイサポーターに向けて町
ＰＲのため、観光パンフレット等の配布も行いました。試合は、０
対１で惜しくも敗れましたが、来季のＪ１昇格へ向けて町としても、
引き続き応援していきたいと思います。

　河口湖ライオンズクラブ（梶原和之  会長）の結成50周年を記念し
て、式典が町内で行われました。
　当日は、町長からも祝辞を述べさせていただき、さらには、結成記
念として町社会福祉協議会へマッサージチェアを寄付していただき
ました。本当に、ありがとうございました。
※10月号の社協だよりでもお知らせしていますが、あらためて報告させていた
　だきました。

　河口湖ロータリークラブ（小谷田 融 会長）様から大型ストーブ2台とセラミックヒーター
3台を河口湖北中学校に寄贈していただきました。
　静岡、山梨両県のロータリークラブから組織されている国際ロータリー第2620地区補助金
事業の一環で、河口湖ロータリークラブが「地元教育機関への支援プロジェクト」として毎年
行っているもので、今年で6年目となります。生徒の皆さんからは「冬の間体育館は大変寒く、

授業やクラブ活動を始め卒業式・入学式など冬期の様々な行事が活発に行えるようになるのは嬉しい」という声が出ていま
した。大切に使わせていただます。ありがとうございました。

　船津にお住いの小池ユミさんが10月に、百歳の誕生日を迎えられ、町長がご自宅を訪問
し、お祝いしました。町長の呼びかけに、元気にご返事をされていました。
　ご長寿おめでとうございます。

○株式会社　ファミリーオート（代表取締役　渡辺敏朗）様より　　12万1000円
※写真は、ファミリーオート様からのご寄付の様子です。
○山岸松樹　ご遺族様より　町福祉と児童福祉・高齢者福祉のために　200万円
　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。
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ステーション収集（家庭系の燃えるごみ、燃えないごみ）について
　年末年始のステーション収集は、町のカレンダーに記載されたとおり実施しますので、
お間違えのないようご協力ください。
　また、収集日以外にごみを出すとカラスや猫などによる散乱が予想され収集場所周辺
の方々に迷惑になりますので、絶対に出さないようにしてください。

直接ごみ処理施設へ持込む場合（１２月２９日～１月６日）

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

全地区共通

　 　

●燃えるごみ

富士吉田市環境美化センター （22-0030）

年末・年始のごみ収集について(お知らせ)

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

河口湖
問合せ先（76-7636）

　 　

■燃えないごみ

富士河口湖町じん芥処理場

　 　

勝山・足和田・
上九一色 　　　　　　　　　  問合せ先（85-2652）

青木が原ごみ処理組合大和田清掃センター

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

全地区共通
　 　

◆粗大ごみ　★資源物

◆富士河口湖町じん芥処理場
　　　　　　　　　問合せ先（76-7636）

★富士河口湖町リサイクルセンター   
     　　　　　　　問合せ先（72-5371）   

　※指定袋に入れ、町発行の「一般廃棄物処理依
頼書」と一緒に持ち込む。
　なお、依頼書は事前に町役場で交付します。

１２月２９日(土)　午前９～午後３時 
１２月３０日(日)　休み
１２月３１日(月)　午前９～正午
　１月 １日(火)～３日（木）　休み
　1月 ４日(金)　午前９～午後３時 
　1月 ５日(土)　午前９～正午
　1月 ６日(日)　休み

（１２月２８日(金)　午後３時まで）
１２月２９日(土)～1月　６日(日) 休み  

１２月２９日(土)　午前９～午前1１時
１２月３０日(日)～１月　３日（木） 休み
　1月 ４日(金)　午前９～午後４時
　1月 ５日(土)　午前９～午前１１時
　1月 ６日(日)　休み

１２月２９日(土)　午前９～午前1１時
１２月３０日(日)～１月　３日（木） 休み
　1月 ４日(金)　午前９～午後４時
　1月 ５日(土)　午前９～午前１１時
　1月 ６日(日)　休み

問合せ先　環境課　７２-３１６９
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町選挙管理委員会よりお知らせ

平成３１年 １月２７日（日）
『山梨県知事選挙』の投票日（予定）
平成３１年 １月１０日（木）告示日

住所要件

年齢要件

お持ち
いただくもの

投
票
で
き
る
人

期
日
前
投
票

平成３０年１０月９日以前に富士河口湖町に住民登録があり引き続き住所がある方

※１０月１０日以降に転入届により住民登録をされた方は、富士河口湖町の選挙人名簿への登録がさ

　れません（３ヶ月未満のため）ので、当町での投票はできません。

　転入前の県内市町村の選挙管理委員会へお問い合わせください。
　（県外の市区町村に住まわれていた方は投票できません）

選挙日時点で１８歳を迎える者〔平成１３年１月２８日以前に出生した方（平成１３年１月２８日生の方は

平成３１年１月２７日の午前０時をもって満１８歳に達するため）〕

ただし、下記期日前の期間に投票される方は投票される日が起算日となりますのでご注意ください。

※選挙人名簿登録についての詳細は、町選挙管理委員会へお問い合わせください。

１月１１日（金）～１月２６日（土）

午前８時３０分～午後８時００分

富士河口湖町役場　

期　間

時　間

場　所

　

第９投票所

第１０投票所

第１２投票所

第１３投票所

第１４投票所

西 湖 公 民 館

根 場 公 民 館

精 進 体 育 館

本 栖 公 民 館

上九一色コミュニティセンター

入場券　※届いていない場合は、本人が確認できる書類（運転免許証など）

◎この選挙より以下の地区の投票所・投票時間が変更となります。
投票日前に郵送される入場券にて、よく確認されてからお間違えのないようにお願いします。

投票所が変わります
　船津地区の「若松町」「松場町２丁目」は今までの第６投票所（船津保育所）から第１投票所（旧河口湖町役場）に変
わります。（船津保育所移転に伴い、上記２つの自治会につきましては、第６投票所よりも第１投票所の方が近くなるためです）

　船津保育所の移転に伴い、第６投票所が≪新≫船津保育所（右記地
図参照）になります。

【該当となる自治会】
　七軒町二丁目、七軒町三丁目、七軒町四丁目、南台一丁目、南台二丁目

   富士見町二丁目、富士見町三丁目、富士見町四丁目、湖南町一丁目

  湖南町二丁目、湖南町三丁目　　ご注意ください！

第6投票所が≪新≫船津保育所に変わります

投票所の閉所時間が１時間早くなります

該当する投票所にお住いの皆様の改めてのご理解とご協力をお願いいたします。

 

富
士
ス
バ
ル
ラ
イ
ン

船
津
登
山
道

リサイクルセンター

オプトナカムラ
さん

≪新≫船津保育所
【第６投票所】

　第９投票所(西湖公民館）、第１０投票所(根場公民館）、第１２投票所(精進体育館）、第１３投票所(本栖公民館）、

第１４投票所(上九一色コミュニティセンター）の当日投票の閉所時間が１時間繰り上げになります。

（これは、冬期の積雪や荒天による開票所への投票箱の到着遅延などのリスク回避のためです。）

変　更　前

開所時間

午前7：00 午前7：00 午後7：00午後8：00

閉所時間 開所時間 閉所時間
投　票　所

変　更　後

※１時間早く切り上げられます

投
票
箱



住民基本台帳カードをお持ちで
e-Taxご利用までに電子証明書の
有効期間が満了される方へ

ねたきり高齢者・認知症高齢者
介護慰労金（平成30年度後期）

平成31年4月から
産前産後期間の国民年金保険料が
免除となります！

　船津財産区では三ノ段・天上山等の区有地を管理する
業務員を募集します。希望される方は、履歴書と運転免許
証のコピー・健康状態がわかる診断書等（町で行う健康
診断の結果表でも可）を持参し、町役場2階地域防災課船
津財産区事務局へ1月31日までに提出してください。なお採
用可否の連絡は管理会での選考後となります。
■要件等　平成32年4月1日現在、70歳以下の方、
　　　　　　　健康で普通運転免許証を持っている方。
※船津地区在住者に限る。
■業務内容　区有地内の伐採・下刈り・枝打ち・清掃等
■採用人員　若干名
■勤務場所　天上山・三ノ段　他　船津財産区有地
■勤務時間　8時～17時　※4月から11月までの期間雇用
●問合先　地域防災課　船津財産区事務局
　　　　　　℡0555-72-1170

　e-Taxで申告手続き等行う際には電子証明書が必要で
す。住民基本台帳カードに組み込まれた電子証明書の有
効期間は３年となっています。
　e-Taxをご利用されるまでに電子証明書の有効期間が満
了される方はマイナンバーカードへの切り替え申請が必要
となりますのでご注意ください。なお、マイナンバーカードは
申請から受領までの期間が概ね１ヶ月程度となっています。
●問合先　住民課　℡0555-72-1114

■免除期間
　　出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月
　間（以下「産前産後期間」といいます。）の国民年金保
　険料が免除されます。
　　なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が
　属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免
　除されます。
※出産とは、妊娠85日（4か月）以上の出産をいいます。
　（死産、流産、早産された方を含みます。）
■産前産後期間の取扱い
　　産前産後期間として認められた期間は、国民年金保
　険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映
　されます。
■対象者
　　「国民年金第１号被保険者」で出産日が平成31年2月
　1日以降の方
■届出期間
　　出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やか
　に届出ください。
※ただし、届出ができるのは平成31年4月からです。

■届出先　住民課
■施行日　平成31年4月1日
●問合先　住民課　℡0555-72-1114

　ねたきり高齢者及び認知症高齢者を介護している家族
の身体的、精神的な労苦に報いるとともに、要介護者の在
宅生活の継続を図るための慰労金です。
　介護慰労金は、1ヶ月当り1万円(月ごとに該当、非該当の
審査をします。申請は半年ごとです。) で年額（最高で）12
万円になります。
■申請対象者
（下記のすべての条件を満たす方が対象となります。）
・介護者、被介護者ともに富士河口湖町内に住所があること
・介護者は、65歳以上の被介護者と同居し、常時介護し
　ていること（１ヶ月に5日以内のショートステイ・入院に
　ついては、常時介護していると判断し、該当月となります
　が、5日を超えた月については非該当月となります）
・被介護者は、要介護度4・5のねたきり高齢者もしくは
　重度の認知症高齢者であること
※平成30年7月1日以前から上記の条件を満たしており、か
　つ継続して介護を行っている方が対象です。
■申請方法
　　受給資格認定申請書（新規の方）又は現況届（既に
　認定を受けた方）、介護保険被保険者証の写しを福祉
　推進課に提出してください。申請書（現況届）には平成
　30年7月～12月の状況を記載し、締切日までに提出し
　てください。
　支給予定は、平成31年3月です。
※期間をさかのぼっての申請は出来ませんのでご注意くだ
　さい。
※申請受付は１月からになります。それ以前の受付はでき
　ませんのでご注意ください。

●問合先　福祉推進課　℡0555-72-6028

　冬にストーブの使用は欠かせないものです。しかしなが
ら、薪ストーブの煙による苦情が毎年何件も寄せられてい
ます。薪ストーブをご利用の際には、次のようなお気遣いを
お願いします。
　・日中ストーブを使わなくてもよいときは、できるだけ使
　　用しない
　・煙の出にくいよう配慮する
　　（薪以外のものを燃やさない）
　・煙突のメンテナンスをこまめにする
　　毎日の生活に必要なものですので、近所の方もお互い
　快適に生活できるようご協力をお願いします。
●問合先　環境課　℡0555-72-3169

船津財産区業務員募集

薪ストーブの使用についてのお願い

締切：平成31年1月31日（木）
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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

1月10日㊍ 配布予定1月号広報

　お父さんやおじいちゃん、兄弟の家事や育児、男性が活
躍している場面を撮影したものであればジャンルは問いま
せん。何をしているのか分かれば後ろ姿でもOKです。とっ
ておきの写真をご応募ください。（おひとり、2枚まで）
■募集期間
　　平成30年12月17日(月)～平成31年2月8日(金)
■応募方法
　・直接持参いただくか、郵送【Lサイズの現像済の写真
　（裏に氏名を明記ください）】
　・メールで応募【デジタルカメラ・スマートフォンで撮影し
　　たJPEGデータのもの】
　＊住所、氏名、電話番号（日中の連絡先）及び、タイト
　　ル、作品に対するコメント(30字以内)を明記してくださ
　　い。
■展示・審査について
　・平成30年度「男女共同参画フォーラム」（平成31年3月
　　開催予定）にて展示します。その際、写真展をご覧い
　　ただいた方に投票していただき、ギャラリー賞3点選
　　出いたします。入賞者には、記念品を進呈します。

　性別に関係なく、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる
「男女共同参画社会」そんな社会の実現をわかりやすく表
現した「標語・川柳・俳句」を皆さんから募集します。
☆お互いを思いやる心や男性の家事・育児参加等によるほ
ほえましい光景。☆家族一人ひとりが、お互いを認め合い
助け合う愛情あふれた光景☆「私らしく生きる」ってどうい
うことだろう？など、男女共同参画に関する内容のものを考
えてください。
■募集期間
　平成30年12月17日(月)～平成31年1月18日(金)

■応募方法
　・直接持参いただくか、郵送、ファックス、メール等
　＊住所、氏名、年齢、電話番号（日中の連絡先）を明記
　　のうえご応募ください。
■審査・展示について
　・男女共同参画推進委員会において審査し、入賞作品
　　を決定します。
　・入賞作品は、平成30年度「男女共同参画フォーラム」
　 （平成31年3月開催予定）にて表彰・展示します。入賞
　　者には、記念品を進呈します。
※ご注意※
　・入賞作品は行事、広報、啓発活動に使用させていただ
　　きます。・応募作品の著作権及び使用権は、町に帰属
　　します。・応募作品は、返却しません。・応募作品は、
　　未発表のものに限ります。
●応募先及び問合先
　富士河口湖町船津1700番地
　富士河口湖町政策企画課 男女共同参画国際係
　　℡ 0555-72-1129　Fax 0555-72-0969
　　E-mail seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

男女共同参画推進事業作品募集の
お知らせ

◎「カジダン・イクメン写真」を募集します！！

◎男女共同参画に関する
　　　　　「標語・川柳・俳句」を募集します！！

～男女共同参画の推進により、
　　誰もが自分らしく安心して暮らせる町の実現～

　広報富士河口湖平成30年6月号22ページに掲載しま
した「平成30年8月から、70歳以上の方の高額療養費
の自己負担限度(上限)額の一部がかわります。」の金額
について、一部誤りがありました。ここにお詫びして訂正
いたします。

　詳しくは、町ホームページ「高額療養費」をご覧にな
るか住民課にお問合せください。
●問合先　住民課 国保年金係　℡0555-72-1114

お詫びと訂正

区　　分 正 誤

一般：外来（個人ごと）１８，０００円 １４，０００円

表紙の説明

～「富士河口湖紅葉まつり2018」～
　今回は、富士河口湖紅葉まつり
2018のメイン会場である河口地
区のもみじ回廊を表紙にさせてい
ただきました。このメイン会場を中
心として、町内各地で多くの皆さん
が、紅葉狩りを楽しんでいました。
深まる秋に冬の訪れを感じつつ、皆
さんは、今年の秋をどんな風に感じ
ることができたでしょうか。
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「固定資産税」についてお知らせ
～固定資産税は毎年1月1日が基準日です～
建物（家屋）を取壊したら 滅失届 の提出が必要です！

　建物の一部又は全部を取壊した場合、もしくは年内（１２月３１日まで）に取壊す予定のある方は、建物の大小に関

係なく「家屋滅失届出書」の提出が必要です。様式は町役場税務課にあります。
※固定資産税は毎年１月１日に存在する固定資産の所有者に対して課税されます。１月１日を過ぎてからの取り壊しや

　家屋滅失届出書の提出は翌年度も課税されますのでご注意ください。

　店舗用建物、旅館用建物を住宅用建物として利用する場合、もしくは、住宅用建物を店舗用建物、旅館用建物で利

用するなど、建物の使用用途を変更した場合にはご連絡ください。現地調査にて使用用途を確認し、使用用途を変更

いたします。

※期間的に旅館、店舗として使用し、その他の期間ついては住宅として使用する家屋については、住宅用建物として

　は扱いません。

※使用用途の変更を行うことで今後の固定資産税額が変わることがあります。

建物（家屋）の用途の変更について、ご連絡ください！！

　償却資産とは、会社や個人で工場や店舗などを経営している人が、その事業のために用いる機械・機具・備品等

をいいます。

　償却資産を所有されている方は、平成３１年１月１日現在所有している償却資産の内容（取得年月日・取得価格・

耐用年数等）について平成３１年１月３１日までに自治体（町税務課）に申告する必要があります。

事業をしている方は償却資産の申告が必要です！
■固定資産税の償却資産って何？　～申告は税務署だけではありません～

■償却資産の対象・非対象について

　町税務課では、前年度の申告内容と同じ内容もしくは地方税法の規定により行った税務調査の結果を反映した

申告書を１２月中旬に発送いたします。

　今年、新しく事業を始められた方は、税務課に申告書を用意してございますので、申し出てください。
　平成３１年度の課税分の申告期限は、平成３１年１月３１日（木）となりますので、早めに準備し正しい申告をお
願いします。

■町への償却資産の申告

・事業の用に供するもの（例：構築物・機械及び装置・工具、機具、備品等）

・外構工事（例：駐車場の舗装工事、境界フェンス等）

・未稼働（遊休資産）であっても、すぐに事業の用に供しえる状態にあるもの

・改築・改装費用

・受変電設備（キュービクル）

・上記以外の事業用資産など

・土地及び建物

・耐用年数１年未満の資産

・取得価額が１０万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの（いわゆる小額償却資産）

・取得価額が２０万円未満の資産で法人税法等の規定により３年間で一括して均等償却するもの

　（いわゆる一括償却資産）

・自動車税及び軽自動車税の対象となる車両など

【対　象】

【非対象】

※富士河口湖町ホームページから償却資産申告の手引きを見ることができますので、併せてご確認ください。

富士河口湖町役場　税務課資産税第２係（家屋・償却担当） ＴＥＬ ０５５５－７２－１１１３（直通）
【問い合わせ先】
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水道の凍結防止のお願い

水道が凍結してしまったり、破裂したときには、町内の指定工事店にご相談ください。
※なお費用はお客様のご負担となります。

72-0823

73-2222

72-2649

83-5211

72-0178

72-1154

73-1252

73-2351

73-1661

72-1577

72-1168

72-1818

72-1338

83-2977

72-1012

72-1634

(有)小佐野設備

フジコンストラクト㈱

中村管工

㈱熱研メンテナンス

富士見設備工業

協栄工業㈱

石原設備工業

(有）綾部設備

㈱ワタナベ工業

(有)三友設備工業

㈱コバヤシ工業

渡伊設備工業

(有)鐘畑設備工業

光根設備工業

梶原水道

(有)大星建設

富士河口湖町船津3413-2

富士河口湖町船津3499-6

富士河口湖町船津3917

富士河口湖町船津6601-1

富士河口湖町船津3111-2

富士河口湖町船津3776

富士河口湖町船津7398

富士河口湖町船津2204-2

富士河口湖町船津1546-8

富士河口湖町小立2051

富士河口湖町小立1777-1

富士河口湖町小立1790-2

富士河口湖町小立2891

富士河口湖町小立788-2

富士河口湖町小立4315-6

富士河口湖町小立2207-１

85-2753

82-2283

82-2456

82-2623

82-2798

82-2506

82-2152

82-2437

82-2531

76-6630

76-8657

76-8768

76-7508

89-2250

89-2141

㈱叶建設勝山営業所

古谷設備

旭設備

倉沢設備

丸修設備

三浦設備

古和設備

渡辺水設

共同土木㈱

(有)はやし設備

貴家設備

中村設備

(有)外川設備工業

富士ヶ嶺水道設備工業

(有)山光工業

富士河口湖町勝山314-1

富士河口湖町西湖2619

富士河口湖町長浜1218

富士河口湖町西湖西13-1

富士河口湖町大嵐898-3

富士河口湖町西湖南13-5

富士河口湖町西湖西3-7

富士河口湖町西湖南１4-2

富士河口湖町長浜1552-3

富士河口湖町大石2875-1

富士河口湖町大石1253-7

富士河口湖町河口1597-2

富士河口湖町河口1089

富士河口湖町富士ヶ嶺491

富士河口湖町富士ヶ嶺615

寒くなると水道管が凍結して破裂する恐れがあります。水道管やメーター器の破裂防
止のため防寒など管理にご協力をお願いします。

水道管の保温をする 屋外に露出している管に保温材や電熱線を巻いてください。

水を少し出しておく 他の対策ができないときは少量の水を出すことで凍結を防ぐことができます。
※水量に応じて水道料金も増加しますので注意してください。

富士河口湖町給水指定工事店一覧(町内) (平成30年10月現在)

年 末 の 交 通 事 故 防 止 県 民 運 動

地域防災課 防災係　℡ 72-1170

　年の瀬は日暮れも早くなり、気忙しさに加え交通渋滞が起こりやすくなるなど、
交通事故の多発が心配されます。
　またこの時季は、忘年会など飲酒の機会も多くなります。家族、職場、地域ぐる
みで「飲酒運転をしない・させない」ことを徹底しましょう。

☆ 飲酒運転は厳禁です！　　　　
☆ 夕暮れ時や夜間の外出時は、反射材を！
☆ 夕方早めにライトを点灯し、こまめな切り替えによる上向きライトの活用を！
☆ すべての座席でシートベルト・チャイルドシートを！

メーターボックスの中に布や発泡スチロールを入れてください。メーター器の保温をする

水道を使用しない場合は水抜き栓を閉めて、1つ蛇口を開け水を抜いてください。水抜きをする

平成30年１２月１日㈯から
１２月３１日㈪までの

３１日間



県などからのお知らせ県などからのお知らせ

富士五湖聖苑  年始休業のお知らせ

富士吉田職業訓練協会から

山梨県立富士山世界遺産センターから

　平成31年1月1日～3日までの3日間は休業といたしま
す。4日以降の火葬予約は、1月1日～3日の間も各市町村
役場で受付しております。
　なお、斎場使用の受付は、1月3日午前8時30分より
富士五湖聖苑で行います。
●問合先　富士五湖聖苑　℡ 0555-20-9300

■助成対象者（①、②に該当）
　①障害の程度
　　・身体障害者手帳（1・2級）
　　・療育手帳（Aのいずれか）
　　・戦傷病者手帳（特別・第1・2項症）
　②自動車税・軽自動車税の減免措置
　　（県内ナンバーの自動車が助成対象です。）
■受付期間　1月7日（月）～2月8日(金)まで
　　　　　　郵送は2月8日(金)消印まで有効
■受付会場及び日時
　・県富士吉田合同庁舎2階大会議室　
　　1月7日(月)、24日(木)
　・上野原市総合福祉センターふじみ　1月9日（水）
　・富士河口湖町役場　　1月11日（金）
　・富士吉田市民会館　　1月16日（水）
　・いきいきプラザ都留　1月18日（金）
　・大月市総合福祉センター　1月22日（火）
※各会場とも10時～15時まで
■請求書用紙の入手方法
　　市町村福祉担当課窓口で受領又は富士・東部保健
　福祉事務所のホームページから印刷
●問合先　富士・東部保健福祉事務所 福祉課
　　　　　　℡ 0555-24-9047

■講習日　12月22日（土）、23日（日）
■時　間　9時から17時
■受講料　500円
■持ち物　作業着、軍手、園芸はさみ、筆記用具、昼食
■定　員　10名（5名未満の場合は中止）
■締　切　12月10日（月）
●問合先　富士吉田職業訓練協会　℡0555-22-5214

　富士山世界遺産センターでは、2月23日に、富士山の
日記念イベントとして、「富士山の日フェア」を開催しま
す。2月23日は南館の入館料（通常大人420円・大学生
210円）が無料になり、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

る飲食や雑貨、マルシェなどの各種イベントを開催します。
■期　間　2月23日（土）
■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。
●問合先　富士山世界遺産センター　
　　　　　　℡0555-72-0259

　富士山レンジャーが昨年度（2017年4月～2018年
3月）業務の中で撮影した、美しい富士山や北麓の風景、
動植物など、多くの皆様に見ていただきたい写真を展示し
ます。
■期間・場所
　12月15日～1月14日  御殿場ビジターセンター樹空の森
　  2月19日～2月26日  山梨県庁防災新館
　　2月18日～3月15日  富士河口湖町役場
●問合先　富士山ボランティアセンター 
　　　　　　℡0555-20-9229

■募集期間　平成30年11月5日～平成31年1月20日
　　　　　　(消印有効)
■応募規定
　・年賀状として創作されていること
　・富士山のイラストと富士山へのメッセージが書き添え
　　られていること
　・郵便はがきまたは同サイズの用紙（100㎜×148㎜）
　　使用すること
　・画材や画法は自由。展示することを想定し平面な作
　　品に限る。
　・写真や既製のイラストの使用は不可。応募者本人が
　　著作権を所有し、未発表のデザインに限る
　・はがきのあて名面に以下の応募者情報を明記してく
　　ださい。①氏名②年齢（学校名/学年） ③住所 ④電
　　話番号 ⑤募集を知ったきっかけ
■応募先　富士河口湖町船津6663-1 富士山ボランティ
　　　　　アセンター「富士さんへ謹賀新年」係
■発　表　平成3１年2月上旬、富士山ボランティアセン
　　　　　ターのホームページで入選作品を発表します。
●問合・申込先　富士山ボランティアセンター
　　　　　　　　　℡0555-20-9229

県心身障害者自動車燃料費助成金の
受付が始まります

第16回 富士さんへ謹賀新年 
　～富士山あて年賀状～作品募集

【園芸教室】～ミニ門松作り～

富士山レンジャー写真展　開催

富士山の日フェア開催
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　山梨県の高齢者の生涯学習の場である「山梨ことぶき
勧学院」では、来年度の学生募集を行います。
■入学案内・募集要項配付　平成31年1月下旬から
   （各市町村の教育委員会や教育事務所などで配付予定）
■出願受付　平成31年2月1日（金）から
　　　　　　　　（定員になり次第締切り）
■修業年限　2年（1年間で25講座実施）
■講座日　原則として火曜日（月平均2回）
■費　用　入学後に基本学習費として16,000円を納入
●問合先　山梨ことぶき勧学院
　　　　　　　　（甲府方面）　℡055-233-6947
　　　　　　　　（都留方面）　℡0554-45-7335

■日　時　12月26日(水)　10時～12時
■講　師　都留文科大学留学生
■受　講　無料
■持ち物　特になし
■対　象　どなたでも20名

■日　時　12月27日(木)、1月6日(日)
　　　　　　2日間とも　10時～11時30分（硬筆）
　　　　　　　　　　　 13時～14時30分（毛筆）
■講　師　井川蓮水
■受　講　1回300円（全2回600円）
■持ち物　硬筆：鉛筆、書き初めの練習用紙
　　　　  毛筆：書道道具一式
　　　　　　　 （墨汁、半紙40枚、新聞紙）
■対　象　小学生
※いずれの講座も無料託児なし
●問合先　ぴゅあ富士　0554-45-1666

■日　時　12月16日（日）10時30分～11時30分
■場　所　山梨県富士山科学研究所　本館1階ホール
■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）

「山梨ことぶき勧学院」
　　　平成31年度の学生募集

都留でつながる！国際交流トーク

「もりのクリスマスかい」

冬休みこども書道教室

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

山梨県富士山科学研究所から

（注）１．※１：平成30年度の募集人員につきましては、決定次第、自衛官募集ホームページ等でお知らせします。
　　　　　　 必ずご確認ください。
　　 ２．※２：平成31年3月高等学校卒業予定者のための採用試験は、原則として平成30年９月17日以降に行います。

　　 ３．応募資格年齢の起算日は、募集種目ごと異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。

　　 ４．その他、詳細については、それぞれの募集要項又は自衛隊地方協力本部で確認してください。

　　 ５．記載内容については変更される場合があります。

※細部につきましては、下記連絡先等までお問い合わせ下さい。

○お問い合わせ先／自衛隊山梨地方協力本部　
　　　　　　　　　甲府市丸の内１丁目１番１８号甲府合同庁舎　
　　　　　　　　　　　　　　　電話：０５５－２２８－６４２７

〈自衛官募集ホームページ〉

自衛官候補生

男 子

女 子

参考(29年度)
陸 約5,400名
海 約1,100名
空 約1,660名
                       ※１

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

18歳以上33歳未満の者

年間を通じて
行っております。

合格発表日は
試験日にお知らせ
します。

採用予定
通知書で
お知らせします。

受付時に
お知らせします。
                     ※２

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

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

平成30年度 自衛官募集案内

（ただし、32歳の者にあっ
ては、採用予定月の1日か
ら起算して3月に達する日
の翌月の末日現在、33歳
に達していない者に限る。
例：3月に入隊予定の場
合、6月末日に33歳に達し
ていない者に限る。）

http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

■詳細情報へアクセス!■詳細情報へアクセス!

http://www.mod.go.jp/pco/yamanashi/
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インフォメーション

i nformationnformation

　久保田一竹美術館は今年で開館24周年を迎えます。町民
の皆様へ日頃の感謝を込めまして、下記の特別料金を設定致
しました。ぜひ、ご来館ください。
■料　金　一般、大学生、高校生　500円
　　　　   （通常大人1300円、大学生・高校生900円）
　　　　　中学生、小学生　200円
　　　　　（通常中学生、小学生400円）
■期　間　通年
※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

■メニュー　だて巻き・お正月の定番！黒豆をおしゃれに　
　　　　　　アレンジ・鶏ハム3段活用！・パエリア洋風　　
　　　　　　炊き込みごはん　他
■日　時　12月17日（月）・18日（火）　10時半～14時
■場　所　吉田ガスクッキングルーム
　　　　　（富士吉田市下吉田6-5-1　富士吉田市役所　
　　　　　交差点より東へ200M）
■持ち物　エプロン　バンダナ　ハンドタオル　
■参加料　お一人様1,000円
■申込受付時間　月曜日から金曜日　8時半から16時半
●問合先　吉田ガス㈱　料理教室担当　
　　　　　　　　　　　　℡0555-22-2161

　林業の仕事に従事されたことがあり、当時、林退共制度に
加入していた方、もしくは加入していたかもしれない方で、
退職金請求手続きをしたお心当たりの無い方は、お気軽に最
寄りの支部又は本部へお問合せください。また、林退共事業
本部では、被共済者の方に確実に退職金を受け取っていた
だくことを目的として、現況調査、アンケート調査を実施して
おりますので、ぜひとも調査にもご協力いただきますようお願
い申し上げます。

●問合先　独立行政法人勤労者退職金共済機構
　　　　　林業退職金共済事業本部　
　　　　　　　℡03-6731-2889
　　　　　山梨県支部(山梨県森林組合連合会)
　　　　　　　℡055-273-0511

　放送大学では、2019年4月入学生を募集しています。10代
から90代の幅広い世代、約9万人の学生が、大学を卒業した
い、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学んでいます。心理
学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約300の
幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。放
送授業1科目の授業料は11,000円（入学金別）。半年ごとに
学ぶ科目分だけの授業料を払うシステムです。資料を無料で
差し上げています。お気軽に放送大学山梨学習センターまで
ご請求ください。
■出願期間　　第1回　2月28日まで（必着）
　　　　　　　第2回　3月17日まで（必着）
●問合先　放送大学山梨学習センター　　
　　　　　　　℡：055-251-2238
　　　　　　　　(山梨大学甲府キャンパス内)
　　　　　　〒400-0016　甲府市武田4-4-37
　　　　　　放送大学ホームページ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　http://www.ouj.ac.jp

　国際青少年研修協会では、10コースの参加者を募集して
います。
■研修国　イギリス・オーストラリア・カナダ・サイパン・
　　　　　ニュージーランド・フィリピン・カンボジア
■内　容　ホームステイ・英語研修・文化交流・地域見学　
　　　　　・野外活動等
　　　　　※コースにより体験内容をお選びいただけます。
■説明会　全国10都市にて開催（予約不要・入場無料）
■日　程　3月24日（日）～4月5日（金）の内6～11日間
　　　　　※コースにより異なります
■対　象　小3～高3の方まで
　　　　　※コースにより対象学年が異なります
■定　員　１０～20名
■締　切　2月1日（金）　締切日まで全て受付します。
　　   （1月25日までにお申し込みの方は、早期割引1万円）
●問合先　公益財団法人　国際青少年研修協会
　　　　　　　℡03-6417-9721

久保田一竹美術館　
　　　町民特別料金のご案内

年末年始に作って食べて
　　　☆おしゃべり料理教室

小学3年生～高校生のための
春休み海外研修交流事業　参加者募集

林業退職金共済制度（林退共）の
　　　　退職金請求のお願い

お一人さまでも大丈夫！
　　　　和気あいあいで作りましょう♪

放送大学　入学生募集のお知らせ

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」
『災害に備え、年末には帰宅訓練』―平成18年梅雨前線による豪雨（平成18年7月）―

（諏訪郡富士見町 50代 男性）

　うちの事業所の場合は、従業員の8割から9割くらいが、車で通っています。
　今回の水害では、交通網が寸断されて県内の全ての事業所が1～2日間臨時休業になりました。これが地震だったらどうか
と考えると、通勤経路になっている国道は、断層のところにあって、いつ崩れてもおかしくないところが相当あるんですね。です
から、その国道を使わない経路で自宅へ帰るという訓練を、年に一回、年末の最終日にやっています。
　通常で1,300台くらいの車があるんですけれども、駐車場から一斉に出ようとすると大変なので、時差をつけて、50分くらいか
けて出てもらいます。
　寒い時期だと災害が起きたときに、駐車場の車で暖をとることもできるので、
従業員には、車のキーをロッカーじゃなくて、自分のポッケにいつもいれておいてくれって勧めています。
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　今年も「第１５回　富士河口湖町文化祭」が１１月１日（木）から１１月３日（土・祝）の３日間にわたり
勝山ふれあいセンターで盛大に開催されました。
　多くの方のご来場をいただき、熱心に作品をご覧いただいたほか、１１月３日（土・祝）には記念式典、
記念講演、芸能発表、お茶席、憩いの広場など大盛況でした。
　記念式典において表彰式が行われ、教育文化の向上、文化の振興にご尽力された、次の方々が表彰さ
れました。

　今年も「第１５回　富士河口湖町文化祭」が１１月１日（木）から１１月３日（土・祝）の３日間にわたり
勝山ふれあいセンターで盛大に開催されました。
　多くの方のご来場をいただき、熱心に作品をご覧いただいたほか、１１月３日（土・祝）には記念式典、
記念講演、芸能発表、お茶席、憩いの広場など大盛況でした。
　記念式典において表彰式が行われ、教育文化の向上、文化の振興にご尽力された、次の方々が表彰さ
れました。

文化祭が盛大に開催されました。

～教育功労賞・文化功労賞・覚賞～

◆教育功労賞　梶原正孝様、流石静雄様、林宏様、青木謙児様、宇野みつ子様、小池淑子様
◆文化功労賞　小林妙子様
◆覚　　　賞　宇野　勇様　
　受賞者を代表して梶原正孝様よりご挨拶をいただきました。
　受賞者の皆様、誠におめでとうございました。

全国おいしい食べきり運動
ネットワーク協議会  全国キャンペーン

❶まずは、適量注文　　　　
❷幹事さんから「おいしく食べきろう！」の声かけ
❸開始３０分、終了１０分は、席を立たずにしっかり食べる「食べきりタイム！」
❹食べきれない料理は仲間で分け合おう
❺それでも、食べきれなかった料理は、お店の方に確認して持ち帰りましょう。

富士河口湖町環境課　富士河口湖町船津１７００　電話0555-72-3169
富士河口湖町は「全国おいしい食べきり運動ネットワーク協議会」に参加しています。 検索全国食べきりネット問合せ先

おいしく残さず
食べきろう!
おいしく残さず
食べきろう!
おいしく残さず
食べきろう!
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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～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：12月19日（水曜日） 午後７時～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。

※休館日　日曜・祝日
  （12月28日～1月3日閉館）
※土曜日…利用予約がない場合、閉館
　詳しくは生涯学習課へ

中央公民館ロビー展示

上條暁隆氏アクリル画作品展上條暁隆氏アクリル画作品展
(大石地区在住)

平成31年 成人者のつどい成人者のつどい
●日時：平成31年1月13日㈰
　　　  受付 午前9時15分～　開式 午前10時～
●場所：勝山ふれあいセンター　さくやホール

　対象者(1998年4月2日～1999年4月1日生)には案内
状を発送いたしましたのでご確認ください。
　まだ届いていない方はお問い合わせください。
☆当日は、案内状の必要事項を記入の上、
　必ずお持ちください。
駐車場に限りがあります。乗り合わせの
来場にご協力ください。

●問合先：生涯学習課へ

12月10日㈪午後～
平成31年1月17日㈭午前

　富士山の剣丸尾溶岩流（平安時代の承平７年（937））により形成された船津胎内樹型。樹木が鋳型となって生み出され
た空洞の壁面には、樹木が燃え尽きる際の熱で再溶融が起こり、人間の肋骨に似た模様が刻まれました。洞内は内臓をくり
ぬいた「胎内」に似ていることからこの名前が付けられました。この「胎内」を潜ることにより、母胎に戻り新たに生まれ変
わることができると意義付けられ、江戸時代に富士講の信者たちの巡拝地となりました。富士登山の前に心身を清める場所
として大いに賑わいました。
　今回の講座では、最近実施された船津胎内樹型の周辺の石造物調査から見えてきた巡拝地としての歴史や変遷も交えて
解説いたします。

第９回　「胎内を潜る富士講」
～富士講の巡拝地としての船津胎内～

　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。 個別無料相談

●日　時：1月23日㈬　午前10時30分～（1人30分程度）
※前日までに要予約（窓口：子ども未来創造館）
●場　所：子ども未来創造館　詳しくは生涯学習課へ

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

出張
相談
…………

しめ縄づくり教室しめ縄づくり教室
　新年を迎えるにあたり日本の家庭で
は、しめ縄を飾る習慣があります。しめ
縄には、場を清め、災厄を払う役目があ
ると考えられ、新しい年がよい年になる
ようにという願いが込められます。
　この教室では、町内の水田で収穫された稲のワラを用い
て、縄を撚る工程から体験できます。しめ縄づくりをとおし
て日本の伝統文化や民俗慣例に親しみましょう。

●日　時：12月18日㈫・午後７時より　
●場　所：町中央公民館　ホール　●定員：20名
●講　師：外川寿雄氏（町文化財審議会委員）
●参加費：無料　　●持ち物：はさみ、カッター、定規
●申込み開始：12月6日（木）　
　　　　　　  午前９時（定員になり次第締切）
※材料に限りがあります。必ず事前のお申込みをお願いします。
●申込み・問合せ：生涯学習課文化財係　72-6053　
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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

富士河口湖町世界遺産富士山講座・現地学習会

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～

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

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

　観光客も含め多くの人の目を楽しませてきたカエデの葉も，１枚また１枚と落
ち，冬が訪れ，２０１８年のカレンダーも残すところあと１枚となりました。
　もし，お子さんが，朝起きられない，何もする気がおきない，身の回りが汚れ
てくる，または，乱暴になる，暴言を吐くなど，これまでとちょっと違った行動が
出てきたとしたら，心が黄信号のサインかもしれません。
　「学校に行きたい気持ちはあるけれど，いざ行こうとすると部屋から出られ
ない。そのうち部屋に閉じこもりがちになり，会話もしなくなり，こたつでテレビ
・スマホの日々が過ぎていく。」というような場合もあります。「たとえ，３０分
でも，１週間に１日でも」と，家を１歩出ることをめざしたいです。
　明日になれば，クリスマスが来れば，新しい年になれば…と気持ちが前に向
いていくようにしていきたいですね。
　困ったら，思い切って教育センターの相談室に電話をしてみてください。１年
の良いしめくくりと，よき新年を迎えるお手伝いができるかもしれません。

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

ママ＆ベビーのキラキラビクスNIGHT　ＺＵＭＢＡ

●日　時：12/18㈫・1/22㈫
●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：12/14㈮
●時　間：18：30～19：30
●場　所：勝山さくやホール
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：500円／回

☆やみつきになる面白さ☆ ☆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☆

「鎌倉街道・御坂峠を越える」
　鯉ノ水遺跡で古代東海道甲斐路の道路遺構が発見されてから５年。御坂峠を越える道は古代以降、甲府盆地と富士山、
東海道、太平洋岸とを結ぶ道として甲斐国の歴史を牽引してきました。鎌倉街道（御坂路・甲斐路）の御坂峠の前後には古
道が良好に残っています。みなさんも御坂峠を歩いて越えて、古の旅人や富士山の道者の気分を味わいましょう！

（集合・出発）富士河口湖町役場→（バス移動）→藤野木交差点（以降、徒歩移動）→行者平→子持石→御坂峠・
御坂城跡（城跡案内・昼食）→御坂トンネル河口湖坑口付近→（バス移動）→富士河口湖町役場（解散）

【主　催】富士河口湖町教育委員会生涯学習課文化財係・富士河口湖町中央公民館
【日　時】平成30年12月17日㈪　午前９時～午後３時（予定）
【講　師】杉本悠樹（生涯学習課文化財係学芸員）　【協力】山梨県考古学協会
【集　合】富士河口湖町役場　【定員】20名（要申込み）　【参加費】無料
【持ち物】昼食（お弁当）・飲物　【服装】動きやすく汚れてもよい服装、履きなれた靴
【申込み開始】平成30年12月5日㈬ 午前９時（定員になり次第締切）
【申込み・問合せ】72-6053（生涯学習課文化財係）

行程（ルート）
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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
12月19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

12月12日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

1月16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：12月20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 12月9日～平成31年 1月12日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

※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。

☆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。
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

funfun
くらぶ

☆小学生対象☆

☆どなたでも☆

こどみらクリスマス会こどみらクリスマス会こどみらクリスマス会 ぐるぐるクリスマス会ぐるぐるクリスマス会ぐるぐるクリスマス会

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア
おもちゃ病院おもちゃ病院おもちゃ病院

12/９.23.24.
12/28～1/4
12/９.23.24.
12/28～1/4

1012/9 11 12 13 14 15

1716 18 19 20 21 22

2423 25 26 27 28 29

3130 1/1 2 3 4 5

76 8 9 10 11 12

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

AMプラレール

AMプラレール

PMつみき

ブラウンベア 育児学級
母親学級 （からだの日）

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場キラキラビクス

ブラウンベア

こどみら
　クリスマス

マムベビー

つどいの広場

ク富ズンバ
おもちゃ病院
ワイワイくらぶ

ワイワイくらぶ
funfunくらぶ

つどいの広場

（おやこの日）
（AM乳幼児）
（PM小学生）

（お誕生日会）

つどいの広場
（PM助産師）

（お正月王者決定戦）

ふれあい教室A
（さくやホール）

つどいの広場

リトミック

ク富バレエ

ク富バレエ

tetote

将棋教室

　今年もやります、こどみらクリスマス会！
最高にスペシャルなプログラムで小学生の
皆さんをお待ちしています！！　

　つどいの広場と合同のクリスマス！河高
吹奏楽部の皆さんの素敵な演奏♪『こどみ
ら劇団の劇』など。スペシャルなプログラム
です☆

　絵本の世界を飛び出して、体もいっぱい
動かします♫ 親子で楽しく英語を体験しま
しょう！

　季節の歌遊びや季節の工作を、親子で
楽しみませんか？。

　お正月ならではの３つの遊びを、fuｎfun
風にアレンジしました♪ぜひ友達と参加し
てね！今年の王者は…？　

　こわれたおもちゃを治してくれる(電気関
係に強い)スーパードクターがこどみらに来
てくれます！諦める前にご相談ください。

日　時：12月22日㈯ 13：45～受付
　　　 14：00～16：00
プレゼント代：１00円
定　員：小学生100人
　　　 (定員になり次第締め切ります)
申込み：12月８日㈯ 10：00～　持ち物：なし
　

お正月あそび
王者決定戦２０１９

お正月あそび
王者決定戦２０１９

お正月あそび
王者決定戦２０１９

日　時：1月11日㈮ 14:00～15:30頃
参加費:定員:申込み:なし
持ち物:飲み物

日　時：12月14日㈮ 13：00～15：00
　　　 （毎月第2・４金曜日）
診察室：創作ルーム

日　時：12月22日㈯ 10:15～受付
　　　 10：30～12：00
プレゼント代：100円
定　員：乳幼児親子100組
対象年齢：H27,４,2～H30生まれまで。
　　　　 (定員になり次第締め切ります)
申込み：12月10日㈪ 12：00～
持ち物：なし

te to te ～てとて～te to te ～てとて～

日　時:１２月12日㈬ 10：00～10：45
参加費:申込み:なし　持ち物:飲み物
対　象:H28,4,2～H29,4,1生まれ

日　時：12月11日・1月8日㈫
　　　10：30～11：00
場　所：プレイルーム

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

12/22はクリスマス会のため、
申し込みされた方のみ

入館できます。ご理解ご協力
よろしくお願い致します。

○子

つどいの広場○子

○栄

つどいの広場○栄
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年末年始休館 年末年始休館

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

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）

毎週月曜日休館／23日㈰は天皇誕生日、28日㈮～1月4日㈮は年末年始のため休館

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

※課題本は図書館で用意いたします。

■日 時：12月22日㈯ 午後2時～
■場 所：生涯学習館　学習室１
■課 題：「海の見える理髪店」 萩原浩 著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。
第142回　読書会

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
………………………………………………………………………

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

問い合わせ

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～

スノードームをつくろう!
11:00～/14:00～

お楽しみくじ引き大会
生涯学習館
9:00～

お楽しみくじ引き大会
生涯学習館
9:00～

お楽しみくじ引き大会
大石分館15:00～

(読み聞かせ）

クリスマス・お正月セット
　貸出スタート

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

12/9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 1/1 2 3 4 5

6 7 8 9

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

天皇誕生日

平成30年 12月9日 ～ 平成31年 1月9日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

P

P

P
P

P

ピーカーブー
10:30～
(英語読み聞かせ）

P

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～

P
大石分館14:00～

P
P

ママピヨ
10:30～
11:30～

パパの絵本タイム
13:30～

読書会 14:00～

P
P

P

年末年始休館 年末年始休館
休館日休館日休館日休館日

年末年始休館
休館日休館日休館日休館日

年末年始休館
休館日休館日休館日休館日

年末年始休館
休館日休館日休館日休館日

年末年始休館

えほんかるた大会

お正月お楽しみくじ引き大会

かるた大会を開催いたします。どなたでも参加可能です。

　本年大変好評をいただいた、お楽しみくじ引き大会を、
来年も開催いたします。本を借りて、新年の運試しを生涯
学習館や各分館で試してみませんか。

日時：1月 8日㈫  午後2時～
日時：1月10日㈭  午後2時～
日時：1月 ９日㈬  午後2時～

大石分館

大石分館
生涯学習館

河口分館

河口分館

上九一色分館

上九一色分館

P

日時：1月 5日㈯・6日㈰  午前9時～
日時：1月 8日㈫  午後3時～
日時：1月10日㈭  午後3時～
日時：1月 ９日㈬  午前8時30分～

年末年始の休館のお知らせ

　ご不便おかけいたしますが、宜しくお願いいたします。
1月５日(土)より開館いたします。尚、休館中の返却はブッ
クポストにお願いいたします。

（視聴覚資料のブックポストへの返却はご遠慮願います）

12月28日㈮～1月4日㈮は、休館します。

の展示をします。の展示をします。　御朱印帳
　みなさんの思い出の詰まった御朱印帳を関連本ととも
に館内で展示したいと考えています。お貸しいただける方
は、生涯学習館へお持ちください。３週間展示いたしま
す。お待ちしております。

■募集期間：１２月６日㈭～１月１０日㈭
■受　付：生涯学習館　カウンター
■展示期間：１月１２日㈯～１月３０日㈬

クリスマス・お正月セットクリスマス・お正月セットクリスマス・お正月セット
今年もぜひ読んで欲しい本をセットにしてみました。

１２月18日㈫から貸出致します。
司書選りすぐりの
５つの物語にリボンをかけて…
素敵な１カ月（貸出期間）を
プレゼントいたします。

お楽しみくじ引き大会
上九分館8:30～

かるた大会

Pかるた大会
上九分館14:00～



健康のまちづくり
Healthy community building

平成３０年度は、下記の対象者の方が、歯周疾患検診を 無料 で受けることができます。

歯周疾患検診対象者
富士河口湖町に住民登録をしており、本年度中に40歳、50歳、60歳、70歳　になる方

【注意事項】
１.　受診の際は、歯周病疾患検診受診票と健康保険証を歯科医療機関窓口に提出してください。
２.　検診料は無料です。ただし、治療にかかる費用は含まれていません。
３.　必ず、有効期間内（平成３１年２月２８日まで）に検診をお受けください。
４.　歯周疾患検診を受診できる歯科医療機関は歯周疾患検診受診票に記載してあります。

　　事前に必ず歯科医院へ電話予約してから受診してください。

※受診には「歯周疾患検診受診票」が必要となります。上記対象の方で、お手元に受診票が見当たらない方は、
　お手数ですが健康増進課までお問い合わせください。     

年　齢

４０歳

５０歳

６０歳

７０歳

生　年　月　日

昭和53（1978）年4月2日～昭和54（1979）年4月1日生まれ  

昭和43（1968）年4月2日～昭和44（1969）年4月1日生まれ  

昭和33（1958）年4月2日～昭和34（1959）年4月1日生まれ  

昭和23（1948）年4月2日～昭和24（1949）年4月１日生まれ  

お問い合わせ先／富士河口湖町役場  健康増進課 ＴＥＬ：０５５５－７２－６０３７　　　
　

歯周疾患検診をお忘れではないですか？

 平成30年４月末に送付いたしました
「歯周疾患検診受診票」で、無料で
歯周疾患検診が受けられます

 歯周疾患検診受診票の利用は
平成３１年２月２８日
までになります！！

　　　

食生活
改善推進員の
おすすめ

作り方

236kcal 4.2g（汁込み）１人分あたりの栄養価 エネルギー 食塩相当量

寒い季節を乗り切るために酒粕で体を芯から温めましょう寒い季節を乗り切るために酒粕で体を芯から温めましょう寒い季節を乗り切るために酒粕で体を芯から温めましょう
酒粕と豆乳のあったか鍋酒粕と豆乳のあったか鍋

①鍋にごま油を引いて弱火にかけ、牛蒡を炒める。

②牛蒡の香りが出たら水と酒粕、昆布を加えて強火にし、大根、里芋、長葱、生椎茸、

　小松菜、厚揚げ、根生姜を順に入れる。

③火が通ったら★で調味し仕上げに豆乳を加えてひと煮立ちしたら火を止める。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （小立地区会員）
材料２人分

牛　蒡　３０ｇ（ささがき）

大　根　７０ｇ（いちょう切り）

里　芋　７０ｇ（一口大）

長　葱　１本（斜め切り）

生椎茸　４０ｇ（一口大）

小松菜　１/３束（３ｃｍ長さ）

　

厚揚げ　１/２枚（一口大）

根生姜　２片（すりおろし）

ごま油　大さじ１/２

　水　　６００ｍｌ

酒　粕　３０ｇ

昆　布　５ｃｍ角１枚

★塩　　　　小さじ１/２

★味　噌　　大さじ１

★淡口醤油　 大さじ１

豆　乳　　  １５０ｍｌ
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健康のまちづくり
Healthy community building

健康のまちづくりキャッチフレーズ入選者発表健康のまちづくりキャッチフレーズ入選者発表
たくさんのご応募ありがとうございます。

小・中学生のみなさんなどから健康に関する作品が１０８２作品寄せられました。

入選作品は、健康の町づくりキャッチフレーズとして、広報やカレンダーなどに使用します。
問合せ　健康増進課　ＴＥＬ72-6037

朝食が　その日の元気の　源に
一日の　始まり告げる　朝ごはん
朝食は　毎日の始まり　しっかりと
ウォーキング　一歩一歩が　健康に
見つけよう　楽しく続く　運動を
自分の歯　一生使う　宝物
未来まで　残していこう　自分の歯
休養は　心と体の　リフレッシュ
休養も　１つの仕事　忘れずに
その煙　害があるのは　あなただけ？
すわないで　元気な体　大切に
健康の切符をつかもう　禁煙で
考えて　お酒を飲んで　失くすもの
飲みすぎは　体によくない　ひかえめに
こつこつと　健康づくり　がんばろう
さそい合い　楽しく受けよう　健康診断

小佐野　生吹（勝山中）
土橋　美涼　 (勝山中）
渡辺　翔　　（河口湖南中）
松本　富士斗（船津小）
加々美　大和（河口湖南中）
流石　柊之介（勝山中）
林　百花　　（河口湖南中）
白須　愛叶　（船津小）
渡辺　梛　　（大石小）
友谷　佳蓮　（河口湖北中）
渡辺　心温　（船津小）
小俣　日和　（小立小）
渡辺　優杏　（河口湖南中）
宮城　凛々子（河口湖南中）
今泉　里人　（小立小）
森　響　　　（一般）

優 秀 作 品

♨ 健康プラザ・芙蓉の湯をご利用の皆さまへ

富士河口湖町役場　健康増進課

午前10時～午後６時
午前10時～午後６時

休 館
休 館
休 館
休 館
休 館
平常営業

午前10時～午後６時
午前10時～午後６時

休 館
休 館
休 館
休 館
休 館
平常営業

12月28日　
12月29日　
12月30日　
12月31日　
1月1日　
1月2日　
1月3日　
1月4日　

㈮

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

12月28日　
12月29日　
12月30日　
12月31日　
1月1日　
1月2日　
1月3日　
1月4日　

㈮

㈯

㈰

㈪

㈫

㈬

㈭

㈮

健 康 プ ラ ザ

年末年始は、下記のとおり営業します。ご利用ください。
（送迎バスは、１２月２９日～１月３日まで運休となります。）

TEL 73-3738 芙　蓉　の　湯 TEL 72-6626

広報 192018年12月号



広報20 2018年12月号

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　介護支援専門員　丸山春美

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

ケアマネジャー（介護支援専門員）ケアマネジャー（介護支援専門員）
とはどんな人？

体力がつけば家のお風呂にも入れそう。送り
迎えがあれば出かけられる。

体操教室や健康プラザなど、
介護保険を使わない方法もあります。

お風呂場に何か工夫すれば入れそうかな？

シャワーチェアーや手すり等安全な環境を整
えてみましょう。
福祉用具専門相談員に連絡をとってみましょ
う。

独り暮らしなので準備や片づけができない。
背中や髪が上手に洗えない。

誰かお手伝いがあればできそうですね。
訪問介護のヘルパーさんに相談してみましょ
う。

血圧や病気が不安で主治医からも一人の入浴
は危ないと言われました。
健康チェックや体調の相談をしながら訪問看
護師さんにお願いすることもできます。

お風呂場が構造上使いにくい。
家族の介護負担を軽くしたい。
リハビリもしたい。
通所介護（デイサービス等）で送迎とリハビ 
リ、食事、入浴など一日かけて出かけること
も検討できます。

ベッド上での生活で独りで車いすに移ること
ができない。
家のお風呂やデイサービスも体力的にも困難。
老々介護です。
部屋でベッドの横に浴槽を持ち込み介助する
訪問入浴車があります。
看護師と介助員３人で介助します。
シーツ交換と着替えも同時にできます。

本人や家族の相談を受けてこの地域にある様々なサービスを総合的に調整す
る役目です。
その為に大切な事は本人が「どこで」「誰と」「どんな」暮らしをしたいのか？
本人の希望、家族の介護力など一緒に考えます。
例えば・・・家のお風呂に入れない。どうしたらいいか？
本人の身体の様子やお風呂の状況などから入れない原因を考えます。原因を解決するためにしっか
り話し合います。希望に近づけるために、様々な方法を提案します。また、主治医の先生からの健康
状態やお風呂の注意事項なども取り入れます。

Q1 Q4

Q5

Q6

Q2

A1 A4

A5

A6

A2

Q3

A3

ケアマネジャーは、高齢者や家族の生活全般や病気、障害等により介護が必要
になった時、介護サービスの利用方法やかかる費用などを含めて説明し、サー
ビス事業所や専門職につなげます。介護保険外のサービスなども提案します。
介護保険対象サービス利用には役場での介護保険の申請が必要です。（富士河
口湖町健康増進課介護保険係　℡　７２－６０３７）
わからない事は各居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、主治医、地域
の民生委員など、どこからでもお問い合わせ下さい。
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『理解促進研修・啓発事業』
健康科学大学　健康科学部　福祉心理学科　古川　奨

　12月3日～9日は、障害者週間です。各地域で、障害者福祉についての関心と理解を深め、障害者が社会、経済、
文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高める取り組みが行われます。

12月3日と9日？

障害者週間

まだまだ少ない取り組み
　12月3日は、「障害者に関する世界行動計画」が
国連総会で採択された日（昭和57年）であり、これ
を記念して平成４年の国連総会で、１２月３日を「国
際障害者デー」（International Day of Persons 
with Disabilities）としました。国連総会は、加盟
国に対し、障害を持つ人々の社会参加を一層促進す
るため、国際障害者デーに重点を置くよう呼び掛け、
国際障害者デーでは、特に重点的問題解決を全世
界の団体・個人に呼びかけるための日とし、国際障
害者デー前後には、世界各地で記念行事が行われ
るようになりました。
　12月9日については、「障害者の権利宣言」が国
連総会で採択されたことに因んで昭和57年から12
月9日を日本では「障害者の日」として、様々な活動
を行ってきました。現在は、12月3日の「国際障害者
デー」から「障害者の日」までの1週間を「障害者週
間」として行政機関や民間団体も一緒に協力し合い
現在まで多くの啓発活動が行われています。

　障害者週間は、12月3日～9日までの1週間とする
と障害者基本法第9条に規定されています。その他、
第9条には、国民の間に広く基本原則に関する関心
と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文
化その他あらゆる分野の活動に参加することを促
進するため、障害者週間を設けること、国及び地方
公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等
に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な
連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわ
しい事業を実施するよう努めなければならないと示
されています。昨年度、山梨県では甲府駅を中心に
互いに尊重し合う大切さを啓発用リーフレットにま
とめ配布していました。

　内閣府が行う、平成30年度「障害者週間」関連行事
の紹介をしていきたいと思います。1つ目は、障害者週間
（3日～9日）に作品展が実施されます。場所は、有楽町
駅前地下広場（〒100-0006 東京都千代田区有楽町
２丁目７番１号先）です。全国から公募した「障害者週
間のポスター」の全推薦作品の原画及び「心の輪を広げ
る体験作文」の最優秀賞作品等を展示しています。とて
もカラフルで感性豊かに描かれ、笑顔があふれるポス
ターがあります。2つ目は、12月6日（９：３０～１８：２０）と
7日（９：３０～１８：２０）に行われる連続セミナーです。会
場は、有楽町朝日スクエア（東京都千代田区有楽町2丁
目５－１ 有楽町マリオン11F）になります。入場は無料
です（各主催団体に連絡は必要です）。

●見逃されてきた色覚障害者への社会の対応～わかり
やすいはずの色使いが混乱や危険を誘発する～主催：
特定非営利活動法人 カラーユニバーサルデザイン機構
●障害のある子供の教育～特別支援教育に関する
Q&A紹介～主催：独立行政法人 国立特別支援教育総
合研究所
●読み書き障害児の教育支援 ～デジタル教科書（デイ
ジー教科書）の取組と今後の課題～主催： 公益財団法
人 日本障害者リハビリテーション協会
●吃音とは～「発達障害者支援施策」&「当事者研究」
から～主催：特定非営利活動法人 全国言友会連絡協議
会

●「命について」結婚、出産、医療を通して、障害者の人
生を考える　主催：全国手をつなぐ育成会連合会
●発達障害者の雇用を促進するために～雇用事例から
学ぶ職場定着に向けた支援のポイント～主催：独立行
政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
●ユニバーサルデザインの街づくりを考える ～好事例
からみる街づくりの展望と期待～主催：社会福祉法人 
日本身体障害者団体連合会
●クワイエットアワープロジェクト中間とりまとめ報告
～発達障害を手掛かりとして音環境について考える～
主催：一般社団法人 日本発達障害ネットワーク

　内閣府が行う行事はおとなりの東京

になります。少し遠出となりますが、是

非、多くの方に足を運んでいただき、様

々な気づきがある機会としてほしいと思

います。

「6日のプログラム」

「7日のプログラム」
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Nature in and around Mount Fuji 

ご意見・お問い合わせは、自然共生研究室　ＴＥＬ.（ＦＡＸ.）２０ー３５１０まで

ショート・ニュースショート・ニュースショート・ニュース

第３回アースウォッチ・プロジェクトが実施されました第３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３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３回目の調査を行いました

船津胎内神社で９月にウサギコウモリとテングコウモリが観察されました船津胎内神社で９月にウサギコウモリとテングコウモリが観察されました

○10月20・21日に信州大学で開催された日本鱗翅学会で、富士山自然保護センターの渡辺通人が「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、2014～2018年に富士山北麓周辺で調査した結果を発表しました。
○広島大学との共同研究で、絶滅危惧ミヤマシジミ・アサマシジミ・ヒメシジミ３種の成虫の化学物質を分析した結果、ミヤマシジミから
　初めて２種の物質が抽出されたという論文が、Biochemical Systematics and EcologyのVol.81　pp.109-111（2018年12月発
　行予定）に掲載されることになりました。
○河口湖フィールドセンターの解説ボード裏の今年枯れてしまったアカマツの伐採が8月29日に行われましたが、その年輪を写真に撮っ
　て数えてみましたら、腐朽が進んで年輪が判らない真ん中を除いて100個確認できました。

　昨年から、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、これは、伐採・下草刈りや除伐といった循環型の林業作業に
よって絶滅危惧動植物の生息・生育地が拡大・維持出来ないかを確かめるためのもので、その
3回目のプロジェクトが10月6・7日に兵庫・神奈川・埼玉県から6名のボランティアが参加下さり
実施されました。
　初日は、植林して１５年程の植林地で、恩賜林組合の職員の指導の下、除伐（ツルや灌木を切
る作業）を行ってもらったのですが、曇り時々小雨の天気で、初めての方は苦労されていました。
しかし、午後の２回目の作業になると要領が判ってきて、１日で１ｈａ程度の範囲を除伐すること
が出来ました。
　2日目は快晴の良い天気になり、午前中は本栖高原で山梨県準絶滅危惧種のセンブリの分布調査を（写真）、午後には梨ケ原で環
境省準絶滅危惧・山梨県絶滅危惧ⅠＢ類のムラサキセンブリの分布調査を行っていただきましたが、どちらも予想以上に多く見つか
ったので、夕方までフルに活動を行って頂き大きな成果を得ることが出来ました。

　2018年度第３回目の特定外来植物「アレチウリ」と絶滅危惧湿生植物の調査を、10月29日に行
いました。8月の２回目の調査時には例年になく湖面の水位が高かったため、絶滅危惧植物はカン
ガレイとスジヌマハリイが観察されただけでしたが、今回の１０月の調査では更に水位が上がって
いて（写真）、河口地区で水没したジョウロウスゲが数株確認できただけで、広瀬・大石公園・
八木崎・勝山の各地区では絶滅危惧湿生植物は確認できませんでした。
　一方、水位が高かったためか、５地区いずれでも水際ではアレチウリが全く確認されず安心しま
したが、河口・広瀬・八木崎の３地区では湖畔道路や周遊道路に近い土手に若い株が各３株みら
れましたので、全て防除しました。ヨシ狩りの行われた八木崎地区では8月にアレチウリが多数見
つかり業者の対応を待つ状態でしたが、ヨシ群落を覆っていたアレチウリ群落や、刈られたヨシの周りから新たに芽を出していた多数
の若い株も、湖水に浸ったためか見られなくなっていて、今年の多かった台風のおかげかと一安心しました。

　船津胎内神社の天井で8月にキクガシラコウモリが、9月中旬にテングコウモリが各１頭
観察されたことを１０月号で報告しましたが、9月14日にはウサギコウモリ２頭（眠ってい
て耳を隠している個体と起きていて名前の由来の長い耳がみえている個体）とテングコウ
モリ１頭の計３頭が左右の天井で休んでいて、めったに見られない光景でした（写真）。
　9月16日には、この内の１頭と思われるウサギコウモリ１頭が、同じく27日にはテングコ
ウモリが１頭確認されましたが、10月に入ってからは見られなくなっています。
　一昨年から２冬連続で、１頭のテングコウモリが12月から１月に胎内神社で、1月中旬か
ら５月まで300ｍ程北にある剣丸尾の溶岩樹型で確認されていますが、今年の冬はどう
なるか期待しながら観察を続けたいと思います。また、今年も１２月に西湖コウモリ穴の
調査に入る予定ですが、こちらのコウモリの越冬状況も判り次第お知らせしたいと思います。
　青木ヶ原や剣丸尾の溶岩地帯は、多数のコウモリ達の大切な生息地であると同時に、それらを養っている豊富な昆虫や、それらの
昆虫を養っている豊富な植物があることを示しており、富士河口湖町の貴重な自然財産といえましょう。

かんぼく
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（元・文化財審議会委員　渡辺和昭（故人））

地域の発電所（３）日本軽金属株式会社・本栖発電所
　昭和14年（1939）に設立された日本軽金属株式会社が、工場を静岡県清水市及び同県庵原郡蒲原町（とも
に現・静岡県静岡市清水区）に構え、アルミニウムの生産を開始した。同社が目標とするアルミニウムの生産
量は年間５万トンという、当時としては世界でもまれに見る規模であった。しかし、アルミニウムの生産におい
て精錬過程で大量の電力が必要となった。このため、日本軽金属株式会社は富士川の豊富な水資源に着目
し、水力発電を主体とした自家発電によって大量の電力を低コストで調達しようとした。富士川の支流から着
手し、本流へと進展させた。また、渇水時の電力低下の対策として佐野川発電所とその貯水池として柿元ダム
（天子湖）を建設するなど規模を拡げた。戦後になって、さらなる電力の確保のため貯水池として発電に利用
することになったのが本栖湖である。本栖湖から水路を開削し、富士川水系に水を流すことによって発電する
ものである。

　日本軽金属株式会社・本栖発電所の概略は次のとおりである。発電
所本体の所在地は、山梨県南巨摩郡身延町瀬戸で、ＪＲ身延線の久那
土駅より約８kmの位置にある。運営開始から現在に至るまで日本軽
金属株式会社が所有している。昭和31年
（1956）12月に運用が開始された。発電
の区分は、種別としては一般水力と呼ば
れるものである。発電形式（落差を得る
方法）はダム水路式を採用している。発

電方式（水の利用方法）は貯水池式である。発電所の出力は、認可最大出力で
12,300kwとなっている。常時出力は０kw。水量は、最大使用水量で3.20立方メ
ートル毎秒を量る。落差は有効落差で457.23ｍあり、本栖湖と富士川流域の
標高差を利用したものである。設備は、水車が立軸ペルトン水車の出力
12,700kwのものが１台用いられ、発電機は軸三相交流同期発電機を１台備えて
いる。導水路の総延長3119,3m、主要導水路は圧力トンネルで幅1.45m×高さ
1,45mの規模のものが使われている。調圧水槽は、差動式サージタンクの口径
6.00m×高さ38.50mという仕様である。水圧鉄管は内径1,250～756mm、板厚
6～22mm、延長960.90mのものが1条で、入口弁はスルースバルブ、放水路は幅2.00m×高さ2.00m、総延長

77.2mとなっている。標高は、取水位標高（本栖湖）が904.23m、放水
位標高（反木川）が418.00ｍをそれぞれ測る。面積は流域面積で20.7
平方キロメートルとされている。関係する河川は、取水が本栖湖（二級
河川）、放水が反木川（富士川水系・一級河川）である。発電所に伴う
貯水池名称は本栖湖となっている。本栖湖は湖の種類としては堰止湖
に分類され、水深約122m、通常時の水位標高は900mである。本栖湖
の湖面面積は4.70平方キロメートルを測る。

地域の発電所のまとめに
　９月号以降、本号までの４号にわたる地域の発電所の資料は、歴代所長をはじめとするメンバーにより編纂
されたものである。協力を頂きました、東京電力ホールディングス株式会社駒橋事業所の小林俊所長、白鳥雅
也氏には心より感謝いたします。

　本号を含め、９月号から連載の「地域の発電所」は、渡辺和昭氏が平成28～29年度の文化財審議会委
員に在任されていた期間に調査・執筆され事務局に提出していただいた原稿です。残念ながら、この連載
の完結を待つことなく、渡辺和昭氏は平成30年11月５日にご逝去されました。ご生前の故人のご尽力に感
謝を申し上げるとともにご冥福を心よりお祈り申し上げます。
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン

地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信
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おおいしつむぎ通信 2018.12月号

　着物好きの私たちは、着物を勉強していく中で
織りへの興味を抱き、大石紬伝承の地域おこし
協力隊というこの仕事にご縁を頂きました。それ
まで着物の産地を勉強していても名前が出てこ
ないので、大石紬とはなんだろうというのが第一
印象でした。就任してから約８ヶ月、春に養蚕を
し、夏以降は糸作りを習い、その合間に桑畑の
管理を行なってきました。そんな私たちの姿を見
た地元のおばあちゃん達は「気が遠くなるね、大
変でしょう」と仰います。しかし、道具一つにして
も見たことも使い方もわからない私たちにとって
は、大変というよりもむしろ新鮮で面白いと感じ
ることばかりです。昔ながらの伝統は、私たちだ
けでなく、多くの若い世代にとって新鮮な体験に
感じられるのではないかと考えています。
　そこで来年度の活動では、私たちが今年体験
した貴重な経験を郷土学習として地域の小中学
生にも伝えていきたいと考えています。夏休みを
利用した自由研究にもってこいの養蚕体験や、
親子ふれあい藍染め体験、糸作り体験、そのほ
か繭かきなどの手作業でできる簡単な作業を通
じて、子供たちとその両親、地域のおじいちゃ
ん、おばあちゃん達のふれあいの場を設けること
などを構想中です。大石紬をキーワードに「人と
人を繋げる！人と地域を繋げる！！」そんな活動
を進めていけたら色々な輪ができて楽しいだろう

なと考えています。
　大石紬ができるまでの過程を実際に体験して
もらうことで、昔の人の生活や地域の歴史を紐解
くことができます。そこには新しい発見や驚きが
あり、伝統文化をいかに守っていくかという大き
な課題を若い世代の方と一緒に楽しみながら考
えるよい機会にもなります。「地域の課題は自分
たちの課題」として捉え、伝統を守ること、次の
世代に伝統文化を伝えていくこと、大石紬は無く
してはならない唯一無二の地域の宝であること
を子供たちに伝えていけるよう、地域と連携し、
話し合いの場を設けることで、地域住民の声や想
いを汲み取った新たな大石紬の方向性を見つけ
出していきたいと考えています。

https://teoishi.com

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

手仕事おおいしつむぎ　
　　　富士河口湖町地域おこし協力隊

◎ホームページ

政策企画課　Tel: 0555-72-1129　
　　　　　　　　　地域おこし協力隊 杉江まで

◎問い合わせ

◎
富士河口湖町地域おこし協力隊

家事参加への第一歩 林　寛人

　総務省が今年の７月に公表した就業
構造基本調査によると、山梨県の共働き
世帯の比率は５４.１％と全国平均の４８.
８％を大きく上回りました。すでに共働き

世帯が主流になったとは言え、未だに家庭内の家事の多
くの割合を担っているのは女性です。実際に共働き世帯
である我が家も家事全般は妻が担当しております。私が妻
に任されている家事は、週末限定のスーパーへの買い出
しとお風呂そうじ程度です。私の友人に話を聞いても、妻
より家事の負担が多い男性は少なく、家事は女性に頼り
きっているのが現状です。
　数年前の男女共同参画白書に主要先進国
の男性１日あたりの家事時間の国際比較表が
掲載されております。１人あたりの家事の時間
は他国の３分の１程度であり、あきらかに日本

人男性の家事にかける時間が少ないことが分かります。
私も含めて、何故、日本の男性は家事をやらないのか。職
場の労働環境や勤務形態など様々な理由もありますが、
日本人男性の家事スキルの低さも１つかと思います。
　今まで家事をやったことがないので、料理をしても掃
除をしても上手くいかない。結局女性がやり直すはめに
なるため、夫はますます家事のスキルを身につける機会
が少なくなるという悪循環になっている家庭も多いので
はないでしょうか。男性に料理や掃除のスキルを身に付
けることが、今後も課題になりそうです。
　１１月１０日に開催された「男性の料理教室」では多く
の男性が楽しそうに料理を学んでいまし
た。家事参加への第一歩として今後もスキ
ル向上の取り組みを男女共同参画推進委
員会を通じて考えていきます。



広報 252018年12月号



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

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

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

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 12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！

⑩匠や　企画展⑮土あそび富士炉漫窯 ⑪見晴らし屋　企画展

手作りの練香で新年を迎えませんか？

いのしし（干支）のミニ額がつくれます！

冬は軽くてあたたかい「はんてん」が便利です。

お正月に干支（亥）のぐい呑で一杯。

干支作り体験しています。要予約。

くるみゆべしや芋なっとうなど素朴なお菓子が人気です。

トマトほうとうおススメです！

特製なべやきうどんで温まって下さい。

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

和の藍の世界と陶芸の妙味を楽しみに！

石挽き手打ちそば松扇

匠や

あったかい天そばの季節がやってきました。
お待ちしております。

予約：080-5024-5735  前田
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前田こうせい原画展前田こうせい原画展
陶と藍染め二人展陶と藍染め二人展2019年の干支

いのしし（亥）飾りを作ろう！
2019年の干支

いのしし（亥）飾りを作ろう！
陶＊米山久志

藍＊米山のぶ子

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/ 町外の方も５名様まで入場無料

有効期限：2019年3月31日まで
受付にてこちらの券をお出し下さい。

★町民特別招待券★

↓町外のご家族やお友達を誘ってぜひお越し下さい！！

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。）

※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。

☃お知らせ☃☃お知らせ☃☃お知らせ☃

まんが日本昔ばなしの

●日時；12月9日㈰
※希望の時間をご予約ください。
●料金：町民特別価格 2,000円

　　　　　　　　　　　　300グラムの粘土
　　　　　　　　　　　　で作ります。
　　　　　　　　　　　　高さ5センチ位で
　　　　　　　　　　　　2個作成できます。

乾燥、素焼き、本焼き後お送りします。
※送料着払い
完成はおよそ１カ月後です。

◆いやしの里の正月◆ ◆第9回漬け物祭り 出店者募集◆ 

現在開催中～
12月30日㈰まで

ご自慢の手作り漬け物をいやしの里で販売してみ
ませんか？お気軽にお問い合わせ下さい。

●日程：平成31年
1月26日㈯・27日㈰
2月  2日㈯・  3日㈰　　　　　　　　　　　　
　　　　　 の4日間

午前10時～午後3時半

新しい出店者の方も大募集しています！
担当：三浦  0555-72-4677

新年をいやしの里で過ごそう！！
平成31年1月1日㈫～3日㈭
地元産古代米の餅つき
甘酒（地酒の粕使用）の振舞い
獅子舞の練り歩き など

地元産古代米の餅つき
甘酒（地酒の粕使用）の振舞い
獅子舞の練り歩き など

皆様のお越しを
スタッフ一同
お待ちしております。

お正月も
営業して
   おります。

大好評！ 現在開催中
～2019年3月末
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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 DECEMBER issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The DECEMBER issue.

河口湖ステラシアター通信 12月号

♪ステラ合唱団が贈るクリスマスのハーモニー♪

ステラ合唱団クリスマスコンサート

このページについてのお問合せは、河口湖ステラシアター  ７２－５５８８までどうぞ

http://www.stellartheater.jp/

&
♪自然の香りが響きわたる♪

河口湖円形ホール
♪優しい音が湖風に舞う♪

♪河口湖円形ホールサロンコンサート2019♪

ウィンターレイクサイドコンサート

Trio Karner Wagner　トリオ カルナー・ワグナー

オーストリア政府若手芸術家派遣プログラム

～オーストリアからの風～

《日時》2018年12月24日(月･祝)　開演1５:00　　　　
《会場》河口湖ショッピングセンターBELL　時計台前広場
《出演》指揮：渡辺　公男　　　ピアノ：渡辺　紗希
　　　　合唱：ステラ合唱団
《プログラム》☆歌の翼に
　　　　　　 ☆Oh Happy Day
　　　　　　 ☆クリスマスソングメドレー　他

サンタさんから素敵なクリスマスプレゼント★
こどものみんなもおとなもうれしいプレゼントがあるよ！

ぜひ遊びにきてね♪

鑑賞無料

《日時》2019年2月23日㈯　開場13:00　開演13:30
《会場》河口湖円形ホール（富士河口湖町河口3030）
《出演》ヴェラ・カルナー（クラリネット）
　　　  ドミニク・ワグナー（コントラバス）
　　　　マチェイ・スカルベク（ピアノ）
《プログラム》
　　　　｢夢遊病の女｣よりコントラバスとピアノのための幻想曲／G.ボッテジーニ
　　　　クラリネットとピアノのための変奏曲／J.フランセ  他
　　　　　※曲目は当日変更になる場合がございます

《料金》全席自由　
　　　　一般／3,000円（会員：2,700円/町民：2,800円）
　　　　 高校生以下／1,500円（会員：1,300円/町民1,400円）
※３才以下のお子様の入場不可、1ドリンク・お菓子付

ⒸDominik Odenkirchen

ⒸAndrej Grilc

　　　　　　　　　　　 ☞
（写真右:ヴェラ･カルナー
　写真左:ドミニク･ワグナー）

☞
（マチェイ･スカルベク）
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町民特別先行発売! 12月16日㈰ 10:00より開始
お電話(72-5588)、またはチケット窓口にて受付



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

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１2月25日（火）（口座振替日） 今月の納税等
１2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？

宿舎組合様主催「第16回ほうとう会」が開催されました
　宿舎組合様主催による「第１６回ほうとう会」が、１０月１７日（水）に
健康科学大学富士山キャンパス（健康科学部）で開催されました。
 「ほうとう会」は、宿舎組合の皆様が山梨県の郷土料理であるほうとう
などを調理し、学生をはじめ大学関係者に振る舞ってくださるイベン
トです。
　平成１５年の開学からずっと続いている「ほうとう会」ですが、今年は台
風２４号の影響により、２週間延期しての開催となりました。

　当日は天気にも恵まれ、午前１１
時３０分から開催されたほうとう会
は、午後１時３０分には９００食分
のほうとうとみそおでんが全て完食
となり、盛況の内に終わりました。
　宿舎組合の皆様には、朝早くから
の準備、調理、配膳など大変お疲れ
様でした。
　関係者一同、心より
お礼申し上げます。

（温かいほうとうをおいしくいただきました）

（荒木学長を囲んでの一枚）

　平成３１年２月２０日（水）～２２日（金）の３日間山中

湖村公民館にて富士北麓高齢者作品展を開催します。対

象者は、６０歳以上でアマチュアの方の作品を募集します。

　申込みは、平成３１年１月１５日（火）～２５日（金）に老

人クラブ会員は所属する老人クラブ会長へ、また、会員以

外は町老連事務局（町社協）へお願いします。

　なお、出品される方は、出品種目、作品規格など詳細が

ありますので事務局にお問い合わせください。

　　　　　　　町老連事務局（町社協）☎７２－１４３０

　温泉送迎バスの運行は、１２月２９日（土）～平成３１年

１月３日（木）まで休ませていただきます。

　富士河口湖町老人大学（中村義孝学長）では、１１月

１６日（金）勝山ふれあいセンターにおいて第１回目を開

講しました。

　当日は、約１４６名が参加し、講師に（有）赤池薬局の

代表取締役社長赤池久男様（薬剤師）をお迎えし、「薬

の正しい使い方」と題して講演をしていただきました。

　みなさん、薬剤の実験を交えての講義に興味深く聞き

入っていました。

『富士北麓高齢者作品展』
60歳以上でアマチュアの作品を募集します

芙蓉の湯、健康プラザへの
送迎バスの運休について

富士河口湖町老人大学
～薬の正しい使い方を学ぶ～
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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）

真壁　　梢　　拓　也・綾　恵　船津

井出　壮亮　　圭　亮・美　和　船津

小池　栞暖　　康　太・真知子　船津

水谷　陽向　　文　彦・美　穂　船津

鈴木　碧人　　　諒　・美　奈　船津

外川　真朱　　国　男・美　枝　船津

佐野　衣織　　裕　児・友　未　小立

宮下　太玖　　明　仁・敦　美　小立

大熊　太善　　光太郎・はる菜　小立

須藤　陽彩　　貴　也・真　也　河口

松下　楓也　　啓　太・明日香　河口

小佐野　航　　　円　・友　美　勝山

小林　満月　　正　史・祐　衣　勝山

原　　萬惠　68歳　原　　祐樹　船津

槌屋　清子　92歳　槌屋　利夫　船津

渡辺伊佐武　77歳　笹之池雅樹　船津

渡邉　右京　94歳　渡邉　　博　船津

渡邉　新一　65歳　渡邉　智史　船津

古市　君代　75歳　古市　　誠　船津

外川　フミ　93歳　外川　完一　浅川

中村千榮子　80歳　中村　修一　浅川

渡邊　　操　91歳　渡邊　龍美　小立

渡邊　和昭　74歳　渡邊　賢志　小立

堀内　ちか　98歳　堀内　高尚　大石

宮下　和美　76歳　宮下　勇也　勝山

小林　芳秀　58歳　小林　美恵　勝山

渡辺　信夫　66歳　渡辺　秀一　西湖

山口加津子　84歳　山口　忠治　富士ヶ嶺

渡辺　純平　 ＝　 梶原実代子　船津

笹沼　悠介　 ＝　 外川　由貴　船津

郷田　裕介　 ＝　 外川真理子　浅川

相澤　賢宏　 ＝　 渡邊沙弥香　小立

大原誠治朗　 ＝　 小俣紫穂理　河口

　

おめでた・おくやみ
〈10/１1～11/１3〉

●相談日/1月6日（日）　
●時　間/午前10時～12時
●場　所/町民福祉館ふじやま  ２階
●問合せ/町社協（７２ ー １４３０）
●その他/写真、身分証を持参する
　　　　  ことと、なるべくご本人が
　　　　  来所してください。

　　26,434人
(＋13)

 12,929人
(＋11)

 13,505人
　(＋2)

 10,438　
(＋15)

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

12月12日㊌・26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1月4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。

12月20日㈭
実施日

●町民福祉館ふじやま　  午前10時～12時

●町民福祉館ふじやま　  午前10時～午後2時
●勝山ふれあいセンター  午後  1時～ 4時

　 ●足和田出張所　　 午後1時～4時
　 ●上九一色出張所　 午後1時～4時

弁護士相談

行政相談
心配ごと相談

  ●上九一色出張所　午後1時20分～2時40分

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

富士吉田市消費生活センターへ
消費者問題のお悩みは

生活困窮者・母子世帯等の就業相談について

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。

11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/ 12月12日（水） 河口湖商工会
　　　　　   1月  9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

◎固定資産税3期　国民健康保険税６期　後期高齢者医療保険料６期　介護保険料６期

た  く

あお と

ふう や

そうすけ

たいぜん

し のん

ひ なた

い おり

ひ いろ

ま しゅ

み つき

こずえ

わたる
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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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　　　　　　　町役場で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。

〒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　　電話 0555-72-1129

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。

　　　　　　富士河口湖町役場（2階／政策企画課）
勝山出張所　足和田出張所　上九一色出張所　大石出張所　河口出張所

　　　　　　町役場または出張所に、免許証・保険証などの住所が明記
されているものをお持ちください。

　　　　　　12月6日（木）～　
午前8時30分～正午　午後1時～午後5時15分 （土日祝日を除く）

富士河口湖町民の方は無料（1世帯に1部  ※2部目以降は有料販売です）
多くの方に確実にお渡しできるよう、ご協力をお願いいたします。

　　　　　　1部　500円

１部
２部
３部
４部
５部

500円
1,000円
1,500円
2,000円
2,500円

部数 カレンダー代

送　　料
東北･関東
信越･北陸
東海

北海道･近畿
中国･四国
九州･沖縄

県  内

合　　計
東北･関東
信越･北陸
東海

北海道･近畿
中国･四国
九州･沖縄

県  内

500円
700円
700円

890円 960円 1,020円

1,000円
1,700円
2,200円

2,890円
3,390円

2,960円
3,460円

3,020円
3,520円

受取場所

受取方法

配布期間

販売価格

購入方法

●送付先住所・問合先

　毎年恒例となりました町民カレンダーを富士河口湖町民の皆さんに
お渡しします。
　自治会加入世帯には自治会より配付します。未加入世帯については
以下のとおり町役場または各地区出張所の窓口での受け渡しとなります。

販売もしてます！２０１９年町民カレンダーの
配付・窓口受け渡しが始まりました。



※この道路除雪作業図は、町のホームページにも掲載しています。

はやし設備

堀内土建

高 橋 組

外川設備工業

片浜土木工務店

河口湖庭園

上田屋商会

上田屋商会

上田屋商会・吉野土建

コバヤシ工業

三友設備

KRホーム

協栄工業

湖南堂工務店

リズム

加  取

H・K・F

中村創建

K・R・S

大星建設

渡辺土木

渡辺土木
F B S

三浦土木

三浦土木

前田道路

上田屋商会

フジコンストラクト

フジコンストラクト

梶原工業所

小林建設

小林建設

吉野土建

丸武吉野建設

小林建設

吉野土建

渡辺石材
渡辺石材

渡辺石材

熱研メンテナンス
土手影建設

FKG

富士観光開発

hayakawa.D.K

Paint KUMA

河口湖地区

国土交通省
山梨県

平成30年度  富士河口湖町除雪エリア図

139
139

井出造園

井出造園

小佐野設備
Paint KUMA

梶原リネン

渡辺工業

hayakawa.D.K

hayakawa.D.K

中村土木石材

上田屋商会

高 橋 組

井出造園
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表北﨟唆策

)衄

努弁鷲袍撒

道路の除雪について
冬季道路除雪の
ご理解とご協力を
お願いします。

　町では、町内建設業者等の協力
のもと町道の除雪作業を行います。
その際、町民の皆様また自治会の
ご協力が特に必要となります。
次のことをご周知いただきご理解と
ご協力をお願いします。

●除雪作業は、幹線道路を中心に
　行います。市街地郊外になると
　日数がかかりますがご理解をお
　願いします。そのため、身近な
　生活道路の除雪については、皆
　さまのご協力をお願いします。
●敷地内の雪は道路に出さないで
　ください。事故の原因になります。
●道路に出ている植木などは、剪
　定して管理してください。作業
　の妨げになり、雪が落ちたり枝
　が折れると大変危険です。
●道路へは、車を置かないでくだ
　さい。作業の妨げになります。
●通学路の除雪は、保護者や地域
　の皆さまのご協力をお願いいた
　します。

★なお、業者へは直接問合せをし
　ないようお願いいたします。
★上九一色地区については、従来
　どおりの除雪方法です。

足和田地区
西部土建

西部土建
丸 美

共同土木

古谷設備

西部土建西部土建

協和生コン

勝山地区

FKG

S . B . C

S.B.C

除雪作業において、敷地玄関先
へ雪が残る場合がありますが、
出入り口は、各世帯で雪かきを
お願いします。

小佐野土建

協和生コン

K・R・S

139

国土交通省
山梨県

S . B . C

西部土建

朝比奈

ワタリ商会

西部土建

小佐野土建

小佐野土建
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