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平成31年(第16回) 
富士河口湖町

　平成31年1月13日(日)に「平成31年成人者のつどい」が勝山ふれあいセンターさくやホールにおいて行われました。
当日は素晴らしい青空の下、集まった新成人の皆さんが懐かしい友人たちとの旧交を温めていました。

　本日は、私たち新成人のために、このような盛大な式典を開いてい
ただき、誠にありがとうございます。また、町長様をはじめ、お祝いと
激励の言葉をくださったご来賓の方々に、心より感謝申し上げます。
皆様からの温かいお言葉を胸に、新成人としての自覚と責任を持ち、
一日一日、頑張っていきたいと思っています。
　私たちは、世界遺産「富士山」をはじめとする美しい山 、々湖、豊か
な自然のある富士河口湖町に育ってきました。沢山の思い出を作った
友人、いつも一番近くで支えてくれる家族、温かく見守ってくださる地
域の方 と々、多くみなさんの支えがあって、今日、新成人という門出を
迎えることができました。
　私は現在、大学で学ぶため、富士河口湖町を離れ、埼玉で生活して
います。住み慣れた地を離れて生活することに不安もあり、また、自分

の未熟さを痛感することもたくさんありますが、大学生活を通して、社会の中で、どのような夢や希望を持って生きていくべき
かを考える日々を送っています。また、離れているからこそ、家族をはじめ、友人や地域の方々の、あたたかい支えを感じます。
お世話になった皆様に、この場をかりて厚く感謝の気持ちを申し上げます。
　私たちは平成最後の成人式を迎えることになりました。平成という時代に生まれ、育まれ、この時代最後に成人として人生
の節目を迎え、大人の仲間入りをします。二十歳となると、今までにはなかった権利が与えられますが、それと同時にどんな行
動にも責任が伴います。
　わたしたちは平成に続く、新しい時代を背負って立つ立場だということをしっかりと自覚し、平成という時代に育ったことを
誇りに、社会に貢献できるよう努力して参ります。ときには困難な壁に突き当たることもあるでしょう。しかし、そんなときでも
あきらめず、粘り強く取り組み、困難を乗り越えていかなければなりません。
　これまでに家族、友人、地域のみなさんに支えられながら学んだことを糧にし、またこれからも学びながら、自分の道を切り
開いていき、いつか自分も人を支えられるように成長していけるようにと思います。
　今日のこの日を心にとめ、新たな決意を胸に、新成人を代表して誓いの言葉とさせていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平成31年1月13日　新成人代表　三浦 雅暉

新成人代表　誓いの言葉
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●FIFAワールドカップフランス大会日本代表初出場
 （3戦全敗）
●大相撲・貴乃花と若乃花、史上初の兄弟横綱誕生
●和歌山毒物カレー事件発生
●Windows98日本語版発売、iMac発売
●原宿の歩行者天国が廃止

●ゲームボーイカラー発売
●映画監督　黒澤明さんに国民栄誉賞が贈られる
●携帯電話番号11ケタ化、iモードサービス　スタート
●欧州連合に加盟する11か国でユーロが銀行間取引などの通貨として導入される
●プロレスラーのジャイアント馬場さん死去

今年成人を迎えた皆様が生まれた年の主な出来事 ＜1998年(平成10年)4月～1999年(平成11年)3月＞

大石・河口地区

小立・大嵐地区

船津地区

成
人
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

〜
２
７
５
人
の
門
出
〜

〜
２
７
５

２
７
５

２
７
５
人
の
門
出
〜

〜
２
７
５
人
の
門
出
〜

勝山・長浜・西湖・根場・精進・本栖・富士ヶ嶺地区
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平成31年安全祈願祭が行われました

船津剣道スポーツ少年団が、
全日本剣道連盟少年剣道教育奨励賞を受賞しました

船津小学校増改築工事の起工式が行われました

子ども未来創造館でクリスマス会を開催

早稲田大学  外国人留学生  インターシップ実習生を受け入れます！

　1月4日に河口浅間神社において平成3１年の各種事業などに対する安全祈願祭が執り
行われました。当日は町長をはじめ、町議会議員や観光連盟関係者、消防団、安協など多
くの関係者が集まり、今年1年の安全を祈願しました。

わたしたちの携帯電話が東京2020オリンピック・パラリンピックのメダルに！

ご寄付のご紹介

　船津小学校の校舎増改築工事起工式が、町長、副町長、教育長、
町議会議員、工事関係者などが列席のなか行われ、新しい校舎への建て
替え工事の無事故・無災害をお願いしました。安全祈願のあと、町長によ
る鍬入れが行われ、2020年1月の竣工を目指して、工事がスタートしま
す。地域や周辺のみなさまにはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願
いいたします。

　町では、鳴沢村と共同で東京2020オリンピック・パラリンピック競
技大会の事前合宿地としてフランス共和国のトライアスロン・パラトラ
イアスロンチームを誘致しております。そこで、こども達に少しでも東
京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に参加してもらう機会
として使われなくなった携帯電話を回収して大会のメダルを作成するプロジェクトに町内１１校
の小中学校が参加いたしました。
　参加した児童からは「寄付した携帯電話がメダルになるのはうれしい。大会が楽しみになった。」という声も聞こえました。

　12月22日（土）に開催したクリスマス会。ボランティアスタッフ及
び河高、湖南中吹奏楽部にご協力いただき、午前　乳幼児の部「ぐる
ぐるクリスマス会」に214人、午後　小学生の部「こどみらクリスマス
会2018」に222人が参加してくれました。午前は工作あり、こどみら

劇団の登場あり笑いと共に歌ったり踊ったり、午後はたくさんのゲームで達成感を味わい「やったー！」
の歓声が響き渡り、あたたかさに包まれた楽しい会になりました。ハーバル工房さんのマフィンのプレ
ゼントも大変喜ばれました。

　全日本剣道連盟より、船津剣道スポーツ少年団が少年剣道教育奨励賞を受賞しました。
約半世紀の長きにわたり、地元の青少年に対する剣道指導と剣道普及への尽力及び練習に
使用している公民館の清掃をはじめとした、地域貢献活動等が評価されたとのことです。こ
の賞は少年剣道の指導に対する面で、長年にわたって活動を続けること、また地域貢献等草
の根的活動を以て剣道を支えてきた団体へ授与されるものです。おめでとうございます。

　早稲田大学留学生センターとの協働により、本年もインターシップ実習生を受け入れることになりまし
た。早稲田大学へ留学生として来日している外国人留学生１名を2月2日から3月3日までの間受け入れま
す。実習生は、「地方訪問文化インターンシップ」プログラムの一環で来町し、期間中は、政策企画課と
生涯学習課の両課で、業務実習しておりますので、見かけましたらお気軽に声をかけてください。町では、
今後も国際交流推進のため様々な取り組みを進めていきます。「実習生」ベリーナさん

◎町社会福祉協議会へ　真如苑 様　　70万円
　　　　　　　　　　　 富士レイクサイドカントリー倶楽部 様　10万円
　　　　　　　　　　　富士桜カントリー倶楽部 様　10万
◎大石財産区へ　　　　 真如苑 様　30万円
　貴重なご寄付をありがとうございました。

「実習生」ベリーナさん
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■応募資格
　　原則20歳以上で統計調査業務に責任を持って取り組
　んでいただける方。
　※統計業務遂行に利害関係のある方を除きます。
■仕事内容
　・担当区域の事業所を訪問して外観から活動状態等を確
　　認（タブレット使用）
　・新規事業所への調査票の配付
　※原則として調査対象との接触はありません。
　※調査票の回収、内容の点検はありません。
■従事期間
　以下の第1期～第5期のいずれかの2か月間
　（複数期の従事も可）

■報　酬　国・県の規定に基づいて支給します。
■申込み
　　まずは下記問い合わせ先までお気軽にご連絡ください。
　ご来庁いただき、簡単な面接と仕事内容等の詳細を説明
　いたします。なお、お申し込みいただいても、すでに多くの
　申込みがある場合など、やむを得ない事情により調査員に
　任命されない場合もありますので予めご了承ください。
●問合せ先　政策企画課広報統計係　℡0555-72-1129
　　　　　   メール　seisaku＠town.fujikawaguchiko.lg.jp

■町民の方が使用する場合
　　使用日の3ケ月前の月初めの平日午前9時から受付を
　開始します。
■町外の方（使用者の半数以上が町外者）が使用する場合
　　使用日の2ケ月前の月初めの平日午前9時から受付を開
　始します。
■抽選になる場合について
　・午前9時より時間厳守で町民体育館にて行います。
　・抽選は、町民の利用者、町内の宿泊施設、町外の宿泊
　　施設の順に行います。
　・あくまでも抽選の対象は、各施設連続3日、1面の貸出し
　　となります。
※その他不明な点がございましたら問合先までご連絡ください。
●問合せ先　富士河口湖町民体育館
　　　　　　℡0555-73-1220（生涯学習課社会体育係）
　　　　　　受付時間　平日8:30～12:00,13:00～17:15

　経済センサス－基礎調査は、全国の事業所・企業を対象
に、活動状態等の基本的構造を明らかにすることを目的とし
た国の重要な統計調査です。ぜひ皆さまのお力をお貸しくだ
さい。

町民体育館、町民運動場、
鐘突堂スポーツ広場、
くぬぎ平スポーツ広場（サッカー場含む）
利用貸出のお知らせ

経済センサスー基礎調査　
調査員を募集しています！

第1期
6～7月

第2期
8～9月

第3期
10～11月

第4期
12～1月

第5期
2～3月

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

3月7日㊍ 配布予定3月号広報

町ホームページに掲載する有料広告を募集します。

４月から翌年３月まで
１ヶ月を単位に、最大１２ヶ月連続して掲載することができます。

１月より、広告掲載場所をホームページの全ページへと拡大しました。
　町ホームページへのアクセス数は月間約120万ページビューです。
　町ホームページへの掲載により、企業のイメージアップも期待できます。
　ぜひご活用ください。

広告掲載ページ

広告掲載料

申込方法

掲載期間

町ホームページ 全ページ最下段

１枠当たり　月額５，０００円（税込）

町ホームページに掲載している「富士河口湖町ホームページ広告掲載申込書」に
掲載しようとする広告案を添えて、地域防災課情報推進係へご提出ください。
詳しくは町ホームページをご覧ください。

問合せ先 富士河口湖町役場地域防災課情報推進係　TEL　0555-72-1170
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　１月１０日、町役場において区長・自治会長懇談会が開催されました。１年間地域の代表として、行政との橋渡し的役割
をしていただきます。よろしくお願いいたします。
　また、会議の席において、各地区の代表及び町連合会長の選出も行なわれましたので、あわせてご紹介いたします。
　なお、大嵐区・富士ヶ嶺区の区長はまだ任期の途中ですので、改選した際に改めてお知らせします。

平成３1年　新区長・自治会長の紹介

お問合せ先　地域防災課　地域係　72-1170

区・自治会に加入しましょう!!

■町連合会長　　　　　堀内　益男　（勝山第三区）
　○船津地区代表　　　渡辺　教英　（浜町）　
　○小立地区代表　　　渡辺　久　　（乳ヶ崎区）
　○大石地区代表　　　堀内　繁文　（下条区）
　○河口地区代表　　　田村　衞　　（河口第四自治会）
　○勝山地区代表　　　堀内　益男　（勝山第三区）
　○足和田地区代表　　宮下　重光　（長浜区）
　○上九一色地区代表　滝口　雅博　（本栖区）

船津地区
　【揚　町】 梶原尚万　　　　【浜　町】 渡辺教英　　　
　【若松町】 宮下　正　　　　【上　町】 渡辺一仁　　　
　【松場一】 松浦知幸　　　　【松場二】 梶原節夫
　【湖南一】 三浦和雄　　　　【湖南二】 奥　秀明　　  
　【湖南三】 土橋邦夫　　　　【本町二】 渡辺正夫　 　  
　【七の一】 若林　一　　　　【七の二】 木村　実
　【七の三】 外川清久　　　　【七の四】 松浦　斉　  　
　【南台一】 長山喜信　　　　【南台二】 古屋民三　　　
　【七の中】 梶原　浩　　　　【市　道】 古屋英幸
　【富士見一】 梶原秀博　　　【富士見二】 渡辺明彦　　  
　【富士見三】 佐藤良次　　　【富士見四】 梶原　正　　 
　【本　町】 堀内良治　　　　【上の段下】 中村年春　　
　【上の段中】 梶原満二　　　【上の段上】 広瀬全光　  
　【高尾町】 渡辺正利　　　　【県営住宅】 中村一次　　
　【高尾南】 三浦武彦　　　　【富士見タウン】 渡辺　正
　【河口湖通】 石原浩行　　　【大久保】 長山寿美男　  
　【宮　森】 長山和男　　　　【大　池】 今村　豪　　　
　【浅　川】 外川眞佐彦

＝行政区長＝
　【山　彦】 渡辺秀一　　　　【竹の子・松場】 佐野尚平
　【湖　南】 奥　秀明　　　　【富士桜・スバル】 渡辺正夫
　【青空・うそぶき】 外川信行　【富　士】 渡辺一正　　　
　【蜂の子】 広瀬全光　　　　【浅　川】 外川豊秀　　　
　【ひばり】 清水　忠　　　　 【富士見】 渡辺明彦　　　
　【高尾・ニュータウン】 渡辺孝保　
　【高尾南】 三浦武彦

小立地区
　【乳ケ崎】 渡辺　久　　　　【林】 古屋幸男　　　　　
　【久　保】 山中三雄　　　　【八町屋】 深澤義行　　　  
　【西】 渡辺　一
　【町営住宅小立団地】 後藤麻衣　
　【河口湖ニュータウン】 佐藤　章

大石地区
　【中　沢】 堀内幸政　　　　【上　手】 貴家健一　　  
　【東　村】 堀内万吉　　　　【下　条】 堀内繁文　　　
　【後　藤】 堀内久雄　　　　【中　村】 堀内永一
　【湯　口】 堀内桂一　　　　【ペンション村】 畠中伸子　  
　【松風台】 小宮山信子

河口地区
　【第　一】 藤原和夫　　　　【第　二】 髙橋喜信 　　　
　【第　三】 林　光義　　　　【第　四】 田村　衞　　 　
　【第　五】 梶原光政　　　　【第　六】 中嶋一浩

勝山地区
　【第一区】 小佐野繁治　　　【第二区】 倉澤傳夫　　　
　【第三区】 堀内益男

足和田地区
　【長浜区】 宮下重光　　　　【西湖区】 三浦邦武　　　
　【根場区】 三浦健司

上九一色地区
　【精進区】 渡辺　久　　　　【本栖区】 滝口雅博

　町内には、６７の区・自治会（船津地区３５、小立地区７、大
石地区９、河口地区６、勝山地区３、足和田地区４、上九地区
３）があり、快適で住みよい環境づくりを進めるため、各団体
でさまざまな活動や行事を行なっています。普段から育成会
活動や公民館まつりなど地域間のコミュニケーションの形成
や、自主防災組織の確立など有事の際には地域の防災力と
して非常に大きいものがあります。
　まだ加入されていない方も自治会活動に加わり、近隣の
方と親睦を深めながら地区共通の課題や防災活動に一緒
になって取り組み、安全・安心で豊かな地域づくりに取り組み
ましょう。
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富士河口湖町男女共同参画フォーラム2019富士河口湖町男女共同参画フォーラム2019

問い合わせ先
富士河口湖町政策企画課
ＴＥＬ　0555-72-1129

主催　富士河口湖町男女共同参画推進委員会
後援　山梨県　富士河口湖町　富士河口湖町教育委員会　河口湖商工会　
　　　河口湖有線テレビ放送　北富士有線テレビ放送　ＦＭふじやま

主催　富士河口湖町男女共同参画推進委員会
後援　山梨県　富士河口湖町　富士河口湖町教育委員会　河口湖商工会　
　　　河口湖有線テレビ放送　北富士有線テレビ放送　ＦＭふじやま

いきいきとみんなが輝き

～みんなで学ぼう　男女共同参画～
・・・町では、男女共同参画の推進により女性が活躍できる社会の実現をめざして幅広い活動を展開しています・・・

　 　　活躍できる未来に向けて　 　　活躍できる未来に向けて入場無料

入場無料

平成31年
３月３日（日）

勝山ふれあいセンター
　　　　　　さくやホール

ときとき

ところところ

◎13:20～13:30　式典
◎13:30～13:45　「標語・俳句・川柳」等入賞作品表彰
◎13:45～14:00　男女共同参画推進委員の活動発表

タイム
スケジュール

タイム
スケジュール

手話通訳・要約筆記　配置

14:10～15:40　
創作落語「育児休業」＋ミニライブ 講師：千金亭 値千金 さん

男女 共 同 参 画 フ ォ ー ラ ム男女 共 同 参 画 フ ォ ー ラ ム
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地　区 日　程 受付時間 場　所
富士ヶ嶺

精進・本栖

勝　　山

大　　嵐

大　　石

河　　口

３月 １日㈮

３月 １日㈮

３月 ４日㈪

３月 ４日㈪

３月 ６日㈬

３月 ６日㈬

３月 ７日㈭
３月 ８日㈮

３月 ５日㈫

船津・浅川・小立
　　

長浜・西湖
西湖西・西湖南

　　　　

　９：３０～１１：４５

１３：３０～１６：００

　９：３０～１１：４５

１３：３０～１６：００

　９：００～１１：４５

１３：３０～１６：３０

　９：３０～１１：４５
１３：００～１６：００

　９：００～１１：４５
１３：００～１６：３０

（両日とも）

上九一色出張所

精 進 出 張 所

勝 山 出 張 所

大 嵐 出 張 所

大 石 出 張 所

河 口 出 張 所

足 和 田 出 張 所

富士河口湖町役場
２階ホール

（地域防災課前）

※上の日程で都合の悪い方は、３月１１日（月）以降、役場 地域防災課（２階）にて受付します。
　またはお近くの出張所に預けていただくことも可能です。

１人年額５００円（中途加入も同額）
2019年4月1日から2020年3月31日まで
（中途加入の場合は、加入した翌日から2020年3月31日まで）
富士河口湖町に住民登録されている方
学生については、他県等に転出していても加入できます。
また加入者が途中他市町村へ転出した場合でも共済期間中は
有効です。
次の表の日程で受付をします。
富士河口湖町役場　地域防災課　防災係　℡７２-１１７０

　交通災害共済は、加入者が交通事故に遭った場
合に、ケガ等の程度によって見舞金をお支払いする
相互救済の制度です。
　１人年間５００円の掛金で、災害の程度により見
舞金が支給されます。支給額は、１万円（通院１日～
５日のケガ）から最高１００万円（死亡時）です。
　交通事故は自分自身が気をつけていても、運転

中や同乗中、歩行中など、いつどんな時に遭遇するかわかりません。
ご家族全員で加入しましょう。

31

小さな事故でも警察に届出を小さな事故でも警察に届出を
交通事故証明書等がない場合、見舞金が制限されます。
（限度額３万円）
自転車事故などの小さな事故も必ず警察に届出をして下さい。

◇共済期間
◇共済掛金

◇加入資格

◇加入申込

◇問合せ先
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平成３１年３月１１日(月)
午前１０時

 シェイクアウトは世界各地で行われています。
平成30年の日本におけるシェイクアウト訓練参加者は約630万人！
富士河口湖町民として、この史上最大の防災訓練に参加しましょう！

自分を守って 大切な人を助けよう！　史上最大の防災訓練 「シェイクアウト訓練」

　家や職場では、タンスや本棚だけ
でなく、食卓を囲むテーブルや椅子、
ピアノ、職場の机、コピー機など、固
定されていないものはすべて大きく
動きます。
　外出先では、電柱、看板、塀、店の
商品なども危険になります。
　地震の揺れ自体ではなく、落下物
や倒壊物により、ケガをしたり亡く
なったりしているのです。

自分が助かり、誰かを助け、
すぐ復旧活動に取りかかれるか否かは、
身を守る安全行動にかかっているといっても過言ではありません。
グラッ！の揺れに瞬時に反応できるようになるためには、
訓練を重ねるしかありません。

大地震が発生したら！

事前参加登録をしましょう！

　　　　　　　　　　　　　　シェイクアウトへの登録により、
登録者・団体は、「史上最大の防災訓練参加人数」に加算されます。
そして、参加した方々は、次に起こる大地震を無事に乗り切り、
早期復旧へ備えることができます。「誰でも」「どこでも」参加できる
シェイクアウト。申込みはとても簡単で短時間で済みます。

参加するメリット

固定していないものは
すべて動き出す！

午前１０時

◎ お住まいの地区　（該当する□印に✓点をつけてください）
□ 船津 　□ 浅川 　□ 小立 　□ 大石 　□ 河口 　□ 勝山 　□ 大嵐 　□ 長浜　
□ 西湖 　□ 根場 　□ 精進 　□ 本栖 　□ 富士ヶ嶺 　□ 町内在勤・在学
◎ 参加形態　（該当する□印に✓点をつけてください）
□ 個人・家族 　□ 学校 　□ 企業 　□ 自治会等 　□ 友達などグループ 　□ その他
◎ 参加予定人数　　　　　　　　　　　　人　
◎ 訓練後に簡単なアンケートをお願いする予定です。
メールでのアンケート配信にご了承いただける方はメールアドレスのご記入をお願いします。
アドレス　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※以下は、団体等で参加の方のみご記入ください　（個人・家族以外）
◎ 組織・団体名　                                                        　　　　
◎ 上の団体名を町ＨＰ等へ掲載してよろしいですか（該当する□印に✓点をつけてください）
□　はい　（希望します）　　　　□　いいえ　（希望しません）

シェイクアウト訓練　事前参加登録申込書

訓練専用QRコードを
読み取るか、入力する。

お手持ちのスマホから
緊急地震速報の
アラーム音が鳴ります。
安全行動をとって下さい。

地震防災訓練
アプリをダウンロードし
開く。

問合せ：町役場地域防災課 72-1170

～申込方法～  ◎ 申込用紙から（下部分の申込用紙）　◎ 町HP内登録フォームから　
　   　　　　　　  ↑地域防災課または出張所へ提出またはFAX（72-0969）　　 ◎ 電話から（72-1170）

 『地震防災訓練アプリ』を
ダウンロードしましょう！

３/１１ ＡＭ１０：００
スマホから 本番さながら 
緊急地震速報のアラーム音と

訓練メッセージが
配信されます！

キリトリ線キリトリ線

午前



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

　第48回信玄公祭りは、4月5日（金）～7日（日）までの
３日間、甲府市中心街を会場として開催いたします。信
玄公祭りを安全かつ円滑に運営するため、会場における
警備・案内などのボランティアスタッフを募集いたします。
■業務内容・募集人員
　⑴会場警備ボランティア　100名
　　「甲州軍団出陣」時における観客、通行人及び出陣
　　団体の整理・誘導等
　⑵パンフレット配布・会場案内ボランティア各日15名
　　本部テントや会場にて、パンフレットの配布や会
　　場案内
■日　時
　⑴会場警備ボランティア
　　　4月6日（土）14時～19時30分（予定）
　⑵パンフレット配布・会場案内ボランティア
　　　4月5日（金）15時～18時（予定）
　　　4月6日（土）10時～15時（予定）
■応募資格
　原則として18歳以上70歳未満で、人を喜ばせる事
　が好きな方
　なお、高校生は参加に際し、保護者の同意が必要
■傷害保険　信玄公祭り実行委員会の負担により加入
■応募方法
　参加申込書に必要事項を記入し、持参、郵送、ＦＡＸ
　又はＥメールにより応募
■応募締切　3月1日（金）必着
■その他
　・当日に日当（食事券600円分）と信玄公祭りスタッ
　　フジャンパーを支給
　・会場警備ボランティアは事前説明会【3月27日（水）】
　　に出席をお願いします。
　・会場までの交通手段及び宿泊等の手配は各自でお
　　願いします。なお、交通費、宿泊代等は自己負担と
　　なります。
●応募・問合せ先
　信玄公祭り実行委員会「会場ボランティア」係
　　〒400-0031 甲府市丸の内1-6-1山梨県庁別館2階
　　（公社）やまなし観光推進機構内
　　　TEL　055-231-2722
　　　FAX　055-221-3040
　　　Eメール　y-tanaka@yamakan-sk.jp

　点字は指先などで触って読む文字で、目の不自由な人
にとって大切な情報源のひとつです。講習会では、初心
者の方を対象に私たちが普段読んでいる文字を点字に
訳す方法について学習します。興味のある方ならどなた
でも参加できます。どうぞお気軽にご参加ください！
■日　時　2月25日、3月4日、3月11日
　　　　　（いずれも月曜日）
　　　　　9時30分～11時30分まで　合計3回実施
■会　場　山梨県立富士ふれあいセンター
　　　　　（富士河口湖町船津6663-1）

■講　師　松浦　敬子先生
　　　　　（青い鳥奉仕団点訳奉仕員）
■対象者　点訳に興味のある方ならどなたでも
■その他
　・必要な機器は用意してあります。
　・受講料は無料です。
　・参加を希望される方は2月18日（月）までにお申し
　　込みください。
　・原則3名以上で講座を開催いたします。
　・大雪などの悪天候の日には、開催を中止することが
　　あります。
●申込み・問合せ先　富士ふれあいセンター
　　　　　　　　　　　℡0555-72-5533

　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　3月2日（土）　10時～15時
　　　　　1件につき約１時間の相談となります。
■場　所　山梨県立盲学校（甲府市下飯田2-10-2）
■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
　　2月28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。
●申込み・問合せ先
　　山梨県立盲学校　Eye愛ひとみ相談支援センター
　　　（担当　吉田）℡055-226-3361　
　　　　　　　　　　Fax055-226-3362

　富士山五合目周辺において自然解説や自然保護の啓
発をする自然解説員を募集します。
■募集人員　20名程度
■勤務期間　5月1日から10月31日まで
　　　　　 （事務局の要請に応じて勤務していただきます。）
■勤務時間　9時から16時30分まで
■勤務地　富士山五合目総合管理センター
■賃　金　日給7,450円
■募集締切　3月8日（金）（当日消印有効）
■申込方法　申込書に必要事項を記入し、書類を添付
　　　　　　のうえ、郵送又は持参してください。
　　　　　　詳しい内容は、ホームページをご覧になる
　　　　　　か、電話又は電子メールにてお問い合わせ
　　　　　　ください。
●申込み・問合せ先
　　富士山五合目周辺公園利用協議会
　　富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合
　　森林事業部　森林文化課
　　℡0555-22-3355（内線132）
　　URL　http://www.onshirin.jp/
　　E-mail　shinrinbunka@onshirin.jp

第48回信玄公祭り
「ボランティアスタッフ」を募集します

平成31年度
富士山五合目自然解説員募集

初級点訳講習会開催のお知らせ

春のEye愛ひとみ相談会のお知らせ
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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

■日　時　2月10日(日)　10時～12時
■講　師　ディナ小幡さん、プリティ武藤さん
■受　講　材料費1,500円
■持ち物　エプロン、三角巾、ハンドタオル　
■無料託児あり
■対　象　小学5年生以上20名
●問合せ先　ぴゅあ富士　℡0554-45-1666

　大月年金事務所では、年金相談にご来所されるお客
様の相談日時のご予約を承っています。ご予約いただく
ことで、優先的にご相談に応じさせていただくため、お
待たせ時間の短縮につながります。また、相談に必要な
年金記録を事前に準備させていただきますので、相談内
容もよりスピーディーな対応が可能です。お電話にてご
予約の際には、基礎年金番号をお伺いしますので、年金
手帳等、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
■予約申し込み電話番号　0554-22-7939（直通）
　大月年金事務所　お客様相談室
※受付時間　平日8：30から17：15まで
●問合せ先　大月年金事務所　0554-22-7939

　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。
●問合せ先　富士山世界遺産センター
　　　　　　　℡0555-72-0259

　吉田口登山道には騮ヶ馬場(りゅうがばば)と呼ばれる
場所があります。古来、この場所より高所では鳴物が禁

止され、俗界と信仰世界との境界と認識されてきました。
　現在、勝山（富士河口湖町）の冨士御室浅間神社と下
吉田（富士吉田市）の小室浅間神社で執り行われている
流鏑馬(やぶさめ)の神事は、かつてはこの騮ヶ馬場で執
り行われていたといいます。本展示では、騮ヶ馬場や流鏑
馬をキーワードに、富士山の信仰の場や神事について紹
介します。
■期　間　１月１日（火）～2月25日（月）
■開館時間　8時30分～17時（最終入館16時30分）
■場　所　富士山世界遺産センター
■観覧料　南館入館料一般　420円
　　　　　大学生　　　　　 210円
　　　　　高校生以下　　　　無料
●問合せ先　富士山世界遺産センター　
　　　　　　　℡0555-72-2314

　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
　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
●問合せ先　富士山ボランティアセンター 
　　　　　　　℡0555-20-9229

■日　時　2月9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
■演　題　森林とのつながりから見たツキノワグマの生態
■講　師　小池伸介さん
　　　　　　（東京農工大学大学院農学研究院 准教授）
■対　象　富士山周辺の自然ガイド、インタープリター、
　　　　　一般
■定　員　約120名
■参加費　無料　事前申込不要
●問合せ先　山梨県富士山科学研究所
　　　　　　　℡0555-72-6206(広報・交流担当）

■日　時　2月23日（土）13時～15時45分
　　　　　（受付12時30分～）
■場　所　山梨県立図書館1階イベントスペース
　　　　　（甲府駅北口）
■対　象　どなたでも
■定　員　150名
■参加費　無料
●問合せ先　山梨県富士山科学研究所
　　　　　　　℡0555-72-6206(広報・交流担当）

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

年金相談の予約を受付しています

山梨県富士山科学研究所から
山梨県立富士山世界遺産センターから

企画展「吉田口登山道の騮ヶ馬場(りゅうがばば)と
流鏑馬(やぶさめ)」開催

富士山レンジャー写真展　開催

「平成30年度　
　　　山梨県富士山科学研究所　研究成果発表会」

「スキルアップセミナー(3)」

富士山の日フェア開催

世界のごはん！ インドネシア料理教室

広報 112019年 2月号



インフォメーションインフォメーション

i nformationnformation

■日　時　3月10日（日）　13時
■会　場　昭和町内（現地集合）
■対　象　25歳代～50歳代
■人　数　20組
■会　費　3,000円

■日　時　4月14日（日）　13時
■会　場　アピオ
■対　象　30歳代～60歳代
■人　数　20組
■会　費　3,000円(ケーキ飲物付)
※当会主催のパーティーは全て障害者の方の参加を受付て
　います。
■主　催　地域活性化婚活支援出雲会
　　　　　山梨県縁結びサポーター登録団体
●申込み・問合せ先　090-8720-3332（青柳）
　　　　　　　　　　090-5553-6884（飯久保）

　NHK-BSプレミアムで放送予定の、「にっぽん縦断 こころ
旅（2019春の旅）」。4月2日、奈良県をスタート。三重、愛知、
静岡、長野と北上し、山梨、埼玉、群馬、新潟、山形、秋田か
ら北海道（２週）を目指します。番組では、みなさんからのお
手紙で旅のルートを決定するため、町内の「忘れられない場
所、風景」にまつわる手紙を募集しています。
■山梨県の放送予定　5月13日（月）～5月17日（金）
■応募期限　4月1日（月）必着
■応募内容　住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思い出の
　　　　　　場所、風景にまつわるエピソード
■応募方法
　・番組ホームページから　www.nhk.or.jp/kokorotabi/
　・FAX　03-3465-1327
　・郵送　〒150-8001　ＮＨＫ「こころ旅」係
●問合せ先　ＮＨＫふれあいセンター
　　　　　　℡0570-066-066　
　　　　　　または　℡050-3786-5000

■対　象　再就職に必要な技能・技術を身につけたい方
■コース　ＩＴ機器プロダクト科（旧電子制御技術科）、
　　　　　産業技術科
■訓練期間　3月5日～9月30日（7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　2月12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　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、産業技術科、ＩＴ機器
　　　　　プロダクト科（旧電子制御技術科）
■訓練期間　4月2日～9月30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　3月5日までに
　　　　　　住所または居所を管轄するハローワークへ
●問合せ先　ポリテクセンター山梨　℡ 055-242-3066

　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
　　　2月10日（日）　 メニュー　からあげ定食
　　　2月23日（土）　メニュー　しょうが焼き定食
　　　3月10日（日）　メニュー　コロッケ定食
　　　3月23日（土）　メニュー　ちらしずし
■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　かかし食堂と同じ日に開催します
■参加費　無料
■会　場　ウエルシア河口湖船津店（ウエルカフェ） 
●問合せ先　NPO法人富士と湖とかかしの里
　　　　　　　℡0555-72-2989

「ここから始まる運命の出会い」
 婚活パーティー開催のお知らせ

NHK-BSプレミアム「にっぽん縦断こころ旅」　
お手紙を募集します

NPO法人
富士と湖とかかしの里からのお知らせ

「婚活パーティー～いちご狩りみないいちご園～」

「熟年婚活」

再就職を目指す方へ「職業訓練受講者（3月生）」募集中

再就職を目指す方へ「職業訓練受講者（4月生）」募集中

「いらっしゃい　ニコニコかかし食堂」

「ニコニコかかし教室」

ポリテクセンター山梨からのお知らせ
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～富士河口湖町 出会いサポートイベント～

参加者募集

平成３1年３月１０日㈰ 午前１１時～午後３時（受付：午前１０：３０～）
タコドール（船津7578-10）
男性・女性共に３０歳～４５歳までの独身の方
男性・女性 各１０名
男性５,５００円、女性２,５００円
（町内在住者割引あり　男性３,５００円　女性１,０００円）
平成３１年２月２８日（木）
メールアドレスから下記内容を記入し、申し込みください。
メールアドレス　wincere2013@gmail.com 件名「河口湖タコスｄe恋活」
本文　①お名前　②生年月日　③お住まいの市町村　④携帯電話番号　⑤メールアドレス
山梨恋活コミュニティ　０９０－４５９７－９９１５(入倉)
富士河口湖町社会福祉協議会(結婚相談所担当)　０５５５－７２－１４３０　

＊申込多数の場合は、男性は抽選、女性は先着順とさせていただきます。

＊お申し込みいただいた個人情報は、本イベントの運営のみに利用します。

開 催 日

注意事項

婚活会場
参加対象
定 　 員
参加費用

申込締切

申込・問合せ

☆☆富士河口コン☆☆☆☆富士河口コン☆☆☆☆富士河口コン☆☆

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

※主催：富士河口湖町結婚相談所　／　運営：山梨恋活コミュニティ

　富士北麓地域高齢者作品展は、県老連富士北麓ブ
ロック７市町村（富士河口湖町・富士吉田市・西桂町・忍
野村・山中湖村・鳴沢村・道志村）の代表理事の市町村
が担当します。今年度は山中湖村で開催いたします。
富士河口湖町からも多数の作品を出展致しますので、
どうぞご観覧ください。
　日程は下記のとおりになります。

■開催日時：平成３１年２月２０日（水）午後
　　　　　　　　　　　　～２月２２日（金）午前
■開催場所：山中湖村公民館
　　　　　　（住所　山中湖村山中４４８）

　山梨県社会福祉協議会では、「山梨県シルバー俳句
大会」の俳句を募集しています。
応募の方は下記の要領で直接お申し込みください。

■応募資格：県内在住の６０歳以上のアマチュアの方
　　　　　　（昭和３５年４月１日以前生まれの方）

■応募方法：ハガキで未発表作品１人２句以内
　　　　　 ・住所、氏名、生年月日、年齢、性別、
　　　　　 電話番号を明記

■留意事項：・作品、氏名等の漢字には必ずふりがな
　　　　　 ・筆名使用の場合は必ず本名も併記
　　　　　 ・応募作品はすべて展示します。

■応募期限：平成３１年３月１９日（火）当日消印有効

■応 募 先：（福）山梨県社会福祉協議会 福祉振興課
　　　　　　　　〒400-0005
　　　　　　　　甲府市北新１丁目２－１２
　　　　　　　　　　　　　山梨県福祉プラザ４階

■問合せ先：山梨県社会福祉協議会福祉振興課
　　　　　　　　電 話　055-254-8610
　　　　　　　　FAX　055-254-8614

『山梨県シルバー俳句大会』
俳句募集

『富士北麓地域高齢者作品展』
今年度は山中湖村で開催
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平成30年度　富士河口湖町　世界遺産富士山講座

第７回 「大衆登山を支える川口御師」～御坂峠を越える道者を迎え入れた川口御師～

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：2月20日（水曜日） 午後７時～９時　　 ●会　場：富士河口湖町中央公民館　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。
※開催日に大雪注意報または大雪警報が発令された際は翌月の第３水曜日に順延いたします。

※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

中央公民館ロビー展示

ボランティア作品展
『ポスター・作文』

2月16日㈯～2月25日㈪午前

　明治時代に入り文明開化と殖産興業の動きが起こると、その流れは富士山にも大きな影響を与えます。神仏混淆の信仰
形態は、神仏分離令により仏教色の排除につながり、江戸時代までの女人禁制も解除されます。鉄道の敷設、道路網の整備
により交通体系も大きな革新がなされ、富士山の信仰登山は観光登山へと変遷していきます。富士北麓の開発の状況を中
心に近代化と富士信仰の変革を追います。

第11回（最終回）「近代化と富士信仰の変革」
～信仰登山から観光登山への変遷～

スクエアダンス 無料体験教室スクエアダンス 無料体験教室

社会福祉協議会への小中学生の
応募作品を展示します。

　NHK「おはよう日本」でも紹介されたスクエアダンス。
アメリカで生まれた不思議なダンス。万華鏡のように歩き、
先が読めない不思議なダンス。年齢・性別は問いません。　
　下記の４日間、無料体験教室を行います。ぜひご参加くだ
さい。事前申し込み無しでもＯＫです。

●日　時：2/7、2/14、3/14、3/28（木）
　　　　　午後7時～9時　（1回のみでも可）
●場　所：富士河口湖町中央公民館ホール
●申込み・問合せ先：小川　君江　0555-73-2602
＊尚、４月より初心者講習を始めます。

富士河口湖町　町史編纂講演会
テーマ「みんなで町史をつくろう！　～町史編纂とまちづくり～」

　富士河口湖町は富士山と湖、森林などの豊かな自然に恵まれ長い歴史を歩んできた町です。この富士河口湖町の歴史の歩
みをたどる町史を編纂する事業を計画しています。町史編纂は、地域の誇りとなり、未来のまちづくりにつながる重要な事業
です。町史編纂基本計画策定委員会の会長で、考古学者である末木健氏を講師に迎え、町史編纂とまちづくりについて考え
ます。

●日　時：平成31年３月１６日（土曜日）　13：30～15：30
●会　場：富士河口湖町中央公民館　ホール　
●講　師：末木　健氏　
　　　　  富士河口湖町史編纂基本計画策定委員会　会長
　　　　  山梨県考古学協会　会長
　　　　  山梨県文化財保護審議会委員
●定　員：100名（要申込み・定員になり締切）　参加費　無料
●問合せ・申込み：72-6053（生涯学習課文化財係）
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TEL 0555-72-6053　  FAX 0555-73-1358
　○問合せ先　教育委員会　生涯学習課

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
　暦の上では春の始まりを告げる立春が過ぎたとはいえ，まだまだ厳しい寒さが続き，暖かい春が待ち遠しい日々です。けれども，春
は確かにすぐそこまで来ているのです。中央公民館横の大きなこぶしの木を見上げると，こぶしの花の蕾がかわいらしくふくらんで
いるではありませんか。ちゃんと春が近づいていることを知らせてくれています。
学校では３学期が始まり，１か月が過ぎようとしています。新しい年が始まり，目標を
掲げ，夢と希望をもって学校生活を送っているでしょうか。
　どの子も，今の自分よりもステップアップしたいと思っています。周囲の大人も親
も，子ども達に「こうなってほしい。ああなってほしい。」という願いや夢が大きくふく
らむ時期です。しかし，前に進む不安や焦りで，どうしたらよいか困ってしまう事もあ
ると思います。それが，誰にでも話せる内容ではないこともあります。
　そんなときは，「子どものことで心配なことがあります。」「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。一人で悩まず，
子ども達が良い方向に進めるようにできることをしていきましょう。教育センターの
教育相談では，秘密厳守で相談にのっています。

困っていること 悩んでいること
相談してみませんか

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

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

●期　日：3/24（日）　　　●場　所：勝山ふれあいセンター
●持ち物：飲み物、タオル、上履き、ヨガマット（レンタル有）
●参加料：1レッスン200円　　＊各プログラム先着25名
●内　容： 9：30～10：30　☆ピラティス　♡なんでもキッズ・ジュニア
　　　  　10：45～11：45　☆ナチュラル・ヨ～ガ　♡運動発達＆体操
　　　  　14：00～15：00　☆ハタ・ヨガ
　　　　  15：15～16：15　☆体幹トレーニング　♡ＺＵＭＢＡ Ｋｉｄｓ Ｊｒ
　　　　  16：30～17：30　☆ZUMBA
●締切日：3月20日（水）午後５時必着　プログラムに空きがある場合は当日参加ＯＫ！
●その他：天候等により急きょ中止になる場合はホームページお知らせ欄に掲載いたし
　　　　  ますのでご確認ください。
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氏名（ふりがな）　②電話番号（携帯番号）　③参加希望プログラム
総合型地域スポーツクラブ クラブ富士山　　　club223@lcnet.jp　☎0555-72-4772

●対象：年中児～小学２年生とその保護者
　　　　(町民が優先となります。)
●期日：３月１８日（月）
●場所：子ども未来創造館音楽スタジオ
●時間：午後4時～ (バレエ初心者)　
　　　  午後4時50分～ (継続者)
●申込方法：メールにてお申込み下さい。
　　　　　  必ず受信設定をお願いします。
　　　　　　　①氏名（ふりがな）　　　
　　　　　　　②現在の学年　
　　　　　　　③保護者携帯番号
●申 込 先：総合型地域スポーツクラブ　
　　　　　 クラブ富士山
　　　　　　　club223@lcnet.jp

会員さん以外でもご参加いただけます。当日入会受付も行います！
クラブ富士山感謝Ｄａｙクラブ富士山感謝Ｄａｙクラブ富士山感謝Ｄａｙ クラシックバレエ無料体験会

☆中学生以上
♡年中児～小学生
が対象となります。

クラブ富士山９０minマラソン

3月23日(土)午前10時30分～　富士河口湖町民体育館
家族、友人とタスキをつなごう！

●種　　目：個人の部…中学生以上　１人で90分走り続ける自信のある方　先着１０名
　　　　　  団体の部…小学生以上　2～5人でタスキをつなぎ90分支えあえるチーム　先着20チーム
●参 加 料：１人500円　　【特別料金　団体の部1チーム5名の場合2000円】
●申込〆切：3月15日（金）午後５時メール必着
●申込方法：クラブ富士山ホームページに掲載いたしますのでご覧ください。
　　　　　  総合型地域スポーツクラブ　クラブ富士山　　http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

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

TEL 0555-72-6053　 FAX 0555-73-1358
第5回

中央公民館で活動しているサークルの芸能発表や
展示など盛りだくさん。
地域の皆さんのご参加もお待ちしています

中央公民館で活動しているサークルの芸能発表や
展示など盛りだくさん。
地域の皆さんのご参加もお待ちしています。

【江戸芸能研鑽会】

(入場無料)

落語/真打  古今亭菊春
色物/幇間(お座敷芸)  桜川七助

記念公演●日時：3月2日（土）　午前10時～午後3時
●場所：富士河口湖町中央公民館
●内容：10:00～15:00作品展示、10:00～13:20体験コーナー
　　　  10:00～12:30芸能発表、13:30～15:00記念公演

うどん・カレー販売
（数量限定）

ほうかん
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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
2月20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

2月27日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

3月6日㊌ 

☆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(事前に予約
　が必要)・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

☆小学生対象☆

☆どなたでも☆

あそぼう！こどみんあそぼう！こどみんあそぼう！こどみん

おもちゃ病院おもちゃ病院おもちゃ病院

　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♪今年度最後はクッキ
ング!【くるくるサンド】を作ります！美味し
く巻いて、楽しく作りましょう♬。

　おもしろいプリントやクイズで脳を鍛え
るのが脳トレです。今年度最後の脳トレ！
どんどん挑戦しよう！

　大切にしていたおもちゃなのに、動かな
くなったものはありませんか？スーパードク
ターが診てくれます！完治率も高いですよ!
ぜひどうぞ…。
日　時：2月22日㈮・3月8日㈮ 
　　　13：00～15：00
※部品代などがかかる場合もあります。

日　時:3月9日㈯ 10：30～11：30
参加費:申込み:定員:なし　
持ち物:のみもの

112/10 12 13 14 15 16

1817 19 20 21 22 23

25 26 27 28 3/1 2

43 5 6 7 8 9

平成31年 2月10日～3月9日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

AMつみき キラキラビクス

AMプラレール
将棋教室

つどい

つどい

リトミック
つどい

tetote

つどい

つどい

（おやこの日）

（PM助産師相談）

ブラウンベア

マムベビー

母親学級

育児学級
児クラ申請
　　締め切り

ふれあい教室
（AB合同）

ク富バレエ

ク富バレエ

つどい
ク富バレエ

ク富ズンバ

ク富ズンバ

ク富ズンバ

おもちゃ病院

ク富ズンバ
おもちゃ病院

ワイワイくらぶ

○子

つどい○子

つどい つどい○栄

つどい○栄
（からだの日）

つどい
（ひなまつり会）

（お誕生日会）

（さくやホール）

（読み聞かせの日）

funfunくらぶ
（脳トレ⑦）

あそぼう
　　こどみん！

ふれあい教室A

24

　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：2月21日㈭ 1：30～2:30
対　象：0歳親子（ハイハイ前まで）
持ち物：バスタオル　申込み・参加費：なし 

　活動期になる2歳を迎える親子に贈るお楽し
みの時間です。季節の歌遊びや工作を親子で楽
しみませんか☆　　

※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

日　時：2月20日(水)　１０：００～１０：４５
申込み：参加費：なし　持ち物：のみもの
対　象:Ｈ2８．４．２～Ｈ2９．４．１生まれ
内　容：リズム遊び・廃材おもちゃ作り・
　　　　育児のプチ情報・読み聞かせなど

親子ふれあい教室のため、
２/26（火）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。

休館日

休館日

休館日

funfunくらぶ 脳トレ⑦脳トレ⑦脳トレ⑦

日　時：２月23日㈯ 13：00～15：00
　　　【時間内に自由に来てね】
申込み：定員：参加費：持ち物：なし

　子ども未来創造館では、原則として放課
後や学校休業日に、就労などにより家庭に
保護者がいない児童を対象とした『児童ク
ラブ登録児童』（定員40名）を募集します。
登録審査をさせていただくため、必ず申請
書を受け取り、期限厳守【2月末まで】に提
出して下さい。また、利用料については、お
問い合わせください。
＊申請についての詳細は、『こどみらだより
　２月号』をご覧ください。

平成31年度
児童クラブ登録について

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア

　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！
日　時：2月12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

　女の子の成長を祝うひなまつり♥春の訪
れを感じながら男の子の成長もお祝いします。
　手遊び・制作・つどい＆こどみらスタッフ
による名（迷）作など「かわいく！華やかに
！」をモットーに愉快なプログラムを用意し
てお待ちしています！

日　時:3月1日㈮ 11：00～
定員:参加費:申込み:なし　

つどいの広場と
合同企画 ひなまつり会ひなまつり会ひなまつり会

＜休館日＞
2月10・11・24日
＜休館日＞
2月10・11・24日

～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～ ～～ ～～ ～～ ～
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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／28日㈭は館内整理日のため休館

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

※課題本は図書館で用意いたします。

■日 時：2月23日㈯  午後2時～
■場 所：生涯学習館　学習室１
■課 題：「劇場」又吉直樹 著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。
第144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～

うさぎのおやこ
10:30～

スノードームをつくろう!
11:00～/14:00～

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

3/1

10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 228

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

平成31年 2月10日 ～ 3月16日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16
ママピヨ
10:30～
11:30～

P

P
P
P

P

ピーカーブー エトワールの会
13:30～
（読み聞かせ）
本のコーティング講座
10:00～

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

ママピヨ
10:30～
11:30～

パパの絵本タイム
13:30～

読書会 14:00～

P

ママピヨ
10:30～
11:30～

P

P

P

P

P

生涯学習館貸出ランキング２０１8生涯学習館貸出ランキング２０１8生涯学習館貸出ランキング２０１8生涯学習館貸出ランキング２０１8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

『羊と鋼の森』宮下奈都 著
『虚ろな十字架』東野圭吾 著
『コーヒーが冷めないうちに』川口俊和 著
『蜜蜂と遠雷』恩田陸 著
『珈琲店タレーランの事件簿』岡崎琢磨 著
『大家さんと僕』矢部太郎 著
『極上の孤独』下重暁子 著
『ひとり暮らしのかんたんレシピ』大場英子 著
『ラプラスの魔女』東野圭吾 著
『オンナの奥義』阿川佐和子 著

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

一般書　 子どもの本　 Ｃ Ｄ
『RECYCLE GreatestHits of SPITZ』スピッツ
『 I 』 JUJU
『Everybody!!』WANIMA
『がらくた』桑田佳祐
『BOOTLEG』米津玄師
『youth』竹原ピストル
『Bremen』米津玄師
『ドラえもんベスト～パオパオダンス～』オムニバス
『ゆずイロハ　1997-2017』ゆず
『Fantome』宇多田ヒカル

館内整理日

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 

■日　時：3月9日(土)　午前10時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■対　象：小学５年生以上　　　■材料費：200円
■定　員：10名（お申込みは、2月12日(火)10時～)
■持ち物：コーティングしたい本
　　　　（3冊まで　本の大きさ：一辺38ｃｍまで）
　　　　 定規（なるべく30ｃｍのもの）、はさみ

本のコーティング講座本のコーティング講座本のコーティング講座本のコーティング講座 P

『ものぐさトミー』ペーン・デュボア 作・絵
『三びきのやぎのがらがらどん』マーシャ・ブラウン 絵
『いちごです』川端誠 作
『すごいね！みんなの通学路』ローズマリーマーカニー 作
『ももたろう』松居直 作
『てぶくろ＝ウクライナ民話』エフゲーニ・ラチョフ 絵
『バーバパパのだいサーカス』アネット・チゾン 作
『じごくのそうべえ』田島征彦 作
『バムとケロのおかいもの』島田ゆか 作・絵　
『にこにこげんきのおまじない』やなせスタジオ 作画

新作絵本を寄贈していただきました。

「約　束」
―日本で一番知られている昔話―

　テレビアニメシリーズ「まんが日本昔ばなし」の作画・
演出に携わった画家、前田康成（まえだ こうせい）さん
（富士河口湖町在住）より上記タイトルの資料5冊いただ
きました。昔話の「桃太郎」が、心
あたたまるおはなしになっていま
す。各地区図書館でもご利用いた
だけます。どうぞご利用ください。
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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

西湖コウモリ穴と剣丸尾の越冬コウモリ西湖コウモリ穴と剣丸尾の越冬コウモリ

○2月23・24日に富士市のふじさんめっせで開催予定の「なんでも富士山2019」で、富士山自然保護センターが活動紹介の展示を行う
　予定です。

　西湖コウモリ穴の洞内外の気温を２０１５年５月から温度ロガーを設置して調査していま
すが、そのデータ回収と同時に毎年実施している越冬中のコウモリ類の調査を１２月１４日
に行いました。2016年に471頭、2017年には135頭がみられたコキクガシラコウモリは3頭
が確認されただけで、まだ越冬態勢に入っていないのかなと感じました。また、2016年に
71頭、2017年に89頭がみられたキクガシラコウモリ（写真はその集団）も31頭の確認にと
どまりました。しかし、例年は１月以降に確認されることが多いウサギコウモリの1頭が奥の
コウモリ保護区内で確認でき（写真）、前２種の確認できた個体数の少なさも含め暖冬の
影響で1月以降に増えるのではと思いました。
　一方、前号でお知らせした船津胎内神社のコウモリは、１２月から１月には全く見られなく
なり心配していましたが、１月１１日に剣丸尾の溶岩樹型内を見に行きましたら、例年の場所にテングコウモリ１頭が止まって冬眠して
いて安心しました。ちょうど寒くなり始めの時期でもあり全身に着いた水滴が凍っていて輝く宝石のようでした（２枚の写真）。
　青木ヶ原と剣丸尾の溶岩地帯は、富士河口湖町を代表する富士山の貴重な自然ですが、コウモリ達の越冬地としても大変重要な
自然でもあることを改めて確認すると同時に暖冬の影響も大きいと感じました。

　天然記念物になっている富士風穴の氷の価値と洞内の気温変化を知るために、２０１１年
１１月から洞内６ヶ所、洞外１ヶ所に温度ロガーを設置して３０分おきの気温を連続記録して
いますが、７年目の調査を１１月２４日に行いました。
　ここでは過去に温度ロガーが氷の中に閉じ込められたり、移動させられたり紛失したりと
いったことがあり、今回も2ヶ所のデータしか回収出来ませんでした。同時に、氷の状態も毎
年調査していますが、今回は今までで最も氷が少ないと感じました。中央広場と呼んでいる中
央部や最奥部の氷筍が、高さが低く中央の窪みが大きく、全体量が少なくなっていると感じま
した。最奥部の氷の坂（写真）でも、右側の氷の厚さが薄くなっていると感じましたし、中央を
流れる水で出来た谷状部も深くなっていると感じました。前年の調査時にも氷が少なくなって
いると感じましたが、今回は更に深刻になっていると感じました。
　1年中氷がみられる富士風穴の氷の価値を再評価して保全するためにも、温度ロガーによる気温の調査は重要だと再認識しました
ので、来年度は機器を新しくして調査を継続したいと思います。

　河口湖フィールドセンター裏の水場にセンサーカメラを設置して、どの様な動物や鳥が利用
するかを調べていますが、今年度もニホンリス・ニホンジカ・アナグマ・タヌキ・テン・キツネな
どの常連に加えて、野生化したと考えられるアライグマやノネコも相変わらず写っていました。
　今回は疥癬という皮膚病にかかったタヌキを紹介したいと思います。数年前に、河口湖フィ
ールドセンター裏の剣丸尾の溶岩の隙間で繁殖したと思われるタヌキの親子が観察され、一
部に疥癬がみられたので心配していたのですが、その後水場のセンサーカメラに写っていたタ
ヌキには見られなくなっていて安心していましたが、11月26日に撮影されたタヌキは、あばら
骨が判るほどに表皮がむけた状態でかなり弱っている様子でした（写真）。
　疥癬はヒゼンダニが媒介する皮膚病で、1998年に北海道のキタキツネが減少したのは疥
癬が大きな原因と考えられてから、全国のキツネの減少にも関わっていることが報告され、近年では人里近くに住むタヌキにも多く
報告されています。標高1050ｍの剣丸尾の自然林にすむタヌキにも蔓延している可能性が出てきて、キツネへの影響も心配です。

剣丸尾の野生動物にも異変が？剣丸尾の野生動物にも異変が？

２０１８年度の富士風穴の調査を１１月に行いました２０１８年度の富士風穴の調査を１１月に行いました
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浅間日月神社の由緒と歴史
ほくがん

あお

ちん ざ

とり い みょうじんけい

とよたまのひめのみこと べんざいてん

お むろせんげん さとみや ほんぐう

まつ う

りょうぶ よつあし じ  れい けいたい じゅうこう こうぞう てい

むかし あが しんいき

けんぞうぶつ しゃほう

い　ち ちんじゅ うじがみ うぶすながみ ましょうめん れいほうみさかさんちなんろく

あさ  ま じつげつじんじゃ ゆいしょ れき  し

　河口湖の日だまり、北岸の御坂山地南麓に位置する大石の鎮守さま（氏神・産土神）は真正面に霊峰富士

を仰ぐ。浅間日月神社には観光バスも訪れず、町指定文化財に位置付けられる建造物や社宝もないが、ムラ

の中央に鎮座し、昔も今も変わらずにこの土地の大切な守り神として崇められている。神域であることを示

す赤い鳥居は明神系の両部鳥居（四足鳥居）で、事例の少ない形態であり、重厚な構造を呈している。

　大石の守り神である浅間日月神社からは

豊玉姫命と弁財天が祀られた鵜の島、勝山の

冨士御室浅間神社の里宮、さらに富士山本宮

浅間大社の奥宮が鎮座する富士山頂に真っ直

ぐつながる。時折ここで参拝すると、この土地

への意識が高まり、静けさで豊かな心になる。

この杜の近くからは奈良、平安時代の刻書土器

が、鵜の島では縄文～古墳時代の土器などが

出土している。

　さて、古代以前の噴火と違って、平安時代の貞観６年（864）の噴火は、富士山の北西麓の側火山から

大量の溶岩流が押し寄せて剗ノ海を西湖と精進湖に分断し、青木ヶ原樹海の基盤となった。貞観年間以前

の若彦路や中道往還は溶岩流により被災し、代替路の整備が求められた。溶岩流の影響のない河口湖の北

岸の大石と河口は連絡路（後世の道者道）で結ばれていたと想定される。大噴火の翌７年（865）富士山の

神、浅間明神の怒りを鎮めるように勅命（天皇が下す命令）により甲斐国で最初に河口浅間神社が官社とし

て祀られた。

　大石浅間は後の文明11年（1479）甲斐の国府によって大石の里の中央に建立された。江戸時代中期の

天明３年（1783）に刊行された『甲斐名勝誌』に大石浅間は御手洗浅間と称すとある。字句のとおり心を清

め、身を整える場の意味があり、本社は富士山北口小浅間之社と称していたと伝えられる。富士山の御手洗

の意味から河口浅間神社に国府の官人が参詣する際の御手洗の場であり、大石と河口の村境にある“馬乗

石”では、神の領域に官人が乗馬したまま入ることを避けるため、この石で馬から下りたという伝承がある。

　永禄10年（1567）頃は干ばつ被害に際し、甲斐国領主の武田家の参詣と雨乞いの祈願所として信仰をあ

つめた。信玄公（1521～73）より祈願奉納された剣は宝刀として現存する。

　大正６年（1917）12月、大石に大火災があって平穏なムラの半世帯が焼失。本殿と社務所、神社本社との

重要資料、明治維新の官撰（史書）も焼失。幸いにも御神霊、武田信玄奉納の剣は焼失を免れた。現存の

社殿は大正７年（1918）に再建された。

　昭和30年（1955）、村社日月神社と浅間神社は神社庁への陳情により合祀（二柱以上の神を一社に合わ

せ祭る）されることが承認され、社は「浅間日月神社」に改称となる。

　浅間日月神社　祭神　木花咲耶姫命・天照皇大神・月読尊（天照大御神の弟神、伊勢市に鎮座）
　　　　　　　　例祭日　９月23日

参考資料）『河口湖畔生活史年表』　1969　河口湖教育協議会／『浅間神社正史』（創立関係編）
　　　　 『大石の民俗』（山梨県史民俗調査報告書第５集）1999　山梨県
　　　　 『ふるさとの社寺』（河口湖町の文化財　第９集）　1991　河口湖町教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （町文化財審議会委員　流石朝之）
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健康のまちづくり
Healthy community building

平成３０年度定期接種対象者の接種期限は
平成３１年３月３１日までです。

詳しくは健康増進課まで　TEL　0555-72-6037

平成３０年度対象者のみなさん
高齢者用肺炎球菌の接種は、お済みですか？

対象年齢 対　　象　　生　　年　　月　　日

６５歳

７０歳

７５歳

８０歳

８５歳

９０歳

９５歳

１００歳

昭和２８年４月２日生　～　昭和２９年４月１日生の方

昭和２３年４月２日生　～　昭和２４年４月１日生の方

昭和１８年４月２日生　～　昭和１９年４月１日生の方

昭和１３年４月２日生　～　昭和１４年４月１日生の方

昭和　８年４月２日生　～　昭和　９年４月１日生の方

昭和　３年４月２日生　～　昭和　４年４月１日生の方

大正１２年４月２日生　～　大正１３年４月１日生の方

大正　７年４月２日生　～　大正　８年４月１日生の方

　肺炎は日本人の死因の第３位であり死亡者の９５％が６５歳以上の方です。
肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌です。肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、
肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。成人用
肺炎球菌ワクチン接種は、平成２６年度から平成３０年度までは国で定めた経

過措置があり、接種対象者が決まっています。
　すでに平成３０年度の接種対象者には予診票を交付して
あります。接種期限を過ぎてしまうと、その後の接種は任
意接種（全額自己負担）となりますので、まだ接種を済ま
せていない方は早めに接種しましょう。

【接種回数】公費助成は生涯1回限りです。５年後は定期接種の対象にはなりませんのでご注意ください。
【接種費用】医療機関で町の公費負担額４０００円を差引いた金額を支払ってください。
【注 意 点】・既に肺炎球菌ワクチン「ポリサッカライドワクチン２３価」の接種を受けたことがある方は定期接種の対象外となります。
　　　　　  ・５年以内に再接種を行うと副反応が強く出ることがあります。かかりつけ医で必ず接種歴を確認してください。
　　　　　  ・接種料金は医療機関によって異なりますので、予約の際に接種料金の確認をしてください。

平成30年度経過措置対象者
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富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　理学療法士　舟久保一也

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

地域リハビリテーション広域支援センターのご案内地域リハビリテーション広域支援センターのご案内

町内の健康科学大学クリニックが山梨県から
富士・東部地域リハビリテーション広域支援センターに指定されました。

１．地域の皆様のリハビリテーションに関しての相談
２．リハビリテーションに関わる方々への研修会を企画
３．富士・東部地区のリハビリテーションに関わる団体のネットワーク作り
４．県・市町村が行う保健福祉事業への協力

主な事業内容

Q：おじいちゃん・おばいあちゃんの介助はどうしたらいいの？
Q：最近、筋力が落ちてきた気がするけど何をすればいいの？
Q：最近、食事でむせやすくなったけど、大丈夫なの？　　　　・・・・等々

具体的な相談例・・・・

富士・東部地域リハビリテーション
広域支援センターってなに？

専門のスタッフが電話で
ご相談に応じます。
また、直接、センター

（健康科学大学クリニック）に
いらしても大丈夫です。

高齢者の皆様が、住み慣れた
地域や家庭において生き生きと
した生活が送れるように支援する

ことを目的としています。

富士・東部地域リハビリテーション広域支援センター（平成30～31年度は、健康科学大学クリニック内）
TEL：0555-73-9300（センター直通）　E-mail：clinic-riha@kenkoudai.ac.jp相談・問い合わせ先
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『理解促進研修・啓発事業』
健康科学大学　健康科学部　福祉心理学科　古川　奨

　今回は、神奈川県で推進されている３０３３（サンマルサンサン）運動を紹介していきます。神奈川県では、県民
がスポーツを通し健康で明るく豊かな生活を営めるように1日30分、週3回、３カ月間継続して運動やスポーツを
行い、運動やスポーツを暮らしの一部として習慣化する「３０３３運動」を推進しています。

運動不足のチェック！ 認知症カフェでの勉強

　「３０分、運動するぞ！」は、なかなか長続きせず、習慣化されません。そこで私は３０３３運動をもう
少し気軽に取り入れられるように３０秒、３か所のストレッチ、一日３回を皆さんにおすすめします。
ストレッチの基本はちょっと痛いかなと感じるところまで、ゆっくり、優しく伸ばすことです。もう一
つ、ゆっくり深呼吸をしながらやってみるのも大切です。皆さんの新しい健康習慣の一つとして加
えて下さい。

各項目の回答から得られる得点を合計しましょう。
２点・はい １点・どちらともいえない ０点・いいえ

⑴普段は仕事などで忙しく、なかなか運動できない。
⑵長時間歩くと、腰や膝が痛くなる。
⑶ちょっとした距離でもすぐに車などの乗物を使っ　
　てしまう。
⑷休みの日は朝から夜まで家の中でごろごろしてい　
　ることが多い。
⑸エレベーターやエスカレーターを使ってしまう。
⑹このごろお腹まわりが太くなってきた。
⑺立ったままで靴下がはけない。
⑻家事や仕事ではあまり体を動かさない。
⑼階段を上ると息切れがする。
⑽立ち上がる時に机や椅子に手をかけてしまう。
⑾同世代の同性と比較して歩く速度が遅い。
⑿２０分くらいの歩行距離が長く感じる。

合計点はどうなりましたか？
・24点～18点：運動不足。生活の見直しが必要です。
・17点～10点：やや運動不足で、このままでいると健
　康的な生活を送れなくなる可能性もあり、何か継続
　してできる運動をみつけましょう。
・9点～3点：概ね合格ライン、2点～0点は合格、今の
　生活を大切にしましょう。となっています。

神奈川県では、運動・スポーツには、健康増進やストレ
ス解消、若さを保つ等の様々な効果があるとして、「日
常生活の運動化」をさせるための３つの方法が提案さ
れています。運動不足の結果が出た方は、３つの提案
を取り入れてみましょう。提案１大股歩き、提案２スト
レッチ、提案３は、階段のぼりです。どれも気軽にチャ
レンジできそうですね。

隣町の富士吉田市で毎月第２木曜の１４時から「認知
症カフェあん・ど」をオープンさせていただいています。
対象は、認知症を抱えている方、家族、かかわりを持つ
専門職、ボランティアをしたい方、誰でも自由に出入り
できる空間にしています。１月の認知症カフェでは、精
神科のお医者さんが脳血管性認知症について勉強会
を担当して下さいました。脳血管性認知症につながる
脳卒中と生活習慣について話す中で、「生活習慣は人
をつくる」とウィリアム・ジェームズの言葉を引用して
いました。ウィリアムは、アメリカを代表する哲学・心
理学者の一人です。「積極的によい習慣を作ることで
自分を改善する」としています。３０３３運動で推進さ
れるような３０分の運動ができれば、色々な病気や付
随する障害等の予防につながると思います。ですが、３
０分の運動はとてもハードルが高いのも事実だと思い
ます。長距離を走ったり、筋トレと呼ばれるようなハー
ドな運動ではなく、時間についても先ずは、３０秒から
始めましょう。首でも、肩でも、腰でもよいと思います。
３０秒ストレッチをして下さい。ゆっくり、優しく伸ばす
ことで血管が若返ることがわかっています。何も刺激
をしなければ、眠ったままの繊維芽細胞ですが、ストレ
ッチの刺激で糖化した古いコラーゲンを捨てて、新しい
コラーゲンを作り出し、繊維芽細胞が活性化すると言
われています。ストレッチにより動脈硬化が改善され、
脳卒中（脳梗塞・脳出血・くも膜下出血）の予防にもな
り、結果的に脳血管性認知症を遠ざけることになります。
３０分の運動はハードルが高くても、２４時間の中で、
３０秒、首、肩、腰の３か所、時間をあけて３回のストレ
ッチをしてみるだけで今より少し健康になれるならや
ってみる価値はあると思いませんか？
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男女共同参画推進委員会だより男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン

　男女共同参画社会の定義(男女共同参画基本法平成11年6月施行）・・・男女が、社会の対等な構成員として、自ら
の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、
社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。

　職場部会では、富士河口湖町にお住いの子育て世代の方々にご協力を頂いたアンケートを集計・意見まとめを進め
ています。次世代を担う子供たちのため、現状より子育てしやすい町、安心して暮らせるまちづくりの実現に少しでも
近づけるよう活動を進めてまいります。アンケートの集計結果を3月3日(日)開催の「男女共同参画推進委員会フォー
ラム」で報告させて頂きます。そして、町内の企業等に結果を報告し、今後の職場環境づくりに役立てていただきたい
と思っています。

　上記から分かることは、「男性の方が優遇されていると考える人」の意識はあまり変化していない反面、
「性別役割分担意識」及び「共稼ぎ世帯」の割合については、昭和時代と比べて逆転しています。しかし、
「男性の家事育児時間」は、先進国と比較すると低水準です。（米国：３時間１０分）
　このような現状を踏まえ、今後の活動に生かしたいと思います。

①男女の地位の平等感
　「男性の方が優遇されていると考えている人」
　　平成２８年9月時点：74.2%（平成7年7月時点：75.6%）
②固定的な性別役割分担意識
　「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」
　　平成２８年9月時点：40.5%（昭和54年5月時点：72.6%）
③政策・方針決定過程への女性の参画
　　2020年までに女性の占める割合を少なくとも30%目標
　　依然として低い水準（一部達成している）
④就業の分野における男女共同参画
　　平成29年共稼ぎ世帯：1,188万世帯、男性雇用者主体：641万世帯
　　（昭和55年共稼ぎ世帯：614万世帯、男性雇用者主体1,114万世帯）
⑤仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）
　　平成28年男性の家事育児時間1時間23分（目標：平成32年までに2時間30分）
　　平成29年育児休業取得率5.14%（目標：平成32年までに13.0%）

「内閣府男女共同参画推進連携会議報告資料」より 渡辺 安彦

「男女共同参画社会に関する意識」(平成30年度版データより)

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」
『命を救ったご近所づきあい ～改めて実感するお付きあいの大切さ～』
―山陰地方の大雪―（平成22年12月～23年1月）― （安来市　50代　男性　市役所職員）

　このあたりの地域性なのかもしれませんが、このあたりでは顔見知りがほとんど
です。今回の豪雪でも、日ごろのおつきあいのおかげで、尊い命が救われました。
　ある人が、近所のお宅の前を通りかかったところ、軽トラックのライトがつきっぱ
なしになっているのを見つけたんです。「ここの人は、そんなことをする人じゃないけ
れどもなぁ？」と思い、様子を見に行ったところ、なんと家の人が屋根から落ちてき
た雪に埋もれていました。すでに低体温症に陥っていたそうです。気づかれなけれ
ば、亡くなっていたと思います。顔が見えるおつきあいの大切さを、あらためて実感
させられる出来事でした。
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地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信

大
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おおいしつむぎ通信 2019.2月号

　今月から数回にわたり大石の養蚕の話をし
ようと思います。現在の大石の養蚕は春に一
回行います。春の養蚕の後も桑畑の手入れが
あり夏秋と草刈り、冬に入り桑の葉が落ちるま
で畑作業が続きます。養蚕というのは“お蚕を
飼うこと”と“桑畑の手入れ”の仕事があります。
　では今回は桑の話を中心にお話します。桑
の葉を食べて成長するお蚕ですが、桑の葉以
外は食べないので桑の葉が無いことには飼育
ができません。現在大石にある桑畑は約一反
分ですが、鹿の被害等により３分の１ほどは桑
の木が弱っていて充分な桑葉を得られない状
況です。そのため今ある桑畑の再生が急務と
いうことで、弱っている原因のひとつである土
壌を改良する作業を春先に行ないます。桑の
木が枯れてしまったところには新しく苗を植え
ます。苗は植えてから約３年で葉が刈り取れる
ようになるので、うまくいけば３年後には当分
の目標にしている量のお蚕が飼えるだけの桑
畑に再生していることでしょう。ただ実は、今
ある桑畑が再生しても今の繭の生産量では少
量の大石紬しかできないのが現状です。その
為繭の生産量を上げるために桑畑を拡大する
話が持ち上がるのですが、畑の拡大には課題
が多くまず桑畑管理や養蚕の人手を増やす必
要があることや鹿対策や肥料など今以上に資
金増加する問題が挙げられます。大石の方の
温かいサポートがあるとはいえ、今ある２つの
桑畑を維持するだけでも人手・資金面ともに
精一杯なため、大石の養蚕の未来を見据えた
展望や方向性がないことには、安易に桑畑拡
大をすることはできません。私が任期中の３年
間はまずこの将来展望・方向性を固める為の
土台つくりに時間をさく必要があるかと思い
ます。大石の養蚕のことを多くの人に知ってもら
い、地域全体で伝統工芸を守る為に活動の輪
を広げていきたいと思っています。
　大石紬工芸館の向かいにある桑畑からは
富士山を望められます！！桑と富士山の景色は

日本中探してもここにしかない貴重なもの！！
若葉が出てくる頃ぜひ見にいらしてください～

☆養蚕や大石紬に関してご興味がある方、県
　の伝統工芸の一つに認定されている大石
　紬を守る為に活動への参加希望などお気軽
　に下記までご連絡ください。新しい発想や
　若い力を必要としています～♪
☆大石紬や養蚕・織りの道具は捨てないで
　ご一報ください！！

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　養蚕担当　杉江まで

◎問い合わせ

◎
富士河口湖町地域おこし協力隊
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⑩匠や　企画展

＊お食事処入居者公募のお知らせ＊

◆いやしの里のひな祭り◆ ◇ささや◇

◆着付けスタッフ募集◆

⑮土あそび富士炉漫窯

●日にち：２月１０日㈰と１７日㈰
※希望の時間をご予約ください。
●料金：2,500円（町民特別価格）
　　　　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。

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

大好評！ 現在開催中
～2019年3月末

≪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 2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！

富士山モチーフの陶器がそろいました。
ガラスのおひな様、金属のおひな様あります。
春に向けて桜柄のネクタイはいかがですか？
可愛いお雛様(陶)。

おしるこはいかがですか？きねつきもち入り！
寒い冬には里山特製ほうとうをどうぞ！
2月は力そばで寒さを吹きとばしましょう！
陶芸とバッグ工芸のコラボ！

八丁目会 2月のおススメ！

地域に根差して…

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

おもいで屋

ちりめん細工・つるし飾り

和膳屋　彩雲
食事処　里山
石挽き手打ちそば松扇
匠や

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

≪詳細お問合せ先≫ 西湖いやしの里根場総合案内所
   3月～11月：午前9時～午後5時　無休
 12月～ 2月：午前9時30分～午後4時30分　無休
 TEL:0555-20-4677　URL http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/ 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！！

お茶のお供にちょっと懐かしいかりんとうや五穀
せんべいはいかがですか？

手作りの可愛いおひなさまと吊るし飾りが皆様を
お待ちしています。

２０１９年４月よりいやしの里内のお食事処を
ご利用いただける方を募集しております。

⑫火の見屋にて着物や鎧などの
着付けを手伝っていただける
スタッフを募集致します。

詳細についてはお問い合わせ下さい。詳しくはお問い合わせ下さい。

是非ご覧ください！

応募期限：２０１９年３月１５日㈮

お問合せ先：西湖いやしの里根場総合案内所　
山中・渡辺　0555-20-4677

西湖いやしの里根場　総合案内所
山中・渡辺　0555-20-4677

⑤くつろぎ屋にて雛飾り展示
2月２３日㈯～４月３日㈬

スタンプラリー
３月１日㈮～３月３１日㈰

みそおでん
期間限定販売！

冬季限定

一本／100円
地元の酒屋さんの酒粕を使用した
甘酒の販売もしています！一杯　150円

※アルコールは1％未満です。

お雛祭りの飾りにいかがですか？ 
ぜひご参加ください！ 現在開催中～3月8日㈮まで

『陶器のお雛様を作りましょう！』『陶器のお雛様を作りましょう！』 女流二人展女流二人展
ー小春日和ーー小春日和ー
＊陶芸＊
辻優子

＊布＊
渡辺みなみ
＊布＊

渡辺みなみ

貴重なセル画も展示中！貴重なセル画も展示中！

各棟をめぐって楽しもう！各棟をめぐって楽しもう！
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お問い合わせ　■総務課　0555-83-5200（代表）

健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします

ホームページはこちらから！
facebook,LINE でも情報配信
しています

平成３１年２月２８日（木）（口座振替日） 今月の納税等

第５回日本スポーツ理学療法学会学術大会
   学術大会長賞受賞！！ 

第５回日本スポーツ理学療法学会学術大会
   学術大会長賞受賞！！ 

第５回日本スポーツ理学療法学会学術大会
   学術大会長賞受賞！！ 

平成30年度公開講座のご案内
　公開講座の開催日が近づいてきました！！参加
申込は不要でどなたでも無料でご参加いただけま
す。町内の皆様のご参加をお待ちしております！

会場 : 富士河口湖町中央公民館 (全4回)

2月23日(土)
10:30~12:00

第
１
回

活気ある長寿社会
をつくろう

健康科学部
作業療法学科
教授 神谷 直樹

2月23日(土)
13:00~14:30

第
２
回

食と健康
健康科学部
作業療法学科
教授 神谷 直樹

3月9日(土)
10:30~12:00

第
３
回

健康科学部
理学療法学科
講師 髙木 大輔
(理学療法士)

3月9日(土)
13:00~14:30

第
４
回

認知症を知ろう!
看護学部
看護学科

助教 佐野 宏一朗
(看護師・保健師)

足腰の衰えと肥満
は共存する!?
運動を用いたサル
コペニア肥満の 
予防方法

日　時 テーマ 講　師

　平成３０年１２月８日から９日にかけて日本大学文理学部百
周年記念館で開催された第５回日本スポーツ理学療法学会学
術大会において、本学理学療法学科の粕山達也准教授が「低
学年時の走能力と体幹機能は３年後の体力テストを予測す
る」を演題に口述発表を行い、学会の最高賞にあたる「学術大
会長賞」という大変栄誉ある賞を見事受賞しました。

 理学療法学科 准教授　粕山 達也
 （出  身  地）
　岡山県
 （専門分野） 
　・学校保健・発達運動学
　・スポーツ・カヌー
 （主要研究テーマ）
　・学校保健分野への理学療法導入
　・幼少期の運動器スポーツ障害の発症要因の解明
　・カヌースプリントジュニア選手の障害発生要因の解明

【プロフィール】

  受賞時：粕山准教授（左），小林学術大会長（右）

表紙の説明表紙の説明
～「平成31年（第16回）富士河口湖町成人者のつどい」～～「平成31年（第16回）富士河口湖町成人者のつどい」～

　今月は、1月13日に開催された成人者のつどいを表紙に
させていただきました。今年の町の新成人は1998年
(平成10年)4月2日～1999年(平成11年)4月1日に生まれ
た275人となり、素晴らしい冬空のもと、華やかな雰囲気
で盛大に開催されました。平成が終わるなかで二十歳の節
目を迎えた成人の皆さんが、新しい時代へ向けて、さらな
る飛躍をしてほしいと思います。成人者のみなさん本当に
おめでとうございます。
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お子さん　　　　　　父　　　　 母
おめでた（出生）

玉木　千真　　　徹　・夏　希　船津

廣瀨　怜司　　雄　司・　優　　船津

渡邉　晴天　　良　孝・万　理　船津

藤井　瀬名　　　淳　・美沙紀　船津

小林　巧実　　秀　一・祥　子　船津

林田幸乃輔　　光　世・　恵　　船津

井上　結人　　大　地・麻　亜　船津

菅原　榛那　　明　弘・真　澄　船津

齊藤光一郎　　光　一・愛　理　河口

在原　敬人　　裕　人・　遥　　河口

中田　智紘　　勝　浩・柚　希　河口

宮下　大生　　直　史・美　香　河口

古屋　穂高　　佳　祐・野　枝　勝山

坂本　麗愛　　憲　昭・薫　美　勝山

廣瀬　玄瑚　　祐　市・　萌　　長浜

三浦　雨音　　健　輔・　　　　長浜

渡辺　椿叶　　文　彦・安里香　大嵐

外川可根子　75歳　外川　　林　船津

奥脇十八子　75歳　奥脇　武美　船津

梶原　　忠　78歳　梶原　玲子　船津

渡邉たかの　90歳　渡邉　一夫　船津

中田美世子　93歳　中田　繁雄　船津

渡邉　清士　94歳　渡邉　隆雄　浅川

小池　久江　91歳　小池　　洋　小立

渡邊　正人　82歳　渡邊　　洋　小立

駒谷征之助　92歳　駒谷　利行　河口

辻田　茂秋　85歳　和田　　修　河口

梶原　作代　88歳　梶原　三快　河口

流石　市衛　80歳　流石　　一　勝山

鈴木　睦紀　 ＝　 馬場　　香　船津

菜花　大輔　 ＝　 笹木　優衣　船津

伊藤　一彦　 ＝　 山下　真歩　船津

酒井　　学　 ＝　 岡本　嘉歩　小立

渡邊　優樹　 ＝　 岩田　鈴花　大嵐

おめでた・おくやみ
〈１１/１４～１２/７〉

●相談日/3月3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。

　　26,464人
(－4)

 12,959人
(＋4)

 13,505人
　(－8)

 10,454　
(＋4)

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

2月13日㊌・27日㊌
今月の相談日

時間:午後1時30分～／午後2時30分～
場所:中央公民館  第2会議室

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129

お気軽にご相談ください。
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3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。

2月20日㈬
実施日

●町民福祉館ふじやま　  午前10時～12時

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

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

弁護士相談

行政相談
心配ごと相談

  　　  ●足和田出張所　　 午後1時～3時

（毎月第2･第4水曜日）
司法書士無料相談（予約制）

山梨県司法書士会総合相談センターの
富士吉田市消費生活センターへ

消費者問題のお悩みは

生活困窮者・母子世帯等の就業相談について

富士河口湖町結婚相談
所では、毎月１回「結婚
相談日」を設けていま
す。お気軽にご利用く
ださい。

1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/2月13日㈬ 富士吉田商工会議所
　　　　　3月13日㈬ 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

クルスイラリオ，
ミリアムイベットゥ

届出人
おくやみ（死亡） おしあわせに（結婚）

せ  な

かず ま

れい じ

だい き

げん ご

あま ね

つば き

ゆい と

けい と

ち ひろ

ほ たか

れ　あ

はる な

たく み

こう の すけ

こういちろう

はるたか



28 広報 2019年 2月号

☎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

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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  TEL 0555-72-1129

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。  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。

2019年10月1日～
火を使用するすべての飲食店に
　　消火器の設置が必要となります。

休日・夜間の救急医の問い合わせ先
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