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サイコ～な 初夏 ！
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あさま広場まつりを開催しました！

町国際交流協会 総会・交流会が開催されました

　5月19日に河口浅間まちづくりの会主催により「あさま広場祭り」を開催しました。
当日は、あさま広場においてマルシェを行い22店の出店がありました。会場へは多
くの方に来場して頂き１日を通し賑わいました。
　また、地元である富士河口湖町消防団河口分団協力のもと、消防車両の展示や
防災時に使用できるあさま広場のかまどベンチ、マンホールトイレの組立てが行われ
地域防災への意識の向上が図られました。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。
　※河口浅間まちづくりの会平成30年度下期活動報告書を町ＨＰに掲載させて頂きましたのでご覧ください。

ファンクショナルカッピングメソッド
　　　プレセミナー（セルフケア講習会）を行いました
　5月26日、6月2日に、町スポーツ少年団の指導者を対象としたファンクショナル
カッピングメソッド（以下FCM）プレセミナーを開催しました。FCMとは吸盤状の
カップを筋肉に吸い付け、筋膜の癒着をとることで身体パフォーマンスの向上を目指
す、新しいセルフケア方法です。
　今回はケンカイロプラクティックが主催するセミナーの場をお借りして、スポーツ
少年団の選手に施すための施術方法を指導者、保護者の方に学んでいただきました。

「FCふじざくら」の皆さんが町長室を訪問
　富士観光開発（株）が設立したサッカーチームFCふじざくらの菅野将晃監督と工
藤選手、引田選手が町長室を訪問してくださいました。FCふじざくらの皆さんは、日
本女子サッカーの頂点を決める「なでしこリーグ」への参加を目指し、トップチーム
での指導経験もある菅野監督の指導のもと、北麓地域を拠点に日々練習に励まれて
います。
　今後、地域のイベント等で、選手と住民がふれあい、子どもたちにサッカーの魅力
を伝え、体験してもらえるような活動にも積極的に取り組んでいきたい、とのお言葉
をいただきました。地元チーム「FCふじざくら」を地域全体で応援したいですね。

　5月25日、富士河口湖町国際交流協会では、総会及び恒例のバーベキュー交流会を開催
しました。
　国際交流協会では、住民の皆さんが気軽に外国人と交流できるような企画を、今後も開
催していきたいと考えておりますので、興味がある方は政策企画課までお気軽にご連絡くだ
さい。会員も随時募集しております。みなさまをお待ちしております。

町女性団体連絡協議会　総会・講演会が開催されました
　5月28日、中央公民館において、女性団体連絡協議会総会が開催されました。総会
後、「認知症を地域で支えるために」と題して、ウブントゥ保育園あおぞら園長であり、
認知症の人と家族の会「はまなしの会」発足人の渡邊スミ子氏に講演していただきまし
た。ご本人の認知症介護の経験から、接し方や誰にでも起こり得ることだということを
教えてもらいました。みなさんが真剣に聞いている中でもユーモアを交え、興味深く、
また楽しみながら聞くことができました。
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河口小学校で人権の花の贈呈と願いの風船上げ

小川淸治氏　瑞宝単光章受賞

　町人権擁護委員の皆さんによる人権の花贈呈と願いの風船上げが河口小学校で
行われました。人権の花運動は、児童たちが協力して花を栽培・育成することでいた
わり、思いやりの気持ちを育み、命の大切さを学んでもらうことを目的に全国で実施
されています。児童の皆さんが願い込めて書いた人権メッセージカードと人権の花
の種がついた風船を元気よく大空へ飛ばしました。

河口湖ハーブフェスティバル2019開幕
　6月14日に、毎年恒例の一大イベント「河口湖ハーブフェスティバル2019」のオープニン
グセレモニーが行われ、地元大石保育所の子どもたちが元気いっぱいの開会宣言をしてく
れました。大石公園は7月15日まで、八木崎公園は7月7日までの開催となります。ぜひ足を
お運びください。

世界遺産登録から6年 ～ふじぴょんが6歳になりました！～
　富士山が世界遺産に登録されて今年で6年。この登録決定当日の6月22日に誕生した
「ふじぴょん」も6歳になりました！今年も町内の各保育所や施設を訪問して誕生日を祝っ
てもらいました。心のこもった手作りプレゼントを用意してくれた園児のみんなとふじぴ
ょんダンスを踊って楽しい時間を過ごしました。
　これからも登録の感動を忘れずに、未来を担う子供たちと一緒に美しい富士山を守っ
ていくぴょん！！

　昭和44年に河口湖町消防団へ入団して以来、２７年にわたり消防団としてご活躍され
ました功績により、令和元年春の叙勲を受けられました。永きにわたる町議会議員の経験
と実績、消防団活動で培った豊富な知識と経験をもとにした実績に対し、瑞宝単光章が贈
られました。5月23日に山梨県知事からの伝達を受け、翌24日には皇居において天皇陛
下に拝謁されたそうです。
　この度は大変おめでとうございました。長年のご尽力に心より感謝申し上げます。

第35回西湖ロードレース開催
　初夏の風物詩となりました西湖ロードレースが6月16日に開催されました。約3,000人
のランナーが、1周コース、ハーフマラソン、小中学生や親子でも参加できる富士山コース
（3.776km）に分かれて、湖と富士山の景観をバックに駆け抜けました。
　走りやすい爽やかな天候の中、男女ともに多くの好記録が生まれ、また最高齢90歳の
選手も見事に富士山コースを完走されるなど、素晴らしい大会となりました。
　ご協力いただいた関係者、地域の皆さん大変お疲れ様でした。

「勝山公民館まつり」が開催されました
　勝山地区の生涯学習活動の推進を目的に、「第2回勝山公民館まつり」（主催勝山公民
館まつり実行委員会）が開催されました。勝山地区公民館を利用するサークルや教室の
みなさんのほか、勝山地区の各種団体が協力してお祭りを運営していました。
　今年度の「勝山公民館まつり」では、地域で活動する「落語」の特別公演もあり、楽しい
企画が盛りだくさんでした。参加した住民のみなさんからは「にぎやかで楽しかった」「公
民館に親しみが持てる」といった感想が寄せられていました。
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■採用職種・人員 事務職　４名程度 、事務職（障がい者対象選考）・保育士職・保健師職・土木職各1名

事務職 Ⅱ

事務職 Ⅰ

事務職 Ⅰ
（障がい者対象選考）

■受験資格

平成3年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた者で、大学を卒業した者
及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する者

昭和60年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた者で、大学を卒業した者
及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する者

事務職 Ⅱ
（障がい者対象選考）

昭和60年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者で、高校を卒業した者
及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する者

事務職 Ⅰ・Ⅱ共通
（障がい者対象選考）

平成6年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者で、高校を卒業した者
及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する者

富士河口湖町役場総務課職員係　　　℡ ０５５５－７２－１１１２（直）

役場総務課
での受付

インターネット

での受付

「やまなしくらしねっと電子申請サービス」にて受付
令和元年7月16日(火)から8月8日(木)午後5時15分まで（２４時間受付）　  
　注：プリンターのない方は不可
町ホームページ　http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/の
職員採用情報を確認し、申請案内に従ってください。

■受　付

令和元年7月16日(火)から8月16日(金)まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）の
午前8時30分から午後5時15分まで

全職種共通 富士河口湖町役場場　所

令和元年10月28日（月）予定実施日

第１次試験

第２次試験

実施日 令和元年9月22日（日）

事務職　　　　　　　　　　  山梨大学（甲府西キャンパス）

事務職（障がい者対象選考） 富士河口湖町役場

保育士職 山梨大学(甲府西キャンパス)

保健師職 山梨大学(甲府西キャンパス)

土木職 山梨大学(甲府西キャンパス)

場　所

■試験日及び場所

■問合せ

○町村職員統一試験（令和２年４月採用）○

富士河口湖町職員募集案内

①身体障害者手帳の交付を受けている者
②活字印刷文による出題に対応できる者

保育士職
昭和60年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた者で、保育士資格の
ある者又は令和2年3月までに保育士資格取得見込の者

全職種共通 富士河口湖町内在住者又は採用後原則として富士河口湖町内に在住できる者

保健師職
昭和60年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた者で、保健師資格の
ある者又は令和2年3月までに保健師資格取得見込の者

昭和60年4月2日から平成10年4月1日までに生まれた者で、大学を卒業した者
及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する者とし、土木に係る
課程を修了した者または土木・建築関係実務経験者

土 木 職
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●採用職種・人員
　消防吏員　5名程度

●受験資格
　対象
　・大学卒：平成5年4月2日から平成10年4月1日までに
　　生まれた人
　・高校以上卒：平成7年4月2日から平成14年4月1日
　　までに生まれた人
　・令和2年3月に前記の学校を卒業見込みの人

●身体要件
　身長：男性は、おおむね1.6メートル以上／女性は、
　　　  おおむね1.55メートル以上
　体重：男性は、おおむね52キログラム以上／女性は、
　　　  おおむね45キログラム以上
　胸囲：身長のおおむね2分の1以上
　視力：両眼（矯正視力を含む）で0.7以上、かつ、一眼
　　　  でそれぞれ0.3以上
　　　  赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること
　聴力：左右共に正常であること
　その他：体質が健全で、四肢関節に支障がなく諸機能
　　　　  が正常であること
　　　　  精神機能及び神経系統に異常がないこと
　　　　  言語明瞭で十分な発声ができること

●住所要件
　　令和元年7月16日現在、富士吉田市・西桂町・忍野
　村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村（以下「構成市町
　村」という。）に住所を有する者、ただし、進学・就職等
　のため、現に構成市町村内に住所を有していない者で
　も、家族等が令和元年7月16日以前から引き続き、構
　成市町村内に住所を有する者は、資格を有します。
　　なお、採用後も構成市町村内に居住（住民登録）
　する必要があります。

●欠格条項
　①日本の国籍を有しない人
　②成年被後見人及び被保佐人
　③禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又
　　はその執行を受けることがなくなるまでの人
　④富士五湖広域行政事務組合において懲戒免職の処
　　分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
　⑤日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊
　　することを主張する政党その他の団体を結成し、又
　　はこれに加入した人

●申込手続・期間
　7月16日（火）から8月16日（金）午前8時30分から
　午後5時15分
　　※土日祝日を除く／郵送の場合は8月16日の消印の
　　　あるものまで有効

●申込み
　申込書を富士五湖消防本部管理課に提出してください。
　郵送の場合は、封筒の表に「町村職受験」と朱書きし、
　書留郵便にしてください。
 「受験票」に宛先を明記し、62円切手を貼って下さい。

●第１次試験
　日時・場所
　　9月22日（日）午前９時から　
　　受付開始：午前8時30分から
　　山梨大学甲府西キャンパス　
　　　　　甲府市武田4－4－37

　試験方法
　　・教養試験
　　 （公務員として必要な一般的知識・知能について）
　　・消防適性検査
　　 （消防職員としての適応性の検査について）
　　・一般性格診断検査
　　 （職務・職場への対応性について）

　※第1次試験の合格発表は10月16日（水）までに組合
　　・構成市町村役場掲示場並びに富士五湖消防本部
　　　ホームページで行います。

●第2次試験
　日時及び場所は、第１次試験合格者に通知します。

　試験内容
　　・論文試験
　　・面接試験
　　・体力試験

●問合せ
　富士五湖広域行政事務組合
　　富士五湖消防本部　管理課
　　　〒403-8599　富士吉田市　下吉田6－2－6　　
　　　　　　　　　　　　　　℡ 0555-22-4428
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富士五湖広域行政事務組合

消  防 職 員 募 集
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法定検査を受けましょう！

定期的に保守点検を実施しましょう！

年1回以上清掃を行ないましょう！

富士河口湖町の美しい水環境を守るために
浄化槽の適正な管理を行いましょう

　　日常の維持管理(保守点検と清掃)に加えて、山梨県浄化槽協会検査センターの行う次の法定検査を受けることが、
　法律で義務づけられております。
　○設置後の水質に関する検査(浄化槽法第７条)
　　新たに設置された浄化槽、または構造や規模が変更された浄化槽について、使用開始後３か月を経過した日から
　５か月の間に浄化槽の設置工事等が適正に行われているかどうかを判定する検査です。
　○定期検査(浄化槽法第１１条)
　　毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する検査です。
　　・検査の内容
　　　浄化槽の外観、機能及び書類について総合的な検査を行い、浄化槽の機能向上のため改善すべき事項がある場
　　　合には、適切な助言をし、検査終了後、「検査結果書」を送ります。
　○検査の申し込み先 
　　　法定検査は山梨県知事が指定した社団法人山梨県浄化槽協会検査センターに法定検査受検申込書（環境課に
　　あります。）又は電話で申し込んでください。
　　社団法人　山梨県浄化槽協会検査センター
　　山梨県甲府市西下条町965番地　　℡055-288-1132　　FAX 055-288-1131

 　
　　浄化槽を正しく機能させ、常に良好な状態に保っておくため、浄化槽管理者(設置者)は、定期的に保守点検する義
　務があります。保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託して実施しましょう。

　　浄化槽の中にはスカムや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出してしまうだけでなく、浄
　化槽の機能不良の原因にもなります。清掃に関しては、町長の許可を受けた業者に年1回以上依頼して行ってください。
●問合先　環境課　℡0555-72-3169

ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金（令和元年度前期）
　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）
で年額（最高で）１２万円になります。

（平成３１年１月１日時点から令和元年７月１日現在まで継続して、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

　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３１年１月～令和元年６月の状況を記載し、下記の締切までに提出してください。
　支給予定は、令和元年９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。

申請対象者

申 請 方 法

締切：令和元年７月３１日（水）
問合先：福祉推進課　社会福祉係　TEL７２－６０２８（直通）
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富士河口湖町農業委員と農地利用最適化推進委員の
推薦及び公募について

　農業委員会等に関する法律が平成28年度改正され、農業委員会委員の選挙での選出から推薦・公募のうえ選任、議
会の同意を得て町長が任命する制度に改正されました。又新たに農地利用最適化推進委員が設置され、第一期の農業
委員会をスタートし、3年の任期が終了するにあたり、今回も候補者の（応募）募集を行うこととなりました。
　又、農業委員の一般見識や女性ならではの視線を反映したく、皆様の応募をお願いします。

　◆募集方法
　（１）町内の個人又は団体等からの推薦（個人や区・自治会などからの推薦）
　（２）農業者、農業者が組織する団体等からの推薦（ＪＡなどの農業団体からの推薦）
　（３）一般募集（応募）
　◆対象者
　　農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他農業委員会の業務に属する事項に
　　対して適切に職務を遂行できる方。
　◆募集期間
　　　令和元年7月1日（月）～令和元年7月31日（水）
　◆受付時間
　　　午前8時30分～午後5時15分　※土・日・祝日は除く
　◆応募方法
　　　所定の応募用紙に必要事項を記入の上、農業委員会事務局へ提出。
　　

　◆農業委員（14名）　　
　　　任期：令和元年11月15日から令和４年11月14日まで
　　農地の権利移動等の許可、農地利用集積計画の決定、違反転用の早期発見・是生指導、遊休農地の発生防止と
　　解消の推進、農業委員会総会及び各種会議等へ参加。
　◆農地利用最適化推進委員（11名）
　　　任期：令和元年11月15日から令和４年11月14日まで。
　　担当区域において、農地利用の最適化の推進、遊休農地の発生防止と解消に向けた農地所有者への働きかけ、
　　農地の貸手や借り手の掘り起し活動など。
　　※農業委員と農地利用最適化推進委員を兼務することは出来ません。
 

　◆農業委員
　　評価委員会において書類審査を行い、町議会の同意を得て町長が任命。
　◆農地利用最適化推進委員
　　農業委員会総会において書類審査を行い、農業委員会が委嘱。

　◆農業委員
　　様式第１号（農業委員推薦（個人））
　　様式第２号（農業委員推薦（団体））
　　様式第３号（農業委員応募）
　◆農地利用最適化推進委員（推進委員は地区ごとの募集となります。）
　　推進委員を募集する地区
　　様式第１号（推進委員推薦（個人））
　　様式第２号（推進委員推薦（団体））
　　様式第３号（推進委員応募）

１．農業委員と農地利用最適化推進委員の共通事項

２．募集人数、任期及び主な業務内容

３．選任方法

４．応募用紙

問合せ　農林課農業委員会事務局　　TEL 0555-72-1115　FAX 0555-72-6038



町ホームページ及び広報誌に掲載する
有料広告を募集します

　富士河口湖町では、身体障害者相談員、精神保健福
祉相談員が障害者のみなさんの相談・支援活動を行って
おります。
■日　時　7月16日（火）　10時～15時
■場　所　富士河口湖町役場　1階　102会議室
　障害に関すること、障害者差別に関すること、どんなこ
とでも結構です。お気軽にお越しください。
●問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

　町では、高齢者に末永く安全運転していただくために、
高齢者ドライバー支援事業としてシニアドライバーセミナ
ーを開催しております。
　昨年に引き続き、「岳麓自動車教習所での安全運転講
習会」を開催します。楽しい講習内容となっています。健
康生活と安全運転を目指し、皆さまお誘いあわせの上ご
参加ください。
■日　時　7月18日（木）　9時～12時
■場　所　岳麓自動車教習所　
■申込み　7月11日（木） 福祉推進課まで　
■定　員　30名（先着順）
●問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

　山梨県後期高齢者医療広域連合では、高齢者の方の
健康と栄養に対する意識の向上等を目的に「わが家のレ
シピ」を募集します。
■募集内容　「私の健康の秘訣・若さの秘訣　わが家
　　　　　　に伝わる自慢の一品料理」のレシピ
■応募資格　山梨県内に住所（住民登録）がある方
■応募期間　7月1日（月）～8月31日（土）当日消印有効
■応募方法　専用の応募用紙に必要事項を記入の上、
　　　　　　応募作品の写真（1人前）を添付して郵送
　　　　　　で応募してください。（応募用紙は下記ホ
　　　　　　ームページからダウンロードできます）
　◎郵送先
　　〒400-8587　甲府市蓬沢一丁目15番35号
　　　　　　　　　　山梨県自治会館2階
　　　　　　　　　　山梨県後期高齢者医療広域連合
　　　　　　　　　　総務課　総務担当
　　※応募用紙１枚につき、作品１点の応募とします。
　　※記載いただいた個人情報は、当募集に関すること
　　　以外には使用いたしません。
　　※電子メールでの応募を希望される場合は、お問い
　　　合わせください。
■表彰内容　2点（最優秀賞1名：1万円相当の賞品、
　　　　　　　　　　優秀賞1名：5千円相当の賞品）
■その他　選考は公益社団法人山梨県栄養士会の管理
　　　　　栄養士の協力のもと、選定いたします。
　　　　　入賞作品の決定、発表は令和元年10月頃を
　　　　　予定しています。入賞された方には直接通知
　　　　　するほか、山梨県後期高齢者医療広域連合

　　　　　のホームページへの掲載等により発表いたし
　　　　　ます。入賞作品は、レシピカードにして、県内
　　　　　市町村役場の窓口で配布します。
※レシピカード作成の際は、山梨学院短期大学の協力に
　より、栄養面を考慮したレシピ、献立になるよう、工夫
　させていただく場合があります。ご了承ください。
■詳細は広域連合のホームページをご覧ください。
　http://www.yamanashi-iryoukouiki.jp/
●問合せ　山梨県後期高齢者医療広域連合
　　　　　　℡ 055-236-5671

　　　　　　　　　　　　　　　

　新しい後期高齢者医療被保険者証が、以下のとおり
交付されます。
■交付方法　郵送（簡易書留）
■交付時期　令和元年7月中旬～下旬
■証の色　　薄緑色
■有効期限　令和2年7月31日
※平成30年度までの保険料を完納されていない方につ
　きましては、有効期限が短いものとなる場合がありま
　すので、ご了承ください。
　　新しい被保険者証は、お手元に届いた日から使用
　できます。現在お持ちの被保険者証につきましては、
　8月以降使用できません。古い被保険者証につきまして
　は、個人情報が記載されていますので、裁断する等して
　廃棄してください。

　限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用
認定証につきましても、被保険者証とは別に、普通郵便
により交付されます。こちらの認定証の色は変更ありま
せんが、有効期限が令和2年7月31日となります。
　前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該
当する場合は、引き続き交付されます。医療機関にて診
療等を受ける場合は、令和元年8月1日から新しい認定
証をご提示ください。

　区分Ⅱの認定証が交付された方で、過去12カ月で入院
日数が90日（区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認
定証（薄い青緑色の証）の交付を受けていた期間に限り
ます）を超える場合には、入院日数のわかる病院の請求
書・領収書等を添えて再度申請をすることで、申請日以
降の入院時の食事代が減額されます。
●問合せ　住民課　℡ 0555-72-1114

■掲載期間　令和2年3月末まで
　　　　　　（1ヶ月単位で掲載可能です）

障害者相談日開設について

シニアドライバー安全運転講習会

「わが家のレシピ」募集

後期高齢者医療のお知らせ
保険証の年次交付と
保険料額決定について
被保険者証（保険証）について

【ホームページへの掲載】

限度額適用・標準負担額減額認定証及び
限度額適用認定証について

※長期に入院されている皆さまへ
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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  ℡０５５５-７２-１１２９

8月１日㊍ 配布予定8月号広報

■掲載ページ　町ホームページ全ページ最下段
■掲 載 料　1枠当たり　月額5,000円（税込）
■申込方法　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　地域防災課情報推進係　℡0555-72-1170

　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。

■掲載期間　10月号～3月号（第2期）
■仕　　様　フルカラー 縦50mm×横90mm
■掲 載 料　100,000円／1枠
■枠　　数　2枠 （申込み多数の場合は抽選）
■発行部数　毎月8,000部
■申込締切　7月31日（水）
■掲載基準　富士河口湖町広報誌広告掲載要綱の規定
　　　　　　による
●問合せ　政策企画課広報統計係　℡ 0555-72-1129

　町立船津小学校で学校図書館司書として勤務してい
ただける方を募集します。

（要　　件） 図書館司書有資格者
 　　　　　　心身ともに健康で勤務可能な方
（内　　容）学校図書館業務全般、その他所属長が指
　　　　　　 示する業務
（採用期間） 6ヶ月更新
（勤　　務） 原則、平日の8時30分～17時15分
（待　　遇） 町規定の臨時職員基準額(賞与あり）、
　　　　　   社会保険加入
（選　　考） 履歴書と面接により決定します。
（募集期間） 7月31日まで
■提出書類　履歴書　
※町学校教育課へ提出してください。
●問合せ　学校教育課　℡ 0555-72-6052
　

　犬を散歩する飼い主の方を多く見受けますが、他人の
敷地内にフンをさせ後始末をしない人がいるなど、フンに
関する苦情が寄せられています。
　また、つながれている首輪や鎖等を犬が外してしまい、
散歩中の他の犬と飼い主を噛んで怪我をさせてしまった
り、犬同士のトラブルの苦情も寄せられています。

◇散歩のときなど、フンは飼い主が責任をもって片付け
　てください。
◇飼い犬は必ず鎖等につないで飼育し、近所に迷惑をか
　けないよう十分注意してください。
◇犬を嫌いな方もいます。犬の放し飼いや一時的に犬を
　放すなどの行為は絶対に行わないでください。
◇万が一犬に噛まれた場合、狂犬病の恐れがあるのです
　ぐに病院へ行きましょう。
◇飼い犬には必ず鑑札・注射済票・迷子札をつけましょう。

　猫は発情期になると相手を見つけるためや、子供に注
意を促すために大きな声で鳴くようになります。年に３回
出産することもあり１回に約５匹の子猫を産み、メスの子
猫は約半年で発情を向かえ出産できるようになります。
猫がかわいそうだからといって猫にえさを与えるとそこに
集まり子孫を増やしていきます。
　◇野良猫には絶対にえさを与えないでください。
　◇適切な繁殖制限。
　　（飼い主には子猫も幸せにする責任があります）
●問合せ　環境課　生活環境係　℡ 0555-72-3169

　山梨県の後部座席のシートベルト着用率は３８．４％と
依然として低い状況となっています。チャイルドシート着
用率は、全国平均を上回っているものの67.5％と、自動
車乗車中のおける乳幼児の安全性が危惧されます。
　衝突時に自分自身を支えることができるスピードは、わ
ずか時速7㎞程度です。時速50㎞での衝突時の衝撃は
体重の30倍にもなるため、自分自身はもちろん、抱っこし
たお子さんを守ることはできません。車の天井や座席に
激しくぶつかったり、車外へ投げ出されたりしてしまいま
す。
　全ての座席でシートベルト・チャイルドシートを着用し
ましょう。また、チャイルドシートは取扱説明書をよく読
み、正しく装着しお子さんの命を守りましょう。
●問合せ　地域防災課防災係 ℡ 0555-72-1170

　防災行政無線のデジタル化に伴い、無償貸与しており
ます個別受信機および防災ラジオは利用できなくなりま
す。
　防災無線は、各地区に設置しております防災無線スピ
ーカー、富士河口湖町ホームページ、防災アプリおよびケ
ーブルテレビ河口湖のデータ放送等をご利用ください。
●問合せ　地域防災課　防災係　℡ 0555-72-1170

苦情が寄せられています！

全席シートベルト・チャイルドシート
着用徹底運動(7,8月重点期間)
“全ての座席で着用を”

10月1日より
防災無線個別受信機および
防災ラジオが利用できなくなります

船津小学校学校図書館司書
（臨時職員）募集

■学校図書館司書（臨時職員）1名

◎その１　『飼い犬のトラブルを未然に防ぎましょう』

◎その２　『野良猫にはえさを与えないでください』

【広報誌への掲載】
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7月２1日（日）投開票日〔予定〕
第２５回参議院議員通常選挙

投
票
箱

７月４日公示

✽投票時間は午前7時～午後8時です。ただし、西湖地区、根場地区、精進地区、本栖地区、富士ヶ嶺地区の投票所は
　閉所時間が１時間繰り上げ（午後７時まで）となります。
✽投票所入場券の発送は公示日（7/4）となります。
✽入場券の記載事項（投票所、投票時間など）をよくご確認のうえ、お間違えの無いようにお願いいたします。

船津地区のうち、揚町、浜町、若松町、上町、松場町1丁目、
松場町2丁目、本町2丁目、七軒町1丁目、七軒町中、市道町、
富士見町1丁目、本町、上の段上、上の段下、上の段中、
高尾町、県営住宅、高尾南町、富士見タウン、赤坂、河口湖通、
大久保、宮森、大池 自治会の区域

船津地区のうち、湖南町1丁目、湖南町2丁目、湖南町3丁目、
七軒町2丁目、七軒町3丁目、七軒町4丁目、南台1丁目、南台
2丁目、富士見町2丁目、富士見町3丁目、富士見町4丁目 
自治会の区域

第 ２投票区
第 ３投票区
第 ４投票区
第 ５投票区

第 1投票区

第 ７投票区
第 ８投票区
第 ９投票区
第10投票区
第11投票区
第12投票区
第13投票区
第14投票区

浅川公民館
小立福祉センター
大石福祉センター
河口福祉センター

勝山ふれあいセンター
足和田交流センター
西湖公民館
根場公民館
大嵐児童館
精進体育館
本栖公民館
上九一色コミュニティセンター

浅川655番地
小立677番地
大石72番地
河口6番地1

勝山4029番地5
長浜2410番地
西湖南1番3号
西湖西5番18号
大嵐422番地
精進514番地1
本栖331番地
富士ヶ嶺1219番地1

浅川地区
小立地区
大石地区
河口地区

勝山地区
長浜地区
西湖地区
根場地区
大嵐地区
精進地区
本栖地区
富士ヶ嶺地区

投 票 区 名 施　　設　　名 住　　所 投票区の該当となる区域

各地区の投票所は、下記のとおりとなります。

富士河口湖町交流センター 船津 890番地

第 6投票区《新》船津保育所 船津6760番地1

【問い合わせ】富士河口湖町選挙管理委員会（町役場総務課内）TEL: 0555-72-1112

※日程が変更になる場合があります。

選挙区選挙・・「候補者名」を記入して投票
比例代表選挙・・「政党名」または各政党の名簿に登載された「候補者名」を記入して投票

都合により投票日当日に投票所へ行けない方のための制度です。
　　　　　　　●期　間 ： ７月５日（金）～７月２０日（土）
　　　　　　　●時　間 ： 午前８時３０分～午後８時
　　　　　　　●場　所 ： 富士河口湖町役場

※入場券が届いていなくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
入場券（届いている方）もしくは運転免許証等（身分を証明できるもの）をお持ちいただき、投票にお越しください。
なお、期日前投票所は段差がなく、車椅子もご用意してあります。
入場券裏面の宣誓書をあらかじめご記入してお越しください。

選挙の種類

期日前投票

投 票 所
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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

≪新≫
船津保育所

投票所案内略図
入場券に記載されている

投票所で投票できます。

西　湖

西
湖
公
民
館

(

第
9
投
票
区)コウモリ穴

西湖民宿

●

西湖公民館

《
新
》船
津
保
育
所

(

第
6
投
票
区)

民宿あじ味

白山神社

河
　
口
　
湖

●湖畔荘

●

●

●ホテル湖龍

浅　　川
公 民 館

浅
川
公
民
館

(

第
2
投
票
区)

●

●

●

浅間神社

●
河口保育所

JA北富士警察官
駐在所

河口福祉
センター

河
口
小
学
校
●

河
口
福
祉
セ
ン
タ
ー

(

第
5
投
票
区)

大嵐
児童館 大

嵐
児
童
館

(

第
11
投
票
区)

大嵐小学校

至鳴沢 至勝山

●

至鳴沢

至本栖湖

至富士宮

富士ヶ嶺公民館

富士ヶ嶺
保育所

富士豊茂
小学校

上九一色
コミュニティ
センター

上九一色
コミュニティ
センター

旧
富
士
ヶ
嶺
A
コ
ー
プ

上
九
一
色
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

(

第
14
投
票
区)

●

●
●

●

河
　
口
　
湖

西
　
湖

郵
便
局

足
和
田
交
流
セ
ン
タ
ー

(

第
8
投
票
区)

西浜小学校
●

●

足和田交流
センター

富
士
河
口
湖
町
交
流
セ
ン
タ
ー

(

第
1
投
票
区)

(

旧
河
口
湖
町
役
場)　船津地区

●公民館

至
河
口
湖
大
橋

至河口湖駅

●
ガ
ス
ト

●
河
口
湖

　
郵
便
局

P P

(旧河口湖町役場)

富士河口湖町
交流センター

●大石郵便局

●浅間神社

●大石小学校

海蔵寺

JA北富士

大石福祉
センター

大
石
福
祉
セ
ン
タ
ー

(

第
4
投
票
区)

根
場
公
民
館

(

第
10
投
票
区)

至
コ
ウ
モ
リ
穴

根場民宿村
案内所

至野鳥の森
公園

●

根場
公民館

西　湖

江岸寺江岸寺

旧上九一色中学校
至精進湖

至富士宮

本　栖
公民館

山神社

至
本
栖
湖

本
栖
公
民
館

(

第
13
投
票
区)

●

●

●

勝
山
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

(

第
7
投
票
区)

勝山
保育所

勝山小・中学校勝山小・中学校
● ●

●

勝山ふれあい
センター

旧精進小学校

至河口湖 至本栖湖

精
進
出
張
所

精進郵便局精進郵便局

精
進
体
育
館  　
　
　
　

 (

第
12
投
票
区)

精進体育館
(旧精進小学校体育館)

（
旧
精
進
小
学
校
体
育
館
）

　選挙公報は、新聞折込により配布されます。新聞未購読世帯の方は役場、各出張所、中央公民館、生涯学習館に
ありますのでご覧いただくか、町選挙管理委員会までご連絡をお願いいたします。

【選挙公報】

【問い合わせ】 富士河口湖町選挙管理委員会(町役場総務課内)　TEL:0555-72-1112

河　口　湖

河　口　湖

山梨中央銀行

●妙法寺

小立簡易郵便局

●小立保育所

●

●

古屋薬局

小立小学校●

小立福祉
センター

小
立
福
祉
セ
ン
タ
ー

(

第
3
投
票
区)

７月２１日（日）選挙当日の投票所の場所
※投票所入場券でご確認ください。
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
古屋 あさ子災害に備える

　日本は、海外に比べて台風、豪雨、豪雪、土砂災害、地震、津波、火山噴火な
どの自然災害が発生しやすい災害大国です。富士河口湖町においても、古くは
西湖根場の土砂崩れから、浅川や河口の土砂崩れ、2014年2月の大雪によるラ
イフラインのストップなど身近で災害が起きました。また、世界文化遺産である
富士山の麓に位置する町と考えると、噴火に備えてなどの地域レベルの具体的
な取り組み対策は、待ったなしの状態です。

　私は、金沢で開催された「日本女性会議」に参加しました。そして「防災・まちづく
り」の分科会に参加し、そこで聞いた避難所の厳しい現状にはビックリする事だらけ
でした。障害者、高齢者、小さな子供を抱える家族、男女の差など、現場では社会が
抱える問題が一気に膿を出し、同じ被害者でありながら不平等さが浮き彫りになっ
たとのことです。避難所は、一時的であっても暮らす場所です。そこで細かい配慮の
できる女性もリーダーとして、企画や対策の時から地域の防災に関わることが出来れ
ば避難所の運営もスムーズに行えるのではないでしょうか。男性には言いにくいこと
も女性になら相談できる場合もあり、何よりもトイレや着替えるスペース、間仕切り

の設置によるプライベートの尊重など、女性ならではの観点で配慮できると思います。
男女のニーズの違いに適切に対応できる体制をつくることも大切です。
　現在、男女共同参画推進委員会地域部会では、もしもに備え「かけがえのない命を守
るために」どのような事を準備できるか？家族で話し合っておくことは？地域で決めて
おくことは？など、具体的に取り組んでいくために地域ぐるみの勉強会を企画中です。
皆様の地域で開催する際は、ぜひ多くの方に呼びかけていただき、ご指導やアドバイス、
ご協力をいただきたいと思います。この取り組みが生死を分ける判断になったり、減災
につながる事を目指し、住み良いまちづくりにつながる事を微力ながら願っております。

～災害を体験した方のエピソード～  一日前プロジェクト」
『仲間の大切さ ～スナック菓子やパンを届けてくれる～』
―東日本大震災（平成23年3月）―（仙台市太白区  20代  男性  会社員）

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

　お客様の事務所で打ち合わせ中、強烈な揺れ・・・。
当然、打ち合わせを中止して帰社し、上司の指示に従い、社員の安全確認を取っ
たあとは解散。
　一人暮らしなので、実家の両親に何度もメール・電話をするも繋がらず、お腹がすいてきたので冷蔵庫を開けてみる
と何も無いことに気づきました。
　自転車で近隣をまわってみたものの、食料を買えるようなところはどこも空いておらず、途方にくれて家でじっとして
いると夜に友人からメールで「大丈夫か？食べるものあるか？」と。困っていることを伝えると、友人2人が1時間後にス
ナック菓子やパンなどを車に積んで自宅まで来てくれました。この後も、仲間のところに届けに行くと、涙が出そうでし
た。この時、仲間の大切さに改めて気づかされました。
　今回は全く備えをしていなかった自分が仲間に助けられたことに感謝。
もし、震災前に戻れたなら、自分がしっかりとできる限りの備えをし、逆に仲間を助けて回れる立場になれるようにした
いと思いました。
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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

社協会費にご協力をお願いします

聴覚障がい者のためのパソコン
講習会の開催（参加者募集）

　社会福祉協議会（通称：社協）は、社会福祉法に位置
づけられ、すべての市区町村、都道府県に組織されてい
る公私機関・団体の参加を得て地域福祉を推進する非
営利の民間団体です。
　富士河口湖町社会福祉協議会でも、「つなげよう！地
域でつくる　一人の幸福　みんなの幸福」を目指してい
ます。みんなが手をたずさえて、地域に根ざして助け合
い、生活する誰もが安心で充実した日々を送ることがで
きるよう、ボランティア活動や町民の方々のご協力をい
ただきながら活動しています。

　社協が行う事業は、町民の皆様からの会費によって
支えられています。ご協力いただいた会費や寄付金を自
主財源として活用し、地域に向けて様々な福祉事業を展
開することで、町民の皆様に還元しています。
　また、社協で行う様々なサービスや事業は、対象者を
会員と非会員とで区別していません。しかし、会員とし
て賛同していただける方が多ければ多いほど、より充実
した地域福祉事業のサービスが提供できます。

■一般会費：１世帯当り500円（年額）
■特別(賛助)会費：１口当り1,000円(年額)

　会費の募集は、毎年７月に区・自治会等を通じて、各
世帯にお願いしています。また、自治会未加入世帯の方
は、本会事務所において加入手続きが行えます。ご連絡
いただければ、職員が伺います。

　社協では、補助金・委託金・共同募金配分金等の財源
確保にも努めていますが、一人でも多くの方に会員にな
っていただくことで福祉事業を支える力となります。
　どうか趣旨をご理解していただき、ご協力をお願い申
し上げます。

　町社協では、町内の聴覚障害者を対象に、今年度も、
パソコン講習会を開催します。
　内容は、Window8の操作方法を学びます。手話通訳
者も配置します。
　この機会にパソコン体験をしてみませんか？

●実施日：全8回（毎週金曜日）
　　　　　8月2日、9日、23日、30日
　　　　　9月6日、13日、20日、27日
　　　　  （8月16日はお休みします。）
●実施時間：午後6時30分～9時
●実施場所：富士河口湖町町中央公民館
●講師：（株）カルク
●対象者：町内の障害者手帳保持者(聴覚1～3級)
●定員：7名（定員になり次第締切り）
●申込締切日：令和元年7月19日（金）
●申込み・問合せ先…富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　　（FAX　0555-72-3606）

～町社会福祉協議会の活動は、

　　　皆様からの会費で

　　　　　　支えられています～

「社協」とは…

「社協会費」は…

会費の金額は…

会費の納入時期・方法は…

　本年１０３回目を迎える恒例の河口湖湖上祭を来る８月５日（月）
に開催いたします。
　開催に伴い、当日、午後５時より交通規制を行います。
　（一部は午後５時３０分から）
　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。
　　　　　℡７６-８３００（観光協会）　℡７２-３１６８（観光課）
※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。
　　　　　　　　　　   http://www.fujisan.ne.jp

富士河口湖町住民の皆様へ
河口湖湖上祭交通規制ご協力のお願い

１．正しい歯磨きをしましょう。
２．歯間ブラシやデンタルフロスで歯の間の掃除もしましょう。
３．舌のケアも忘れずにしましょう。
４．定期的に歯科受診しましょう。
　　（歯を失っても義歯などでかむことが補えます。）
    
    
１．お口の体操をしましょう。
２．上半身の体操もかむ力の強化につながります。
３．かみごたえのある食品を食べることも何よりのトレーニングです。       
    
    
１．ぶくぶくうがい、ガラガラうがいをしましょう。
２．唾液腺マッサージをしましょう。
３．舌の体操をしましょう。
気になる症状がある方は、ぜひかかりつけの歯科医院を受診しましょう。
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休館日

87/7 9 10 11 12 13

1514 16 17 18 19 20

22 23 24 25 26 27

2928 30 31 8/1 2 3

令和元年 7月7日～8月3日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

休館日 休館日

AMプラレール
将棋教室

AMプラレール
PMつみき

つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場

つどいの広場

（歯科指導）

（読み聞かせの日）

マムベビー
育児学級

つどいの広場 ブラウンベア
リトミック

ク富バレエ

キッズ＆
　ママフィット ク富ズンバ

ク富ズンバ

ワイワイ

つどいの広場

おもちゃ病院

ふれあい教室B
おもちゃ病院

ふれあい教室B

○子

つどいの広場○子

つどいの広場

ふれあい教室A

ふれあい教室A

つどいの広場

funfunくらぶ
(夏休みゼミ）

funfunくらぶ
(夏休みゼミ）

funfunくらぶ
(ミニアドベンチャー）

funfunくらぶ
(サマーアドベンチャー）

funfunくらぶ
(ミニアドベンチャー）

つどいの広場 流しそうめん

○栄

つどいの広場○栄
（からだの日） （お誕生日会）

（PM助産師）

＜休館日＞
7月14・15・28日
＜休館日＞
7月14・15・28日

☆どなたでも☆

☆乳幼児対象☆

21

☆小学生対象☆

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。お
気軽にどうぞ！
日時：毎週月・水・金  9時～12時/13時～15時
※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

　こどみらの中にある暗号が解けたとき古
代からのメッセージが現れる….
(どちらか１日でも参加できます)

★ボードゲーム★★ボードゲーム★★ボードゲーム★
funfunミニアドベンチャー

　流行中のボードゲームカフェがこどみら
でオープン！！いろんな種類のボードゲーム
に挑戦してみよう★

（おやこの日）

ミラモン
 ゲットだぜ!!

『古代からのメッセージその①その②』『古代からのメッセージその①その②』『古代からのメッセージその①その②』

　こどみらに古代からのメッセージが出現！
みんなで力を合わせてナゾを解こう！！

funfunサマーアドベンチャー

「古代からのメッセージに挑戦！」「古代からのメッセージに挑戦！」「古代からのメッセージに挑戦！」

日　時：８月１日(木)＆８月２日(金)
受付時間：14:00～1５:３0
持ち物：汗拭きタオル・飲み物
定　員：参加費：申込み：なし

　宿題の工作は早めにとりかかって、楽し
い夏休みを過ごそう！

funfun夏休みゼミ①②

＊Ｆ.Ｋは
んず企画

＊

～宿題の工作を作っちゃおう♪～～宿題の工作を作っちゃおう♪～～宿題の工作を作っちゃおう♪～

日　時：7月２９日(月)＆7月3０日(火)
時　間：13：30～1・2・3年生　
　　　  14：30～4・5・6年生
定　員：参加費：申込み：なし

日　時：8月６日(火) 14:00～16:00
定　員：20人　参加費：なし
持ち物：汗拭きタオル・飲み物
申込み：7月27日(土) 10:00～

日　時：８月3日(土) 14:00～16:00
定　員：２４人　参加費：なし
持ち物：汗拭きタオル、飲み物
申込み：７月２０日(土) 10:00～

ミラモンゲットだぜ！！ミラモンゲットだぜ！！ミラモンゲットだぜ！！ミラモンゲットだぜ！！
日　時：7月13日(土) 14:00集合
　　  　(こどみら閉館予定：16:00)
定　員：参加費：申込み：なし

　指令をクリアしてタイプ別のミラモンを
ゲットしよう。
　最後にはみんなでバトルだ！！

詳しくは『こどみらだより』で！

夏に向かって

イベントが盛りだくさん！イベントが盛りだくさん！イベントが盛りだくさん！
こどみらでは、

半年間落し物・忘れ物を
保管しています。

お心当たりのある方は
スタッフにお尋ね下さい。

☆お知らせ☆

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

※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～13時までは閉館です。

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア
ブラウン ベア

英語であそぼう with B　B

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
7月17日㊌

歯科指導の日
歯科衛生士さんのプチ相談と講話

7月10日㊌

からだの日
「めざせ！腰痛改善！」を一年間のテーマにプチトレーニング

7月24日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

7月31日㊌

　絵本の紹介とわらべうた、ベビーマッサージ
体験で赤ちゃんとの癒しのひと時です♥
日　時：7月18日㈭ 13：30～14:30
対　象：0歳親子（ハイハイ前まで）
持ち物：バスタオル　
申込み・参加費：なし 

　　　　
月～金曜日：9時～18時
土・日曜日：9時～17時

開館時間開館時間

　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：7月9日(火) 10:30～11:00
場　所：プレイルーム
 

7月13日(土)イベント終了後
16:00を目安に閉館予定です。
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※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：7月27日㈯ 14時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「ファースト・ラヴ」島本理生 著　

1冊の本から見える、いろんなきもち。
第148回　読書会

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
15時～18時

月～金曜日
8時30分～17時
（12時～13時は閉館）

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

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

問い合わせ

生涯学習館生涯学習館生涯学習館
〈開館時間〉平日 9時30分～19時／土・日 9時～17時

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／2日㈫～5日㈮ 蔵書点検のため休館、31日㈮館内整理日のため休館

7/7 8 9 10 11 12 13

令和元年 7月7日 ～ 8月3日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

ママピヨ

10:30～／11:30～

ママピヨ

10:30～
11:30～

28

1514 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

29 30 31 8/1 2 3

P

Pエトワールの会
13:30～

読書会 14:00～

13:30～
パパの絵本タイム

(読み聞かせ）

P

P

P
大石分館 16:45～

河口分館 15:50～

小さなおはなし広場

10:30～

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

P

P

P

ママピヨ

10:30～／11:30～

P

ママピヨ

10:30～／11:30～

P

P上九分館
15:30～
(読み聞かせ）

休館日休館日休館日休館日
館内整理日

P

P

Pうさぎのおやこ

10:30～
(読み聞かせ）

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

ドンびえ氷でアイスを
つくろう14:00～
(低学年）

夏の夜のおはなし会
19:30～

夏休みスライム
だいかいぼう！
14:00～ (高学年）

P夏の夜のおはなし会夏の夜のおはなし会夏の夜のおはなし会夏の夜のおはなし会
■日　時：7月25日㈭　19時30分～
■場　所：生涯学習館
■対　象：小学校3年生以上
■定　員：30名
＊終了が遅い時間になりますので必ず保護者の方の
　お迎えをお願いします。

課題図書の貸出について
　課題図書(夏休みの友・青少年課題図書)の本を
展示しています。課題図書の場合、多くの子ども
たちに読んでいただきたいため、お一人1冊の貸出
（貸出制限）で1週間となっています。ご協力お願い
いたします。

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

■日　時：７月25日(木)14時～
■場　所：富士河口湖町中央公民館　調理室・和室
■対　象：小学校1～3年生
■定　員：20名　■参加費：200円　■持ち物：タオル
■内　容：冷凍庫を使わず、氷と塩を使って手作りアイスを
　　　　  作ってみよう

夏休みスライム大かいぼう！夏休みスライム大かいぼう！
■日　時：7月24日(水)14時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■対　象：小学校4～6年生
■定　員：20名　■参加費：400円
■講　師：櫻井　英雄先生（山梨県立科学館）
■持ち物：筆記用具・タオル

展示コーナーの紹介展示コーナーの紹介

★～グリーンライフを楽しもう～★～グリーンライフを楽しもう～

　色とりどりの植物に囲まれたお庭を想像すると

ワクワクしませんか？

ガーデニングや家庭菜園などに関する本を集めて

展示しています。

★夏バテに負けないごはん＋らくらく時短料理＆ひんやりスイーツ
暑さを乗りきるための本を集めて展示しています。

ドンびえ氷で
かんたんアイスをつくろうかんたんアイスをつくろう

生涯学習館夏休み企画！生涯学習館夏休み企画！生涯学習館夏休み企画！生涯学習館夏休み企画！ 各イベント申し込みは、９日㈫１０時より



みなさんのやる気を応援します!

　平安時代は富士山の火山活動が激しく『日本三代実録』に記録された貞観の噴火など多くの噴火が発生しています。富士山
の噴火は山麓の人々の生活を脅かすだけでなく、『万葉集』に詠まれた「鎮めの山」が荒れることにより国家の危機として捉え
られました。富士山の鎮火を祈る祭祀は朝廷の命令で行われてきました。今回の講座では、歴史書に記載された古代（奈良・
平安時代）の富士山噴火の状況を読み、山麓の遺跡から被災状況や鎮火祭祀のあり方に迫ります。

「わが町・富士河口湖のあゆみと世界遺産富士山」「わが町・富士河口湖のあゆみと世界遺産富士山」「わが町・富士河口湖のあゆみと世界遺産富士山」「わが町・富士河口湖のあゆみと世界遺産富士山」
第4回　 「古代の富士山噴火と山麓の遺跡」

2019年度　富士河口湖町　世界遺産富士山・郷土発見講座

●日　時：令和元年7月10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　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
※土曜日は利用予約がない場合、閉館
詳しくは生涯学習課へ
皆様のお越しをお待ちしております。

中央公民館ロビー展示

富士河口湖町絵画教室作品展
（油絵・水彩・パステル画）

富士河口湖町絵画教室作品展
（油絵・水彩・パステル画）

7月9日（火）午後～30日（火）午前

大人気！パパ’s ボランティアの

流しそう
めん大会流しそう
めん大会流しそう
めん大会流しそう
めん大会

●日　時：7月27日（土）午前10時～（雨天中止）
●場　所：子ども未来創造館玄関前『芝生広場』
●持ち物：はし・おわん・タオル・飲み物・帽子
　　　　　☆持ち物には名前を書いてください
●対　象：幼児親子・小学生（幼児は保護者同伴）
●定　員：100名（定員になり次第締切）
●参加費：小学生300円・幼児親子1組500円
 （兄弟等の追加の場合は一人300円）

申込
受付中

わかりやすい『家庭の経済』講座
『相続（そうぞく）』『相続（そうぞく）』

　親が亡くなったり認知症になった時、親の口座が凍結され
る！？万が一に備えて、どのような対策が必要なのか？
その対策のひとつ「家族信託」を掘り下げます

日　時 テーマ 特にオススメ！

ライフプラン（未来予想）

不動産収入
（アパート経営者）

会社員・公務員
全世代

年金（公的年金・厚生年金）

7月17日（水）相続（家族信託）

9月18日（水）
11月20日（水）

●講　師：石田典義 氏　●参加費：無料　●申込み：要

テーマ

「和食を知ろう！」中央公民館講座

●日　時：7月12日（金）10:00～13:00
●材料費：300円
おいしいだしをとってだし巻き卵やすまし汁を作ります

●日　時：7月22日（月）10:00～13:00
●材料費：500円
卵焼きや海苔を使って切り口がバラの花と梅の花の
太巻きを作ります。

★講　師：中野　浩子氏（栄養士）
★場　所：富士河口湖町中央公民館
★定　員：15名（定員になり次第締め切り）
★持ち物：エプロン、バンダナ、筆記用具、巻きす（二回目のみ）
★お持ち帰りもあります。
★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。

１．だしの種類・特徴、だしのとり方を学ぼう

２．四季を感じる「祭りずし」を作ろう

…………………………………………………………………………

●場　所：中央公民館
申込みは、生涯学習課社会教育係
（℡０５５５－７２－６０５３）

各回とも時間は19:00～20:00（１時間程度）

中央公民館主催
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○問合先　教育委員会　生涯学習課　TEL 0555-72-6053　FAX 0555-73-1358

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

子育てのお悩みは専門家の先生に相談を
川邉修作先生の川邉修作先生の川邉修作先生の川邉修作先生の何でも相談何でも相談何でも相談何でも相談

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

ふじさんワークショップ 協会主催

夏休みクラフト教室夏休みクラフト教室夏休みクラフト教室夏休みクラフト教室
　夏休みお楽しみ企画「夏休みクラフト教室」を開催します！ 
たくさんのブースの中から、自分の好きな小物やおもちゃを
選んで作成しましょう♪小さなお子さんから大人まで楽しめ
ますのでぜひおこしください。

●日　時：7月27日（土）　午前10時～午後2時　
●場　所：子ども未来創造館玄関前『芝生広場』
　　　　　（雨天時…中央公民館ホール）
●持ち物：材料費（各体験につき300円～）

羊毛クラフト・パタパタボート・バスボム・布プリント
デコホイップ・革小物・木のゴムてっぽう　他
※内容は予告なしに変更する場合があります。

申込不要（幼児は保護者同伴）

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

　7月1日はお山開き。夏本番の訪れも間近です。学校では，間もなく１学
期が終わりますが，お子さんにとってどんな１学期だったでしょうか。多く
の体験をし，成長したことと思います。しかし，環境が変わったなど様々
な理由から，次の一歩が踏み出せなくなってしまう場合があります。本人
が一番つらいのは当然ですが，周囲もどうしていいかわからず，つらくなっ
てしまいます。そんなときは，一人で抱え込まないことが大切です。教育セ
ンターに声をかけてください。
　また，教育センターでは，「学校を休みがちになってきた」「学校に気持
ちが向かなくなり，家から出ようとしない」などの悩みを抱えている子ど
も達のために，安心して楽しく活動できる『居場所』を提供しています。ま
た，遅れてしまった学習を少しでも取り戻すために，『教育支援室』も開
設しています。まずはご相談ください。

“子どもの気持ちに寄り添って”

センターには卒業生が訪れます。進学後のことや
バイトのこと，さらには，仕事や子育ての話など
頑張っていることや悩みなどを話していきます。
優しく温かく受け止めたいと思っています。

子どもクラブ交流 球技大会
　小学生はユニホック・中学生はキンボールで
交流を深めましょう。
●日　時：7月28日（日）午前9時～正午（雨天決行）
●場　所：富士河口湖町町民体育館
●申込み：お住まいの育成会長さんまで
●問合先：生涯学習課

●日　時：7/27（土）　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

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。
♡氏名（ふりがな）　　♡携帯番号　　♡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

気軽にお問い合わせください。　当日参加も可能です！

☆親子で運動しよう” 
マット&鉄棒&ニュースポーツ☆

●対　象：年少・年中・年長児とその保護者
●期　日：7/14（日）　　　
●時　間：10：00～11：30
●場　所：町民体育館
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：1名500円／回（会員チケット1枚）

親子体操教室 体幹トレーニング【アスリート】 NIGHT　ＺＵＭＢＡ

☆本格的に鍛えたい方
動きながら体の調整も行います☆

●期　日：7/18・25　木曜日
●時　間：19：30～20：30　　　
●対　象：中学生以上　
●場　所：町民体育館　　
●参加料：500円／回
●持ち物：ヨガマット、上履き、タオル、飲み物

☆やみつきになる面白さ☆

●期　日：7/19（金）＊7/4より変更
●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
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大嵐と足和田山の歴史

（町文化財審議会委員　渡辺修一）

　大嵐には、「昔山崩れがあって下村が流されたのだ」という言い伝えがある。しかし、詳しい事はわからなかっ
たが、町の世界遺産富士山講座において冨士御室浅間神社に伝わる『勝山記』に災害記録があり結び付いた。講
座の資料に引用された同書の記述は、「明応七年（1498）戊午（中略）八月廿五日辰尅（午前８時）ニ大地震動シ
テ、日本国中堂塔乃至諸家悉頽レ落、大海邊リハ皆々打浪ニ引レテ、伊豆ノ浦ヘ悉ク死失、又小河悉損失ス、同
月廿八日、大雨大風無限、申尅（午後４時）當方ノ西海、長濱同大田輪（和）、大原悉ク壁（山津波）ニヲ（押）サ
レテ人々死ル事大半ニ過ヘタリ、アシワタ（足和田）、小海ノイハウ（巌）皆悉ク流テ白山ト成申候、（後略）」とあ
る。意訳は「８月25日の午後８時に大地震が発生し、日本全国の堂や塔、家屋は悉く崩壊した。大海の海岸地域
（の人々）は各所で津波にのまれ、伊豆の浦（駿河湾の東岸・伊豆西部）に流されて死亡した。小さな河川は悉く
損傷した（埋没した）。同月28日に大雨と大風に凄まじく襲われた。午後４時に当方の西海（西湖）、長浜、同大
田和、大原（大嵐）が悉く山津波（土石流）に押し流され、多くの人々が死亡した。足和田（山）、小海のイオウ
（岩尾）が悉く流出して白山となった（地山の岩盤がむき出しになった）。」とある。講師の杉本氏による注釈が
「大嵐地区の発掘調査や出土品の状況から、平安時代の遺跡が地下３メートルに埋没しており、この土石流の
被害状況が甚大であったことが確認されている。明応地震の３日後に台風が来襲し、地震で緩んだ地盤が風雨に
よって崩壊したと考えられる。」と加えられている。
　そして、大原という地名は現在使われていないが、昔は大原
七郷という地域名が鳴沢、大嵐、勝山、小立、船津、大石、長浜
の７つの村を指し、大原はその大嵐を中心とした７つの地域の
総称であったと伝えられる。蓮華寺は創建当初、大同山御堂寺
という真言宗の寺で、大同４年乙丑（809）空海が開基したと
伝えられ、その後弘安５年（1282）日蓮宗に改宗し寺号も改め
た。５世真如院日了の時代、康正２年（1456）に蓮華寺を再建
現在に至る。裏庭に水の湧く池のあるこの土地は、寺として最
適地だったと思う。蓮華寺は身延山久遠寺の直末である。昔の
寺の位置は集落北の「大嵐尋常小学校跡」という石碑のある地だったと言われる。この蓮華寺の池より流れ出た
水は川となって新堀まで達していた。近年では水が途中で無くなってしまい、新堀は水のない空堀の状態だが、
30年も前には毎年春になれば水が満杯になり、たくさんのヒキガエルが紐のような卵を産み落としていた。新堀
の元々の呼び名は「溜井御普請所」といいその後、御普請所から新堀となったようである。昔はカエルがたくさん
いる程に水があったのに現在は無いのが不思議である。そして新堀の北側あたりに赤坂という小字があり「念浄」
とも呼ばれている。赤坂は赤土の坂の意で、墓場もあり昔土葬していた頃、墓穴を２メートル位掘っても皆赤土
だった。念浄は大同山御堂寺の坊があった所であり、そこが念浄坊であった所といわれている。蓮華寺の山門の
南側に大きな石で「蓮華寺の由緒」が書かれており、その記述に「念浄坊、浄蓮坊、浄善坊、觀(観)立坊、宮ノ坊、
五坊有ス、明治初年迠持続セリ」とある。その内の念浄坊なのであろう。私の父の話では、「明治の頃に共同墓地
をこしらえた。それ以前は屋敷墓で個人の住居の回りに埋めて墓にしていた。この屋敷墓の墓石は各一家衆ごと
にまとめて蓮華寺の本堂の向って左側に並べたのだ。そして共同墓地が完成し、場所を決める事になって一家衆
ごとにくじ引きをして決めた。しかし、三浦一家は自腹で別の場所を見付け、そこが三浦墓所だ」という。
　話は変わって、大嵐から足和田山（段和山）に登る順に天神社、機織り窪、妙法二神、知事様、馬のつっころば
し、という地名がある。天神社は明治時代以前に大嵐天神宮と呼ばれていたが、明治２年（1869）に大嵐天神社
に改めた。天神社には町指定文化財の天神社本殿、神札古判木２枚、神楽殿の礎石、コナラの木、大嵐山の神社
が所在する。機織り窪という地名は何か由緒がありそうだが解らない。妙法二神は蓮華寺の神で、妙太郎様、
法太郎様の事で荒神様という。知事様（知事の休息所）は昭和９年（1934）に関谷延之助知事が富士北麓の
開発をする上で外国人を誘致する為に観光開発の拠点としての県営ホテル建設構想を提案し、大嵐より足和田山
に登り、富士ビューホテルの建設場所の確認を行った場所である。そして知事様の場所から10分程歩いて横幅が
広くなり、黒土のなだらかな所が長く続く所が戦後の食糧難時に開墾し畑にした所です。材木を売り、残りを焼
畑にした。尾根の頂上の畑は天空の畑とも言えるが、焼いた灰が効かなくなり、徐々に耕作をやめてしまったという。
馬のつっころばしというのは、ひふみ食堂から入った小田和という所の西側の沢の上の地点だとされる。この馬が
転び落ちた道は天明８年（1788）や天保９年（1838）の記録によると、だんの山という草刈り場より「青草拾壱
駄」を秋元但馬守に刈り納める為の馬の通り道であるという。

【引用文献等】「『勝山記』にみえる富士」（平成30年度　富士河口湖町世界遺産富士山講座   第５回）
　本稿を執筆するにあたり大嵐地区の三浦嘉弘氏にご教示を賜った。記して謝意を申し上げる次第である。

むかし くず

せ　かい　い　さん

し りょう

こくじゅうどうとうないししょかことごとくくず

かぎりなし さるのこく

そんしょう まい ぼつ

ど  せきりゅう

いわ  お

ひ  がい じん だい

げん ざい

しち ごう なる さわ

さ

そうしょう れん  げ    じ そう けん とう しょ だ いどうさん  み  どう  じ

ち  いき  めい

しんごんしゅう

しんにょいんにちりょう こうしょう さい  けん

だいどう

うら  にわ さい

てき   ち

しゅうらく じんじょう

しん ぼり

よ ため  い    ご   ふ  しん じょ

ほど

ぼう

はか  ば

ゆいしょ

めい  じ  しょ  ねん  まで  じ  ぞく

や  しき   ぼ

ほんどう

だ ん の や ま

し て い ぶ ん か ざ い ほん  でん

わか み ょうた ろ うさ ま

ほう  た  ろう さま こうじんさま きゅうそくじょ ほくろくせき  や   えん  の   すけ

しんさつ  こ  はん  ぎ まい か ぐ らで ん そ せ き

て ん じ ん し ゃ はた  お      くぼ

かいは つ

くろつち

はた

ころ てんめい てんぽう くさ   か あおくさじゅういち

だ おさ

しっ ぴつ よし ひろ きょう じ たま し だいほん こう

あ き も と た じ ま か み

お   ね ちょうじょう

しょくどう お　だ　わ

てん  くう はい き じょじょ こう  さく

しょくりょうなんじ かいこん ざ いもく やきはたけ

かくにん よこはば

が いこくじん ゆう  ち ため かんこう きょてん けんえい けんせ つ  こうそう ていあん

みょうほう  に  しん ち   じ   さまのぼ

ぐう

じゅん

こ  じん

じ  ばらみ  うら

じゅうきょ まわ う ぼ  せき かく  いっ  け    し

きょうどう  ぼ    ち

じょうれん じょうぜん みや  の

ど  そう ぼ  けつ くらい ほころ みな

かん            りゅう

な きた がわ あか  さか

さん もん

ねんじょうこ   あざふ   し   ぎ

まん ぱい ひも たまご う

から ぼり じょうたい

あと せき  ひ

み  のぶ  さん  く   おん   じ ちょくまつ

わ

こう  あん にちれんしゅう じ  ごう あらたかいしゅう

くう かい かい  きいっちゅう

たい ふう らいしゅう ふう  うゆる

はっ くつ ちょう さ い  せきじょうきょう へい あん じ  だいしゅつど ひん

じ  やま がん ばん こう  し すぎもと  し ちゅうしゃくりゅうしゅつ

すさま おそ

にしのうみ おお はら おびゃくなが はま どう おお  だ   わ つ  なみわとう ほう

おち たい かい あた

しぬ

い   やく じ   しん か   おく ほうかい かいがん  ち  いき

たい はん

する  が  わん とう がん せい  ぶ し  ぼう か  せん

こ  うみ いわお（いおう） びゃくやま なりもうしそうろう こうりゃく

い　ず　　　 うらみな みな うち なみ しに うせ また　お　がわ　　  そん しつひか

き じゅついん よう めいおう ぼ   ご ちゅうりゃく にじゅう たつのこく しん どう

こう　ざ ふ　 じ　 お　むろ せん げん　じん　じゃ かつ やま  き さい がい  き   ろく

くわ

おおあらし　　 あし   わ   だ  やま　　　れき　し

大 嵐 天 神 社

広報18 2019年 7月号



健康のまちづくり
Healthy community building

健康のまちづくりウォーキング健康のまちづくりウォーキング健康のまちづくりウォーキング

健やか樹海ウォーク２０１9

Let's WalkingLet's Walking

■日　時／令和元年 ８月18日㈰ 小雨決行
■場　所／西湖　 野鳥の森公園　
■時　間／午前９時30分　受付開始
　　　　　午前１０時　　  出発式
 　　　　  出発式終了後スタート
■持ち物／飲み物・帽子・雨具・昼食は各自持参

　町では、健康づくりの一環として「健康のまちづくりウォーキング大会」を実施しています。
　今回は、世界遺産「富士山」のすそ野に広がる青木ヶ原樹海で開催します。
　ウォーキングはどこでも手軽に、無理なく自分の体調に合わせて出来る運動です。その上、有酸素運動の代表格であり、
脂肪を効率よく燃焼させることが出来ます。
　今回は、「いのちをつなぐ青木ヶ原ネットワーク会議」「山梨県富士・東部保健福祉事務所」や各関係団体と共催いたし
ます。樹海の爽やかな風を感じて歩きましょう。

５キロ・１０キロコース
参加費　

無料

軽　症：めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない
中等症：頭痛、吐き気、体がだるい（倦怠感）、虚脱感
重　症：意識がない、けいれん、高い体温である、呼びかけに対し返事がおかしい、
　　　　まっすぐに歩けない、走れない

　・こまめに水分や塩分を補給する。　・暑いときには無理をしない。　・日傘や帽子を活用する。
　・涼しい服装をする。　・こまめに休憩する。　・日陰を利用する。　・室内でも温湿度を測る。
　・体調の悪いときは特に注意する。

（１）体調が悪い日は作業を行わないようにする。
（２）日陰を確保して一定時間ごとに必ず休憩を取る。
（３）できるだけ２人以上でお互いの体調を確認しながら作業を行う。

（１）意識がある、反応が正常な時
　　 涼しい場所へ避難させる→衣服を脱がせ身体を冷やす→水分・塩分を補給する
　　 ※水を自力で飲めない、または症状が改善しない場合は直ちに救急車を要請
（２）意識がない、反応がおかしい時
　　 救急車を要請する→涼しい場所へ避難させる→衣服を脱がせ身体を冷やす→医療機関に搬送する

山梨県富士・東部保健福祉事務所  地域保健課  ℡0555-24-9035／富士河口湖町役場  健康増進課  ℡0555-72-6037お問合せ先

富士河口湖町役場  健康増進課  ℡0555-72-6037　午前９時から午後５時（土日・祝日を除く）お問合せ

気をつけましょう気をつけましょう気をつけましょう 熱中症
熱中症の症状

熱中症の予防法

作業時の注意事項

熱中症になった時の処置

環境省のウェブサイトで熱中症のかかりやすさを示す「暑さ指数（WBGT）」を公表しています。これらの情報も随時活用
し、熱中症にかからないようにしましょう。

広報 192019年 7月号



広報20 2019年 7月号

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　歯科衛生士　常盤悟子

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

『かむ力』と『飲み込む力』を強くしましょう！『かむ力』と『飲み込む力』を強くしましょう！

　８０歳になっても自分の歯が２０本以上ある８０２０（はちまるにいまる）を達成した人の割合が、
５１．２％に増えました。（平成２８年度歯科疾患実態調査）
　これからは、「歯の本数」に加えて「かむ力」や「飲みこむ力」を維持していくことが重要なテーマに
なります。

１．正しい歯磨きをしましょう。
２．歯間ブラシやデンタルフロスで歯の間の掃除もしましょう。
３．舌のケアも忘れずにしましょう。
４．定期的に歯科受診しましょう。
　　（歯を失っても義歯などでかむことが補えます。）
    
    
１．お口の体操をしましょう。
２．上半身の体操もかむ力の強化につながります。
３．かみごたえのある食品を食べることも何よりのトレーニングです。       
    
    
１．ぶくぶくうがい、ガラガラうがいをしましょう。
２．唾液腺マッサージをしましょう。
３．舌の体操をしましょう。
気になる症状がある方は、ぜひかかりつけの歯科医院を受診しましょう。

□　食事中にむせやすくなった。
□　食欲がなくなってきた。
□　お口が乾く、匂いが気になる。
□　食べ物が飲みにくくなった。
□　硬い食べ物を食べなくなってきた。
□　食べた後も口の中に食べ物が残る。

こんな症状が1つでもあったら要注意！！

最近こんな事はありませんか？

　お口の機能の負の連鎖が、低栄養、さらには全身の機能低下を招く「オーラルフレイル」といって今問題
とされています。
　かむ力、飲みこむ力を維持すれば必要な栄養素が摂れ、健康的な生活を送ることができます。

かむ機能や
飲み込む機能が低下

かめない
のみこめない 　食欲低下 　全身機能の低下

　　低栄養やわらかい物
ばかり食べる

かむための歯を守る

かむための筋肉をきたえる

飲みこむ力をつける
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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

　“Si può fare”は、“シ・プォ・ファーレ”もう、10年ほど前のイタリア映画のタイトルです。意味は、「や
ればできる」です。邦題は「人生、ここにあり！」でした。今日は懐かしい映画を通して皆さんとこれからの障害
福祉について考えていきたいと思います。

　誰もが安心安全に、そして自分らしく生きていける共生社会を目指すために必要なことは、私たち一人一人の
変化かもしれません。自分がどんな価値観を大切にしているのか、どんな考えに縛られているのか等、なかなか
気が付くことが出来ません。人とかかわりながら学んだり、時には映画等からも多くの影響を受けながら学び続
けることが大切になりそうですね。

　先日、久しぶりに“Si può fare”の文字が目に飛び込ん
できました。健康科学大学で精神保健福祉士の講義を
主に担当されている先生が学生と一緒に学ぶ教材とし
て持っていたＤＶＤのタイトルです。邦題は「人生、ここ
にあり！」、この映画との出会いは、まだ、私が北海道の
札幌市で福祉現場を持ち、教員職をかけ持ちしながら
働かせていただいていたころになります。精神保健福祉
士としてコミュニティとのかかわり、施設運営の方法、当
事者支援と何から何までご教授して頂いていた故・谷中
輝雄先生から、「イタリアでまるで“やどかりの里”（先生
が立ち上げた施設）を映画にしたようなものが上映され
ているんだ」、「これは是非、古川に見せてやらなければ」
と言い、関係者からまだ日本語訳がない時に、イタリア
で上映されたものをすぐに取り寄せて下さいました。
　舞台は、1983年のイタリア・ミラノ。1978年に制定さ
れた“バザリア法”により、単科精神科病院が次々と閉鎖
されることになります。閉鎖によりこれまで精神科病院
に閉じ込められていた患者が外に出されることになりま
した。患者として失っていた社会生活を、体当たりで獲
得し直し、様々な体験を通し、生まれた町で自分の人生
を取り戻していく過程がドラスティックに描かれていま
す。認め合う仲間、居場所、役割を見つけ、自信と希望を
取り戻していきます。はじめは、自分たちが社会で暮ら
すことで精一杯で、後から病院を出てくる同じ障害を抱
えた人たちを、自分たちの仲間として迎え入れることが
できないシーンもあります。ですが、映画のラストでは、
自分の人生を取り戻し、先行く仲間として立派に成長を
遂げ、後から病院を出る者を導き、主体的に生きる人と
しての力強いエネルギーに満ちた姿が見られます。我々
に主体性とは何か、主体的に生きる意義は何かを教えて
くれます。

　この映画にあるように、私も現場では、精神障害、知
的障害、身体障害を抱えた方が自分の人生を取り戻して
いく過程をともに過ごさせていただきました。先ほど、「
人生を取り戻す」という表現を使いましたが、重度、軽度
に問わず障害があることで、何もチャレンジすらできな
い環境がたくさんあります。医療的ケアが必要となった
ことから必要以上に長期的な入院を強いられたり、障害
を抱えていることから、本当はできたとしても周囲から
多くの機会が奪われてしまっていることも障害を抱える
方とかかわっているとたくさん遭遇する現実的な問題の
一つです。
　先ずは、障害を抱える方が主体的に生きていくことが
できる社会の仕組みづくりが大切になりそうです。私た
ちや障害を抱える方が一緒に社会に参加し、貢献できる
環境が整わなければ実現は難しくなります。社会学的な
考えの一つとして、人は社会から影響を受けて意識を形
成するという考え方があります。これは個人が社会化さ
れることを意味します。多くの人が、障害を持つ者を排
除するという考えを持つ社会であれば、障害を持つ者は
排除されるしかないという考えに誰もが疑問をいだかな
くなることを指します。そして、障害を抱える方々は、自
らの思いを発信できず、排除を受け入れるしかない状況
に陥ります。ですが、多くの人が排除を促す考えではな
く、みんなで協力し合うことが当たり前であるという考
えを持つことができる社会であれば、障害を抱えた方を
排除せずに協力し合える環境ができあがり、排除するべ
きだという考えを持つ者にも好ましい変化を促すことが
出来るようになります。私たちが住んでいるこの富士河
口湖町の意識はどうでしょうか。我々の意識をどうして
いくべきかを大切に考え育てていくことが誰もが住みや
すい町になるヒントになりそうですね。
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富士山河口湖音楽祭201７　開催1６年目　♪河口湖ステラシアター公演情報♪　　

茅原実里

８月１０日㊏　オープニングコンサート

野外映画会 ～星空の下で～

15：30開場　16：30開演
【料金】全席指定 7,560円

18：00開場　19：30開演
【上映作品】
　２４日 『ボス・ベイビー』
　２５日 『グリンチ』

※サマチャンフラッグ付き ※お一人様4枚まで
※3歳以上有料 ※雨天決行・荒天中止 ※整理券必要（ステラシアターHPよりダウンロード）

ロビーにお遊びコーナーがあります。
（予定：金魚すくい・輪投げ・ポップコーンなど）

※3歳以下入場不可　7/21「親子でたのしむワクワクコンサート」は除く　※高校生以下特別料金、団体特別料金がございます。　詳しくはステラシアターにお問合せ下さい。

８月３日㊏／４日㊐

７月２４日㊌／2５日㊍
たくさんのご応募ありがとうございました!

入場無料

発売中

無料
（自由入場）

７/６㈯
一般発売開始

♪富士山河口湖音楽祭2019♪

13:00開場　13:30開演
【会場】河口湖ステラシアター（野外音楽堂・可動式屋根付）

【出演】音楽祭山梨県中学生特別バンド/池上英樹プロデュース打楽器ワークショップ特別チーム/河口湖南中学校吹奏楽部/
　　　東海大学付属甲府高等学校吹奏楽部/マカオ・フィルハーモニックオーケストラ（マカオ） 他

　毎年夏に開催している『富士山河口湖音楽祭』は、今年で18回
目を迎えます。音楽を通じて感性豊かな心を養う環境づくりをテ
ーマに、河口湖ステラシアター、河口湖円形ホールを中心に、美術
館等町内各施設を舞台に様々なプログラムを展開いたします。
各所で響きわたる音楽を心からお楽しみください。皆様のご来場
を、心よりお待ち申し上げております。

♪河口湖円形ホール公演♪

SUMMER CHAMPION 2019
～Minori Chihara 
　　  11th Summer Live～

音楽評論家 真嶋雄大プロデュースによる音楽劇
対決！ショパンvs.シューマン、そして…
【出演】ピアノ:高橋多佳子　オーボエ:中村あんり
　　　フルート:布能美樹　朗読:真嶋雄大/佐藤和子
【曲目】シューマン:トロイメライ
　　　ショパン:革命のエチュード　他

8/11㊐ 13:00開場  13:30開演
【料金】町民3800円/一般4000円

高木綾子 フルートリサイタル
ピアノ：坂野伊都子
【曲目】モーツァルト：ヴァイオリン・ソナタ
 　　  　　　　　  第21番 K.304
　　　ドップラー：森の小鳥 Op.21 他

8/14㊌18:00開場  18:30開演
【料金】3800円/一般4000円

上野耕平
サクソフォンリサイタル
ピアノ:山中惇史
【曲目】シューマン ３つのロマンス
　　　フランク ヴァイオリンソナタ 他

8/12㊊㊡14:00開場  14:30開演
【料金】町民3800円/一般4000円

高橋多佳子  ⒸShinichiro Saigo

ⒸFUMI

《プレ企画》昭和音楽大学連携プログラム
親子でたのしむ
ワクワクコンサート！
～魅惑の！？金管五重奏団！～
【曲目】小さな世界、トトロメドレー、たなばた

7/２１㊐ 13:30開場  14:00開演
【料金】町民1400円/一般1500円

所　長:宮川彬良　
研究員:ダイナマイトしゃかりきサ～カス
【曲目】海、赤トンボ　他

宮川彬良のせたがや音楽研究所

8/13㊋ 14:00開場14:30開演
【料金】町民3800円/一般4000円 ⒸPACO

未来を担うサクソフォン奏者Educational Program

音楽祭特別アンサンブルコンサート
【出演】サクソフォン奏者共演プログラム受講者
　　   シエナ・ウインド・オーケストラ
　　　サクソフォンメンバー

8/16㊎ 13:00開場  13:30開演
【料金】町民1900円/一般2000円

茂木大輔の木管歌劇場Ⅲ
【出演】オーボエ・企画・解説:茂木大輔
　　   アンサンブル・ミクスト　他
【曲目】モーツァルト:管楽セレナーデハ短調
　　　　　　　　　「夜の曲」K.V.388 
　　　茂木大輔:木管５重奏のための「魔法のCD」  他

8/15㊍ 18:00開場18:30開演
【料金】町民4700円/一般5000円
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このページについてのお問合せは、河口湖ステラシアター  ７２－５５８８までどうぞ

http://www.stellartheater.jp/

&
♪自然の香りが響きわたる♪

河口湖円形ホール
♪優しい音が湖風に舞う♪

８月17日㊏

池上英樹・塚越慎子デュオ ペーター･シュミードル

笛奏者オマタタツロウによる森のミニコンサート　vol.1
「楽器になる木を育てよう！」

8/9㊎ 17:30～ 7/5㊎ 18:00～

8/12㊊㊡10:00～

全国高校トップチーム 習志野高等学校吹奏楽部
10:00受付開始10:30開始予定【町民体育館】

マーチングバンド
公開リハーサル＆コンサート

※要申込み　お電話または音楽祭HPにて

12:00～12:40（予定）
【ショッピングセンターBELL時計台広場】

ミニライブ

13:40～（予定）
【河口湖ステラシアター正面前広場】

野外ミニライブ

13:00～13:40（予定）
【ショッピングセンターBELL⇒ステラシアター】

マーチングバンドによる
パレード演奏会with地元吹奏楽メンバー

無料聴講　アカデミープログラム
※要申込み　お電話または音楽祭HPにて

河口湖ステラシアター 河口湖円形ホール

森の音楽堂（ステラシアター西側）

富士河口湖町船津小学校

＆マスタークラス受講生による
公開リハーサル
【募集】1000名

池上英樹・塚越慎子デュオ
8/10㊏ 16:30～

＆マスタークラス受講生による
打楽器・マリンバコンサート

クラリネットリハーサル
山梨県中高生共演プログラム
公開リハーサル

【募集】1000名

【募集】30名

サクソフォン奏者上野耕平による
山梨県中学生バンド公開レッスン

8/10㊏ 11:00～

【曲目】Ｖ．マッコイ：アフリカン・シンフォニー
　　　ピアソラ （啼鵬 編曲）:リベルタンゴ
【募集】1000名

茂木大輔による
音楽祭特別バンド公開リハーサル

8/12㊊㊡ 14:30～

【演奏】富士五湖ウインドオーケストラ
　　　＋公募メンバー
【募集】1000名

【募集】20名

茂木大輔＆シエナ・ウインド・オーケストラ
8/16㊎ 17:00～

コンサート公開リハーサル
【募集】1000名

《プレ企画》クラリネット奏者

《プレ企画》

【内容】植樹、楽器づくり、ミニ演奏会　【募集】100名

笛奏者オマタタツロウ
「森の紙芝居」

8/15㊍ 10:30～

クラリネット奏者ペーター･シュミードルによる
クラリネットミニ演奏会

7/8㊊ 10:30～ (予定)

～宮沢賢治：どんぐりと山猫～
【募集】100名

ピアノ:望月恭子

高校生と一緒にパレードしよう！
パレード参加者募集！

詳しくは音楽祭HPをご覧ください。
【募集】100組

塚越慎子

池上英樹
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八丁目会 7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！
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◇いやしの里夏イベント◇

小池淑子先生による
絵手紙教室

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

≪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：9時～17時　無休 ／ 12月～ 2月：9時30分～16時30分　無休
 TEL:0555-20-4677　URL http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

陶と香のかやぬま
硝子と金工　ツパイ工房
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
食事・甘味　彩雲
食事処　里山
手打ちそば　みずも
匠や

防虫効果のある匂袋を作ってみませんか？
薄い銅板にヘラで凸凹をつけてルームプレート作りませんか？
涼風を呼ぶ風鈴の色付体験。
布で七夕飾り作りました。
新商品　山梨チュウing他キャンディ類いろいろあります。
いちごミルク・抹茶ミルクのかき氷いかがですか。
夏の涼が楽しめるメニューでおまちしています。
当店人気の天ぷらせいろを召し上がって下さい。
伝統工芸日常使いの和紙の世界　うちわ・せんす

⑰土あそび富士炉漫窯

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

⑩匠や　企画展

※お休みする場合もございます。

現在開催中～
2020年3月末

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

好評につき企画展延長！
日程：4月～11月までの

毎週日曜日

●場所：⑥せせらぎ屋
●料金：500円

令和元年５月から１２月生まれの赤ちゃんの体験です！

＊予約問い合わせ＊ 080-5024-5735  前田

ぜひご参加ください！

●期間：令和元年６月から令和２年５月末日
●料金：2,019円 （通常２，５００円）
　　 　乾燥、素焼き、本焼き後、
　　　 およそ１ヶ月でお送り致します。　※送料着払い

＊和紙＊杉山茂

＊陶芸＊米山久志
＊藍染＊米山のぶ子

８月１７日（土）限定
１７：００～２０：００
入場無料

里内ライトアップ
いろいろ楽しいミニ縁日
フィナーレに打ち上げ花火
ご家族・お友達をお誘いの上、

ぜひお越し下さい！

夏の風物詩がもりだくさん！ 夏休みの思い出を作ろう！

　７月６日（土）～７月１５日（月）　短冊に願い事を書いて笹につるそう！
　　　　　　７月２７日（土）～８月３１日（土）
　　　　　　クイズに答えて里内を巡ろう！ ※期間終了後、抽選で景品プレゼント！
７月下旬～８月中旬　養蚕室にてお蚕さんを育てます！
　　　　　　 ７月２０日（土）～２４日（水）
　　　　　　 旧渡辺住宅にて折り紙・華道・茶道など日本文化を体験しよう！

＊七夕飾り＊

＊養  蚕＊

＊夏休みクイズラリー＊

＊日本文化で国際交流＊

※一部有料です。
その他、夏の風物詩をご用意して皆様のご来場お待ちしております！

里の夏をしめくくる年に一度の夏祭り！里の夏をしめくくる年に一度の夏祭り！

★いやしの里の納涼会★

※天候等の都合により予告なく中止する場合がございます。
予めご了承下さい。

※天候等の都合により予告なく中止する場合がございます。
予めご了承下さい。

陶と藍染め二人展陶と藍染め二人展

小さな風いやしの風小さな風いやしの風

祝！令和元年生まれの

赤ちゃん

手形・足形陶芸

特別体験！

祝！令和元年生まれの

赤ちゃん

手形・足形陶芸

特別体験！

現在開催中～7月22日（月）

７月２５日（木）～８月3１日（土）
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ボンジュールホストタウン
～東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて～

　トライアスロンのスタートはスイムからです。オープ
ンウォーターと呼ばれる海や湖、池や川などを使った
コースから、プールを使用する子供や初心者向けのも
のまで様々な大会が開催されています。
　屋外で行われることから、自然の中で思いっきり体
を動かせるところがトライアスロンの魅力の一つで
す。ルール規定により、ウェットスーツを着用して泳ぐ
こともあります。

東京２０２０オリンピック・パラリンピック
フランストライアスロンチーム事前合宿　通訳ボランティア募集
　2019年8月に開催されるトライアスロン・パラトライアスロンのテストイベントに向けて、フランスパラトライアス
ロンチームが富士河口湖町で事前合宿を行います。
　そこで、事前合宿における通訳ボランティアの方を募集いたします。

○募集期限　2019年7月19日(金)まで
○募集人数　若干名
○主な活動　フランスパラトライアスロンチームの選手、スタッフへの通訳
○活動場所　富士河口湖町内

【募集概要】
　○活動期間　2019年8月11日(日)～8月15日(木)
　　※この期間で活動できる日が１日だけでも構いません。
　　※拘束時間が朝から夕方まで（休憩を含む）となる可能性があります。
　　※ボランティア活動にかかる食事、保険費用は町で負担いたします。
　　※適宜、休憩時間を設定します。
　　※活動日・活動時間は、今後変更となる可能性がありますのでご了承ください。

　○応募条件　次の4つの条件をすべて満たす方
　　・2019年4月1日時点で満18歳以上の方
　　・日本国籍を有する方、または日本に居住する資格を有する方
　　・英語、フランス語どちらかが話せる方（日常会話程度）
　　・電子メールで連絡を受けることができる方
　※応募者多数の場合は政策企画課にて決定させて頂きます。
　※活動内容についての説明会を後日開催いたします。

【応募・問合せ先】
　政策企画課 政策調整係　　℡0555-72-1129（平日　午前8時30分～午後5時15分）
　　　　　　　　　　　　　  Mail：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

　今月は事前合宿を受け入れる競技のトライア
スロンの一つの種目、スイム（水泳）について紹
介します。
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地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信

おおいしつむぎ通信 2019.7月号

手仕事おおいしつむぎ　富士河口湖町地域おこし協力隊　https://teoishi.com

◎ホームページ◎

◎問い合わせ◎
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

◎ ◎
富士河口湖町地域おこし協力隊　https://ja-jp.facebook.com/fujikawaguchiko/

　今年は昨年より少し飼う量を増やし、大石の桑畑を再生させながらの養蚕をしています。問題は山積み。地域お
こし協力隊２年目として今後の大石の養蚕の方向性を見据える大事な時期です。今年の目標は「春の養蚕は、私自
身の養蚕技術向上と質の良い繭をつくること」、第二に「大石の養蚕を地域の方に知ってもらうこと」です。養蚕は
専門的な知識と豊富な経験が必要ですが、養蚕講師からのアドバイスや前担当者の協力を得て、昨年の養蚕を参
考にしながらお蚕の成長のタイミングをはかり作業の判断をしています。お蚕の状態や必要な作業の見極めが経験
を要するので、そのあたりが勉強ですね！！大変なときには心強いサポート隊に手
伝ってもらうこともありますが、ときには一人で作業することもあり養蚕の大変さ
が身にしみます。基本養蚕は二人以上で作業をすることで効率よく出来るような
機具の規格になっている為、担当が一人というのは非効率と、発展性が乏しいの
が現状です。今後の養蚕の発展を考える上で養蚕をチームで行うことが必要にな
ってくると思います。
　今回の春の養蚕をＣＡＴＶさんが取材してくださっています。なかなか見られな
いコアな映像も目白押しですので、放送チェックしてみてください！
　また、作業の合間を縫って夏の養蚕体験の準備をしています。今年の目玉の企
画なので、ふるってご応募ください！！前回告知しました７月１２日講演「伝えよう
オカイコさんの文化」と合わせて、ぜひ富士河口湖町の伝統をみんなで盛り上げ
ていきましょう～！！！

～春の養蚕日記 順調に育っています！！～

～子供も大人も夏休み企画～ おかいこを育ててまゆを作る！！
養蚕体験しませんか？？

●日　時：７月２６日～８月中旬（７月２６日初日になるべく参加してください）
　　　　  夏のお蚕シーズン中にご自身のご都合にあわせて
●場　所：大石の養蚕小屋
●人　数：２０人程　　
●参加費：無料
●持ち物：軍手、手拭タオル、水分補給できるもの
●申し込み期間：７月１６日まで
●対　象：虫好き、お蚕に興味がある、自由研究として取り組みたいなど、子供から大人まで。
　　　  　親子でもご家族、友達同士でもお気軽に。
■問い合わせ：政策企画課　080-3759-6266　地域おこし協力隊　杉江まで
　　　　　　  問い合わせフォーム　https://teoishi.com/contact/　
　　　　　　　　　　　　　　　　 メール　s.sawako305305@gmail.com



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　
　①8月7日（水）「甲府の裁判所の歴史と市民パワー」
　　12時～13時30分（11時30分受付開始）
　②8月8日（木）「夏休みこども模擬裁判」
　　13時30分～16時（13時受付開始）
■場　所
　①甲府市役所市民活動室（甲府市丸の内1-18-1）
　②甲府地方・家庭裁判所（甲府市中央1-10-7）
■募集人数
　①上限なし
　②25人
   （先着順、小学5、6年及び中学1年（要保護者同伴））
　　いずれも参加費無料
■内　容
　①甲府地方・家庭裁判所長による講演、民事・家事調
　　停委員及び裁判員経験者によるパネル・ディスカッ
　　ション、企画展示
　②こども模擬裁判
■申込期間　7月16日（火）～8月2日（金）
■申込方法　電話による申込み
●申込先　甲府地方裁判所事務局総務課庶務係
　　　　　　 ℡ 055-235-1133

　県では、河川法にもとづく相模川上流圏域（富士北麓
圏域）の河川整備計画の策定に向け、その素案について
ご意見を募集します。みなさまの忌憚のないご意見をお
寄せください。
■意見募集期間　7月1日（月）～7月31日（水）
■閲覧期間　7月1日（月）～7月31日（水）
　　　　　　※土、日・祝日は除く
■閲覧方法
　・ホームページによる閲覧
　　県治水課ホームページ
　　https://www.pref.yamanashi.jp/chisui/index.html
　・紙媒体による閲覧場所
　　富士河口湖町都市整備課（本庁舎3階）
　　富士・東部建設事務所河川砂防管理課
　    （大月市大月町花咲1608-3富士・東部建設事務所庁舎１階）
　　富士・東部建設事務所吉田支所河川砂防管理課
　 （富士吉田市上吉田一丁目2-5富士吉田合同庁舎3階）
■意見書の提出方法
　　閲覧場所にある意見箱へ投かんしてください。電子
　メール（アドレスは県治水課ホームページ内参照）、郵
　送でも受け付けています。（郵送の場合、意見募集期
　間内の消印有効）
■意見書の用紙
　　県ホームページでダウンロード可。閲覧場所でも、
　ご用意しております。
●問合せ
　〒400-8501甲府市丸の内1-6-1防災新館4階
　　　山梨県県土整備部治水課治水担当
　　　℡ 055-223-1703

　富士スバルラインのマイカー規制期間中の混雑日に、
登山者や観光客にゴミの持ち帰りなど登山マナーを呼
びかけるボランティアを募集します。また、富士山周辺の
環境保全のための清掃活動も行います。皆様の積極的
なご参加をお待ちしております！
■日　時　8月10日（土）～15日（木）　
　　　　　9時集合～11時30分解散予定
■集合場所　富士山ボランティアセンター
　　　　　　（県立富士山世界遺産センター北館内）
■活動場所　山梨県立富士北麓駐車場
　　　　　　（富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-84）
■活動内容
　啓発活動：富士山五合目行きのシャトルバス利用者に、
　　　　　ゴミの持ち帰り等を呼びかけながらゴミ袋
　　　　　 などを配布します。
　清掃活動：駐車場内および周辺のゴミを拾います。
　室内作業：配布用のゴミ袋を折りたたみます。
■持ち物等　帽子、飲み物、雨具（カッパ） 等。
　　野外での活動となりますので、動きやすい服装でお
　越しください。各自熱中症対策をお願いします。
■募集締切　8月7日（水） 17時
■応募方法　申込書に必要事項を記入のうえ、FAXまた
　　　　　　はメールでお申込み下さい。
　　　　　　　先着順に参加希望日にて調整しますの
　　　　　　で、応募状況により希望日以外で調整い
　　　　　　ただく場合があります。
　　　　　　FAX 0555-72-4114
　　　　　　メール fujisan@eps4.comlink.ne.jp
■主　催　富士山憲章山梨県推進会議
●問合せ・申込み先
　富士山ボランティアセンター
　（山梨県立富士山世界遺産センター北館内）　
　　℡ 0555-20-9229
　　HP　http://www.yamanashi-kankou.jp/volunteer/

 「あつまれ！いきもの調査員！」をテーマに、環境省生
物多様性センターが実施している調査の紹介や調査体
験を行います。バードコール作り、野外でのガイドウォー
ク、普段は一般公開されていない標本収蔵庫ツアーな
ど、親子で楽しめるイベントが満載です。
　また、特別企画として、神戸大学准教授の源利文先生
を講師にお迎えし、海や川にどんな生きものがいるか、
水に溶け込んだDNA（環境DNA）から調べる最新の調
査方法についての講演会をしていただきます。
　今年も山梨県富士山科学研究所の「富士山研まつり
2019」と同日開催し、共同でクイズラリーを実施します。
■日　時　8月10日(土)　9時～16時30分
■場　所　環境省 生物多様性センター
　　　　　(富士スバルライン沿い、料金所手前)
■対　象　どなたでも
■申込・参加費　無料

歴史★裁判所★みらい

生物多様性まつり2019

相模川上流圏域（富士北麓）の
河川整備計画（素案）への
意見募集について

富士山美化啓発キャンペーン　
ボランティア募集
美しい富士山を後世に引き継ぐために・・・
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 （注）１．※１：2019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．※２：2020年3月高等学校卒業予定者のための採用試験は、2019年９月17日以降に行います。
　　  ３．資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を含みます。
　　  ４．応募資格年齢の起算日は、募集種目ごと異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。
　　  ５．その他、詳細については、それぞれの募集要項又は自衛隊地方協力本部で確認してください。
　　  ６．記載内容については変更される場合があります。
※細部につきましては、下記連絡先等までお問い合わせ下さい。
○お問い合わせ先／自衛隊山梨地方協力本部　
　　　　　　　　　甲府市丸の内１丁目１番１８号甲府合同庁舎　
　　　　　　　　　　　　　　　    電話：０５５－２２８－６４２７

〈自衛官募集ホームページ〉

参考(2018年度)
海　約80名
(うち女子若干名)
空　約70名
(男女の区分なし※２)
                       ※１
参考(2018年度)
陸 約4,200名
(うち女子約200名)
海 約1,250名
(うち女子約150名)
空 約　850名
(男女の区分なし)
                       ※１
参考(2018年度)
陸 約5,100名
海 約1,300名
空 約1,800名
                       ※１

参考(2018年度)
陸 約 1,100名
海 約  370名
空 約  230名
                       ※１

海：18歳以上23歳未満
（高卒(見込含)又は高専3
年次修了者（見込含））
空：18歳以上21歳未満
（高卒(見込含)又は高専3
年次修了者（見込含））　

航空学生

男 子

女 子

一般曹候補生

自衛官候補生

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月
の末日現在、33歳に達して
いない者）

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月
の末日現在、33歳に達して
いない者）

７月１日～９月6日

７月１日～９月6日

年間を通じて
行っております。

１次： 9月16日　　
２次：10月１5～20日
３次：11月22日～　
　　　　　12月19日

１次　  10月 4日
２次(海)11月11日
     (空)11月  5日
最終2020年
　　　　１月21日

2020年
３月下旬
    ～４月上旬

2020年
３月下旬
    ～４月上旬

１次  10月 4日
最終  10月 8日

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。

１次 ９月20～22日　
２次10月11～16日
※いずれか１日を
　指定されます。
　　　　　　　 ※２

受付時に
お知らせします。
                     ※２

入隊後約６年で
３等陸・海・空尉

入隊後２年９か月
経過以降選考により
３等陸・海・空曹

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

2019年度 自衛官募集案内

●問合せ　環境省生物多様性センター
　　　　　  〒403－0035富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1
　　　　　　℡ 0555-72-6031　
　　　　　メール　biodic_webmaster@env.go.jp
　　　　　HP　http://www.biodic.go.jp/
　　　　　

　夏休み恒例の富士山研まつりは、普段は体験できない
富士山に関する実験や観察など親子で楽しんでいただ
けるプログラムがいっぱいです。年に１度の機会に、ぜひ
富士山科学研究所をすみずみまで探険してください。驚
きの体験があなたを待っています！
■日　時　8月10日（土） 9時30分～16時30分
　　　　　（最終入場 16時）
■会　場　山梨県富士山科学研究所
■対　象　どなたでも
■入場料　無料
■U R L　 http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
■問合せ　県富士山科学研究所 環境教育･交流部 
　　　　　　広報･交流担当　℡ 0555-72-6206

　最近、愛護動物の遺棄・虐待に関する相談が増えてい
ます。

　【遺棄】　飢え、交通事故等により生命・身体に対する
　　危険に直面するおそれのある場所への置き去り。
　（例えば子猫が餌とともに箱に入れられ学校等に置
　　き去りにされても、保護されなければ死亡します。）

　【積極的虐待】　殴る・蹴る・暴力を加える。心理的抑
　　圧、酷使など。

　【ネグレクト】　健康管理をせずに放置する。世話をせ
　　ずに放置するなど。

　【罠の設置】　犬・猫等の愛護動物の捕獲にあたり、動
　　物に著しい損傷を与えるような罠を使用すること。
　　これらは「動物の愛護及び管理に関する法律」違反
　　となります。動物の遺棄・虐待は絶対にやめましょう。

●問合せ　富士・東部保健所　衛生課
　　　　　　℡ 0555-24-9033

　「中退共」は、中小企業のための国の退職金制度です。
掛金助成や税法上の優遇が受けられ、社外積立だから管
理も簡単。退職金はぜひ中退共におまかせください。
●問合せ　（独）勤労者退職金共済機構
　　　　　　中小企業退職金共済事業本部
　　　　　　　℡ 03-6907-1234

富士山研まつり2019

動物の遺棄・虐待は犯罪です

わが社にも退職金制度！
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　富士スバルラインのマイカー通
行規制期間中（7/10～9/10）、
EV（電気自動車）及びFCV（燃
料電池車）の通行が可能になりま
した。
　これを記念してEV、FCVのパレードを開催します。山
梨県の意向に基づき、広く一般県民の皆さまにEV、FCV
に触れていただき関心を高めていただくため、パレードへ
参加するEVオーナーさんや、走行するEVへの同乗体験
に参加される方々を募集します。
　また、共同企画として同時開催する「フードバンク山梨
へのチャリティー」への参加及び食料品の寄付について
募集します。
■パレード実施日　7月20日（土）　9時～16時
■集合・解散場所
　町役場そば 河口湖消防署の裏手の駐車場
　※解散は14時30分ごろ 富士河口湖町役場駐車場
　※雨天決行（荒天中止あり）
■募集内容（いずれも参加費無料）
　・EV（電気自動車）オーナーのパレードへの参加
　・参加するEV（電気自動車）同乗体験への参加
　・フードバンク山梨への食料品の寄付及び参加
■申込締切　7月10日（水）

■会　場　町役場そば 河口湖消防署の裏手の駐車場
■受付時間　10時～11時30分
※賞味期限（残り１ヵ月以上）が明記されている食料品を、
　ビニール袋や段ボール箱等に入れて当日会場にお持ち
　ください。
●問合せ
　富士スバルライン・イベント事務局　　担当：中村
　　メールhi-nakamura@s9.dion.ne.jp
　　　℡ 090-3512-0536　Fax 0555-75-1237

■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
■日　時　7月24日（水）　9時15分～11時50分
■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・託児料無料）

■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、
　　　　　IT機器プロダクト科
■日　時　8月9日（金）、8月25日（日）　9時～16時
■会　場　ポリテクセンター山梨
■参加費　無料
●申込み　ポリテクセンター山梨へお電話で申込　
　　　　　　　℡ 055-242-3066

　自然の中で、水辺の環境学習・釣
り体験・釣り場の清掃活動を通して
釣りの楽しさ、釣りの技術、釣り場の
環境保全の大切さを学んでもらう事
が目的です。
■開催日　7月27日　明見湖(富士吉田市)
　　　　　8月10日　河口湖(富士河口湖町)
■対　象　小学3年生～中学3年生
　　　　　　(小学生は保護者同伴)
■参加費　200円(保険料含む・昼食は持参)
　※開催会場により、別途遊漁料がかかります。
■参加方法　電話・メール・ホームページ
　※参加締切は3日前まで
■集合時間　
　現地集合・現地解散　受付時間　9時　解散15時
■持ち物
　　釣具・はさみ・野外活動のできる服装・運動靴・雨具
　・着替え・健康保険証・昼食・飲み物・安全面を考慮し
　て、帽子・眼鏡(サングラス)着用
●問合せ　認定NPO法人日本釣り環境保全連盟
　　　　　℡ 0555-83-3277　　
　　　　　メール tsuri2019@npo-jef.jp
　　　　　ホームページ　https://www.npo-jef.jp/

■講習日　8月開講予定
■対象者　親子でひと組または、大人一人参加対象
■場　所　富士吉田職業訓練協会
■講習日・時間・受講料は当協会までお問い合わせくだ
　さい。また、当協会ホームページにおいても告知致します。
　ホームページ　http://fyoshidakunrenko.jp
●問合せ　富士吉田職業訓練協会
　℡ 0555-22-5214

富士スバルラインEV
（電気自動車）FCV（燃料電池車）
通行可能記念・パレード

「釣りと環境保全を学ぶ」
魚釣りに挑戦！　参加者募集

「フードバンク山梨」への食料品の寄付について

「女性のためのものづくり仕事セミナー」

就職を目指す方へ「職業訓練体験講習」

～木工作品作りを親子で楽しく体験しよう！～

夏休み親子木工教室山梨職業能力開発促進センターから
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　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。資料を無料で差し上げています。
■出願期間　第1回　8月31日まで
　　　　　　第2回　9月20日まで
●資料請求・問合せ
　放送大学山梨学習センター　℡ 055-251-2238

　日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」
の参加者を募集しています。
　同事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、
先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象として、
父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、
同地域の住民と友好親善をはかることを目的としていま
す。費用は、参加費として10万円。平成30年度参加者以
外は、複数回の応募ができます。
　日程等の詳細は日本遺族会事務局まで問合せてくださ
い。お申込は、お住まいの各都道府県遺族会へ。
【実施地域】
■広域地域 ①旧満州　②旧ソ連　③西部ニューギニア
　④ソロモン諸島　⑤東部ニューギニア　⑥トラック・パラ
　オ諸島　⑦ボルネオ・マレー半島　⑧フィリピン（１次）
　⑨マリアナ諸島　⑩ミャンマー　⑪台湾・バシー海峡
　⑫ビスマーク諸島　⑬マーシャル・ギルバート諸島
　⑭フィリピン（２次）  ⑮中国
■特定地域 ①西部ニューギニア　②東部ニューギニア
　　　　　　③ミャンマー
●問合せ　日本遺族会事務局　℡ 03-3261-5521

　勝山スズ竹伝統工芸センターは、ざる作りの伝統と後
継者の育成を目的に設立されました。伝統的な技法で作
られたざる製品は見た目にも美しく、もはや芸術品といわ
れています。
　この夏休みを機会に当センターが企画します親子体験
教室で、富士河口湖町の伝統工芸品に触れてみませんか。
■開催日　7月28日（日）／8月11日（日）
■時　間　13時～15時30分
■場　所　勝山ふれあいセンター内
■対　象　保護者同伴の小学3年生以上
　　　　　※1日親子10組の先着順となります。
■費　用　材料費1,000円
　　　　　（製作された製品はお持ち帰りできます）

●予約電話番号　070-4112-9831
　　　　　　　　（9時～16時：月曜休館）
　センター開館時の見学は随時受け付けております。

■日　時　8月4日（日）
　　　　　10時～正午、13時～15時　予約不要
■場　所　富士吉田市市民会館3F会議室3
■内　容　土地・建物の登記に関する相談
　　　　　土地の測量・土地境界問題・建物の新築・増
　　　　　築・取毀しなどの登記
■問合せ　山梨県土地家屋調査士会
　　　　　　℡ 055-228-1311

　土地境界の専門家「土地家屋調査士」と法律の専門家
「弁護士」が協力して皆様のご相談に応じ、公正・迅速・
円満な形で問題の解決を目指すようお手伝いします。完
全予約制です。電話での相談はお受けできません。必ず、
予約をしてからお越しください。
　境界問題でお困りの方、まずはお電話ください。
●問合せ・申込み　境界問題相談センターやまなし
　　　　　　　　　　甲府市国母8-13-30　
　　　　　　　　　　　℡ 055-225-3737

■場　所　かかしの家
■時　間　11時～14時
■日にち　
　7月27日(土)　ちらし寿司ランチ
　8月11日(日)　コロッケ定食
　8月24日(日)　鹿カレー
　9月 8日(土)　肉巻き定食
■料　金　こども100円　おとな300円
 ※アレルギー対策は行っておりません。

　地域の大学生や大人が、宿題やいつもの勉強でわから
ないところを教えます。小さなお子さまも楽しめる折り紙
やぬり絵もあります。
■場　所　ウエルシア河口湖船津店 ウエルカフェ
■日にち　かかし食堂と同じ日　　時間　12時～3時
■連絡先　NPO 法人富士と湖とかかしの里
　　　　　〒401-0301富士河口湖町船津 3400
　　　　　　℡ 0555-72-2989　
　　　　　　メール npokakashi@gmail.com

ニコニコかかし食堂

ニコニコかかし教室

放送大学10月入学生募集

不動産表示登記無料相談会

土地の境界問題に関する相談

「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」
  参加者募集について

第2回富士勝山スズ竹細工
「夏休み親子体験教室」

NPO法人 
富士と湖とかかしの里から
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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　令和元年７月３１日（水）（口座振替日）◎ 固定資産税２期　今月の納税等

　２０１９年４月に新たな教員が加わりました。今回は、理学療法学科及び作業療法学科に所属
する３名の教員をご紹介いたします！

理学療法学科 助教　遠藤 悠介
（出　　　 身）茨城県
（専 門 分 野 ）バイオメカニクス、
　　　　　　スポーツ医学、
　　　　　　ロボットリハビリテーション
（研究テーマ）膝前十字靭帯損傷受傷メカニズ
　　　　　　ムの解明、ロボットリハビリテー
　　　　　　ションの臨床応用、アスリートの
　　　　　　動作分析，表面筋電図計測

☆地域の皆様へ
　茨城県つくば市から参りました遠藤悠介で
す。富士河口湖町での生活がスタートして早
２ヶ月経ちましたが、雄大な自然の中で楽しく
過ごしています。
　町民の皆様のお役に立てるように努めま
す。よろしくお願いいたします。

理学療法学科 助手　大塚 篤也
（出　　　 身）新潟県
（専 門 分 野 ）スポーツ医学（内科）
（研究テーマ）コンディショニングにおける
　　　　　　酸化ストレス

☆地域の皆様へ
　今年度から、理学療法学科の助手となりま
した大塚篤也です。
　私は、9年前に健康科学大学へ入学し、理学
療法士を目指して勉学に励みました。卒業後
は、５年間神奈川県で理学療法士としての経
験を積みました。
　これからは、本学の助手として学生をサポ
ートしていきたいと思います。

作業療法学科 助教　浅野 克俊
（出　　　 身）北海道
（専 門 分 野 ）地域作業療法
（研究テーマ）訪問リハビリテーションに
　　　　　　おける効果とその要因について

☆地域の皆様へ
　私は北海道生まれですが、富士河口湖町に
移り住み15年以上になりました。今では富士
山麓の環境に加え、無尽（貯金会）といった人
と人の繋がりを大切にする文化にとても魅力
を感じています。私の研究内容は、地域在住
高齢者が住み慣れた地域でいきいきと生活
できるよう施策していくことです。富士河口
湖町の素敵な文化と風土を最大限に活かし、
理想的な地域づくりに貢献できたらと思って
います。

以下の日程で両キャンパス同時
開催いたします！教職員一同、
みなさまのご参加お待ちしてお
ります。

２０１９年度
オープンキャンパスの

ご案内

〈健康科学部〉富士山キャンパス
富士河口湖町小立7187

〈看 護 学部〉桂川キャンパス
都留市四日市場909-2

※プログラム等詳細は、本学ホーム
　ページでご案内いたします。

《開催日程》
第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

2019年 7月13日㈯

2019年 8月 3日㈯

2019年 8月25日㈯

2019年 9月21日㈯

2020年 3月14日㈯

教　員　紹　介教　員　紹　介教　員　紹　介
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お子さん　　　　　　父　　　　 母
おめでた（出生）

西室　　遼　　有大郎・さとみ　船津

佐々木優依　　慶　太・明優美　船津

宮下いろは　　侑　也・敦　子　船津

菜花　　紬　　大　輔・優　衣　船津

丸山　結楠　　健　斗・智　世　船津

齋藤弥太郎　　康　介・果　歩　船津

堀内　瑠七　　一　也・美　穂　船津

渡邊　遥太　　慶　太・志　帆　小立

赤池　真奈　　道　済・雅　美　小立

山本　賀工　　穣　治・久　美　小立

井上穂乃花　　一　斗・詩　織　小立

渡邊　翔斗　　昌　志・里　奈　小立

福田　瑠花　　六　花・恵里佳　長浜

小佐野はつ子　91歳　小佐野優作　船津

長山をりゑ　97歳　長山　経男　船津

相澤　和博　52歳　相澤拳士郎　船津

外川惠美子　93歳　外川　　眞　浅川

外川いくゑ　97歳　外川　直樹　浅川

堀内　智子　55歳　堀内　　仁　小立

渡邊　廣光　95歳　井出　秀夫　小立

飯田　富造　85歳　飯田　和也　小立

渡邊つるよ　96歳　渡邊　藤三　小立

宮下　輝重　92歳　宮下　和子　大石

外川　貞治　83歳　外川　陽清　河口

小林　正子　81歳　小林　和幸　勝山

小林禮智子　91歳　小林　　登　勝山

渡辺　　久　99歳　渡辺　豊久　西湖西

石井　金野　97歳　石井　妙幸　大嵐

佐藤たか子　89歳　佐藤　　晃　富士ヶ嶺

岡山　義明　64歳　岡山　久美　富士ヶ嶺

朴　　勇盛　 ＝　 小林真寿美　船津

渡邊　佳資　 ＝　 曽根　裕香　船津

川船　弘晶　 ＝　 荻窪　　彩　船津

保科　重敏　 ＝　 小澤　真子　小立

渡邊　貴之　 ＝　 堀内　彩花　小立

　

おめでた・おくやみ
〈5/１4～6/11〉

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

●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）
9時～12時、13時～16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

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 13時～16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）
　　　　 ９時～17時

7月10日㊌・24日㊌
今月の相談日

時間:13時30分～／14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8月5日㈪9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。

7月20日㈯
実施日

●町民福祉館ふじやま　  10時～12時

●町民福祉館ふじやま　  10時～14時
●勝山ふれあいセンター  13時～16時

　 ●足和田出張所　　 13時～16時
　 ●上九一色出張所　 13時～16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　 13時～15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

相談専用ダイヤルへ
℡0555－22－1577

℡055－253－2376

●相談日/8月4日㈰
●時　間/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。

　　26,540人
(＋48)

 13,001人
(＋18)

 13,539人
　(＋30)

 10,618　
(＋33)

人口

男

女

世帯 世
帯

結婚相談日年金相談【要予約】
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。

●日時・場所/7月10日㈬ 富士吉田商工会議所
　　　　　 8月14日㈬ 富士吉田商工会議所
　　　　　   9時30分～16時
　　　　　   （12時～13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

りょう

つむぎ

ゆ　い

る　な

る　か

はる  た

かい  と

ゆ　な
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が　く

ほ　の　か

や　た　ろう

6月１日現在の
人口・世帯
6月１日現在の
人口・世帯
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☎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。

No.188
2019.7
広

報

7
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
 http://w

w
w.tow

n.fujikaw
aguchiko.lg.jp/　

Eメ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
  seisaku@

tow
n.fujikaw

aguchiko.lg.jp
facebook　

https://w
w
w.facebook.com

/fujikaw
aguchikotow

n/
発
行
/富
士
河
口
湖
町
役
場
　
〒
401-0392 山

梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
1700番

地
　

編
集
/政
策
企
画
課
  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。

休日・夜間の救急医の問い合わせ先

お問合せ先
専用ダイヤル :

■住民税非課税の方
■子育て世帯の方
■利用店舗に関すること

福祉推進課
子育て支援課
観光課 

0555 -72 -6028
0555 -72 -1174
0555 -72 -3168    

9時から18時 （平日のみ）
■IP電話からおかけの場合：050-3538-4557
■FAXでお問い合わせの場合：03-5690-5131

02premium.go.jp
プレミアム付商品券

プレミアム付商品券取扱店を募集します！
上記プレミアム付商品券の商品券取扱店の募集を下記のとおり行います。
募集要件:富士河口湖町及び鳴沢村で一般消費者に物販及び
　　　　　　　　　　　　　　　　　サービス等を提供する店舗を有している事業所（医療機関等を含む）
募集期間:令和元年7月１日（月）から7月31日（水）まで
募集窓口:河口湖商工会　0555-73-1122

確認したら
申請にゃん！

消費税率の引上げが家計に与える影響を緩和するとともに、
地域の消費を下支えするためにプレミアム付商品券を発行します。
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