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第46回富士河口湖町観光写真コンテスト表彰式

男性の料理教室が開催されました

　町の魅力発掘と観光資源の紹介、環境保全への動機づけを目的として毎年開催し
ている観光写真コンテストの表彰式が河口湖美術館で行われました。
　町内外から応募いただいた396点の作品のうち26作品が入賞し、渡辺町長から表
彰状及びトロフィーなどが授与されました。流石審査委員長からは「湖が美しく表現
された作品や、違和感なく海外へ発信するため自然な色調の作品が選ばれた。町の
アピールのため今後も良い作品を撮り続けてほしい。」との講評がありました。
　入賞された皆さん、大変おめでとうございました。

　富士河口湖町男女共同参画推進委員会主催の「男性の料理教室」が6月22日に中
央公民館で開催されました。
　今回は、「夏野菜をたくさん食べよう」をテーマに「夏野菜のパスタ」「きゅうりの
和え物」「焼きねぎと鶏肉のスープ」を作りました。家族に勧められて参加した人や友
達に誘われた人、親子での参加など、たくさんの方にご参加いただき、みんなで楽し
く調理、試食しました。今年12月頃には、冬野菜を使ったメニューで開催を予定して
います。広報等でお知らせしますので、ぜひ、ご参加ください。

教育講演会が開催されました
　次代を担う子どもたちの育成のための家族・学校・地域の研修会「第47回教育講
演会」（主催:郡及び町PTA連合会・町教育センター）が今年も開催されました。
　町内外より、保護者や教職員あわせて300名を超える方々が参加しました。
　今年は、アドラー心理学カウンセラーの森崎千秋氏を講師にお迎えし、「自分を好
きになる子どもを育てましょう」というテーマで、講師の経験を交えながら、アドラ
ー心理学の考え方やそれに基づく子どもとの接し方などを学びました。
　参加したみなさんからは「新たな気持ちで子どもと向き合えそうです」「子どもを
褒めてみようと思います」といった子育てに前向きな感想が多く聞かれました。

「湖楽おんやど富士吟景」が
  山梨県男女共同参画推進事業者表彰を受賞
　令和元年度「やまなし男と女とのフォーラム」において、町内の旅館「湖楽おんや
ど富士吟景」さんが事業者表彰を受賞されました。これは、男女共同参画を推進す
る活動に積極的に取り組んでいる事業者が表彰されるものです。
「湖楽おんやど富士吟景」さんは、女性管理職を増やすためのコーチングや心理学
などスキルアップ講座の受講費用を会社で負担するとともに、急な休みに対しても理
解と協力が得られる職場風土の醸成や部署をまたいでサポートする仕組みを導入するなど、男女がともに働きやすい職場環
境づくりにつとめている功績が認められ今回表彰されたものです。おめでとうございます。

桂川流域クリーンアップ作戦を実施
　山梨県では毎年7月の河川愛護月間に合わせ「ふるさとの川をきれいにする運動」の一
環として桂川流域クリーン作戦を展開しており、7月2日富士・東部建設事務所吉田支所
の主催により河口地区の寺川周辺及び湖畔の草刈りや清掃作業が行われました。
　山梨県（富士東部建設事務所吉田支所・保健福祉事務所、道路公社富士山有料道路管
理事務所）、(一社)山梨県測量設計業協会、(一社)山梨県造園建設業協会、(一社)富士東
部建設業協会、町建設安全協議会、河口浅間まちづくりの会、河口湖漁協、町役場都市
整備課・観光課など多くの方のご協力により作業が行われました。ご参加された皆さま、
大変お疲れさまでした。
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コーロ河口湖が関東大会で優秀賞を受賞、全国大会へ！
　神奈川県横須賀市で開催された第42回全日本おかあさんコーラス関東支部大会
に出場した町のコーラスグループ「コーロ河口湖」が優秀賞を受賞され、8月に金沢
市で開催される全国大会への出場を決められました（17年ぶり3度目）。
　これまでの練習の成果を存分に発揮していただき、全国の大舞台でも息の合った
美しい歌声を披露してください。ご検討をお祈りしています。

健康科学大学宿舎組合様よりご寄付をいただきました
　健康科学大学宿舎組合（会長 渡辺与一様）より、ふるさと納税として20万円のご
寄付をいただきました。町の事業へ有効に活用されるよう、大切に使わせていただき
ます。この度は大変ありがとうございました。

Japan Expo2019に参加！
　7月4日から7日にかけての4日間、フランスのパリで開催されたJapan Expo2019に町職員2名が参加してきました。
このJapan Expoはフランスの人たちに日本の文化を知っていただくイベントで、期間中20万人を越える日本ファンが来場す
るヨーロッパ最大級の催しです。
　ホストタウンであるフランスとの交流活動や町の観光ＰＲを実施した出展ブースには、多くの来場者に立ち寄っていただき、
大変賑わいました。また、フランス国旗に来場者の皆さんにフランストライアスロンチー
ムへの応援メッセージをたくさん書いていただきました。この応援メッセージ入りの国旗
は、8月に来町するフランストライアスロンチームの皆さんにお渡しします。

建設安全協議会の皆さんが清掃活動ボランティア
　7月12日に町建設安全協議会による道路清掃活動が富士ヶ嶺地区で実施されまし
た。協議会員17社21名の皆さんのご参加のもと、農林畜産物生産組合直売所（旧A
コープ）前の交差点を起点に東西二手に分かれ、町道沿いの多くのゴミを拾い集めて
くださいました。お忙しい中、また悪天候にもかかわらず、町の環境美化にご協力を
いただき本当にありがとうございました。

来場者で賑わうホストタウンブース
ふじぴょんはフランスでも大人気！

町で合宿を行うフランストライアスロン
チームに応援メッセージを！

駒井よ志子さん、百歳おめでとうございます
　船津にお住いの駒井よ志子さんが7月に百歳の誕生日を迎えられ、町長が訪問し
てお祝い状などをお渡ししました。町長が呼びかけると、にこやかにご返事をされて
いました。ご長寿おめでとうございます。
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　町では、高齢者に末永く安全運転していただくため、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
通年開催しております。
　年間を通して、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、皆様お誘い合わせのうえ、ご参加
ください。
■開講式日時　8月21日（水）　13時～
　　　9月、10月、11月、12月に講習会を開催します。
　　　※9月以降の開催日時は参加申込者に通知します。
■開講式場所　富士河口湖町役場コンベンションホール
■申込み　8月13日（火）福祉推進課まで
■定　員　　福祉推進課まで、お問い合わせください。
●問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

　河口湖地区については例年実施のとおり、お盆のお供え
物を収集します。河川に流さず、次の収集場所へ8月16日
(金)の午前中までに出してください。（午後から回収します。
なお、飛散防止の為ごみ袋等で出すようお願いします。）
■船津地区　河口湖ホテル東の消防用道路、
　　　　　　たたみ岩入口トイレ東
■浅川地区　浅川中央川下流の河川敷
■小立地区　乳ヶ崎土地改良区ポンプ場横、妙法寺北の
　　　　　　八木崎公園入口、久保花木別荘北側道路
■大石地区　大石公園入口のステーション、中沢橋横、
　　　　　　後藤の木炭倉庫前
■河口地区　大桧横、善応寺入口、横町渡船場入口、
　　　　　　広瀬バス停付近
※収集場所では線香をたかないでください。
●問合せ　環境課　℡ 0555-72-3169

　船津小学校では、11月9日（土）開催予定のふれあいフ
ェスティバルの一環として、「さようなら南館・北館～船津
の昔・今・そして未来～」と題し、昭和40年代から平成20
年頃までの船津地区の様子や校舎、学校行事の様子が撮
影された写真の展示を計画しています。
　展示用の写真を提供（貸与）していただける方は、船津
小学校までご連絡ください。皆さまのご協力をお願いします。
■募集期間　9月30日（月）まで
■募集点数　50～60点
■提出方法　船津小学校までお電話にてご連絡のうえ、
　　　　　　ご持参をお願いします
●問合せ　船津小学校 教頭　℡ 0555-72-0052

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　
　夏休みと夏の行楽シーズンが重なることから、道路の混
雑が予想され交通事故の多発が心配されます。事故のない
楽しい夏を過ごせますよう、ドライバー、歩行者それぞれが
交通ルールと交通マナーを守りましょう。
　・飲酒運転は絶対しない・させない
　・道路横断は、十分な安全確認
　・二輪車・自転車利用時の安全運転
　・全席でのシートベルト・チャイルドシート着用
●問合せ　地域防災課　℡ 0555-72-1170

　防火水槽は、火災発生時の消火作業のために重要な施
設です。火災発生時に防火水槽の上に車が停めてあり、消
火作業に時間がかかってしまったという事例が発生してお
ります。防火水槽の取り出し用の蓋の上には、お車等を停
めないようにお願いします。
●問合せ　地域防災課　℡ 0555-72-1170

　町営住宅の入居者を募集します。（※町営住宅は住宅に
困っている一定の基準内所得の人たちに低廉な家賃で供給
するものです。そのため公営住宅法や町条例で定められた
入居資格を満たしていなければ入居することができません。）
１　募集住宅・戸数
　　町営住宅小立団地　　14戸（令和元年7月4日現在）
　  （鉄筋コンクリート造、3ＤＫ(53.0㎡)、駐車場2台）

２　入居資格
⑴町内に住所又は勤務場所を有する方で、住宅に困窮して
　いることが明らかな方。（原則として、持ち家のある方、公
　営住宅など公的な住宅にお住まいの方及び過去に公営
　住宅を不正に使用したことのある方は申し込むことがで
　きません）
⑵現に同居し又は、同居しようとする親族（婚約者を含む）
　があること。
⑶同居しようとする家族を含めて、町税等の滞納がない方。
⑷その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族
　が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に
　規定する暴力団員でないこと。
⑸その他　法令等に定められている方。

３　申込方法及び必要書類
　　申込書に必要事項を記入及び必要な書類をそろえ、
　申込受付期間内に都市整備課に申し込みをしてください。
 （※申込書は、町役場3Ｆ都市整備課にあります。）

シニアドライバーセミナーを
開講します

河口湖地区の
お盆のお供えもの収集について

防火水槽の上には
　　駐車しないでください

懐かしい船津の写真をお持ちの方は
いらっしゃいませんか？
船津小ふれあいフェスティバル
　　　　　　　「校舎建て替え特別展示」

7月21日（日）～8月20日（火）　

夏の交通事故防止県民運動実施中

町営住宅入居者募集
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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

9月5日㊍ 配布予定9月号広報

４　入居申込受付期間及び場所
　随時受付（空きが無くなり次第募集は終了となります）
　8時30分から17時15分まで（土・日曜・祭日及び昼休み
　の12時から１3時の間は除く）の間に、町役場都市整備
　課へ直接提出（※郵送不可）
●問合せ　都市整備課　℡ 0555-72-1179

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、野焼き（ゴ
ミの野外焼却）は禁止されています。
　例外として「農業を営むためにやむを得ないもの」など
がありますが、その際には風向きや近隣住宅の距離に十分
配慮し、必要最低限で行うようお願いします。
●問合せ　環境課　生活環境係　℡ 0555-72-3169

　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

野焼き（ゴミの野外焼却）の禁止

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

2019年10月1日より

　　　　　　　
※ただし、次に掲げる区域を除きます。
　○下水道法又は同法第25条の3第1項に基づき策定された事業計画に定められた区域
　○精進地区特定環境保全公共下水道事業、本栖地区地域し尿処理施設の事業計画に定められた区域

町内に住所を有する人で、専用住宅に50人槽以下の浄化槽を設置する人。
※次の各号のいずれかに該当する人は、補助の対象となりません。
　○確認申請又は浄化槽設置の届出を行わずに浄化槽を設置する人
　○販売の目的で浄化槽付住宅等を建築する人
　○専用住宅又は土地の借受人で、浄化槽設置に関して貸付人の承諾が得られない人
　○既設合併処理浄化槽を更新及び既設合併処理浄化槽を更新した合併処理浄化槽付き専用住宅を購入する人

浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次の額を限度とします。
　◆５人槽　　　　 ３３２，０００円
　◆６～７人槽　　  ４１４，０００円
　◆８～５０人槽    ５４８，０００円

　○不正の手段により補助金を受けたとき。
　○補助金を他の用途に使用したとき。
　○補助金交付の条件に違反したとき。

　○専用住宅とは、主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の２分の１以上を居住の用に供する建物を言います。
　○補助金の交付申請は、浄化槽設置工事前に行ってください。
　○工事が完了したら、補助事業完了報告書を提出してください。

　　　   環境課　℡ 0555-72-3169

補助対象地域

補助対象者

補助金額

補助金の返還

注意事項

問合せ

町内全域。

浄化槽を設置する人に、予算の範囲内において補助金を交付します。
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福祉に関する各種制度からのお知らせ
　福祉には各種制度があります。受給資格があるにもかかわらず、制度を知らないために手当等の受給をされて
いない方はいませんか。

⑤ひとり親家庭医療費助成

④児童扶養手当

③特別障害者手当

②障害児福祉手当

①特別児童扶養手当

制　度 対　　　象 助成額（月額）

児童１人の場合
42,910円～10,120円
（所得額による）

医療費の一部助成

1級 52,200円
2級 34,770円

14,790円

27,200円

身体、知的及び精神に中程度以上で永続する障害が
あり、監護を必要とする２０歳未満の児童を養育して
いる父母等
※施設に入所している場合は対象外（通園、通所は除く）

父母の離婚などにより父または母と生計を同じくして
いない児童（満１８歳の誕生日の属する年度末まで、中
度以上の障害を有する場合は２０歳未満の児童）を養
育している母親等（父親等）

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活におい
て常時特別の介護を必要とする在宅の２０歳以上の方
・おおむね身体障害者手帳1級程度の異なる障害が２
　つ以上ある場合、最重度程度の知的障害や同程度
　以上の精神障害など
※施設に入所、または３ヶ月以上入院している場合は対象外

重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時
介護を必要とする在宅の２０歳未満の児童
・おおむね身体障害者手帳が１級程度（両手指欠損
　など一部の２級）、療育手帳がＡ-２ａ程度の知的障
　害、または同程度以上の精神障害など
※施設に入所している場合は対象外

ひとり親家庭の親と児童
　　　　　　（満１８歳の誕生日の属する年度末まで）

各種制度には、所得制限があります。また、受給資格要件は場合により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

　いずれの手当等も、受給資格者は定められた期間中に届を提出していただく必要があります。
提出されないと、手当等は支給されませんのでご注意ください。

①～③　所得状況届　8月9日㈮～9月１1日㈬

④、⑤　現況届　　　　　　　　　　　　　　　

＊土・日・祝除く　午前８時３０分～午後５時１５分

8月1日㈭～15日㈭　
提出・問合せ先：福祉推進課　   ７２－６０２８

提出・問合せ先：子育て支援課　７２－１１７４

提出期間

更新手続きのお知らせ

子育て応援カードはお持ちですか

やまなし子育て応援カード…対象のお店で提示すると、特典を受けられるカード（妊婦または18歳未満の
子どもがいる家庭が対象）

　町役場子育て支援課で交付しています。簡単な手続きでその場でカードをお
渡しできます。（母子手帳または保険証など交付の対象と確認できるものをお
持ちください。）
　※旧カード（平成26年9月以前）をお持ちの方は、新しいカードへ切り替え　
　てください。
＊詳しくはパソコンで　　　　　　　　　　　　 で検索やまなし  子育て
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　年金生活者支援給付金は、令和元年10月から消費税が10％に移行され
ることに伴って、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者
の生活を支援するために、年金に上乗せして支給される給付金です。
　年金生活者支援給付金の制度は、令和元年10月から施行され、２ヶ月に
1回、年金の給付と同じ口座に年金と支援給付金の合計額が振り込まれる
ようになります。

●問合先　日本年金機構大月年金事務所　℡0554-22-3811
　　　　　町役場　住民課　年金担当　   ℡0555-72-1114

老齢年金生活者支援給付金
補足的老齢年金生活者支援給付金

障害者年金生活者支援給付金
遺族年金生活者支援給付金

高　齢　者

障 が い 者
遺　　　族

平成31年4月1日時点で
すでに年金を受け取って
いる対象者

令和元年９月に年金生活者支援給付金請求書
（ターンアラウンド請求書）を順次送付します
※令和元年8月までは日本年金機構で審査中
のため、対象者であるかについてお答えできま
せん。

対　　象

対　　象 手　　　　　順 提　出　先

種　　　　　類

年金事務所

新しく年金を請求する人 年金の請求書を提出する時に合わせて手続き
をしてください。

町役場または
　 年金事務所

◆給付金の種類

◆請求方法

年金生活者
支援給付金に
ついて

東京２０２０パラリンピック競技大会
パラトライアスロンテストイベント応援ツアー

富士河口湖町「スポーツキャンプ地」誘致委員会主催

　町では、鳴沢村と共に東京２０２０オリンピック・パラリンピックの事前合宿地に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います。
そこで、町民の方を対象にトライアスロンに身近に触れることのできる応援ツアーを企画しました。
　パラトライアスロンテストイベントは、パラリンピック競技大会の約１年前に開催され、世界各国からパラリンピック
競技大会に出場するトップアスリートが出場します。
　また、この大会に向けてフランスパラトライアスロンチームが8月11日～15日にかけて富士河口湖町で事前合宿を
行います。

■日時　8月17日（土）午前4時00分　富士河口湖町役場駐車場集合　※雨天決行
■方面　東京　お台場公園近郊（日帰り）
■代金　＠1,000円（軽食・飲み物・保険代含む）
■行程　町役場発〈4:00〉 → お台場近郊着〈6:00〉 → クラス毎スタート〈6:30～随時〉
　　　　　　　　　　　　 → 昼食、お台場散策 → お台場近郊発〈15:00〉 → 町役場着〈17:30頃〉
■募集人員　町民の方30名（定員になり次第締切） ※鳴沢村民の方も含まれます。

☆選手を近くでご覧いただける数少ないチャンス
☆１年前にパラリンピックの雰囲気が味わえる
●問合せ　富士河口湖町「スポーツキャンプ地」誘致委員会
　　　　　事務局（政策企画課内）　℡ 0555-72-1129

特典
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シェイクアウト訓練　事前参加登録申込書

　◎ 企業・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）　

　※以下は、企業・団体等で参加の方のみご記入ください　（個人・家族以外）　

キリトリ線✄キリトリ線✄

事前参加登録で参加意思を！
◎ 申込用紙から（きりとりせん部分） ← 地域防災課 または 出張所に提出 または FAX（72-0969）
◎ 町HP内登録フォームから　◎ 電話から（72-1170）

『地震防災訓練アプリ』から、
緊急地震速報の音を体感できます！

固定していないものは
 すべて動き出す！

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！

アプリをダウンロード後、アプリを開き、
訓練日時QR コードを読み取るか、入力する。

◎ 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　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ 富士河口湖町シェイクアウト訓練
・ ９月１日(日) 午前９時
・ 訓練ID  190023　

手
動
入
力 [訓練日時QRコード]

地震により、ケガをしたり、
亡くなったりしている原因は、
揺れ自体ではなく、落下物や倒壊物に
よるものが多くを占めています。
この機会に、家庭・職場・地域で、
防災対策・対応について話し合い
考えてみましょう。

大地震から助かるために！“誰でも どこでも 短時間で”「シェイクアウト訓練」

昨年中の日本シェイクアウト訓練参加者は、約630万人！
この史上最大の防災訓練に参加し、次に起こる大地震を無事に乗り切り、早期復旧へ備えましょう。

令和元年9月1日(日) 
午前9時

町総合防災訓練 発災時刻

⬅⬅



からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

現在開催中～
８月3１日（土）

八丁目会 8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！

香り強めの調合で暑気払い。
暑い日、ビールも手づくりガラスで飲むとひと味違いますよ！
素朴でかわいい手づくりアート。
夏休みの工作にかわいいふくろう作りに来て下さい。

かき氷、アイス、氷カフェ　冷たい物そろっています。
夏の暑い日こそカレーほうとうをどうぞ！
夏はやっぱり天ぷらせいろ…どうぞ召し上がって下さい。
やさしい陶芸と感性豊かな藍の世界をどうぞ。

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

食事・甘味　彩雲
食事処　里山
手打ちそば　みずも
匠や

夏をイメージする涼しげなガラスアクセサリーが
人気があり、おすすめです。おもいで屋

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/

●場所：⑥せせらぎ屋　
　　　 料金：500円

●日程：4月～11月までの
　　　 毎週日曜日
※お休みする場合もございます。

⑩匠や　企画展

＊陶芸＊米山久志
＊藍染＊米山のぶ子

陶と藍染め二人展陶と藍染め二人展

現在開催中～
20２０年３月末

⑪見晴らし屋　企画展
まんが日本昔ばなしの

前田こうせい原画展前田こうせい原画展

好評につき企画展延長！

ぜひご覧ください！

◆小池淑子先生による絵手紙教室◆

◆『お蚕さん』育てています！◆

◇いやしの里  納涼会◇

◆クイズラリー開催中！◆

８月１７日（土）限定
１７：００～２０：００

クイズに答えて里内を巡ろう！

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！里の夏をしめくくる年に一度の夏祭り！

貴重な養蚕風景を
お見逃しなく！

ライトアップで茅葺の夜景！

ご家族・お友達をお誘いの上、ぜひお越し下さい！

入場無料!

※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。

夜のマルシェ初登場！
打ち上げ花火でフィナーレ！

期間
８月３１日（土）まで

ぜひご参加ください！！

※参加者には
景品プレゼント！
全問正解者には
豪華景品
プレゼント！

里内「養蚕室」にて
「お蚕さん」を
育てています！
８月中旬まで
一般公開します！
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健康のまちづくり
Healthy community building

健康について考えるきっかけとして、健康づくりに関するキャッチフレーズを募集します。

①栄養・食生活　　②身体活動・運動　
③歯・口腔の健康　④休養・こころの健康
⑤飲酒　 ⑥喫煙　 ⑦体の健康づくり（病気の予防） 

★こんなテーマを参考に標語を作ってみましょう

家族みんなで
応募してね。

例②　ウォーキング　一歩一歩　健康に　　

●応募方法：健康づくりのテーマとキャッチフレーズ・住所・氏名・連絡先を明記し、町役場健康増進課まで
　　　　     お届けください。（応募用紙不問）
●応募期間：８月30日(金)まで
※応募は、自作・未発表のもので、一人３点までとします。
※優秀作品は、広報・カレンダー・CATVなどで、ご紹介する予定です。
　また、優秀作品には、記念品を差し上げます。たくさんのご応募お待ちしております。

受動喫煙対策が強化されます受動喫煙対策が強化されます受動喫煙対策が強化されます受動喫煙対策が強化されます

　たばこの煙には２００種類の有害物質が含まれ、その内７０種類以上が発がん物
質です。喫煙による健康への影響はもちろんのこと、受動喫煙（他人の喫煙により
たばこから発生した煙にさらされること）による健康への影響も計り知れません。
　副流煙（火のついたたばこの煙）は、主流煙（喫煙者の吸う煙）よりも有害です。
受動喫煙によってリスクが高まる病気として、肺がん、虚血性心疾患、脳卒中、乳幼
児突然死症候群が明らかとなっており、年間15,000人が受動喫煙を受けなければ、これらの疾患で死亡せず
に済んだと推計されています。

　山梨県健康増進課のホームページに、県のたばこ対策の取組み状況や法改正の詳細を掲載しています。

（　　　　　　　　　　　　　　  で検索 ）

　喫煙マナーを守るとともに、この機会に禁煙にチャレンジしてみませんか？？

受動喫煙対策について

　このような背景から、「健康増進法の一部を改正する法律」により、2019年１月24日から、望まない受
動喫煙を生じさせないように周囲に配慮する義務が喫煙者に課せられました。また、この法律により、
2019年7月1日からは病院や学校、児童福祉施設、行政機関等の敷地内で、2020年4月1日からは飲食店
や事業所の他、多数の方が集まる施設の屋内での喫煙が原則できなくなります。

健康のまちづくりのキャッチフレーズを募集します

健康増進法の一部改正における受動喫煙対策について
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健康のまちづくり
Healthy community building

　東洋医学(漢方)専門医の渡邊です。病気は西洋医学では個々の内臓に対して治療を行いますが、東
洋医学では身体全体のバランスを調え、結果として局所も改善する治療を行います。現代の医療には
両方の医学が必要であると考えています。
　現代は健康は医者に任せるのではなく、自分でも守る時代と言われてい
ます。お金より健康が大切な理由は、健康ではお金がかかりません。しかも
働けばお金が稼げます。しかし、病気になると働けない上に、治療費がかか
るようになり、ゼロ状態からマイナス状態になります。人は病気になって初
めて「あの時こうしておけばよかった」「早く検査をすれば良かった」と、健
康の大切さに気がつくのです。病人になってからでは遅いのです。早期発見・早期治療、つまり『火事
は小火(ボヤ)の時に消火するのが良く、大火事にさせない』の考えが大切であり、健診の目的もそこに
あります。
「忙しくて」、「自覚症状がない」、「大丈夫だと思いたい」、「健康に自信がある」などの理由で健診

に行かないのは大間違いで、その時こそ健診を受けるべきです。
　病気は健康な状態から突然になりません。そこには生活習慣が関与していま
す。東洋医学ではより健康でいるための養生学(未病学)として、クヨクヨせず、
よく笑う、よく歩き働く、早くよく眠る、早く朝起き、腹七分に食べ、冷たいもの
も控えるのが、長生き(健康寿命)の秘訣であるとしています。しかし、現代社会
はストレスが多く、夜型睡眠しかも夜勤もあり、飲食では小さい時から冷たいア
イス・氷を摂取し、大人では飲酒・偏った食事、悪いと知りつつ喫煙をして、運動

不足になりがちです。つまり身体に不要なもの『毒』が蓄積する生活をしているのです。身体に蓄積し
た毒が漏れ出すと病気になります。病気が重くなる前に発見し、かかりつけ医に相談しながら、ゼロ状
態になるための努力をするべきです。自分の健康を維持するためのメンテナンスに少しのお金はかけ
ましょう。
　　健診では、自覚症状のない病気には高血圧、糖尿病、高脂血症・高コレステロール血症などが知
られていますが、最近では腎機能も重視しています。腎不全(大病)になると透析を行うことは知ってい
ると思います。血液透析にかかる時間は週３回１日４時間で、身体的負担、経済
的負担が多くなります。腎臓機能低下(血清クレアチニン値は男性1.2mg/dl・
女性1.0mg/dl以上)も軽症のときには症状はありません。軽症の時に安価な漢
方薬を用いることで腎機能を改善させることができます。悪化する前に発見が
必要です。そのために町の健康診断を利用して下さい。その結果(データー)を持
って、かかりつけ医に行くことをお奨めします。皆で笑って楽しい人生をおくれ
る様今から行動しましょう。

健康診断・がん検診の申込みは、健康増進課まで　℡ 0555-72-6037

～ 人生100歳！若い頃からの健康づくり ～
『令和元年、自覚症状がない未病の頃からの健康づくり習慣』

富士河口湖町健康のまちづくり審議委員会委員
福笑会　富士ニコニコクリニック　渡邊善一郎(医師)
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富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　青木医院　青木　明　医師

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

訪問診療の実際訪問診療の実際訪問診療の実際訪問診療の実際

　今回は私が実際にさせて頂いている訪問診療について述べたいと思います。
患者さんは、当時８８歳の女性の方です。平成２２年にくも膜下出血を起こされて寝たきりとなり、自宅で
介護を受けられていました。
　近くのデイサービス施設の紹介で、私が訪問診療をさせて頂くことになりました。訪ねてみるとご自宅
は息子さん夫婦とご主人の４人暮らし、介護用ベッドを使用しておられましたが、強い呼吸苦があり、意識
レベルはⅠ－３程度（覚醒しているが、名前または生年月日がわからない状態）、肺を聴診してみると、痰
がからむ様な強い呼吸雑音が聴こえ、心拍数は９０／分と少し早く、血中酸素飽和度は８７％と低く、明ら
かに慢性心不全の状況でした。身長が１４０ｃｍ位と比べるとよく太っておられ、太った身体を心臓がまか
ないきれない状態のため、家族の方にお話してお食事を少し減らして体重を減らしていただくことをお願
いし、私の方では２週間に一度訪問することと心臓の働きを補助するための薬を少しだけ服用していただ
くことにしました。数ヶ月この状態で経過を観察し続けたところ、ご家族の協力もあり、次第に体型がスリ
ムになり、１年経った頃には、最初の６０ｋｇ以上あった体重が４５ｋｇ前後になりました。寝たきりである
ことは変わりませんが、呼吸音もかなり静かになり、血中酸素飽和度も９０～９２％と明らかに呼吸が楽に
なったようでした。
　この方については、現在も訪問を続けていますが、意識レベルはⅠ－１（だいたい意識清明だがいまひと
つはっきりしない）の状態で、聴診上呼吸雑音は認められなくなり、心肥大の状態も正常化しており、血中
酸素飽和度も９５％程度となっています。
　私が過去訪問させていただいた方の中にはもっと厳しい状況の方も大勢いらっしゃいましたが、そのお
話はまたの機会にいたします。

　　　　　　  ：計画的な医療サービス（＝診察）をおこなうことです。１週間ないし２週間に１回の割合
で定期的かつ計画的に訪問し、診察、治療、薬の処方、療養上の相談、指導等をおこなっていきます。ご本
人とご家族からどのような治療を受けたいか詳しく伺いながら診療計画や訪問スケジュールを立てていき
ます。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　：通院できない患者様の要請を受けて、医師がその都度診察をおこなうことです。基本的には、
困った時の臨時手段です。

訪問診療とは

往診とは

訪問診療と往診の違い

訪問診療でできること
　このようにして医師は、訪問時にご本人やご家族に対して問診
をして、ご本人の視診・触診・聴診や検査の値で状態を判断しま
す。そうして自宅で療養するための必要な薬の処方や訪問看護師
さんへの指示をします。また、いつも一緒に生活をしているご家
族に日常の健康管理についてアドバイスをして、次の訪問診療で
状態の確認をしています。

本協議会はテーマである
　　　　　「このまちで安心して自分の望むスタイルで生きる」ために在宅医療を推進しています。
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社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより社協だより

　町社協では、町内の視覚障がい者を対象に、今年度も、パ
ソコン講習会を開催します。内容は、音声で確認しながら
のパソコン操作や、情報を音声で入力する方法等を学びま
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（火曜日）
　　　８月２０日
　　　９月  ３日、１７日
　　１０月  １日、１５日、２９日
　　１１月１２日、２６日

●実施時間：午前９時３０分～１２時

●実施場所：富士河口湖町中央公民館

●講　師：（株）カルク

●対象者：町内の障害者手帳保持者

　　　　 （視覚障害者１・２級）

●定　員：５名（定員になり次第締切り）

●申込締切日：令和元年８月１３日（火）

●申込み・問合せ先：富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　（電話７２－１４３０）

　町社協では、山梨県鍼・灸マッサージ師会湖岳部会にご
協力していただき、町内在住で74才以上の方を対象に鍼と
マッサージ治療の無料サービスを実施します。
　事前予約受付はありませんので、当日、直接各会場で受
付してください。
　●期日…令和元年９月１２日(木)
　●受付…午前９時～11時
　●治療時間…午前９時～12時
　●会場…船津福祉センター、小立福祉センター、
　　　　河口住民センター、勝山ふれあいセンター
※足和田地区、上九一色地区の方は、会場が船津福祉セン
　ターになりますので、当日、温泉送迎バスをご利用くだ
　さい。
※大石地区の方は、会場が河口出張所になりますので、
　大石出張所を午前９時に送迎します。

　町社協では、老人福祉週間事業の一環として、金婚式を
迎えられるご夫婦に記念写真を贈呈します。
　今年度は、昭和４４年に結婚されたご夫婦が該当になり
ます。ご希望の方は、10月３１日(木)までに町社協までお申
込み下さい。℡ 72-1430

視覚障がい者のためのパソコン
講習会の開催（参加者募集）

金婚式のご夫婦に
記念写真を贈呈します

無料　鍼・マッサージサービス
対象　74才以上の方

森のようちえん と モンテッソーリ教育

令和2年度入園のための、説明会を次の日程で行います。
入園を検討されている方は、ぜひご参加ください。

認定こども園　Fujiこどもの家バンビーノの森認定こども園　Fujiこどもの家バンビーノの森認定こども園　Fujiこどもの家バンビーノの森認定こども園　Fujiこどもの家バンビーノの森

令和2年度入園説明会のお知らせ

第1回：8月18日（日）10:00～11：30 第2回：8月19日（月）10:00～11：30

■場所／Ｆｕｊｉこどもの家バンビーノの森・教室
■募集対象児／ 令和2年度新入園児対象　2016年4月から2017年3月生まれ　11名
■内容／活動場所の見学・説明・教育方針（森のようちえんとモンテッソーリ教育）
　　　　教育目標・子どもたちの様子・年間予定・1日の流れ・給食
　　　　延長保育について・入園までの手続き　その他
　　　　＊会場準備のため、できるだけ電話かメールでご予約をお願いします。　
　　　　☆8月26日(月)～30日(金)を見学週間（要申込）とします。

■申込み・問合せ／認定こども園　Fujiこどもの家バンビーノの森
　　　　　　　　　富士河口湖町勝山3407-1　TEL0555-72-9995　FAX0555-72-9996
　　　　　　　　　E-mail  info@bambino-mori.co.jp　HP  http://www.bambino-mori.co.jp



みなさんのやる気を応援します!

中央公民館ロビー展示

「絵画　三人展」
古屋伊津子・渡辺文代・岡由美子

※休館日　日曜・祝日
※土曜日…利用予約がない場合、閉館
　皆様のお越しをお待ちしております。　
　詳しくは生涯学習課へ

8月1日（木）午後から29日（木）午前まで

　平安時代に最澄や空海が大陸から新たな仏教を伝え、日本古来の山岳信仰と結びついて修験道へと発展します。平安時代の終りの
ころには、日本各地の山々に修験者（山伏）が入って修行を行なうようになります。富士山も例外ではなく、富士上人と呼ばれた末代を
代表に富士山中や山麓で修験者（山伏）が展開しました。山梨県側の北面で修験の拠点として吉田口登山道二合目の冨士御室浅間神
社本宮境内地に様々な施設が開かれます。今回は、中世の富士山中や山麓における修験者（山伏）の修行について迫ります。

「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5回　  「富士山を取り巻く修験の活動」

令和元年度　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8月21日（水曜日）　19時～21時
●会　場：富士河口湖町中央公民館　2階　視聴覚室　　●講　師：村石眞澄（文化財指導監・町史編纂室長）
●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
※８月のみ第３水曜日の開催となります。

やまなし・しごと・プラザサテライト 出張相談 個別無料相談
子育てと仕事のお悩みにキャリアコンサルタントがお答えします。お気軽にお越しください。

●期　日：9月4日（水）午前10時30分～（1人30分程度）　　※前日までに要予約（窓口：子ども未来創造館）
●場　所：子ども未来創造館　　　詳しくは生涯学習課へ

げんきもり森プレイパークげんきもり森プレイパークげんきもり森プレイパークげんきもり森プレイパーク夏休み
　夏休みに入った8月は、子ども未来創造館の裏山で、
外あそびの面白さを体験できます。
自己責任の中でたくさんの発見や
工夫などをしておもいきり遊んで
みませんか。
☆プレイリーダーとの活動を予定していても、荒天の場合
　などはプレイパークがお休みの場合があります。
☆プレイリーダーがいない日もあります。（通常の裏山遊び
　は毎日できます。）
☆水分補給の飲み物、タオル、着替えなど必要なものは必
　ず持ってきてください。

プレイパーク
午前10時～正午
午後1時～4時

プレイパーク
午前10時～正午
午後1時～4時

文化財普及事業・富士河口湖町地域発見講座「わがまち・富士河口湖を知ろう！」

「船津の災害の歴史」「船津の災害の歴史」共同開催

船津地区公民館事業

　時代が平成から令和へと移りましたが、自然災害は歴史のなかで繰り返し発生します。プレートのひしめき合う日本
列島は、地震や火山噴火が多い地域であり、また台風が通過する割合も高く、古くから様々な災害が記録に残されまし
た。過去の災害を知ることにより、将来起こりうる災害を想定し、防災や減災につなげていくことが現代の課題です。
今回の講座では、身近な地域の地形や歴史に刻まれた過去の災害を見つめ、地域の防災・減災について考えてみたい
と思います。

●日　時：８月28日（水）　午後７時～９時
●場　所：中央公民館　２階　視聴覚室
●講　師：杉本悠樹（生涯学習課文化財係）
●参加費：無料（申込み不要・どなたでも参加できます）　定員40名
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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

中央公民館主催事業

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
気軽にお問い合わせください！　

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。
①参加希望プログラム　　②氏名（ふりがな）　　③電話番号（携帯番号）
総合型地域スポーツクラブ　クラブ富士山　　　club223@lcnet.jp　☎0555-72-4772

●期　日：8/23（金）
●時　間：18：30～19：30
●場　所：勝山さくやホール
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：500円／回

☆やみつきになる面白さ☆

☆本格的に鍛えたい方　動きながら体の調整も行います☆

NIGHT ＺＵＭＢＡ

●期　日：9/2～11/25　　月曜日
●時　間：10：30～11：30
●場　所：子ども未来創造館
●持ち物：上履き、飲み物、タオル
●参加料：200円／回
●対　象：3歳児までの親子

☆親子で運動。後半ママだけのエアロタイムあり☆
キッズビクス＆ママエアロ

体幹トレーニング【アスリート】
☆親子で運動しよう！ マット＆鉄棒＆ニュースポーツ☆

親子体操教室

●期　日：8/29～　毎週木曜日
●時　間：10：30～11：30
●場　所：お問合せください
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：700円／回

☆やみつきになる面白さ☆
ラテンダンスフィットネス ＺＵＭＢＡ

『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
富士河口湖町中央公民館１階
℡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
富士河口湖町中央公民館１階
℡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

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
　夏休みの半分が過ぎました。子ども達は宿題と格闘したり部活に打ち込んだりし
ながらも，育成会，町の生涯学習課主催の楽しい催し物，湖上祭など，夏休みを満
喫していることでしょう。
　夏休み中は解放され，リラックスできるのはいいのですが，生活リズムはどうし
ても不規則になりがちです。それもやむを得ないですが，２学期からの学校生活の
リズムに乗れるようにつなげていくことは大切です。そのためには，睡眠・食事・学
習・遊びなどに目配り・気配り・心配りを忘れずに過ごしたいものです。中には，夏
休みの宿題がやり切れていないということが重荷になり，始業式を迎えるのが辛い
というケースもあります。
　家で過ごすことの多い夏休みだからこそ，我が子の言葉遣いや行動で気になる
ことがあるかもしれません。また，夏休みが残り少なくなるにつれ，元気がなくなっ
てきたり，２学期が始まって不調を訴えたり，登校を渋ったりするなどの様子が見ら
れることもあります。そんな時には，まず，学校に，または教育センターなどに相談
してください。　

まだ間に合う！夏休み工作

生木で作る「いろ鉛筆」＆「ミニチュアハウス」教室生木で作る「いろ鉛筆」＆「ミニチュアハウス」教室生木で作る「いろ鉛筆」＆「ミニチュアハウス」教室
グリーンウッド（生木）ワークで、小物を作ってみませんか?

自分の手で生木を削る作業は、忘れられない独特の感触。森や自然のことを学びながらの木工教室です。

「いろ鉛筆作り」教室
①１０：００～ / ②１３：００～

「ミニチュアハウス作り」教室
①１１：００～ / ②１４：００～

●講　師：NPOグリーンウッドワーク協会　小野 敦 氏
　　　　  河口湖在住の木工作家　吉野 崇裕 氏
●場　所：子ども未来創造館 芝生広場
●対　象：小中学生（３年生までは要保護者同伴）
●参加費：３００円（各教室共通・材料代）　
●持ち物：なし（材料・道具は用意します）

各教室共に６０分程度、定員１０名・作品は持ち帰れます

【注意】サンダル等禁止
　　　（危険のないように、肌の露出しない靴を履いてください）
申込み受付中（生涯学習課 ℡0555-72-6053）

●期　日：8/29（木）
●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

●対　象：年少・年中・年長児とその保護者
●期　日：9/8（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）

９月はお休みします。
次回１０月１２日を
予定しております。

クラブ富士山
月例
マラソン
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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９時３０分～19時／土・日９時～17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
15時～18時

月～金曜日
8時30分～17時
（12時～13時は閉館）

毎週月曜日休館／11日(日)祝日のため休館、30日(金)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：8月24日（土）15時～
■場 所：生涯学習館　学習室１
■課 題：「エリザベスの友達」村田喜代子 著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。
第149回　読書会

第50回 小さな夏の朗読会

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

問い合わせ

スノードームをつくろう!
11:00～/14:00～

(読み聞かせ）

26

5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

館内整理日館内整理日館内整理日館内整理日

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

令和元年 8月4日 ～ 9月7日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

27

8/4

9/1

11

19 20 21 2422 2318

25 28 29 30 31

2 3 4 5 6 7

上九分館
 15:30～

ママピヨ
10:30～/11:30～

10:30～/11:30～

エトワールの会
13：30～

P

P

P

ママピヨ P

10:30～/11:30～
ママピヨ

10:30～/11:30～
ママピヨ

10:30～/11:30～
ママピヨ

P

(読み聞かせ）

うさぎのおやこ
10:30～

ピーカーブー
10:30～

P

P

ピーカーブー
10:30～

P

P

P

P

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

P

P

P

小さなおはなし広場
10:30～

大石分館 16:45～

河口分館 15:50～

読書会 15:00～

パパの絵本タイム
13:30～

小さな夏の朗読会
14:00～

P

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

図書館サービスについて知ろう

♪新着情報♪
◎がんと共に生き、考え、働く∥石川邦子著  ◎「超」ＡＩ整理
術∥野口悠紀雄著◎緑の家。 ◎マダム・チェリーの「人生が
楽しくなるおしゃれ」∥マダム・チェリー著  ◎心が折れそう
なとき、そっととなえる魔法の言葉∥植西聰著　他

　調べものや研究、タイトルを忘れてしまった時、資料を見つ
けて欲しいなどお困りの時は気軽にご相談ください。お悩み
を解決するお手伝いをします。

～レファレンスについて～

暑い夏の、ほっとするひと時を過ごしませんか。
■日 時：8月24日(土) 午後14時～
■場 所：生涯学習館　学習室１
■内 容：「再会」連城三紀彦 著
　 　　　　　読み手：松浦敬子さん　　　　　　　　
　 　　 「あるピアノを囲んで」中井洋一 著　　　　　　
　 　　 　　『人間はすごいな』より　読み手：流石眞弓さん

～富士河口湖町生涯学習館を知ろう～
富士山・郷土学習室富士山・郷土学習室富士山・郷土学習室

　富士山・郷土学習室では、私たちの住んでいる富士河口湖
町の資料をはじめ、山梨県と各市町村に関する資料や富士山
資料など、約１万３千点所蔵しています。ご自由にご利用いた
だけます。

　国立がん研究センターが発行したがんに関する医療情報冊
子とともにがんの予防法や闘病記など関連書を展示します。

★がんの予防や治療コーナー★がんの予防や治療コーナー

　暑い夏、身も心も涼んでみませんか？
身も凍るこわい本から「くすっ」と笑えるちょっとこわい本ま
で展示しています。

★こわ～い本を集めてみました！★こわ～い本を集めてみました！

展示コーナーの紹介
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☆乳幼児対象☆

☆乳幼児対象☆

☆小学生対象☆ ☆どなたでも☆

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

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会

※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。

日 月 火 水 木 金 土

8/4

28

5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16

25 26 27

1918 20 21

29

22 23 24

17

30 31

49/1 2 3 5 6 7

令和元年 8月4日～9月7日の予定表

＜休館日＞
8月11・12・25日

つどいの広場の時間をお借りして、
家族のためのリフレッシュタイムを
お届けします。

○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♪

おやこの日
親子ストレッチと女性の為のトレーニング

8月21日㊌

歯科指導の日
歯科衛生士さんのプチ相談と講話

8月9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

8月28日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

8月7日㊌／9月4日㊌

　カウンセラー川邉修作先生をお招きして、テーマ
に沿いながら子育てのあれこれを相談したり、一緒
に考えます。目から鱗が落ちたり、心が軽くなった
りします☆

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
　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を♥
日　時：８月２２日(木) 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

　元気な親子にほっこりしていただける時間
をめざして、一緒におやつを作ります。
第１回は「白玉おやつ」です！！

　おもしろクイズのプリントで、君の脳みそを
やわらかくなるように鍛えるのが《脳トレ》！

　昨年、大好評だった水遊びが、パワーアップ！
夏休みの思い出に着替えを持ってぜひ来てね！

　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★ 　こどみらの広いお部屋を使って、体をいっぱ

い動かすスポーツ大会！恒例の〈雑巾ダッシュ〉
はもちろん、終わった後のお楽しみも♪
ワイワイしながらパニックになりながら…。
ボランティアさんとも交流できる、楽しいイベ
ントです！

大きなプラレールで楽しもう！！
大好きな電車の世界を体験してね♪

　活動的になる2歳を迎える親子に贈るお楽
しみの時間です。今年度は２か月に1回のイベ
ントです♪対象の方はぜひどうぞ!

ワイワイパニック！！！ワイワイパニック！！！ワイワイパニック！！！

☆6月8日㈯ 電気点検のため休館となります。

第2・第4日曜日祝祭日が
休館日になります!

日　時：８月24日(土) 10:30～
定　員：10組　参加費：1組300円
申込み：8月10日(土) 10:00～
持ち物：エプロン・マスク・バンダナ・飲み物

つくろう！
こどみん！おいしいおやつ★おいしいおやつ★おいしいおやつ★

日　時：８月２９日(木) 10：00～10：45
参加費：申込み：なし　
対　象：Ｈ２９．４．２～Ｈ３０．４．１生まれ
持ち物：飲み物

te to te～てとて～～てとて～～てとて～

脳トレ２０１９③脳トレ２０１９③脳トレ２０１９③funfunfunfun

日　時：８月２４日(土) 13：00～15：00
この時間内に自由に来てね。
参加費：持ち物：申込み：なし

日　時：8月4日(日)・8月18日(日)
　　　 ９月1日(日) 10:00～12:00
持ち物：申込み：参加費：なし

プラレールの日

★ボードゲーム★

funfun
ゲーム

funfun
ゲーム

funfun
ゲーム

水遊びin芝生・森水遊びin芝生・森水遊びin芝生・森

日　時：８月8日(木)・9日(金) 14:00～15:30
参加費：定員：申込み：なし
持ち物：タオル、帽子、飲み物、着替え　　
＊小雨決行ですが、悪天候の場合は、中止になります
　ので、ご注意ください。　　

日　時：8月６日(火) 14:00～16:00
持ち物：汗拭きタオル・飲み物
定　員：20人　参加費：なし
申込み：受付中。 
定員になり次第しめきりです。

F.K.はん
ず企画

F.K.はん
ず企画

F.K.はん
ず企画

日　時：８月７日(水)14：００～15：３０
対　象：乳幼児親子・小学生　定員：なし　
持ち物：汗ふきタオル・のみもの
申込み：なし（突然の参加も大歓迎です！)

AMプラレール
PMつみき

AMプラレール
将棋教室

AMプラレール
将棋教室

ク富バレエ

つどいの広場

つどいの広場木工教室

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

ぷち相談会
リトミック

リトミック
キッズ＆ママフィット

ク富ズンバ

ク富ズンバ

こどみん

ふれあい教室B
ジョブカフェ

母親学級

おもちゃ病院
ワイワイくらぶ

おもちゃ病院

マムベビー

te to te
育児学級

つどいの広場○栄

ふれあい教室A

ワイワイパニック

（からだの日）
つどいの広場○栄

(お誕生日会)
つどいの広場

(歯科指導の日)
つどいの広場

(助産師相談)
つどいの広場

ク富ズンバ

つどいの広場○子
(おやこの日)

つどいの広場○子
(読み聞かせの日)

つどいの広場○子
(読み聞かせの日)

funfun

funfun(脳トレ)

(ボードゲーム)
funfun(水遊び)

funfun(水遊び)

休館日 休館日

休館日

テーマ：「お母さんの気持ち」
日　時：８月２７日(火)　10：30～
持ち物：参加費：なし　申込み：受付中
定　員：乳幼児親子10組



旧勝山村の観光と歴史
　富士箱根伊豆国立公園に属する旧勝山村（現・富士河口湖町勝山地区）は、南に霊峰富士、北に河口湖を
望む風光明媚な観光立村であった。観光の歴史は古く昭和11年（1936）には、現在の富士ビューホテルが完
成し、以来多くの知名人が訪れてきた。
　旧勝山村の観光資源は、河口湖を中心に四季折々に変化する美しい自然景観に加え、むかしからの産業と
して培われてきた文化的資源も数多い。その主なものは、戦国時代の甲斐の歴史や自然などを綴る古記録『勝
山記』（県指定有形文化財）が保存されている冨士御室浅間神社（本殿は国指定重要文化財・境内地は史跡
富士山）をはじめとする寺社、県（３件）、町（５件）指定有形文化財の古文書、建造物、美術工芸品などがあ
る。
〇冨士御室浅間神社では900年の伝統ある古式ゆたかな、
　やぶさめの神事を再現し、戦国武士の勇壮さを披露する、
　まつりが毎年4月29日に行われている。
〇富士山麓に産する、スズ竹を材料として作られる伝統工芸
　品があり、また富士スズ竹伝統工芸センターでは、後継者の
　育成にも努めながら、ざる作りの実演が行われている。
〇むかしからの生活用具、山村の農耕機具、紬織機、竹ざる
　作りの用具などを一堂に展示する勝山歴史民俗資料館が
　ある。

　旧勝山村では夏季にピークを迎える１シーズン型の観光から、四季を通じて観光客が訪れるフリーシー
ズン型をめざすため、昭和59年（1984）に策定した「勝山村総合計画」の中に、次のとおり位置付けられている。

　　計画の対応期間は昭和59年度から平成５年度までとしており、計画策定のコンセプトは「勝山村は富士
　五湖の中での勝山村であり、これを考えずに生活基盤、文化、経済、政治、その他もろもろに至るまで成り
　立たず、周辺の観光行政のネットワークの形成の中で、勝山村の独自の生きるべき道の方向性をルールづけ
　る必要がある」としている。

　　人心も経済もようやく落ち着きを取り戻した、昭和30年代の終り頃から、勝山村では大勢の人たちが携
　わっていた衣類などの行商も、物資の豊富な出回りによって、また本村の特産品として経済の振興に寄与し
　てきたスズ竹製の「ザル」も化学製品や金物製品の台頭によって、衰退の一途をたどりはじめた。このよう
　な状況の中で今後の生きる道の模索がはじまり、恵まれた観光資源の活用への転換の気運が高まり、旅館
　経営には全く経験のなかった人が、民宿施設「湖畔の家」を建設し昭和42年（1967）４月から営業をはじ
　めている。

　　平成10年（1998）７月28日、河口湖南岸の勝山村小海
　に開設された道の駅「かつやま」は、地域振興のため建設
　資金は山梨県が負担し、その業務運営は勝山村が行ってき
　た。　
　　現在、小海公園に隣接する道の駅では、地域の特産品も
　色々販売され、多くの人達がのんびり楽しみ、大変なにぎわ
　いを呈している。

【参考文献】『勝山村史』下巻
（町文化財審議会委員　在原建男）

竹ざる作りの用具（勝山歴史民俗資料館）

観光客でにぎわう道の駅「かつやま」
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〇勝山村観光振興計画

〇勝山民宿組合設立の経緯

〇道の駅かつやま

広報18 2019年 8月号



広報 192019年 8月号

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

富士山麓二次草原における調査を樋口広芳先生が視察富士山麓二次草原における調査を樋口広芳先生が視察

ショート
ニュース

○キクガシラコウモリが、５月１７日に剣丸尾の溶岩樹型内で確認されました。また、ウサギコウモリが７月２日に船津胎
　内神社で観察されましたが、すでに多くの糞が落ちていましたので、６月下旬頃から船津胎内樹型を利用していたので
　はと考えられます。
○６月に計画していた本栖高原の草刈りは、諸般の事情により実施できなくなりました。７～９月は絶滅危惧動植物が多く

　　　　　　　　　見られる時期なので、１０～１１月に木本と草本の刈り取りを行いたいと計画中です。

　６月号でお知らせした通り、今年度の「富士山生物多様性保全研究2019」の一環と
して、「富士山麓の二次草原の総合評価と保全」を目的とした富士山自然保護センター
と東京大学の共同研究を開始しましたが、その調査の様子を東京大学名誉教授で富士
山自然保護センターの顧問でもある樋口広芳先生が６月２・３日に視察して下さいまし
た（写真）。
　２日は梨ヶ原の主な調査地を視察していただき、絶滅危惧種オオジシギをはじめとし
たホオアカ・ノビタキなどの、他ではなかなか見られない草原性鳥類が普通に繁殖して
いる広大なススキ草原である梨ヶ原に、富士山の自然の一部としても非常に貴重な自
然だと感心されていました。特に、環境省準絶滅危惧ヨタカの成鳥と雛（写真）が観察
でき、「去年わざわざ広島まで雛を見に行って見られなかったのに、ここで見られて良か
った。溶岩地帯で繁殖するのは大変珍しい」とおっしゃっていました。３日は、朝５時か
ら本栖高原と朝霧高原の調査に同行いただき、環境省絶滅危惧ⅠＢ類アカモズの繁殖
地の様子も見ていただきましたが、いずれも梨ヶ原とは違った独特の自然環境で、「富
士山には素晴らしい自然が沢山残っているので、世界自然遺産として残したいですね。
そのためにも５０年前の様な富士山総合学術調査を実施したいですね」とおっしゃって
いました。

　毎年３回実施している河口湖畔のアレチウリと絶滅危惧湿性植物調査の第１回を、
６月２８日に河口・広瀬・大石・八木崎・勝山地区で実施しました。今年は昨年より河口
湖の水位が低くなっていて（写真）、スジヌマハリイが勝山地区以外の４地区で、カンガ
レイ・カワヂシャが河口・大石地区で、コキツネノボタン・オナモミが八木崎・勝山地区
で確認出来ました。しかし、ジョウロウスゲは八木崎地区でしか見られなくなっていて、
２年前に河口地区で確認されたマツカサススキも全く確認できませんでした。
　アレチウリは昨年より少なくなったものの、河口地区で約３０本あり全て防除しまし
た。広瀬地区では新たに群落が見つかりましたが、防除仕切れなかったので今後の経
過を観察したいと思います。一方、昨年かなりの数のアレチウリが見られた八木崎地区
では全く確認できず、一安心しました。このように、アレチウリの盛衰も河口湖の水位と
人による草刈りの時期と回数に大きく影響を受けていることが判りましたので、８月以
降も５地区で継続して定点観察しながら、必要に応じて防除を行いたいと思います。
　また、河口地区では４頭観察された環境省・山梨県準絶滅危惧トノサマガエルの１頭
が、山梨県絶滅危惧Ⅱ類のシマヘビに捕食される様子（写真）やイソシギ２羽が観察
出来たり、勝山地区ではカワニナや昨年発見できたタンポポハフクレフシが見られたり
と、河口湖畔の自然の豊かさが再確認出来ました。

今年度第１回のアレチウリと絶滅危惧湿性植物調査を行いました今年度第１回のアレチウリと絶滅危惧湿性植物調査を行いました



からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

現在開催中～
８月3１日（土）

八丁目会 8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！

香り強めの調合で暑気払い。
暑い日、ビールも手づくりガラスで飲むとひと味違いますよ！
素朴でかわいい手づくりアート。
夏休みの工作にかわいいふくろう作りに来て下さい。

かき氷、アイス、氷カフェ　冷たい物そろっています。
夏の暑い日こそカレーほうとうをどうぞ！
夏はやっぱり天ぷらせいろ…どうぞ召し上がって下さい。
やさしい陶芸と感性豊かな藍の世界をどうぞ。

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

食事・甘味　彩雲
食事処　里山
手打ちそば　みずも
匠や

夏をイメージする涼しげなガラスアクセサリーが
人気があり、おすすめです。おもいで屋

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/

●場所：⑥せせらぎ屋　
　　　 料金：500円

●日程：4月～11月までの
　　　 毎週日曜日
※お休みする場合もございます。

⑩匠や　企画展

＊陶芸＊米山久志
＊藍染＊米山のぶ子

陶と藍染め二人展陶と藍染め二人展

現在開催中～
20２０年３月末

⑪見晴らし屋　企画展
まんが日本昔ばなしの

前田こうせい原画展前田こうせい原画展

好評につき企画展延長！

ぜひご覧ください！

◆小池淑子先生による絵手紙教室◆

◆『お蚕さん』育てています！◆

◇いやしの里  納涼会◇

◆クイズラリー開催中！◆

８月１７日（土）限定
１７：００～２０：００

クイズに答えて里内を巡ろう！

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！里の夏をしめくくる年に一度の夏祭り！

貴重な養蚕風景を
お見逃しなく！

ライトアップで茅葺の夜景！

ご家族・お友達をお誘いの上、ぜひお越し下さい！

入場無料!

※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。

夜のマルシェ初登場！
打ち上げ花火でフィナーレ！

期間
８月３１日（土）まで

ぜひご参加ください！！

※参加者には
景品プレゼント！
全問正解者には
豪華景品
プレゼント！

里内「養蚕室」にて
「お蚕さん」を
育てています！
８月中旬まで
一般公開します！
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The August issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The August issue.

河口湖ステラシアター通信 8月号

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

http://www.stellartheater.jp/

&
♪自然の香りが響きわたる♪

河口湖円形ホール
♪優しい音が湖風に舞う♪

♪河口湖ステラシアター公演情報♪♪河口湖ステラシアター公演情報♪

《日時》◆９月5日(木)・6日(金) 開場/AM9:00 開演/AM9:45 
　　　　　大学生ジュニアバンドの部〈3６バンド出演〉
　　　　◆９月７日(土) 開場/AM11:45  開演/AM12:00 
　　　　　小中高生バンドの部〈7バンド出演〉
《会場》河口湖ステラシアター
《料金》全席自由
　　　　一般1,300円 (当日)1,500円
　　　　中学～大学生800円
　　　　(当日)1,000円
　　　　小学生以下入場無料（但し、要保護者同伴）

第11回 国際ジャズオーケストラ
フェスティバル　STELLAR JAM

第2回 フジアカペラフェスティバル
FUJI A CAPPELLA FESTIVAL

《日時》9月８日(日) 開場/AM9:00 開演/AM9:30 
　全国から、社会人・大学生のアカペラグループ150バンドが河口湖ステラ
　シアターに集結！
《会場》河口湖ステラシアター
《料金》全席自由 
　　　　一般  1,200円
 　　 　 (当日)1,500円　
 　　　　中学～大学生500円
　　　   (当日)1,000円
　　　　中学生以下入場無料 （但し、小学生以下は要保護者同伴）

富士山河口湖音楽祭2019　開催18回目 8月10日(土)～8月１7日(土)
●●●●●●●●●●●アウトリーチプログラム●●●●●●●●●●●

～音楽があなたの身近なところに～
町内さまざまな場所でミニ演奏会を開催いたします！どなたでもお楽しみいただける無料プログラムです♪

８/１６日(金) AM 11：30～

８/3日(土) PM３：00～

８/12日(月・休) AM 11：30～ ８/14日(水) PM 2：00～

茂木大輔の
木管歌劇場ミニ演奏会

打楽器奏者　池上英樹
ミニミニ演奏会

河口湖美術館トークコンサート
世界、音楽の花束

《出演》オーボエ：茂木大輔　ほか
《会場》河口湖美術館　※別途美術館入館料必要

《出演》池上英樹
《会場》七軒町三丁目公民館

《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/解説：真嶋雄大
　　　　MC：佐藤和子
《会場》河口湖美術館　※別途美術館入館料必要

８/7日(水) AM 11：00～
打楽器奏者　池上英樹
ミニミニ演奏会

アラカルトによる
ファミリーコンサート

《出演》池上英樹
《会場》フォレストモール

《出演》アラカルト
《会場》子ども未来創造館

８/15日(木) AM 11：30～
高木綾子
フルートミニ演奏会

森の蔵出しワインバー

《出演》フルート：高木綾子　ほか
《会場》河口湖美術館　※別途美術館入館料必要

８/11日(土)

上野耕平ミニ演奏会
《出演》サクソフォン:上野耕平
《会場》富士急行線電車内

河口湖駅PM3:20⇒大月駅PM4:27　
大月駅PM4:51⇒河口湖駅PM5:51

電車内！

音楽評論家真嶋雄大プロデュースによる

ソムリエがお奨めする厳選ワインと食事、そして音楽を楽しみながら・・・

8/10(土)・8/11(日)・8/17(土)
AM11:30～PM9:00（ラストオーダーPM8:30）
《会場》河口湖ステラシアター前広場
《料金》前売1,000円　※前売り券で1,200円分の
　　　　　　　　　　　　　ワイン・フードが楽しめます。
ワイン：1フィンガー（40ml）200円より
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地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信

〜
大
石
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おおいしつむぎ通信 2019.8月号

　大石での約１ヶ月間の養蚕期間が終わり、今年
も良い繭ができました！！今年は雨が多く肌寒い
日が多かったので昨年の養蚕とは異なる点も多く、
想定日がズレたり色 と々大変なことが重なりバタ
バタと目が回る思いをしました。ただ、繭の乾燥の
為に長野県岡谷まで運び製糸所の方に「良い繭
だね」「夜食をあげるとしっかりしたこういう繭に
なるよ」と言ってもらえ、早朝から夜遅くまで手を
抜かずに頑張り抜いた甲斐がありました。繭を見
ただけで、夜食をあげていたかどうかまで見抜く

製糸所の方の
見る目にも驚
きました。知っ
ている人には
ちゃんと見え
ない努力も見
えているんで
すね！！　
　今年は「地
域に開かれた
養蚕」をテー
マのひとつに
見学者を受け

入れていましたが、そうすると養蚕作業に集中し
きれないという課題も見えてきました。いままで思
っていた、大石の養蚕を発展させたいとの思いとは
異なる考え方のほうが、大石の養蚕にとっていい
のではとの考えに至りました。課題点を洗い出し、
今後へ繋げていきたいと思います。
　写真は繭かき作業の写真です。地域の方にサポ
ートしていただきました。ありがとうございました。

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

地元町民の方、観光でお越しの方どなたでもご来場いただけます。

夜のしじまに、多くの灯籠が河口湖の湖面を彩ります。
灯籠のやさしい灯火に、想いや願いを託し、心に残る夏の一夜をお過ごしください。
ご来場を心よりお待ち申し上げます。

◆日　時：令和元年８月１６日㈮
 　　　　 午後４時００分～　灯籠受付開始
　 　　　　　　　　　　　 （随時、灯籠を流せます）
　 　　　 午後６時３０分～　音楽と声明のセレモニー
　 　　　 午後７時３０分　　灯籠受付終了
　 　　　 午後８時００分　　閉場
◆会　場：河口湖湖畔 大石公園
◆問合先：富士河口湖灯籠流し実行委員会事務局
　　　　　　０３－６４４７－３８６０
　　注：問合せ時間は、１０：００－１７：００　※８月16日のみ２２：００まで対応
　　　 問合せ期間は、６月２4日（月）－8月30日（金）　※土・日・祝日を除く
※当日は会場周辺の混雑なきよう配慮してまいりますが、何とぞご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
※天候により、行事の内容、開式時間等が変更あるいは中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※当日の自然状況により、スタッフが灯籠をお預かりして流す場合がございます。



県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　山梨県警察では、7月29日（月）から8月23日（金）まで
の間、第2回採用募集を行います。
■対　象
　・警察官A　昭和61年4月2日以降に生まれた方で、大学
　 （短期大学を除く）を卒業し、もしくは令和2年3月まで
　　に卒業見込みの方
　・警察官B　昭和61年4月2日から平成１４年４月１日ま
　　でに生まれた方で、警察官Aの学歴要件に該当しない方
■採用予定人数
　・警察官A　男性8名程度、女性3名程度
　　　　　　　武道指導・男女各2名程度
　・警察官B　男性13名程度、女性6名程度
■一次試験日　9月22日（日）
●問合せ　富士吉田警察署警務課　℡0555-22-0110

　山梨県の森と東京オリンピック・パラリンピックの意外な
関係を紹介し、100年、200年と森を守っていくために私た
ちに何ができるかを考えます。
■期　間　8月3日（土）～11月10日（日）
■時　間　9時～17時（最終入館16時30分）
■場　所　山梨県富士山科学研究所 本館１階
■入場料　無料

　さわやかなアカマツの森の中で、絵本の読み聞かせを行
います。自然の中で本に親しむこと、自然環境に目を向ける
ことができるよい機会です。親子で是非ご参加ください。
森のすがすがしい空気と景色が最高です！
■日　時　8月18日（日）　1日2回実施
　　　　　①10時30分～ ②14時～ （1回約40分）
■場　所　山梨県富士山科学研究所 本館１階及び屋外
■対　象　幼児～小学校低学年（対象以外も参加可）
■内　容　絵本の読み聞かせと自然観察などの体験
　※おはなしかいの30分前におりがみ教室も行います
　 （①10時～ ②13時30分～ 1回約20分）
■講　師　富士山科学研究所 環境教育・交流部
　　　　　教育・情報担当
■参加料　無料
■その他　持ち物は特に必要ありません。
　　　　　素敵なプレゼントを用意しています。
●問合せ　山梨県富士山科学研究所　教育・情報担当
　　　　　　℡ 0555-72-6203

　保健所では、管内8病院、訪問看護ステーション、山梨県
看護協会ナースセンターとの共催で看護職員就業相談会を
開催します。結婚、出産、育児、介護等により職場を離れて
いる看護職の免許をお持ちの皆さん、復職を考えてみませ
んか。
■日　時　8月28日（水）　10時～14時
■場　所　いきいきプラザ都留3階（都留市下谷2516-1）
●問合せ　富士・東部保健所健康支援課　
　　　　　　℡ 0555-24-9034

　学校における「いじめ」や家庭内における児童虐待等の
事案は、依然として数多く発生していることから、これらの
子どもをめぐる様々な人権問題の解決へ向けた取組みを強
化するため、全国一斉「子どもの人権110番」強化週間を実
施します。
■実施機関　
　甲府地方法務局及び山梨県人権擁護委員連合会
■期　間　8月29日（木）～9月4日（水）までの7日間
■時　間　平日（8時30分～19時）  土･日（10時～17時）
　　　　　※（「子どもの人権110番」強化週間以外は、
　　　　　　  平日の8時30分～17時15分）
■相談担当者
　甲府地方法務局職員・山梨県人権擁護委員連合会の「子
ども人権委員会」の委員を中心とした子どもの人権問題に
ついて適切に対応できる人権擁護委員
■その他　相談は無料で秘密は厳守します。
●問合せ　0120-007-110（全国共通・フリーダイヤル）

　山梨県では、9月の「下水道の日」の行事の一環として
「第34回下水道まつり」を行います。
　どなたでも楽しみながら下水道のことが学べるように、た
くさんの催し物を用意しましたので、ご近所お誘い合わせの
うえ、ぜひご来場ください。
■日　時　9月7日（土）　10時～14時（雨天決行）
■場　所　峡東浄化センター
　　　　  （笛吹市石和町東油川字北畑417番地（駐車場あり））
■催し物
　下水道施設見学会、下水道探検ツアー、・ミニ下水道展
 （下水道リサイクル製品等の展示）、水質実験コーナー、フ
　ワフワ、マイエコバッグ作りなどのイベント、模擬店コー
　ナーでの無料配布・販売、おたのしみ抽選会、来場記念
　品プレゼントなど（予定）
　※雨天時には一部中止となる場合があります。
■主　催　山梨県、峡東流域下水道推進協議会(甲府市、山
　　　　　梨市、笛吹市、甲州市)、(公財)山梨県下水道公社
●問合せ　峡東浄化センター　℡ 055-263-2738

　地域の障害児（者）及び住民の皆さんが、まつりを通じて
様々な交流をしていただき、相互理解を一層深めることを
目的として開催するイベントです。
■開催日時　9月14日（土） 10時～14時40分
■場　所　富士ふれあいの村運動場
   　　　 （雨天の場合は、ふじざくら支援学校体育館他）
 　　　　　南都留郡富士河口湖町船津6663-1
■主　催　山梨県、富士ふれあいの村まつり運営委員会
■内　容　○支援学校、福祉施設（作業所）、福祉関係団体
　及び地域住民等による演技・演奏等の発表、作品の展示
　・即売　○ゲストによる演技・演奏　○模擬店、フリーマ
　ーケット　○お楽しみ抽選会
●問合せ　富士ふれあいの村まつり運営委員会
　　　　　（県立富士ふれあいセンター内）
　　　　　　　℡ 0555-72-5533

山梨県警察官採用募集案内 全国一斉
「子どもの人権110番」強化週間

富士山科学研究所からのお知らせ

下水道まつりのお知らせ

第24回 富士ふれあいの村まつり

富士・東部地域看護職員就業相談会

「企画展 100年後の森を守るための社会のしくみ」

「もりのおはなしかい」
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

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)
約８５名　　　　　　　　　　　　　　　
                          ※１

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

男 子

推 薦

一 般

総 合
選 抜

女 子

自衛官候補生

防衛大学校
学生

防衛医科大学校
医学科学生

参考(2018年度)
約7５名　　　　　　　　　　　　　　　
                          ※１

防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

年間を通じて
行っております。

合格発表日は
試験日に
お知らせします。

採用予定
通知書で
お知らせ
します。

受付時に
お知らせします。
                     ※２

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

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

２０１９年度 自衛官募集案内

※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：055-253-1591

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21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専
3年次修了者（見込含）

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専
3年次修了者（見込含）

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専
3年次修了者（見込含）

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専
3年次修了者（見込含）で
成績優秀かつ生徒会活動
等に顕著な実績を修め、
学校長が推薦できる者

9月5日
　　 ～9月9日

9月28・29日

1次： 9月28日
2次：11月2・3日

1次：11月9・10日
2次：12月10～14日

1次：10月26・27日
2次：12月11～13日

1次：10月19日
2次：11月30日
　　 12月  1日

1次：10月18日
最終：11月27日

1次：11月27日
最終：2020年
　　　1月2４日

1次：11月28日
最終：2020年
　　　2月14日

1次：11月15日
最終：2020年
　　　2月 7日

11月１日

2020年
　　4月上旬

2020年
　　4月上旬

2020年
　　4月上旬

9月5日
　　～9月30日

9月5日
　　～9月30日

9月5日
　　～9月30日

修業年限４年
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

修学年限６年
医師免許取得後
２等陸・海・空尉

修学年限４年
看護師免許取得後、
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

　農作業が忙しくなる中で、心配されるのは作業中の事故
です。農繁期を迎え、高齢者を中心に農作業事故が多くな
ります。
　山梨県では、乗用草刈り機や昇降機などの農業用機械と
木の枝に挟まれる事故や、脚立などの高所作業台からの転
落事故が多くなっています。
　「農作業は焦らず、急がず、慎重に」を合言葉に、農作業
中の事故に十分注意してください。
●問合せ　山梨県農政部農業技術課
　　　　　　普及教育・資金担当　℡ 055-223-1616

　旅行などの際に広く利用されるマイクロバスですが、中に
は旅客自動車運送事業の許可を得ずに運送行為を行った

り、レンタカー事業者がレンタカー（マイクロバス）と運転
手を一体的に提供する不適切なサービスなど、道路運送法
に違反するサービス事例が散見されます。
こうした違法ないわゆる白バス行為について、利用者として
違法なサービスであることを認識・理解し、利用しないよう
にしましょう。
◇運転手付きの「白ナンバー」のマイクロバスは、道路運送
　法に違反するサービスです。
◇道路運送法の許可を受けたバス会社（貸切バス事業者）
　の正規のマイクロバスには「緑ナンバー」が付いていま
　す。
◇レンタカーと運転手が一体的に提供されるサービスも、
  「白バス」と呼ばれる法律に違反するものです。
◇「白バス」を利用して、事故に遭って負傷した場合、適切
　な損害賠償がなされず、損害額を利用者自身が全額負担
　しなければならないケースもあります。
●問合せ　国土交通省山梨運輸支局輸送担当
　　　　　　℡ 055-261-0880

農作業安全運動について

マイクロバスを適切に利用しましょう

参考(2018年度)
人文・社会科学専攻     
約30名（うち女子約5名）
理工学専攻　約100名
（うち女子約10名） 
　　　　　　　　  ※１

参考(2018年度)
人文・社会科学専攻約
65名（うち女子約15名）
理工学専攻　約235名
（うち女子約20名）   
　　　　　　　　  ※１

参考(2018年度)
人文・社会科学専攻及び
理工学専攻合わせて              
約50名
（うち女子約5名）
                          ※１

（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。
      〈自衛官募集ホームページ〉 ■詳細情報へアクセス!
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン

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９月２日（月）（口座振替日）◎町県民税２期今月の納税等

  
お問い合わせ　■総務課　0555-83-5200（代表）

教員紹介教員紹介教員紹介

☆地域の皆様へ
　今年の4月から縁あって富士河口湖町で教
鞭をとることになりました。地元（長野県岡谷
市）で男女共同参画のボランティアもしてい
ます。こちらでもお役に立てればうれしいで
す。どうぞよろしくお願い
します。

☆地域の皆様へ
　私の専門は子育てや看取りを通して人と自
然に優しい生き方を見つけ出すためのお手
伝いです。基本にはマインドフルネス（念）と
いう心のトレーニングがあります。先人が能
や茶道などの中で探究した奥義に通じ、「あり
がたい」、「おかげさま」、「もったいない」、「お
てんとうさまが見ている」といった心もちの
中にも生きています。富士山周辺の大自然と
文化の中で何かお役にたてればと願っていま
す。気軽にお声がけください。

☆地域の皆様へ
　私は、岩手県盛岡市で介護施設の職員を経
て、現在は大学教員として福祉を志す学生の
教育や関連するテーマの研究を行っていま
す。高齢者福祉関連で町民の皆さまのお役に
立てるよう頑張ります。よろしくお願い致しま
す。

☆地域の皆様へ
　大学卒業後は茨城県、宮城県で障害を持つ
大学生の支援や、障害を持つ方々が働くため
の支援に携わってきました。埼玉よりも西に
は住んだことがなかったのですが、高校では
ボート部に所属していたので河口湖へは一度
遠征に来たことがあり、ご縁を感じています。
　これからは、高校時代を懐かしみながら、富
士河口湖町の新たな魅力を発見していきた
いと思っています。

長野県
社会哲学、 生命科学論、
ジェンダー論
先端生殖医療をめぐる生命論、
フランスの近・現代思想、
ジャン＝ジャック・ルソーの政治
哲学

（出　　身）
（専門分野）
　　　　　
（研究テーマ）

山梨県
マインドフルネス、 スピリチュ
アルケア、 ファシリテーション
マインドフルネスの臨床的応用、
生活全般におけるスピリチュア
ルケアとケアの循環

（出　　身）
（専門分野）
　　　　　 
（研究テーマ）

岩手県
高齢者福祉、ソーシャルワーク、 
ケアマネジメント
特別養護老人ホーム生活相談
員の役割とソーシャルワーク機
能に関する研究

（出　　身）
（専門分野）
　　　　　 
（研究テーマ）

埼玉県
職業リハビリテーション
障害学生の学校から職場への
移行支援、障害学生の修学支援

（出　　身）
（専門分野）
（研究テーマ）

福祉心理学科 教授 浅井 美智子 福祉心理学科 教授 井上 ウィマラ 福祉心理学科 准教授 梅沢 佳裕 福祉心理学科 助教 後藤 由紀子

男女共同参画は家庭から 古屋 京子
　定年退職し、時間と心にゆとりが生まれて道端の草花にも目が行くようになりました。そん
な中でススキの姿を見ていると、人間の子育てと似ていることに気付いたのです。春、枯れた
茎に抱かれるように芽吹いた新芽が、やがて50㎝位に成長しても枯れた茎は新しい茎を支え
て立っており、その姿が親の姿と重なって見えました。その枯れた茎も夏になると我が子の成
長に安心したかのように弱って地面に吸い込まれていくのです。親というものは、こんな植物
でさえも死ぬまで子どもを支えたいものなのだと感じ、胸が熱くなりました。
　私は長年、子育てに関わる仕事をしてきましたので、その視点に立って男女共同参画を考え
てみました。男女平等の社会とは言え、女性が家事育児を担っている割合はかなり大きく、仕
事を持っている女性は男性の協力なしでは体力的にも精神的にも参ってしまいます。“イクメン”という言葉が世の中に出た
のは、確か2010年でしたが、その頃私は若い父親からこんな相談を受けました。「食事作りも難しいし、幼児との関わり方
が分からないんですよ。」と。男性にとって家事育児がこんなにもハードルが高いものかと驚きながら、私は「大丈夫、大
丈夫！すべては“慣れ”です。我が子に食べさせたい、我が子を可愛いと思えば必ず出来るようになります。」と答えました。
昔の人は『子どもは埃で死にゃぁしない！』と言ったものです。私も若い時、これくらいの太っ腹で育てればいいのかと妙に
納得したものでした。
　子どもは、親が見て欲しいと意識しているところは見てくれないけれど、自然な毎日の生きる姿勢は見ているのです。両
親が家事育児を協力し合い、愛情を持って育てられた子は、社会に出た時に必ずや男女の隔たりのない考えの基で他者を
尊重し、自然な支え合いが出来る人になると思います。男女共同とは女性の肩を持つということではなく、それぞれの適性
に合った柔軟な役割分担をするということではないでしょうか。
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お子さん　　　　　　父　　　　 母
おめでた（出生）

酒井　乙葉　　　学　・嘉　歩　船津

渡邉　　晴　　宏　喜・美　香　船津

佐藤　瑚來　　隆　洋・美　香　船津

澤村　　昊　　　健　・千　晶　小立

伊藤優依奈　　誠　司・亜　依　小立

酒井　大喜　　広　大・夏　美　小立

雨宮　伍毅　　康　毅・牧　子　小立

林　　由樹　　昌　弘・麻　琴　河口

堀内　楽生　　翔　太・瑠巳那　河口

郡川　尚士　　裕　好・真　里　勝山

前田　操子　98歳　前田　康成　船津

寺田　　宏　72歳　寺田よし江　船津

井出　常濟　87歳　井出　英済　船津

雨宮　武子　83歳　雨宮　由　　船津

堀内　岩三　99歳　堀内佐知子　大石

堀内　周一　62歳　堀内　惠子　大石

貴家　新三　83歳　貴家　新吾　大石

古屋　智枝　91歳　古屋　利光　河口

伊藤　功一　71歳　伊藤　辰子　勝山

渡邊美智子　87歳　渡邊　安司　精進

渡邉　茂夫　56歳　渡邉　真希　本栖

島　　秋雄　97歳　島　　晴夫　富士ヶ嶺

天野　　翼　 ＝　 中野　早紀　船津

中村　光延　 ＝　 川﨑　帆波　船津

外川　智章　 ＝　 小山田良子　浅川

井坂　祐希　 ＝　 石原　美里　大石

小佐野高喜　 ＝　 大久保亜衣　勝山

　

おめでた・おくやみ
〈6/１2～7/9〉

●相談日/9月8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。

　　26,553人
(＋13)

 13,019人
(＋18)

 13,534人
　(－5)

 10,630　
(＋12)

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）
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

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 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

8月14日㊌・28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9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。

8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

●上九一色出張所　   13時20分～14時40分

（毎月第2･第4水曜日）
司法書士無料相談（予約制）

山梨県司法書士会総合相談センターの
富士吉田市消費生活センターへ

消費者問題のお悩みは

生活困窮者・母子世帯等の就業相談について

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

相談専用ダイヤル
℡0555－22－1577

℡055－253－2376

●日時・場所/8月14日㈬ 富士吉田商工会議所
　　　　　9月11日㈬ 河口湖商工会
　　　　　   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

届出人
おくやみ（死亡） おしあわせに（結婚）

7月１日現在の
人口・世帯

こう

はる

おと は

よし き

だい き

なお と

いつ き

ゆ  い  な

こ  こ

ら  い
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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。

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

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

約8,000世帯の皆さんが読んでいます！

広報誌に広告を
掲載しませんか？

広告枠1 広告枠2

掲載期間：４月号～９月号（第１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：令和2年1月31日（金）
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
まずは 政策企画課広報統計係まで
　ご相談ください。℡ 0555-72-1129

令和元年８月１７日（土）１７時～２０時
入場無料（町外在住者も無料）
帰省中のご家族ご友人と一緒にお越し下さい。

★里内ライトアップ

★迫力の打ち上げ花火

　１９時４５分より

★夜のマルシェ開催‼
　焼きそば、かき氷、

　たこ焼き 等

※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。
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