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いやしの里で 日本文化で国際交流が開催されました

大相撲陸奥部屋力士の皆さんと交流

　7月20日から24日まで、西湖いやしの里根場において、「日本文化で国際交流」が
開催されました。観光で訪れた外国人や日本人、地元住民など多くの方々と茶道、華
道、書道、折り紙などの日本文化、また、けん玉やお手玉など昔の遊びを楽しみなが
ら交流をしました。町国際交流協会の会員の方々にご協力いただきながら、身振り
手振りを交えて、異文化を楽しんでいただきました。

オランダから ザ ウオークチャレンジ ジャパン 2020（ＷＣＪ2020）
プロジェクトマネージャーが町長を表敬訪問
　2020年8月～9月に開催される東京パラリンピックの関連イベントとして、
オランダのウオーカー約200名が当町においてウオークチャレンジを開催す
るため、プロジェクトマネージャーのピーター･ランブレフツェ氏とヘル･パスト
ール氏が町長を表敬訪問しました。
　来年8月に長崎市、嬉野市（佐賀県）、奈良市、富士河口湖町、さいたま市、東
松山市（埼玉県）の6市町をウオーキングし、東京や周辺各地で開催されるパラ
リンピックを応援する予定で、将来的には、このウオークチャレンジを、オランダ
人のみならずすべての人を対象としたイベントにしたいと考えているそうです。

仙北市中学生クニマス交流団来町
　絶滅危惧種になっていたクニマスが西湖で発見されて10年、今夏も田沢湖（秋
田県仙北市）より中学生クニマス交流団が来町しました。今年で7回目となったこ
の交流団は、クニマスの絶滅と発見という出来事を機会に、当町と仙北市の交流
の一環として、仙北市の中学生たちが当町を訪れています。
　仙北市の中学生たちは3日間滞在し、西湖のクニマス資料館を見学したほか、
当町の中学生との交流イベントや富士登山等、富士河口湖町ならではの体験活動
を行いました。参加した仙北市の中学生たちからは「富士河口湖町を知ることが
できた」「（当町の）中学生たちと良い交流ができた」といった声が聞かれました。

　大相撲の陸奥部屋（陸奥親方:元大関 霧島）の力士の皆さん
が来町され、小立保育所で園児たちと交流しました。披露され
た四股ふみに合わせて園児のみんなが「よいしょ！」と元気に
掛け声。力士の皆さんへの質問コーナーのあと、実際に相撲を
取って対決しました。本物の力士を間近で見て、ふれ合った子
どもたちは大興奮でした。また、8月2日には陸奥親方が町長
へ表敬訪問してくださいました。

スポーツ少年団にて体幹トレーニング教室を行いました
　町スポーツ少年団の選手を対象に、夏休みの自由時間を利用した体幹トレーニン
グを開催しました。体幹（インナーマッスル）を鍛えることでケガをしづらい体づくり
と各競技の動きの連動性と安定性の強化に加えて俊敏性（アジリティ）も含めた総合
的な競技力の向上を目的に行いました。
　今回は町内でボディー・コンディショニング・サロン DiVA（ディーバ）を経営している
川上さんをお招きし、長友佑都選手や久保建英選手も取り入れているメディカル的観
点から生まれたメソッド、「KOBA式☆体幹トレーニング」を指導していただきました。
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小立土地区画整理組合 国土交通大臣表彰
　魅力あるまちづくりを推進し、特に著しい功績のあった個人・団体に対して国
土交通大臣が功労者として表彰する「まちづくり月間国土交通大臣表彰」を小立
土地区画整理組合が受賞されました。
　官民一体となって土地区画整理事業を推進し、スプロール化（無秩序、無計画
に都市開発が行われること）の解消を図るとともに、健全な市街地形成と利便
性向上、雇用創出を実現するなど、まちの活性化に大きく貢献された功績が評価
されました。大変おめでとうございました。

船津小学校の駐車場を整地していただきました
　8月7日に芙蓉建設株式会社（代表取締役 大森朋彦氏）の皆さまが地域貢献活動
として、駐車場に利用しているグランド東側の整地をしてくださいました。大型の
10トン車1台と4トン車3台分の砕石を提供していただき、重機とローラー、手作業に
よる丁寧な整地作業によって、水たまりができにくく使いやすい駐車場となりました。
　大変暑い日でしたが、学校のために作業をしていただきありがとうございまし
た。

フランスパラトライアスロンチームが富士河口湖町で合宿を行いました！！
　8月11日～15日の5日間、フランスパラトライアスロンチーム
が8月17日（土）に開催されたITUパラトライアスロンワールド
カップ大会の事前合宿を行いました。
スイムの練習は町民プールを利用し、バイクの練習は西湖周辺、
ランの練習は河口湖周辺などで実施いたしました。
合宿中には、町民プールでのスイム公開練習の実施や役場で
の歓迎セレモニーで選手と町民の方との交流を深めることが
できました。
　また、大会当日には町民の方を対象に応援ツアーを実施しました。フランスチームは町での充実した事前合宿の成果を発
揮され、好成績を収められました。
　いよいよ来年は、2020東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。
　Fais de ton mieux（ガンバレ）！フランストライアスロンチーム！！

木や森に親しむ活動を展開
　町内でおこなわれたグリーンウッドワーク・プログラムの一環として、夏休みの
子どもたちを対象に、生木を使った木工教室が開催されました。通常の木工で
は乾燥した材料を使いますが、グリーンウッドワークでは子どもでも加工が楽な
伐ったばかりの柔らかい木を使い、「色えんぴつ」や「ミニチュアハウス」といっ
た小物を製作しました。
　子どもたちは、講師のNPOグリーンウッドワーク協会・小野敦さんの指導の
下、刃物を使い、生木を削って工作を作っていきました。
　今回のプログラムを主宰する大石地区に住む木工作家・吉野崇裕さんは「身近に木や森に触れていくきっかけになってほし
い」とのことでした。

ご寄付をいただきました
　スポーツダンスクラブ「パティーナ」（代表 廣井幹夫様）より、7万円をご寄付い
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。
　この度はありがとうございました。
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　くぬぎ平スポーツ公園にて、世界9カ国の国会議員による
ラグビー大会を開催します。日本全国の会場の中から本町の
くぬぎ平が試合会場として選ばれました。
　4年に一度開催され、日本ではもちろんのこと、アジアで
初めてのことです。住民のみなさんにもご観覧いただけるの
で、この機会に是非足を運んでください。
■場　所　くぬぎ平スポーツ公園（小立6816-2）
※小立公園墓地南側の駐車場をご利用ください
■日　程　9月14日（土）練習　  9時～13時
　　　　　　 15日（日）試合　10時～14時
　　　　　 　17日（火）試合　  9時～17時
■出場国　日本、アイルランド、アルゼンチン、イングランド、
　　　　　オーストラリア、ジョージア、ニュージーランド、
　　　　　フランス、南アフリカ
●問合せ　政策企画課 政策調整係　℡ 0555-72-1129

　水道課では使用期限が経過したメーターの交換作業を行
っています。
　町指定の水道業者がメーター交換の対象となっている家
庭を訪問してメーターの取り換え作業を行っていきます。交
換作業の訪問をした際、ご在宅の場合は作業前に水道課か
ら発行する委託証明書または名札を提示します。ご不在の
場合は交換作業完了の用紙を投函します。
　・交換時期につきましては、順次作業を進めていきます。
　・交換対象が多い為、事前に一件ずつのご連絡は出来ま
　　せんのでご了承をお願いします。
　・交換作業中は30分～1時間程の断水になりますのでご
　　了承をお願いします。
　・メーター付近の配管状態によって交換が困難な家庭が
　　あります。その場合は水道課から交換作業に伴うメータ
　　ー付近の配管整備工事のご相談の連絡をさせていただ
　　きます。
※基本的に工事費用は無料ですが、メーターボックス等の
　交換が必要な場合、材料費は負担していただくことにな
　ります。
　水道メーターは使用量を計るだけではなく、宅地内での
漏水の早期発見にも役立ちますのでメーター交換にご協力
くださいますようお願いします。
　ご不明点等がございましたら水道課までお問い合わせく
ださい。
●問合せ　水道課　℡ 0555-72-1620

■日　時　9月27日（金）
　　　　　9時30分～12時、 13時～15時30分
■場　所　富士河口湖町役場駐車場
■対象者　16歳から69歳の健康な方
※65歳以上の方については、健康を考え、60～64歳の間に
　献血経験のある方に限ります。
■持ち物
　○献血カード（献血手帳）

　※献血経験のある方。初めて献血される方は当日発行し
　　ます。
　○本人確認ができるもの
　　(運転免許証、健康保険被保険者証等)
　※当日服用していても献血可能な薬があります。　　　
　　血圧の薬(降圧剤)・ビタミン剤・花粉症の薬（セレスタミ
　　ン以外）・胃腸薬・高脂血症治療薬(コレステロールを下
　　げる薬)
　※医療機関では97％以上が400ml献血由来の血液を使
　　用しています。需要に見合い、又、患者さんの血液の安
　　全性をより高める400ml献血の推進にご協力をお願い
　　します。
●問合せ　健康増進課　℡ 0555-72-6037

■支給日　10月10日（木）
　支給額の内容については、令和元年6月から令和元年9月
の4ヶ月分です。

■支給額

※所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律
　5,000円。
　児童手当法では、児童手当を受給している方は毎年6月中
に現況届を提出していただくことが決められています。この届
は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き
受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。この
届の提出がないと、6月以降の手当が受けられなくなります。
　まだ提出されていない方は、10月の振り込みができませ
んので至急提出してください。
●問合せ　子育て支援課　℡ 0555-72-1174

 
　町と町公認移住アドバイザーの富士山暮らし応援隊は、
10月6日（日）に『移住体験ツアー～富士の麓でのびのび子
育て編～』を行う予定です。このツアーは富士河口湖町に移
住して子育てをしてみたいと考えている町外の方を対象に実
施するもので、町内の生活環境や教育環境を見て体感して
いただく内容となります。このツアーに同行して町での生活
スタイル、移住前との違いなどご自身の移住経験談をお話し
ていただける方（過去に町外から移住して現在町内にお住
まいの方）を募集します。終日同行できなくても、お昼の交
流会のみの参加でも大歓迎です。ご協力いただける方は下
記までお気軽にお問合せください。
　また、町への移住を検討しているお知り合いの方がいらっ
しゃいましたら、移住体験ツアーの情報をご周知くださいま
すようお願いいたします。

世界国会議員ラグビー大会開催

水道メーター交換について

献血のお知らせ
～あなたのやさしさわけてください～

児童手当受給者の方へ
１０月は児童手当の支給月です

移住体験ツアーにご参加いただける
先輩移住者を募集します！

児童の年齢 児童手当の額 (1人当たり月額)
3歳未満

中学生

一律　15,000円

一律　10,000円

3歳以上
小学校修了前

10,000円
（第3子以降は15,000円）
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●問合せ　政策企画課 企業誘致・まちづくり推進係
　　　　　久保、梶原、渡辺　℡ 0555-72-1129

　口腔機能低下や肺炎等疾病の予防のため、下記の方を対
象に歯科健診を実施します。
■対　象　町内の後期高齢者医療の被保険者で、平成31
　　　　　年3月31日時点の年齢が以下に該当する方
　○75歳 （昭和18年4月1日～昭和19年3月31日生）
　○80歳 （昭和13年4月1日～昭和14年3月31日生）
　　※対象の方には、9月下旬に受診券をお送りします。
■期　間　10月1日（火）～12月31日（火）
　　　　　（実施機関休診日時を除く）
■実施機関　町内および鳴沢村内の全ての歯科医療機関
　　　　　　（歯科医院）
■料　金　無料
■注意事項
　・歯科医院に必ず事前に電話予約して、有効期間内に受
　　診してください。
　・受診当日は、「受診券」、「後期高齢者医療被保険者証」を
　　お持ちください。
　　対象の方で10月以降お手元に受診券がない場合は、住
　民課までお問い合わせください。
●問合せ　住民課 国保年金係（後期高齢者医療担当）
　　　　　　℡ 0555-72-1114

■期　間　9月21日（土）～30日（月）
■運動の重点
　(1)子供と高齢者の安全な通行の確保
　(2)高齢運転者の交通事故防止
　(3)夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故
　　 防止
　(4)全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい
　　 着用の徹底
　(5)飲酒運転の根絶
　(6)二輪車の交通事故防止
　運転者、歩行者ともに交通ルールと交通マナーを守り、交
通事故をなくしましょう。
●問合せ　地域防災課 防災係　℡ 0555-72-1170

　町内において「クマ」の目撃情報が多数寄せられています。
食べ物を求めて集落に出没していることから、クマを寄せ付
けないよう、またクマに遭遇することがないような心がけを
することが大切です。
(1)家の周りに残飯等を捨てないでください。
　・残飯や生ごみを屋外に放置したり、畑にまいたりしない
　　ようにしましょう

　・ごみは収集日当日の朝8時30分までに出しましょう。
(2)利用しない作物は片付けましょう。
　・収穫を終え不要になった農作物、収穫しない果実、落
　　下した果実などは畑に放置したり、周囲に捨てないよう
　　にしましょう。
(3)畑や民家周辺の刈り払いをしましょう。
　・山と接している畑や民家など、クマの隠れ家となりそう
　　なやぶは、刈り払い、見通しを良くしましょう。
※クマに出あわないよう、鈴や笛など音のするもの身に付け、
　単独で山に近づくのは止めましょう。もし、クマに出あっ
　てしまった場合は、あわてず・騒がずクマを刺激しないで、
　クマの動きを見ながら静かにその場を立ち去りましょう。
　クマを目撃した場合は、町役場又は富士吉田警察署へ連
　絡してください。
●連絡先　農林課　℡ 0555-72-1115
　　　　　富士吉田警察署生活安全課　
　　　　　　　　　℡ 0555-22-0110

　山梨県緑化推進機構では、「緑の募金運動期間（9月1日
から10月31日）」とし、募金への協力を呼びかけております。
　皆様の善意で集まった「緑の募金」は、森林の整備・緑
化の推進活動等に使われます。
今年も各自治会長・区長さんを通じて協力をお願いしますの
で、皆様の温かいご支援をお願いします。
●問合せ　農林課　℡ 0555-72-1115

　富士河口湖町の税・上下水道使用料が、ヤフー公式アプリ
で平成31年4月1日から納付できるようになりましたが、この
ヤフーアプリ収納サービスについては、令和元年9月30日を
もって終了しました。今後はpaypayアプリにおいてヤフー
アプリ収納と同様のサービスを継続することとなりますので
ご承知おきください。
●問合せ　税務課　収納係　℡ 0555-72-1113

　動物愛護週間は1915年にアメリカで「動物を愛し、動物
と人間の絆を深める」ことを目的として始まりました。
　動物への愛護と適切な飼い方を学ぶことで、動物愛護の
関心と理解を高め、命の大切さと平和への思いをこの機会
に深めましょう。ペットを虐待・殺傷することは犯罪です。絶
対にやめて下さい。

◇動物愛護ぬり絵配布中
　親子で楽しみながらペットマナーを学べ
る可愛いぬり絵を町内の方限定で配布し
ています。英文と和訳付きなので英語学
習にも役立ちます。ご希望の方は環境課
窓口までお越し下さい。

秋の全国交通安全運動 ヤフーアプリ収納の事業承継について

環境課より動物愛護について

｢クマ｣に注意してください

～記録の残る昭和43年以降
　全国で交通死亡事故のなかった日はありません～
9月30日（月）は「交通事故死ゼロを目指す日」

◇今年の動物愛護週間は
　　　　　9/20（金）～9/26（木）です！

後期高齢者医療歯科口腔健診の
お知らせ

「緑の募金」への
　御協力をお願いします
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◇マイクロチップのご紹介
　「マイクロチップの装着義務化」のニュースを一度は耳に
したことはあるのではないでしょうか。ペット業者が販売す
る犬・猫に対してマイクロチップの装着を義務付ける改正動
物愛護法が成立し、3年以内に施行に至る予定です。そもそ
もマイクロチップとはなんでしょうか？

【マイクロチップってなんだろう？】
　直径2mm、長さ12mmの電子標識器具に15桁の数字が
記録されており、ペットの体内に埋め込むことで首輪や名札
のように外れて落ちる心配がない安全性の高い身元証明で
す。
施術費用は動物病院によって異なりますが、数千円ほどか
かります。

【こんなところで役立ちます！】
　迷子や災害などで離ればなれになってしまっても、専用の
リーダーを読み取り、データベースで照会することで飼い主
のもとに戻ってくる可能性が高くなります。災害時にパニッ
クになって家から飛び出してしまって行方不明になってしま
った事例が全国で多数報告されています。
　既に飼っている犬・猫（※地域猫含む）は「努力義務」とな
っておりますが、この機会に一度ご検討してみてはいかがで
しょう。
※地域猫：地域住民が共同で世話をしている飼い主がいな
　い猫のこと。猫のトラブルを増やさないため、野良猫の避
　妊去勢手術代を補助する活動を町では行っています。
●問合せ　環境課　℡ 0555-72-3169

　教育委員会では、令和2年4月1日に小学校に入学する児
童を対象とした就学時健康診断を次のとおり実施します。

■対象となる児童　平成25年4月2日から平成26年4月1日
　　　　　　　　　の間に生まれた児童
■日　時
　

　

■場　所　中央公民館
■当日持参するもの　○小学校入学通知書　○母子手帳
　　○印鑑　○保健調査票　○健康診断票
　対象児童には、10月上旬までに書類等（入学通知書・保
健調査票・健康診断票）を郵送します。健診日に都合が悪い
・その他就学についてのご相談は、教育委員会学校教育課
までご連絡下さい。
●問合せ　教育委員会学校教育課 ℡ 0555-72-6052

就学時健康診断のお知らせ

入学予定の小学校 受付時間
船津小学校（女子）
船津小学校（男子）
大石小学校
大嵐小学校
富士豊茂小学校

13時15分～13時30分
13時30分～13時45分

13時45分～14時

13時45分～14時

入学予定の小学校 受付時間
小立小学校
河口小学校
勝山小学校
西浜小学校

13時15分～13時40分

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

10月3日㊍ 配布予定10月号広報

○10月17日（木）　健診開始　13時30分

○10月16日（水）　健診開始　13時30分

燃えないごみ

富士河口湖町

●●●●●●●●●●●●●●●

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

環境課からのお知らせ
消費税率の引上げに伴う

富士河口湖町指定ごみ袋の販売価格について

燃えるごみ

富士河口湖町

●●●●●●●●●●●●●●●

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　町指定ごみ袋の販売価格は、平成２６年４月１日の５％から８％の消費税率引上げ後も販売価格を改定せず、現在
の価格のまま販売してきました。
　このため、今回の８％から１０％の消費税率引上げ後の２％については皆様にご負担をいただき販売価格を改定さ
せていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

現　行
200円
140円
170円
230円
300円
140円
170円
230円

改正後
204円
142円
173円
234円
306円
142円
173円
234円

15L（1袋20入り）
30L（1袋10入り）
45L（1袋10入り）
70L（1袋10入り）
90L（1袋10入り）
30L（1袋10入り）
45L（1袋10入り）
70L（1袋10入り）

種　類 容　量
販売価格

可燃用

不燃用

【問合せ】　環境課　℡ 0555-72-3169
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１０月3日㈭／大石地区会場 １０月8日㈫／勝山・大嵐地区会場

「粗大ごみの拠点収集」の場所と日程についてお知らせします。
環境課からお知らせ

１０月10日㈭／小立・船津地区会場 １０月１5日㈫／足和田地区会場

１０月１7日㈭／河口地区会場 １０月２4日㈭／船津東地区会場

駐車場

足和田出張所

至 元気丸

会 場足和田リサイクル
センター

足和田リサイクル
センター

勝山保育所

大石出張所

大石出張所駐車場

駐車場

会 場

役場入口 中央公民館

図書館
駐車場

職員駐車場
河口湖消防署

駐車場 会 場

会 場

自由広場

河口支所 神社

至 大石方面　

会 場
詰 

所
R137R137

まえふじ

吉田方面

鐘突堂
グラウンド鐘突堂グラウンド駐車場　鐘突堂グラウンド駐車場　

会 場

河口じん芥処理場：平日９時００分～１６時００分(昼除く)、土曜日９時００分～１１時００分、祝休日除く。

受付時間　８時３０分～１１時３０分までに持ち込んでください。

〇せとものの皿やびんなどは不燃ごみの回収日に出してください。
〇段ボールやビニール袋などは、事前に取り除いて持ち込んでください。
〇小型廃家電（９４品目）の受け入れは、船津のリサイクルセンター、河口のリユースセンターで
　随時回収しておりますので、そちらをご利用ください。

　町内６か所での拠点収集を行います。河口のじん芥処理場へ直接持ち込めない
場合、ご利用ください。
　大石地区の回収場所は大石出張所の駐車場となっていますので、ご注意ください。
　また、拠点回収に伴い「収集支援事業」についても１１月に行います。
（申し込みは、１０月下旬までの予定となります。環境課72-3169。）
　なお、粗大ごみの拠点収集は、一般家庭から排出されるものに限ります。事業
活動により発生した粗大ごみは有料処理となりますので、事業者は河口のじん芥処理場に持ち込んでください。

勝山ふれあい
ホール駐車場

勝山ふれあいホール

注  意



広報8 2019年 9月号

□対象となる方

年金生活者支援給付金制度がはじまります年金生活者支援給付金制度がはじまります年金生活者支援給付金制度がはじまります令和元年
10月1日

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、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ものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

■老齢基礎年金を受給している方
 以下の要件をすべて満たしている必要があります
✓ 65歳以上である
✓ 世帯員全員が市町村民税が非課税となっている
✓ 年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

■障害基礎年金・遺族基礎年金を
　受給している方
 以下の要件をすべて満たしている必要があります
✓ 前年の所得額が約462万円以下である

□請求手続き
①平成31年4月1日以前から年金を受給している方 
　対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から順次届きます。 
　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出してください。
②平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方 
　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

✓  日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。

□日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

➢年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
『給付金専用ダイヤル』：０５７０－０５－４０９２（ナビダイヤル） 年金給付金

請求手続きは
お早めに！

　西暦2019年（令和元年）10月から地方税共通納税システムがスタートし、地方税の共通納税ができるよう
になります。

すべての都道府県・市町村へ、自宅や職場のパソコンから電子納税できる
仕組みです。★地方税共通納税システムとは

法人町民税、個人住民税（特別徴収、退職所得分）
個人住民税（特別徴収分）は企業が複数の地方公共
団体に毎月納付する必要があるため、本システムの利
用により納付事務の負担が軽減されます。

★納税できる税金の種類

(1)すべての都道府県・市町村へ電子納税できます。
(2)ダイレクト納付（事前に登録した金融機関口座を指定して、直接税金を納付する方法）ができます。
(3)金融機関窓口等へのお出かけが不要となります。

★地方税共通納税システムのメリット

eLTAX（エルタックス）ホームページ（http://www.eltax.jp/）内の
「地方税共通納税システムの特設ページ」をご覧ください。★地方税共通納税システムについて

地方税共通納税システムについて

お問い合わせ先　　税務課 収納係　0555-72-1113（直通）

※詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
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防災行政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

ご不要になります個別受信機および防災ラジオは、町役場もしくは各出張所へ
お持ちください

【問合せ】地域防災課　℡ 0555-72-1170

①ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません。
②ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して、
　取り扱ってください。
③セルフスタンドにおいても、ガソリンの容器への詰め替えは、
　ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で
購入される方に対して、
　①身分証の確認
　②使用目的の問いかけ
を行うとともに、販売記録を作成しています。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

2019年１０月１日より

　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のデータ放送等をご利用ください。

※なお、防災ラジオにつきましては、防災無線は受信できなくなりますが、ラジオとしての機能は使うことが出来ます。
　引き続きラジオとしてご利用いただくことも可能です。

ケーブルテレビの利用
●ケーブルテレビ河口湖をご利用の方

●北富士有線放送をご利用の方

　ケーブルテレビ河口湖のデータ放送で聞く
ことができます。
☆聞き逃し対策のために24時間保存してあり
　ます。
　ケーブルテレビ河口湖のアプリからも聞く
　ことができます。
☆スマートフォンにケーブルテレビ河口湖のア
　プリをダウンロードしてください。

9月1日よりデータ放送で防災無線の文字放送が配信されます。
過去1週間分の放送内容が保存されます。
　※「富士河口湖町」に市町村登録をお願いします。
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■採用職種・人員 事務職（身体障がい者対象選考）・保健師職　各1名

■受験資格

昭和58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
者及び卒業見込みの者並びにこれらと同程度の学力を有する者

・身体障害者手帳の交付を受けている者
・活字印刷文による出題に対応できる者

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、保健師の資格の
ある者又は令和2年3月末までに保健師資格取得見込みの者

昭和58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
者及び卒業見込みの者並びにこれらと同程度の学力を有する者

インターネット

での受付

■受　付

役場総務課
での受付

令和元年9月6日(金)から9月19日(木)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

実施日 令和元年10月20日（日）

全職種共通　　　　　　　　  富士河口湖町役場場　所

実施日 令和元年11月下旬予定

全職種共通　　　　　　　　  富士河口湖町役場場　所

■試験日及び場所

令和２年４月採用

富士河口湖町職員募集案内
（身体障がい者対象選考・保健師職）

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全職種共通

第１次試験

第２次試験

保健師職

富士河口湖町役場総務課職員係　　　℡ ０５５５－７２－１１１２（直）■問合せ

事務職 Ⅰ
身体障がい者
対象選考（ （
事務職 Ⅱ
身体障がい者
対象選考（ （
身体障がい者
対象選考（ （

事務職 Ⅰ・Ⅱ共通

「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9月6日(金)から9月19日(木)午後5時15分まで（２４時間受付）　  

　
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。

富士河口湖町長選挙　立候補予定者説明会について
　富士河口湖町選挙管理委員会では、１１月１０日（日）に投開票が行われる予定の『富士河口湖町長選挙』の
立候補予定者説明会を次のとおり開催します。

【日　時】令和元年１０月１０日（木） 午後２時００分
【場　所】富士河口湖町役場　１階　研修室

※大切な説明会です。立候補を予定している方は必ずご出席ください。
※出席される方は本人でも代理人でもかまいませんが、一候補者あたり３人以内でお願いします。

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

注：プリンターのない方は不可



富士河口湖町第１６回文化祭開催のお知らせ

出展作品大募集出展作品大募集出展作品大募集
１１月１日（金）～１１月３日（日）

開催期間

●問合先　富士河口湖町文化振興局　７２―５５８８（河口湖ステラシアター）

部門：募集内容等

園児・児童・生徒部門（学校・保育所等を通じて募集します）

美術の部：題は自由、一人１点、１０号以内（額装に限る）
写真の部：題は自由、一人１点、四つ切以上全紙まで
文芸の部：題は自由、短歌・俳句・川柳は一人2首（句）以内
　　　　  随筆・詩は原稿用紙2枚程度で一人１篇
書道の部：書体は自由、一人１点、半切以下、表装又は仮巻きのこと
手芸の部：ローケツ染め、刺繍、編み物、リボンフラワー、粘土、木目込人形、パッチワーク等、一人１点
工芸の部：陶芸、木彫、竹細工等の工芸、染色等一人１点
拓本・写経の部：題は自由、一人１点
華道の部：生花、投入花、盛花、一人１点
芸能の部：芸能一般

美術の部：題は自由、８つ切、縦横自由、画材自由、（小中学生は額縁なし、平面に限る）
書道の部：児童は楷書、中学生は行書、一人１点、半紙縦書き、作品に学校名、学年、氏名を記入、
　　　　  学校等を通じて依頼

１１月４日（金）午前９時～正午までに搬出してください。

１１月３日「文化の日」は、勝山ふれあいセンター前でうどん、もろこしだんご、ポップコーン等を販売する
予定ですのでご利用ください。

美術の部：題は自由、一人１点、１０号以内（額装に限る）
写真の部：題は自由、一人１点、四つ切以上全紙まで
文芸の部：題は自由、短歌・俳句・川柳は一人2首（句）以内
　　　　  随筆・詩は原稿用紙2枚程度で一人１篇
書道の部：書体は自由、一人１点、半切以下、表装又は仮巻きのこと
手芸の部：ローケツ染め、刺繍、編み物、リボンフラワー、粘土、木目込人形、パッチワーク等、一人１点
工芸の部：陶芸、木彫、竹細工等の工芸、染色等一人１点
拓本・写経の部：題は自由、一人１点
華道の部：生花、投入花、盛花、一人１点
芸能の部：芸能一般

美術の部：題は自由、８つ切、縦横自由、画材自由、（小中学生は額縁なし、平面に限る）
書道の部：児童は楷書、中学生は行書、一人１点、半紙縦書き、作品に学校名、学年、氏名を記入、
　　　　  学校等を通じて依頼

受付及び締切

文芸の部：１０月５日（土）午後１時から午後５時までに「河口湖ステラシアター」へ
その他の部門：１０月２３日（水）午後１時から午後４時までに「勝山ふれあいセンター」へ搬入してください。
文芸の部：１０月５日（土）午後１時から午後５時までに「河口湖ステラシアター」へ
その他の部門：１０月２３日（水）午後１時から午後４時までに「勝山ふれあいセンター」へ搬入してください。

搬  出

１１月４日（月）午前９時～正午までに搬出してください。

お知らせ

１１月３日「文化の日」は、勝山ふれあいセンター前でうどん、もろこしだんご、ポップコーン等を販売する
予定ですのでご利用ください。

広報 112019年 9月号
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幼児教育・保育の無償化はじまります！
いよいよ
10月1日
から！

令和2年度　保育所等手続き開始について 予告

　2019.10月から「幼児教育・保育の無償化」がはじまります。
　子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障し、
「子育て世代の負担軽減」を図ることを目的に実施するものです。必要なお手続きは現在通所している
園経由でご案内いたします。

　「子どものための教育・保育給付」における「令和2年度の申込書配布開始時期」は以下のとおりです。
「育休明け、産休明け」による「年度途中入所」もこの時期のお手続きとなりますのでご注意ください。

※申込方法等の詳細につきましては、広報１０月号でお知らせいたします。
※「子育てのための施設等利用給付」に関しては別途お知らせいたします。

利用イメージ

希望先

町立保育所

認定こども園
施設給付型幼稚園

町外保育所

入所

新規

新規

継続

継続

町役場

町役場

園にて配布

町役場

10月1日

10月1日

町役場

通所先

町役場

配布場所 配布開始時期 提出先

３～5歳児
クラス

満3歳児

認可保育所
認定こども園
（保育）

認可外保育
施設等

施設型給付幼稚園
  認定こども園（教育）

教育 預かり保育 教育 預かり保育

従来型未移行幼稚園

3歳になった日から
最初の3月31日までに

ある子ども( (
住民税非課税世帯の
満3歳児

住民税非課税世帯の
０～2歳児
クラス

3歳になった日から
最初の3月31日までに

ある子ども( (

〇※ 〇※〇

〇 × ×

〇

〇

〇

〇

〇※

（上限11,300円）（上限25,700円）

（上限25,700円）

（上限25,700円）
〇※

（上限16,300円）

〇※

（上限11,300円）
〇※

（上限37,000円）

〇※

（上限42,000円）

〇※

（上限16,300円）

※無償化にあたって、「保育の必要性」の認定が必要となります。

園毎に異なります。
直接お問い合わせください。

※自治体により異なる
場合があります。

継続

新規

園にて配布

10月1日

10月1日

園にて配布

第一希望先

通所先

希望先園毎に異なります。
直接お問い合わせください。
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※「ひとり親等世帯」… 母子・父子世帯、または障害者同居世帯

※本年に限り、「幼児教育・保育無償化」に伴い、本基準額表は9月分保育料のみ適用となります。

令和元年度後期特定保育・教育利用者負担額表
　階層区分の認定は、保護者等の「住民税均等割・所得割」の額の合計額により行います。
９月１日から翌年３月３１日までの間は平成31年度分の住民税を基礎として、「保育料」が決定されます。
　また、年少扶養控除の適用や多子軽減により「保育料の減免」が適用される場合があります。

０～２歳児

第１階層 生活保護世帯

生活保護世帯

町民税非課税世帯

市町村民税非課税世帯

うちひとり親等世帯※

市町村民税均等割課税世帯
うちひとり親等世帯※

第２階層

第３階層

第４階層

市町村民税
所得割課税額

第５階層

第６階層

第７階層

第８階層

第９階層

第１０階層

第１１階層

第１２階層

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

児童の属する世帯の階層区分

児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額 利用者負担額
【母子・父子世帯、障害者同居世帯】

３歳児

保育標準時間（７：１５～１８：１５）／保育短時間（８：３０～１６：３０）

４．５歳児

0円

5,000円

0円

8,500円

3,500円

11,000円

5,000円

15,000円

7,000円

18,000円

8,000円

21,000円

9,000円

23,500円

37,500円

42,500円

43,500円

45,000円

0円

3,000円

0円

6,500円

2,500円

9,000円

4,000円

13,000円

6,000円

16,000円

7,000円

19,000円

8,000円

21,500円

35,500円

40,500円

41,500円

43,000円

0円

3,000円

0円

7,000円

3,000円

10,000円

4,000円

12,000円

4,500円

15,000円

5,000円

18,000円

6,000円

21,000円

24,000円

24,500円

25,000円

26,000円

0円

1,000円

0円

5,000円

2,000円

8,000円

3,000円

10,000円

3,500円

13,000円

4,000円

16,000円

5,000円

19,000円

22,000円

22,500円

23,000円

24,000円

0円

3,000円

0円

7,000円

3,000円

10,000円

4,000円

12,000円

4,500円

14,000円

5,000円

16,000円

6,000円

18,000円

18,500円

19,000円

19,500円

20,000円

0円

1,000円

0円

5,000円

2,000円

8,000円

3,000円

10,000円

3,500円

12,000円

4,000円

14,000円

5,000円

16,000円

16,500円

17,000円

17,500円

18,000円

20,000円未満

ひとり親等世帯

48,600円未満

ひとり親等世帯

57,700円未満

ひとり親等世帯

77,101円未満

ひとり親等世帯

97,000円未満

169,000円未満

301,000円未満

397,000円未満

397,000円以上

市町村町民税
所得割課税額

77,100円以下

211,200円以下

211,201円以上

0円

3,000円

1,0100円

20,500円

25,700円

0円

0円

3,000円

20,500円

25,700円
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休館日

休館日

99/8 10 11 12 13 14

1615 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28

3029 10/1 2 3 4 5

令和元年 9月8日～10月5日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

休館日 休館日

AMプラレール
PMつみき

つどいの広場 つどいの広場

（歯科指導の日）

（読み聞かせの日）

マムベビー

育児学級

つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場ぷち相談会

つどいの広場ブラウンベア
母親学級

ク富バレエ

ク富バレエ

キッズ＆
　ママフィット

ク富ズンバ

ク富ズンバ

ク富ズンバ

ク富ズンバ

ワイワイ

ワイワイ

おもちゃ病院

おもちゃ病院ふれあい教室B

ふれあい教室B
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早帰り

funfunくらぶ
(脳トレ）

funfunくらぶ
(クラフト・
 ハロウィンSP）

○栄

つどいの広場○栄

（からだの日）

（野鳥の森公園）

（お誕生日会）

（助産師相談）

＜休館日＞
9月8・16・22・23日
＜休館日＞

9月8・16・22・23日

☆どなたでも☆

☆乳幼児対象☆

22

☆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。
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。（お誕生日の方は、10:30までにいら
　してください。）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

（おやこの日）

　ワイヤーを使って「ハロウィンツリー」を作
ります。いろんなオーナメントをつるしてハ
ロウィン気分を盛り上げよう！

　今年度４回目になりました♪みんなぞくぞ
くとメダルを獲得してます！お友達と一緒に、
または1人でも。自由に参加して頭をやわら
かく鍛えましょう!

　ぱりぽりした食べ物にはヒミツがあるよ。
勉強をした後はお楽しみがあるかも…♪学
校が終わったらこどみらに来てね。

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

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
9月11日㊌

歯科指導の日
歯科衛生士さんのプチ相談と講話

9月25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

9月18日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

10月2日㊌

※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。

　　　　
月～金曜日：9時～18時
土・日曜日：9時～17時

開館時間開館時間

☆12時～13時までは閉館です。

第2・4 日曜日、祝祭日が
お休みになります。

ｆunfunクラフト ハロウィンSP

《ハロウィンツリー》《ハロウィンツリー》《ハロウィンツリー》《ハロウィンツリー》

日　時：10月5日(土)
定　員:20名　　参加費:300円
申込み:9月21日(土) 10:00～

ｆunfun

ｆunfun

脳トレ２０１９❹脳トレ２０１９❹脳トレ２０１９❹

日　時：9月28日(土) 13:００～15:００
参加費：申込み：定員：なし

早帰りミニクッキング早帰りミニクッキング早帰りミニクッキング
《ぱりぽりのヒミツ》

日　時：9月26日(木)
　　　  15:00集合
参加費：申込み：定員：持ち物：なし

おもちゃ病院の

スーパードクター!!!スーパードクター!!!スーパードクター!!!

日　時：９月13日・27日(金)
　　　　13:00～15:00の間に
　　　  おもちゃを持ってお越し下さい。
＊毎月第２・第４(金)に実施します。
＊部品代がかかる場合があります。

　大切にしていたのに、こわれて動かなくな
ったおもちゃはありませんか？こどみらには
おもちゃを治してくださるスーパードクター
たちが来てくれます！
困っている方は、ぜひどうぞ★

　絵本の世界を飛び出して、体
もいっぱい動かします♫楽しく
英語を体験しませんか！

　絵本の紹介と講師によるベビーマッサー
ジ体験で赤ちゃんとの癒しのひと時を♥

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア

日　時：９月1０日(火) （毎月第2火曜日）
　　　　10：30～11：00
場　所：プレイルーム
参加費：申込み：定員：持ち物：なし

日　時：９月2６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

　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☆

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会

テーマ：「子どものしつけ」
日　時：10月1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

問い合わせ先　☎72-6053



広報 152019年 9月号

※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：9月28日（土） 14時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「彼方の友へ」伊吹有喜 著　

1冊の本から見える、いろんなきもち。
第151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／27日㈮館内整理日のため休館

9/8 9 10 11 12 13 14

令和元年 9月8日 ～ 10月5日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

ママピヨ

ママピヨ

10:30～
11:30～

10:30～
11:30～

10:30～
11:30～

10:30～
11:30～

10:30～

29

1615 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

30 10/1 2 3 4 5

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ピーカーブー P

P

ママピヨ P

ママピヨ 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うさぎのおやこ

10:30～

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

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

P図書館脱出ゲーム図書館脱出ゲーム図書館脱出ゲーム

図書館友の会が出店します！
第５回

　ラベンダーポプリ・こんにゃくなどを販売する予定です。友の
会では、図書館資料購入への寄付金を集める活動を行っており
ます。みなさまのご協力をお願いいたします。

　いくつかのミッションをクリアして制限時間内に図書館から
脱出できるか・・・クリアすると、プレゼントがもらえます。

　毎年好評の文学散歩。今年のコースは、小田原に関係のある
作家に触れ、神奈川県小田原市を訪ねます。

　小田原に関係のある作家の作品や小田原が
舞台となった作品を展示

日時：10月6日(日) 10時～15時
場所：生涯学習館前芝生広場・町役場庁舎

●日　時：１０月１４日(月) １０時～
●対　象：小学３年生以上
●定　員：２０名〈申込み９月10日(火)〉～
●持ち物：読書通帳

文学散歩文学散歩文学散歩
本を読んでから出かけよう

●日　時：１1月１0日(日)　8時30分出発
　　　　　　雨天決行。（10分前までにお集まりください）
●集　合：富士河口湖町役場前　駐車場
●参加費：3,000円（昼食・保険料等含む）当日徴収
●参加方法：生涯学習館に展示してある関連書を読んでから
　　　　　  お申し込みください。
●定　員：２０名　（定員になり次第締め切りとなります）
※歩きやすい靴でご参加ください。

展示コーナーの紹介展示コーナーの紹介展示コーナーの紹介展示コーナーの紹介
文学
散歩

食を
楽しむ

…

　9月8日(日)10時～16時　生涯学習館前芝生
広場で開催される「富士河口湖町大収穫祭」に
合わせて、美味しそうな食べ物が出てくる小説
など食に関する資料を集めました。
　食育クイズ、ご自由にお持ちいただける町の
おすすめレシピもあります。

…



みなさんのやる気を応援します!

「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6回　「『勝山記』・『妙法寺記』にみえる戦国時代の郷土」

2019年度　富士河口湖町　世界遺産富士山・郷土発見講座

　戦国時代、富士北麓の法華宗寺院の僧侶たちは地域の歴史を後世に残そうと出来事を詳細に書き綴りました。室町時代の
文正元年（1466）から戦国時代の永禄2年（1559）までの約90年にもわたって地域で起こったさまざまな出来事が『勝山記』
・『妙法寺記』として記録されました。戦国領主の動向、気象・災害、物価の変動など、その内容は多岐にわたり、他の地域では
残されなかった歴史の側面を手に取るように知ることができます。500年前の郷土のようすを楽しみながら探りましょう。

●日　時：令和元年9月11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

彩墨画サークル作品展
9月6日（金）から26日（木）午前まで

小立地区公民館まつり小立地区公民館まつり小立地区公民館まつり

日時：9月29日（日） 午前10時～
場所：小立地区公民館

※駐車場が少ないため乗り合わせ等にご協力ください。

　保育所・小学校のお友だちの作品や、一般作品、芸能発表、
おまつり広場など盛りだくさん！ 皆様のご参加お待ちしており
ます。

　選手を支える給水所のスタッフを募集します。
　全国からランナーが集まる人気の大会です。年齢・性別問い
ません。まずはお気軽にご連絡ください。

中央公民館主催 わかりやすい『家庭の経済』講座

『年金（ねんきん）』『年金（ねんきん）』『年金（ねんきん）』テーマ
厚生年金と国民年金の違い、わかりますか？

今回は厚生年金を掘り下げます！
老後の2000万円不足問題を考えましょう。

各回とも時間は19:00～20:00（１時間程度）
場所：中央公民館

●講師：石田典義 氏　●参加費：無料　●申込み：要

9月18日（水） 会社員・公務員年金
日　時 テーマ 特にオススメ！

11月20日（水） ライフプラン 全世代

　スポーツ吹矢呼吸法による健康増進と、６ｍ～１０ｍ先の
まるい的に当てる快感を、年齢、性別関係なく楽しめます。
　又級、段位取得可。電話での問い合わせ大歓迎！！

●場　所：毎週金曜日　13時～16時　中央公民館
●連絡先：（西田）080-5497-2847
※直接会場に来ていただいても結構です。

会員大募集
スポーツ吹矢スポーツ吹矢河口湖吹矢倶楽部

　オレンジ色で少し大きめのボール、打球もゆっくり、和気
あいあい。汗をかく大切さ（熱中症予防）と練習後のそう快
感を、ぜひ一緒に体感しませんか？

ラージボール卓球部ラージボール卓球部

●場　所：毎週木曜日　13時～16時町民体育館
●対　象：50歳以上の方
●参加費：毎回100円
●連絡先：事務局（小林）090-2178-2779

会員募集

富士河口湖町

●日　時：11月24日（日）午前8時～午後2時頃
●その他：暖かく動きやすい服装で参加してください
　　　　　昼食はこちらで準備します
●申込み：10月17日（木）までに生涯学習課へ
　　　　　詳細は申し込み時にお伝えします。

給水ボランティア募集給水ボランティア募集給水ボランティア募集

富士山マラソン
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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

子育てのお悩みは専門家の先生に相談を

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

●日　時：9/28（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

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

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

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。

☆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：9/19（木）・26日（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

体幹トレーニング【アスリート】 Smile deli（産後ケアイベント）

ラテンダンスフィットネスＺＵＭＢＡ

NIGHT　ＺＵＭＢＡ
♡ 自分へのご褒美 ♡
～ひとりの女性として～

☆ＤＡＮＣＥフィットネス＆リラクゼーション＆Ｔｅａ Ｔｉｍｅ☆

☆やみつきになる面白さ☆

●対　象：子育て中のママ　　
●期　日：9/25（水）　
●時　間：13：30～15：00
●場　所：中央公民館
●持ち物：バスタオル、タオル、飲み物、
　　　　　運動ができる服装と靴
●参加料：1,000円／回（飲み物付）
●託児料：ハイハイまでのベビー10名【先着順】
　　　　  1名につき300円　
　

☆やみつきになる面白さ☆

●期　日：9/20（金）・10/18（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

子どもから大人までが楽しく走るマラソンです。
競技志向のマラソンではありません。

●期　日：10/12（土）
●時　間：10：30スタート　　
●場　所：勝山・小海公園
●持ち物：飲み物
●部　門：個人の部 1㎞、2.5㎞　　
　　　　  駅伝の部 5㎞
●登録料：500円（初回のみ）
●参加料：300円／回

富士山月例マラソン キッズビクス＆ママエアロ
☆親子で運動。

後半ママのダンスフィットネス☆
●期　日：月曜日開催中
●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

　子どもたちは，夏休みの課題や部活等に取り組みつつも，いつもよりはゆったりした時間がもてた夏休みも終わり，２学期が
始まりました。
　９月は，小学校は運動会，中学校は学園
祭などの大きな行事があります。子ども達
は，行事を成功させようと目いっぱい頑張
ります。
行事を通して精神的成長も著しいものがあります。是非，活躍の大小で
はなく，お子さんが生き生きとしている姿を見てあげてください。そして，
親子ともども成長を喜び合いたいものです。
　しかし，ともすると大きな行事の後は，目標を失い，やる気が出ず，進
むべき道に迷っているような言動が見られることもあります。また，夏休
み明けの生活リズムの切り替えがうまくいかず，登校を渋る様子が見ら
れることもあります。
　そのようなお子さんの気になる様子に気付いたとき，どうしたらよい
か分からないとき，一人で悩まないでください。「子どものことで心配が
あります。」など，教育センターに声をかけてください。

困っていること
　　悩んでいること
　　　　相談してみませんか

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

教育に関するお悩みは 教育センターへ

個別
無料相談

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

●日　時：9月6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

出張相談

●期　日：木曜日開催中
●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

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

♫
♪ ♩

　教育支援室では，自分で
決めた学習課題や趣味に
取り組んだり交流活動を
行ったりしています。
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河口浅間神社のミソギナガシ（身曾岐流し）〈前編〉
かわぐち　あさ　ま　じんじゃ

　一般的に多くの神社で行われている祭事は、歴史や地域性などにより異なりますが、民俗的信仰行事、祭礼行事、
芸能行事、神事などがあります。
　近年、河口浅間神社で行われている祭事には、祭礼行事と特殊神事があります。祭礼行事には、４月25日の例大
祭(孫見祭）と７月28日の太々御神楽祭（河口の稚児の舞奉納の祭典）があり、特殊神事には１月14日の「筒粥祭」、
７月31日の「身曾岐流し」（夏越大祓）、11月23日の「献穀祭」（旧新嘗祭）があります。
　ここでは、特殊神事の「身曾岐流し」（夏越大祓）について紹介します。「身曾岐流し」の神事は、他の神社では見
られない夏越大祓の行事です。

　本来、大祓式は古来心身の清浄潔白を重んじる我が国独特の行事であり、毎年６月の晦日および12月の晦日に行
い、神に祈り穢れを払い、心身の清浄を目的とするものです。６月の大祓を夏越の祓、12月の大祓を年越の祓と表現
し、６月の大祓は夏越神事や六月祓とも呼んでいます。なお、「夏越」は「名越」とも標記し「輪くぐり祭」とも呼ばれ
ます。
　１年を半年ずつに分けていた昔の考え方では、６月晦日は12月晦日に対し、前の半年の最終日にあたります。大晦
日が新年を迎えるための大切な日であるのと同じように、６月晦日も前半年の無事を感謝し、収穫までの後半年の無
事を祈るための「物忌の日」と考えられました。
　夏越の祓の形式には、①紙で作った「形代（人形）に、息を吹きかけたりさすったりして災いのもと・穢れを託し、
神職が祓いを行ってから御祓川と呼ばれる水辺に流す形式」、②「神社の境内に竹で作った直径２、３メートルほどの
輪に茅を巻き付けたものが置かれ、参拝の人々がそれをくぐる事により身のけがれを祓う、<茅の輪くぐり>の形式」
とがあります。現在、多くの神社では、茅の輪くぐりの形式で実施されています。

　河口浅間神社では、「形代（人形）にけがれを移して水に流す形式」の神事が実施されています。元々禊とは身も心
も洗い清めることで、その行事には、「①直接本人が海や川、或いは神池等に身を沈め、又滝に打たれながら所定の
期間、所定の日程に従い、祓いことばや祈りのことばを唱えつつ行うもの、「②神社等に於いて神官が氏神様に直接
又は、祓戸の大神（九神）をお招き申し上げ、神饌物を供献、神主が祝詞を奏し参列や参詣者の心身を祓い浄めるも
の」、この２通りに大別することが出来ます。河口浅間神社の夏越大祓の神事は「身曾岐流し」と言われ、前出の②
に属するもので、禊の文字を用いず「身曾岐」と表記しています。（謂れ不明）
　夏越の祓の神事は、通常神社等で行う場合は大祓いと称し６月30日の夕方行われていますが、河口の身曾岐流し
は、古来よりの慣習により１ヶ月遅れの７月31日に行われており、他所他神社で行う大祓いとはその内容も大いに異な
り、特殊性を持った神事として親しまれています。

　祭式の準備として、人形は組長を通じ祭りの10日ほど前に全戸に配られます。人形の紙は、男性には白色を、女性
には赤色を用います。それに自分の干支（十二支）を記入し、これを組長が集めます。神社では祓い浄める大祓神事
斎行の準備をします。神職は祓具として20cmほどの藁人形を用意し、この他、縄、切麻、麻を神職の人数分拵えます。
　このほか用意されるのは、葉を取り払った桃の若枝を四ツ目（四
座置）・八ツ目（八座置）の井桁状に編んだゴザ、棗と栗の若葉を
紅白の綿布（紙にて代用）で巻き水引を掛けたもの、麻糸を輪にした
もの、切麻と呼ばれる紙片などです。
　祭壇は、案上巻藁に御幣９本を差立て神座とし、式への招奉祭神：
祓戸九神の神名旗を拵え神座を中央にして、丈余の斎竹を左右に
立て注連縄を張り紙垂と神名旗とを交互に付します。その前面に、
一般祭事と同じような献備品・あらかじめ用意された桃の若枝で作っ
たゴザ・棗と栗の若葉を巻いた水引、などを祭壇に並べます。（写真）
　神事は夕方４時から拝殿で行われ、祭主、氏子総代、宮世話が参
列します。神事が始まると、神職の前に置かれた机に、藁人形、麻
糸の輪、切麻、人形が置かれ、祝詞をあげながら切麻を前に撒いたり、藁人形で自分の襟元を撫で息を吹きかけてか
ら前に投げたり、麻の輪をほどいて投げたりする所作が行われます。その後、各家から集めた人形を一枚ずつ、三種
の祝詞をあげながらすべてめくり、最後に富士祝詞を唱えて神事は終了となります。
＜次号・後編に続く＞ （町文化財審議会委員　吉濱佳男）
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夏越大祓

河口浅間神社の身曾岐流し

身曾岐流しの準備

祭　壇
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健康のまちづくり
Healthy community building

へ参加しましょう！第28回

健康のまちづくりウオーキング大会

　爽やかな秋風が吹くスポーツに適した季節になりました。今年も「もみじマーチ」と併せて「健康のまちづくりウ
オーキング大会」を実施します。運動習慣づくりのきっかけに是非参加してはいかがでしょうか。5㎞・１０ｋｍ・２０ｋ
ｍ・３０ｋｍコースとも自由に選択できます。（全コースとも町民の方は参加費無料です）
　また、全国から歩くこと大好きなウオーカーが大勢参加します。更に、会場では、飲食ブース、お昼前後には、
舞台で地元グループの皆さんによる踊り、歌、ショーなどもあります。

■日時：令和元年10月19日（土）・20日（日）（雨天決行）

更に、歩き終わった後には、お楽しみ抽選会も行
います。

　　　　　　　参加して損はありません！！ あ
なたの参加をお待ちしています！

コース 受付開始
８：００
８：３０

出発式
８：１５
９：１５

スタート
８：３０
９：３０

コース
20・30km
5・10 km

20・30km
5・10 km

受付開始
７：００
８：３０

出発式
７：１５
９：１５

スタート
７：３０
９：３０

10月19日（土） 富士山登山道・忍野八海コース 10月20日（日） 河口湖コース

■受付場所：河口湖ステラシアター
■持 ち 物：飲み物、雨具、副食、健康保険証等
●問 合 先：生涯学習課社会体育係　℡73-1220

女性の健康づくりイベントを開催します

 若く元気に健康づくり！ 若く元気に健康づくり！ 若く元気に健康づくり！
乳がん車検診（事前予約になります）
＊30歳以上の女性が対象です　　　　　　　
＊妊娠中や授乳中はできません
　自己負担金　５００円
　無料クーポン券が利用できます

３０歳代　
４０歳以上で年度末年齢偶数の方
　　   (令和2年3月末日での年齢)　

４０歳以上で年度末年齢奇数の方
４０歳以上で無料クーポンの方

富士河口湖町

日　時 ：令和 元年10月12日(土) 午前9:30～11:30
場　所 ：勝山ふれあいセンター
対象者 ：富士河口湖町民の方　(託児:就園前のお子さん)

＊心も身体もリフレッシュ
（乳がん検診者優先）

＊町内小中学生の作品選考
あなたの1票を！

＊あなたの身体力がわかる ＊年に１回の健康診断を

ヨガでゆったり身体を
のばしてみましょう

健康づくり標語
＊あなたの血圧は大丈夫？  

無料健康相談

血定と健康予防

各種健康測定
柔軟性・握力・肺活量

身長測定

健康パネル展示
 特定健診・がん検診
 ジェネリック など

乳腺エコー
検査

マンモグラフィ
検査

問い合わせ・乳がん検診
及び託児の申込先

健康増進課　℡ 72-6037

………………………………………………
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

口腔への関心度の低下

予備能力低下⇔可逆的

オーラルフレイル
些細な口腔機能の衰え

口腔機能低下症 口腔機能障害

虚弱度

フレイルの段階と口腔健康管理のかかわり

健 康 前虚弱（プレ・フレイル） 虚弱（フレイル） 身体機能障害（要介護）

山梨県歯科医師会ホームページ（http://www.yda. jp）には、「口腔ケアの方法」や
「お口の健康体操」など、お口のトラブルの予防・改善方法も掲載しています。

当てはまるものはありますか？

一つでも気になることがあれば、歯科医院を受診してください。

？

むせる・食べこぼす 食欲がない
少ししか食べられない

滑舌が悪い
舌が回らない

お口が乾く
ニオイが気になる

自分の歯が少ない
あごの力が弱い

柔らかいものばかり
食べる

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　大門歯科医院　渡辺一樹　歯科医師

口に関する“ささいな衰え”が軽視されないように、口の機能低下、
食べる機能の障害、さらには、心身の機能低下までつながる
“負の連鎖”に警鐘を鳴らした概念です。

「オーラルフレイル」とは…

「オーラルフレイル」って

?何
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『理解促進研修・啓発事業』
健康科学大学　健康科学部　福祉心理学科　古川　奨

　今月は「障害者総合支援法の対象疾病（難病等）の見直し」について紹介していきたいと思います。2013（平成
25）年4月から難病は障害者総合支援法の対象となっています。

　多くの疾病が障害福祉サービス等の対象となる難病として現在も追加され続けています。対象疾病に
罹患していることがわかる診断書等を担当窓口に持参し、サービス利用を申請しましょう。対象となる方
は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。詳しくは富士・東部保健福
祉事務所の担当窓口にお問い合わせください。

障害者総合支援法における難病の定義
今回取り上げている難病とは、障害者総合支援法の第四

条にある「障害者」の定義の中にあるものを指しています。

難病については、第四条に示されるように、治療方法が
確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で
定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程
度である者とされています。2013（平成25）年4月より、
難病等が障害者総合支援法の対象となり、「難病患者等

居宅生活支援事業」の対象疾病と同じ範囲(130疾病)と

されてきました。ですが、指定難病の検討等を踏まえ、障

害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が平成27年

の第1次対象疾病見直しでは130疾病から151疾病にま

で範囲を広げ、その後も段階的に多くの疾病が難病の対

象となりました。2018（平成30）年の第4次対象疾病見

直しでは359疾病にまで範囲が拡大され、2019（令和元）

年5月17日に開催した第7回障害者総合支援法対象疾病

検討会において対象疾病の検討が行われ、359疾病から

対象外になった疾病と新たに追加された疾病があり合計

361疾病に見直す方針が取りまとめられました。

●膠様滴状角膜ジストロフィー 
●ハッチンソン・ギルフォード症候群
●フォンタン術後症候群

その他の対象疾病の一覧は

厚生労働省のホームページ

でご確認下さい。

　　　　　　　  「厚生労働省ホームページQRコード」

●膠様滴状角膜ジストロフィー 
 （gelatinous drop-like corneal dystrophy）
遺伝子異常が原因で起こる進行性の病気です。眼の黒目

部分にある角膜と呼ばれる透明な膜のうち、角膜実質層

にアミロイドが沈着することで混濁し、羞明や視力低下を

きたす病気です。日本での有病率は約30万人に1人で患

者の数としては約400人であり、世界的に見ると、欧米に

比べて日本人に多い病気と言われています。

●ハッチンソン・ギルフォード症候群
遺伝性早老症の中でも特に症状が重い疾患です。動脈硬

化による重篤な脳や心臓の血管障害が10歳台で起こるこ

とが多く、平均寿命は14.6歳と報告されています。出生

後から痩せ気味で皮下脂肪が少なく皮膚が厚く光沢があ

り、身長体重の伸びが著しく悪く、髪の毛も少なく四肢

の関節が少し曲がった状態で十分伸びないのが特徴と言

われています。

●フォンタン術後症候群
2心室修復が不可能である、単心室血行動態疾患に対し

て、Fontan手術が施行されるが、Fontan手術には、心

房と肺動脈を吻合する方法や、上大静脈と肺動脈、下大

静脈と肺動脈を吻合する方法などがある。Fontan術後

に遠隔期に、不整脈、チアノーゼ、血栓塞栓症、蛋白漏出

性胃腸症、心不全、肺高血圧、肝硬変、肝がん、腎不全な

ど全身の臓器不全をきたす症候群であり、根本治療が無

い予後不良の疾患であると言われています。我が国に

Fontan術後患者は数千人存在する。術後10年で約50％

が本症候群となるとされ、症候群患者は約１万人存在す

る。

新たに対象となった3つの疾病
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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

　「手話奉仕員養成講習会」の入門編を１０月２４日か
ら全１８回３６時間で開催します。
　手話を覚えて聴覚障がい者と話してみたい！自分にで
きることで何か役に立ちたい！など、関心のある方にと
って身近な場所で学べる絶好の機会です。
　基本から日常会話ができるまでを、聴覚障がい者と手
話通訳者がペアでわかりやすく指導します。新しい「こ
とば」を学んで、世界を広げてみませんか！
■開催期間　令和元年１０月２４日(木)～
　　　　　　　　　令和２年３月５日(木)　計１８回
■開催時間　午後７時～午後９時
■開催場所　町民福祉館　ふじやま
■対 象 者　富士河口湖町民　先着２０名
■受 講 料　無料（ＤＶＤ付テキスト代3,240円実費）
■申込締切　１０月４日（金）まで
■申込・問合せ　富士河口湖町社会福祉協議
　　　　　　　　（電話72-1430）

　職場や家庭の事情により結婚相手にめぐりあう機会
の少ない方のために、町では結婚相談所を設置していま
す。
　相談所では、結婚相手の紹介や相談に応じ、生涯の
良きパートナー捜しをお手伝いしています。相談員がお
互いの情報を交換しながらお応えします。
もちろん秘密は厳守しますので、ご遠慮
なくご利用ください。

【船　　津】宇野みつ子、渡辺千代美
【小　　立】古屋和彦、渡辺毅
【大　　石】藤井　君、貴家幸百合
【河　　口】外川より江、石原ちか子
【勝　　山】小佐野文昭
【足 和 田】渡辺トモ枝、有泉あき子
【上九一色】渡辺敦子、伊藤ちづ子、大額たき子
【事 務 局】町社協（72-1430）

　結婚相談所では、毎月第１日曜日に「結婚相談日」を
開催していますのでご利用ください。
■日　時　毎月第１日曜日(１月は要問合せ)
　　　　　午前１０時から１２時まで
■場　所　町民福祉館ふじやま　２階
■その他　写真、身分証を持参。
　　　　　なるべくご本人が来所してください。

　7月５日（金）「ふれあいスポーツ大会」が総合公園芝
生広場にて開催され、町老人クラブ連合会、障がい者福
祉会より23チーム、総勢167名が参加しました。
　この大会は、毎年、ペタンクとグランドゴルフを交互に
開催し、健康増進、社会参加促進並びに交流を目的に行
われています。
　当日は、梅雨空のなか雨も降らず、すべての試合をす
ることが出来ました。ホールインワンもでて大歓声が上
がるほど盛り上がっていました。

　今大会の成績は次の通りです。
　　優　勝・・・上九一色老人クラブ1チーム
　　準優勝・・・小立老人クラブ（八丁屋）チーム
　　３　位・・・上九一色老人クラブ2チーム

『結婚相談日』について

『結婚相談所』からのお知らせ

『ふれあいスポーツ大会』開催
グランドゴルフで交流

手話奉仕員養成講習会
【入門編】受講者募集

＝相談員の紹介＝



i nformationnformation インフォメーション

　河口湖スキークラブでは、ジュニア部員を募集しています。
興味のある方はお気軽に活動説明会へ参加してください。体
験も可能です。

■日　時　9月13日（金）19時30分から
■場　所　富士河口湖町中央公民館　視聴覚室
■ジュニア部員対象者　小学1年生から中学3年生
■活動日　スキーシーズン中の毎週末
●問合せ　河口湖スキークラブJr部　上田
　　　　　　℡ 090-8842-0042

　「ハロウィンジャンボ宝くじ」と「ハロウィンジャンボミニ」
が9月24日（火）から全国で2種類同時発売されます。
　この宝くじの収益金は市町村の明るいまちづくりや環境
対策、高齢化対策など地域住民の福祉向上のために使われ
ます。
■発売期間　9月24日（火）～10月18日（金）
■抽せん日　10月30日（水）
■金　額　各1枚 300円
●問合せ　公益財団法人 山梨県市町村振興協会
　　　　　　℡ 055-237-3153

　富士聖ヨハネ学園では「ヨハネ祭～ひとり、ひとりが主人
公～」をテーマに第42回ヨハネ祭を開催します。皆様のご来
園を、心よりお待ちしております。
■日　時　9月29日（日） 10時～14時（小雨決行）
■場　所　忍野村　富士聖ヨハネ学園
■内　容　学園紹介・模擬店・バザー・その他催し物
●問合せ　広報担当 渡辺綾子 新田操 小佐野元史
　　　　　　℡ 0555-23-5155　FAX 0555-23-5157

■日　時　10月6 日（日） 14時～15時30分
■場　所　富士吉田市民会館　3F 小ホール
■講　師　浜内 千波 氏　【料理研究家】
●申込み・問合せ　ポスターの貼ってある薬局又は
　　　　　　　　　富士五湖薬剤師会事務局まで　
　　　　　　　　　　℡ 0555-21-1516

　くらしやビジネスの困り事・悩み事をお聞かせください。手
続きの専門家行政書士が無料で相談に応じます。（行政書士
には守秘義務が課せられています）

■日　時　10月12日（土）10時～16時
■会　場　県内5会場（対面でのご相談）
　　　　　・長坂町農村環境改善センター
　　　　　・小瀬スポーツ公園　体育館研修室
　　　　　・街の駅やまなし　会議室A
　　　　　・身延町中富総合会館
　　　　　・イオン大月店
■相談内容　遺言・相続、農地利用、契約書、戸籍、在留　
　　　　　　許可、戸籍、成年後見、法人設立　等
■申込・予約　不要。会場に直接ご来場ください。
●問合せ　山梨県行政書士会　℡ 055-237-2601

　公益財団法人・国際青少年研修協会では、サイパン交流
40周年記念事業の一環として、無料ご招待の募集をしてい
ます。海外生活を通して交流を体験し、国際感覚を養うこと
を目的に実施します。お一人でご参加される方や、初めて海
外へ行かれる方が7割以上ご参加されます。事前研修会では
仲間作りからサポートいたしますので、安心してご参加いた
だけます。
■内　容　ホームステイ・クリスマス体験・文化交流・
　　　　　地域見学・野外活動 等
■研修国　サイパン
■日　程　12月27日（金）～1月2日（木） 7日間
■対　象　小学校3年生～高校3年生
■応募方法　電話またはホームページより資料請求の上、　
　　　　　　ハガキにてご応募ください。
　　　　　　　定員を超える場合は、厳正な抽選を行い、　
　　　　　　ご招待状の発送をもって発表にかえさせて　
　　　　　　いただきます。
■締　切　10月18日（金）当日消印有効
●問合せ・資料請求
　公益財団法人 国際青少年研修協会
　〒141-0031 東京都品川区五反田7-15-4
 　　　　　　　 第三花田ビル4F
　　　　　　　　　℡ 03-6417-9721 
　　　　　　　　　Fax 03-6417-9724
　　　　　　　　　E-MAIL　info@kskk.or.jp
　　　　　　　　　URL　http://www.kskk.or.jp

 
　ぐんない若者サポートステーションは若者の就労支援を行
う施設です。就労するための悩みや不安の相談から、ビジネ
スマナーや面接指導、施設内のパソコンを利用して応募書
類の作成支援も行っています。そのほか、グループワーク（週
1回）や職場見学・体験もご利用できます。毎週木曜日10時
30分から相談会を実施しています。お気軽にご参加くださ
い。
■利用時間　9時30分～18時（土日祝日、年末年始除く）
■場　所　富士吉田市上吉田2-4-19　富久澄ビル2F
■対　象　15歳～39歳の就職希望者(学生は除く)
■利用料　無料 （ご利用には予約が必要です）
●問合せ　℡ 0555-23-0080
　　　　　HP: http://ycca.jp/yss/

公益社団法人富士五湖薬剤師会
第7回 市民公開講座

河口湖スキークラブ ジュニア部員募集

行政書士による無料相談会

働きたい若者を応援します！ 

サイパン交流40周年記念事業

お子さんと一緒にスキーを楽しみましょう

「健康で笑顔のある毎日は、食卓から」

ハロウィンジャンボ宝くじ発売

第42回ヨハネ祭を開催します

【活動説明会】
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ県などからのお知らせ
　

　富士五湖広域事務組合のふるさと感謝祭事業補助金
を活用した「富士・鳴沢紅葉ロードレース大会」が10回目
の節目を迎えます。富士北麓6市町村に住民登録のある
方は、参加料の半額を補助します。　　
ぜひご参加ください。
■日　時　10月27日（日）8時15分～14時
　　　　　※雨天実施
■場　所　鳴沢活き活き広場（鳴沢村8531-45）
■種　目　ハーフマラソン、5km、10km　
　　　　　高校生以上　3.8km　
　　　　　ファミリーペア(小学生以下)、
　　　　　シニア(60歳以上)
　　　　　90m　小学生未満
■申込締切　インターネット　9月8日(日)まで
　　　　　　URL　http://narusawa-roadrace.jp/
●問合せ　富士・鳴沢紅葉ロードレース大会事務局
　　　　　　℡ 0555-85-2606

■開催日　9月23日（月）　受付8時30分～
■場　所　富士北麓公園体育館
■対　象　小学生1～3年生
　　　　　1チーム7～10名（男女混成可能）
■定　数　24チーム
■参加料　1チーム　2,000円
■申込み　所定の申込用紙にボールペンで必要事項を
　　　　　記入し、FAX、郵送または窓口に直接お申込
　　　　　み下さい。
■申込期間　8月26日（月）～9月9日（月）
　　　　　　9:00～17:00
●申込み・問合せ
　〒403-0005　富士吉田市上吉田5000
　　　　　　　  公益財団法人 山梨県スポーツ協会 
　　　　　　　  富士北麓公園管理事務所
　　　　　　　  「ジュニアフットサル大会」係
　　　　　　　　　℡ 0555-24-3651　
　　　　　　　　　Fax 0555-24-3368
　　　　　　　　　Email　hokuroku@mfi.or.jp

○アクセス基礎
　日　程：11月7日(木)～11月15日(金) 6日間
　受　付：9月9日(月)～10月31日(木)
○アクセス応用
　日　程：11月18日(月)～11月26日(火) 6日間
　受　付：9月18日(水)～11月11日(月)

○ISO9000シリーズ　内部監査員スキルアップ
　日　程：11月28日(木)・29日(金) 2日間
　受　付：9月30日(月)～11月21日(木)
■受講料　いずれも 2,100円
　ただし、消費税法の一部改正による消費税率及び地方
消費税の引き上げ等に伴う金額の改定を予定していま
すので、改訂後の金額が確定した時点で、新たな受講料
をお知らせします。
　対象者・内容・定員・時間・会場等の詳しい内容は以下
へお問い合わせ下さい。
●問合せ　山梨県立産業技術短期大学校
　　　　　　都留キャンパス　℡ 0554-43-8911

　富士山の自然、人との関わりについて、研究成果をわ
かりやすくお伝えする全6回の連続講座です。講演と質
疑の時間を通して富士山の自然環境についてともに考
えます。
■日　時　9月14日(土) 13時30分～16時
■場　所　富士山科学研究所 本館１階ホール
■対　象　高校生以上
■講　師　
　馬場 章(当研究所 火山防災科 研究員)
　　　演題：「古地磁気からわかる富士山の噴火史」
　西澤文勝(神奈川県立生命の星・地球博物館学芸員)
　　　　　 (元 当研究所 火山防災科 研究員）
　　　演題：「火山砕屑物を調べるフィールドワーク」
■参加費　無料
■URL　

■定　員　120名（事前申込み不要）
●問合せ　山梨県富士山科学研究所
　　　　　　環境教育･交流部 教育・情報担当
　　　　　　　℡ 0555-72-6203　
　　　　　　　Fax 0555-72-6183

■受付期間　9月18日（水）～10月9日（水）
■講習会　10月29日（火）10時～14時
■試験日　 11月24日（日）10時～午後0時15分
■場　所　県立男女共同参画推進センター
　　　　　（ぴゅあ総合）（甲府市朝気1丁目2番2号）
■申込先　 公益財団法人　山梨県下水道公社
　＊申込用紙は、次のところに用意してあります。
　・富士河口湖町役場水道課（3F）℡ 0555-72-1620
　・富士北麓浄化センター
　　　　　　（下吉田東4-26-1） ℡ 0555-22-2259
●問合せ　公益財団法人　山梨県下水道公社
　　　　　　　　　　　　　　　℡ 055-263-2738

富士・鳴沢紅葉ロードレース大会

富士山科学講座（応用編） 開催

町民の参加料が半額補助されます

こどもスポーツフェスティバル
ジュニアフットサル大会

下水道排水設備
工事責任技術者認定試験

産業技術短期大学校 都留キャンパス
能力開発セミナー（11月開講講座）

http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
news/ mfkagakukouza2019.pdf
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　山梨県県民生活センターと富士吉田市消費生活セン
ターは、共催で相談員の出張相談会を開催します。
■開催日　　9月19日（木）
■開催場所　河口湖ショッピングセンターBELL
■相談時間　10時～15時
■相談内容　消費生活相談、法律相談（家族、相続、近
　　　　　　隣、金銭貸借、土地・住宅）、交通事故相談
■相談方法　面談による相談（※予約不要）
■相談料金　無料
※当日は消費生活相談に関するパネル展示や啓発物品
　の配布を予定しています。相談のない方も、ぜひお越
　しください。
●問合せ　県民生活センター　℡ 055-223-1571
　　　　　富士吉田市消費生活センター
　　　　　（産業観光部商工振興課内）
　　　　　　℡ 0555-22-1111（代表）

　富士山が女人禁制の山とされた江戸時代に、既に登頂
していた女性たちがいました。今回の講座では、女性の
富士信仰について紹介します。
■講　師　宮崎ふみ子（恵泉女学園大学名誉教授）
■日　時　9月21日（土）
　　　　　13時30分～15時（受付13時～）
■場　所　県立富士山世界遺産センター
■費　用　無料
●問合せ　県立富士山世界遺産センター
　　　　　調査研究スタッフ　℡ 0555-72-2314

　県内市町村が行う入札における参加資格の審査につ
いては、山梨県市町村総合事務組合（以下「組合」）におい
て共同実施をしています。今回実施される中間審査につ
いては、令和2年度分における「建設工事」、「測量・建設
コンサルティング等」、「物品製造・役務提供等」の各職
種における競争入札に参加するための資格審査です。
詳細については、組合ホームページをご覧ください。
（https://www.ysc-yamanashi.or.jp/）
■申請期間
　10 月21 日（月）10 時～11 月15 日（金）17 時
■申請準備期間
　10 月1 日（火）～10 月20 日（日）
　→申請準備期間中、組合ホームページに申請の手引な
　どを掲載します。申請予定事業者は、申請の手引を熟
　読し、申請の準備、提出書類の準備などこの期間を利
　用して行ってください。

■申請の種類
①新規申請
　　現在、参加資格を有していない事業者が対象です。
　なお、職種の追加は新規申請となります。
②業種追加
　　定期審査において、参加資格を有する事業者を対象
　とし、各職種における業種の追加をするための申請で
　す。
③市町村追加
　　定期審査において、参加資格を有する事業者を対象
　とし、市町村の追加をするための申請です。
●問合せ　山梨県市町村総合事務組合業務課
　　　　　〒400-8587 甲府市蓬沢1-15-35
　　　　　山梨県自治会館2 階　℡ 055-268-3446

　県民の日(11月20日)を記念して、「県民の日記念行事
　富士吉田会場」を開催します。
　「ふれあい広場」の舞台では、地元住民等による文化活
動、パフォーマンスなど多彩なステージが披露されます。
「まつり広場」では各種体験、特産品販売、飲食など地域
ならではの出展が楽しめます。
　富士河口湖町のブースでは、勝山スズ竹伝統工芸セン
ターによる「竹ざる」制作の実演と販売を行う予定です。
ぜひご来場ください。
■日　時　10月5日（土）　9時30分～15時
■場　所　県立北麓駐車場（上吉田剣丸尾5597-84）
●問合せ　山梨県県民生活部県民生活・男女参画課
　　　　　県民生活安全担当　℡ 055-223-1350

　甲府地方法務局では、公証人、司法書士及び土地家屋
調査士と連携して休日相談所を開設します。また、社会
問題にもなっている「空き家問題」や「所有者不明土地問
題」に深く関連する「相続」「遺言」について、公証人及び
司法書士が講師となって相続セミナーを開講します。
■場　所　甲府市丸の内一丁目1-18
　　　　　甲府合同庁舎2階会議室
■日　時　10月6日（日）10時～15時
■内　容
　①土地建物の登記、会社の登記、土地境界線、遺言、
　　いじめなどの人権問題（予約制 無料）
　②相続セミナー（予約制 無料）
　　午前の部　10時～11時30分
　　　「忘れていませんか？相続登記」講師 司法書士
　　午後の部　13時～14時30分
　　　「相続と遺言について」講師　公証人
●問合せ　甲府地方法務局総務課 ℡ 055-252-7151

移動県民相談会を開催します

県民の日記念行事 富士吉田会場

法務局休日相談所・相続セミナー開催

日常生活のお困りごとはありませんか？

「女性と富士信仰～信州における不二道の展開～」

富士山世界遺産センター
世界遺産富士山講座 開催

競争入札参加資格
中間審査の実施について
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　トライスロンの2番目の種目は「バイク」（自転車）です。
オリンピックでは、6～8周の周回コース設定が推奨されてい
て、４０ｋｍをロードバイクと呼ばれる競技用自転車で走りま
す。
　トライスロンは個人競技でありながら、オリンピックや国際
大会のバイクパートでは、何名かの選手でドラフティングを行
い、集団で走ります。ドラフティングとは、他競技者の直後や
真横を走行することにより、風圧を減少し競技上のアドバン
テージを得る走行方法で、一人ずつ順番に先頭後退して集団
走行することで、各選手の負担を分散しながら、走行速度を
ある一定の高いところでキープすることができるテクニックです。

問合せ：政策企画課政策調整係　0555-72-1129

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～

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、バイク（自転車）について紹介します。

「私の宝物」川柳募集「私の宝物」川柳募集
　今回、山梨県後期高齢者医療広域連合では、医療費の適正化など後期高齢者医療
制度への関心を高めるため、日々の生活をテーマにした作品を募集します。

■募集内容　「私の宝物」をテーマにした川柳
■応募期間　令和元年9月1日（日）～令和元年10月31日（木）必着
■応募資格　山梨県後期高齢者医療制度の被保険者の方（75歳以上の方、一定の障害のある65歳以上の方）
■応募方法

　作品（川柳）とペンネーム、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、職業を記入の上、郵送または電子メールにて
送付してください。
　※1人2点までの応募とさせていただきます。
　※記載いただいた個人情報は、川柳募集に関すること以外には使用いたしません。
　※展示等でお名前を使用させていただく予定です。本名での記載を希望されない方は、ペンネームを必ず
　　お書きください。
　①郵送の場合
　　・郵便はがきに、上記の必要事項を記載し、郵送してください。
　　・宛先　〒400-8587　山梨県甲府市蓬沢一丁目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
　②電子メールの場合
　　・メールの本文に、上記の必要事項を記載し、送付してください。
　　・メールの題名は「山梨県後期高齢者医療広域連合川柳応募」としてください。
　　・応募先アドレス　kouho@yamanashi-iryoukouiki.jp

■表彰

　　・表彰内容
　　　広域連合長賞（1名）…5千円相当の賞品
　　　広域副連合長賞（1名）…3千円相当の賞品
　　　広域連合議長賞（1名）…3千円相当の賞品　等
　　　※賞品は選ぶことができませんのでご了承ください。

■作品募集に関する問い合わせ先

　　山梨県後期高齢者医療広域連合
　　連絡先：総務課　総務担当
　　ＴＥＬ：055-236-5671
　　※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/
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～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」

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

―平成16年7月新潟・福島豪雨（平成16年7月）―（三条市 40代 女性）

『早かったですよ、水がきてからは ～たった一時間で自宅が水没～』

　テレビで、あの辺の川がはんらんしそうですとか、三条市は大雨
で大変ですみたいのを見ていたんだけど、うちのところに水が来る
なんてことは、全然想像できませんでした。主人もお昼頃、うちに戻
ってくるわけですよ、車に乗って。タイヤがかぶるくらいの水の中を、
「職場の人が、何かあるといけないからと、お茶のペットボトルとカ
ップラーメンくれたぞ」とか言って帰って来て、車を車庫にきっちり
入れました。
　で、「やあね、こんな雨」とか言いながら過ごしていて、家族全員
がうちにいたわけですよ。家はちょっと道路よりも上にあるので、玄
関にもし水が来たら嫌だからと言って、子供の野球用品とか大事なやつを玄関の上に上げただけでした。
それが午後2時ごろで、ワーッと水が来たのが午後3時か3時半ごろでした。うちの中に水が入って来たんです。早かったで
すよ、水が来てからは。1時間くらいで1階がすべて水につかってしまいました。

地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信

〜
養
蚕
体
験

　
イ
ベ
ン
ト
の
様
子
〜

おおいしつむぎ通信 2019.9月号

　今年の養蚕のメインイベントとして、ちょうど夏
休みの期間中となる夏の養蚕を参加体験型で企
画しました！！虫好きの少年たちや親子、昔実家で
養蚕をしていた記憶があるという方、自由研究や
宿題のまとめに記録する為など様々な想いの方が、
参加してくれました。
　3齢からスタートし、お蚕の成長を追って観察し
ていきながら、時には桑あげをしてもらい、お蚕の
部屋の掃除の作業を手伝ってもらったりしました。
養蚕農家でも忙しすぎてなかなか見ることができ
ない脱皮の瞬間を観察できた方々もいましたよ。
来る度にお蚕が大きくなっていることにとても驚く
参加者の方々、定規でお蚕の大きさを測ったり、
虫眼鏡でじっくりお蚕の顔を観察したり、手作り
のまぶしを作ってきてもらったり、見学だけでなく
参加型にしたことでとても楽しんでもらえたようで
した。今回の企画は春しか養蚕を行わない大石の

養蚕にとって、夏にお蚕を飼えるかお試し企画と
いう意味もあったのですが、実感から言うと夏は
気温が高すぎてお蚕にとっても作業や観察する人
間の身にとっても酷な環境でした。夏の養蚕をす
るならば設備や環境の工夫が必要ですね。あとは
地域限定としてではなく多くの方にこの貴重な体
験ができるように参加体験プログラムとして観光
客へアピールしても面白そうだなという印象を持ち
ました！そうすることで、養蚕を伝える仲間を募っ
たり、みんなでアイデアを出し合ったり、大石の養
蚕をみんなで支える輪ができるのではないかと思
っています。一緒に面白いことを企画していきたい
ですね。

政策企画課　Tel: 0555-72-1129　
　　　 　　  地域おこし協力隊　養蚕担当　杉江

◎問い合わせ

夏休み
企画
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からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

⑩匠や　企画展

現在開催中～9月26日（木）

＊石＊小佐野哲二
＊藍＊佐藤　文子
＊木＊小佐野美樹

◆二胡と三線の演奏会◆ 藍と石と木の作品展藍と石と木の作品展

ぜひご覧ください！

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

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

９月２２日（日）
２３日（月）

各日10:30/13:30

美しい秋の音色を
お楽しみ下さい♪

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

◇◆◇⑯工芸館【富士山しるく】オープンのお知らせ◇◆◇

まわたスカーフなどシルク製品を展示販売しています。 ぜひ一度お越し下さい！

⑯工芸館『富士山しるく』がオープン致しました！

入館無料の日 9.14 (土 ) 10.14 (月･祝)
■休館日＝火曜日 ■開館時間＝9:30-17:00（入館は 16:30 まで）■主催＝河口湖美術館

9.7－10.202019

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

うさぎ模様の匂袋が揃っています。
月を見ながらチョット一杯。ガラスのぐい呑みいろいろあります。
手づくりミニ植木鉢いろいろ。
十五夜の飾りご覧ください。
TVで紹介された美顔パフ入荷しました。
テラスでほうとう、風がきもちいいです！
季節膳でひと足早い秋をどうぞ。
今月のおすすめは鴨南そば、暑かった夏の疲れを癒しましょう！
藍と石彫と木のコラボ展をご覧ください。

八丁目会 9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！



STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The SEPTEMBER issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The SEPTEMBER issue.

河口湖ステラシアター通信 9月号

富士山河口湖音楽祭201７　開催1６年目　♪河口湖円形ホール公演情報♪　　

ウィーンピアノ四重奏団演奏会

45周年ホールコンサート
～Round 45～

細坪基佳

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♪

　「音楽をもっと身近に！もっと楽しく！」をテーマに、8/10（土）から8日
間に渡り開催してきました富士山河口湖音楽祭2019が、8/17（土）茂木大
輔指揮シエナウインドオーケストラコンサートをもちましてフィナーレを迎
えました。本年も、町内各施設で演奏会等を開催し、大盛況で終えることが
出来ました。皆様にとって、音楽がもっと身近なものになりましたら幸いです。
ご協力頂きました皆様、町内各施設に、心より御礼申し上げます。

[日時] 2019年11月17日㈰  開場／PM3:00　開演／PM3:30
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] ピアノ:フォウグ･浦田陽子　ヴァイオリン:ハラルド･クルンペック
　　　チェロ:ヨァゲン･フォウグ　ヴィオラ:ロバート･バウエルスタッタ―
[予定曲目] 
　ベートーヴェン=ピアノ四重奏曲、作品16、変ホ長調
　ガブリエレ  プロイ=故郷の主題によるピアノ四重奏曲
　(オーストリア日本修好150年委託作品,ウィーンピアノ四重奏団に贈呈)
　ブラームス=ピアノ四重奏曲ト短調、作品25
　※都合により曲目が変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。

[料金] 全席自由　町民3,300円 一般3,500円
                　　　高校生以下 町民1,400円　一般1,500円　
　　　　　　　　　　　※未就学児童の入場はご遠慮願います。 

～フォウグ・浦田陽子とウィーンの仲間たち～

河口湖円形ホール ウィーンの香り2019

[日時] 2019年10月5日㈯ 開場／PM3:00　開演／PM3:30
[会場] 河口湖円形ホール 
[料金] 全席指定　一般6,500円/ステラ会員 6,300円 
　　　※未就学児童の入場はご遠慮願います。

チケット
好評発売中！

町民特別料金
一般 3,300円
高校生以下
1,400円

ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！富士山河口湖音楽祭2019 ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！富士山河口湖音楽祭2019
フィナーレフィナーレ

電車ミニサクソフォン演奏会電車ミニサクソフォン演奏会

ステラシアターステラシアター

中学生OBバンド中学生OBバンド

中央公民館中央公民館

ミニコンサートミニコンサート

子ども未来創造館子ども未来創造館
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン

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９月３０日（月）（口座振替日）　今月の納税等

オープンキャンパスを開催しました！　オープンキャンパスを開催しました！　オープンキャンパスを開催しました！　
　7/13（土）、8/3（土）、8/25（日）にオープンキャンパスを開催しました。
富士山・桂川両キャンパス同日開催でしたが、今回は富士山キャンパス（健康科学部）
で開催の第１回目（7/13）の様子をお伝えします。
　この日はあいにくの曇り空で、キャンパスに迫る雄大な富士山をご覧いただけな
かったことが残念でしたが、多くの方々にご参加いただきました。
　午前中は、大学の概要について触れる全体説明会及び卒業生トークセッションを
行い、午後は「入試全般相談コーナー」・「宿舎相談コーナー」・「KENDAI CAFE」
での相談や在学生とのトーク、また、「KENDAIチャレンジ２０１９」・「学食での昼食」など
を体験していただきました。なかでも今回のイチオシ企画「KENDAI チャレンジ２０１９」
は、謎解きゲームを通して学科での学びを知る企画で、ミッションをクリアすると特
別なお宝がプレゼントされる内容となっており、参加者の皆様に娯楽感覚で楽しみ
ながら見学していただくことができました。
　もうひとつの特別企画である卒業生トークセッションでは、学生時代の思い出か
ら現職でのやりがいやご苦労など、赤裸々に語っていただきました。健康科学大学
ではどんなことを学べるのか、国家資格を取得したら、どんな仕事に就けるのかを
知っていただく機会になったかと思います。

（ふじぴょんも駆けつけてくれました！）

（卒業生トークセッションの様子）

　次回のオープンキャンパスは
９月２１日（土）に開催します。
多くのご参加をお待ちしています！！

朝比奈　里美

男女共同参画ネットワークセミナーに参加して
～理想のワーク・ライフ・バランスを見つけよう～

　５月１１日　山梨県立男女共同参画推進センターぴゅあ総合にて男女共同参画ネットワークセミナーが開催され、「笑って考え
よう！男女共同参画社会～男性の家事・育児が社会を救う！～」をテーマに講演が行われました。講師は、東京大学教授の瀬地
山 角先生で〝下手な漫才より笑える″との評判に惹かれて参加しました。確かに途中、笑いを交えての講演で時間が経つのも忘
れてしまうほどの楽しいものでした。
　肝心の内容として、“ 女性は結婚して専業主婦になると思っていない”、“男性も専業主婦になってほしいと思っていない”。し
かし、社会生活基本調査から共働き世帯の男性の家事時間は週平均一日 46 分に対し女性は 4 時間 54 分、育児時間は男性
49 分、女性 3時間 45 分と男性の家事・育児時間は女性よりはるかに少なすぎるということです。
　高度成長期の男性だけが働く社会と現在は違って、男性だけでは荷が重すぎ、結果男性の自殺は交通事故より多いそうです。
女性が働くことによって男性も肩の荷がおろせます。男性の家事・育児が女性の就労を支えることになります。そして、女性の就
労が男性の命を救うことになります。だから、「男女共同参画社会」を構築しようという事です。
　私はこの講演から「イクメン」「カジダン」推進活動は、女性の仕事や家庭の両立支援だけではなく、男性
のこれまでの仕事優先の働き方を見直して家族みんなで家事・育児・介護などの役割を分かち合う事で
少子高齢化対策にも繋がるのではないかと思いました。
　自分に合った理想のワーク・ライフ・バランスを見つけて家族みんなで協力し、支えあって、仕事・家庭
生活・地域を大切にしていきましょう。
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お子さん 　父　　　　 母
おめでた（出生）

小佐野凛香　　啓　介・沙也佳　船津

丹沢　日咲　　一　正・　唯　　船津

舩木　　憧　　　翼　・好　美　船津

北原　成真　　直　季・美　貴　船津

宮下陽菜美　　知　久・育　美　船津

宮下　拓斗　　将　一・紗　恵　船津

勝俣　惟粋　　俊　二・宥　瑾　船津

髙部　ふみ　　博　文・慶　子　船津

三浦　凪人　　勇　太・七　海　船津

渡辺　采波　　亮　佑・千　秋　小立

深山　莉久　　将　太・美　紀　小立

岩田　紬李　　悠　佑・真由子　小立

⻆田海央那　　拓　也・惠理香　小立

渡邊　紗愛　　紘　平・亜　衣　河口

小佐野　遊　　　海　・真　奈　勝山

外川　敏夫　49歳　外川　明子　船津

小澤ヒデ子　90歳　小澤　一也　船津

渡邉　正行　74歳　渡邉加代子　浅川

坂本　豊重　89歳　坂本　　豊　小立

渡邊　敏夫　95歳　渡邊　達也　小立

古屋　昭八　69歳　古屋　利昭　小立

堀内さだえ　91歳　小野田　優　大石

笠井　　子　75歳　笠井　達也　河口

小佐野貞江　85歳　小佐野　登　勝山

在原　幸子　75歳　在原　　治　勝山

亀田　貴弘　48歳　亀田　広美　長浜

山口　孝雄　87歳　山口　久隆　本栖

山内みどり　97歳　山内　𠮷夫　富士ヶ嶺

井出　　剛　 ＝　 黒川　佳奈　船津

外川　純一　 ＝　 梶原　　舞　小立

諏訪田侑征　 ＝　 宮下　百華　大石

中村　卓矢　 ＝　 渡邊　璃香　河口

在原　　晋　 ＝　 堀内　香織　勝山

小佐野航平　 ＝　 宮下　結衣　勝山

在原　一樹　 ＝　 渡邊　　希　勝山

おめでた・おくやみ
〈7/１0～8/13〉

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

9月11日㊌・25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10月4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。

9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/10月6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。

　　26,574人
(＋21)

 13,017人
(－2)

13,557人
　(＋23)

 10,659　
(＋29)

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/9月11日㈬ 河口湖商工会
10月9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

6月１日現在の
人口・世帯
8月１日現在の
人口・世帯

しょう
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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。
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