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総合3位入賞！第72回山梨県体育祭り（町村の部）
　第72回山梨県体育祭り夏季・秋季大会が8月から9月下旬にかけて県内各地で開催されまし
た。皆さんの応援のおかげもあり、富士河口湖町は町村の部で総合3位入賞と好成績を収める
ことができました。男子ではソフトテニス、弓道、剣道、ゴルフが、女子ではスケート、バドミント
ンが見事1位に輝き、その他の種目も健闘した結果、点数合計で3位の栄光を勝ち取りました。
　選手、関係者の皆さん、大変お疲れさまでした。また、応援してくださった町民の皆さん、
大変ありがとうございました。

盛り上がりました！
　「　　　　  ～大好き富士河口湖町～」
　恒例の風船飛ばしで開会した今回も、児童・生徒や住民団体の皆さんに
よる多彩なステージイベントが行われ、町ならではの特色あるブースが数多
く並びました。消防・防災展や在宅医療フォーラムなども開催されたほか、
ホストタウンであるフランスを紹介する「フランスフェア」やパラスポーツ「ボ

ッチャ」体験は今年も大人気でした！

　友好都市交流報告会も行われ、中学生
たちが友好都市スイス･ツェルマットで見たこと感じたこと、日本や町の紹介をした時の様
子、ホームステイや授業体験、そして現地の中学生や住民の方々と交流するなど、貴重な
体験を報告しました。
　例年以上に賑わい、町の魅力を思い切り満喫できるイベントとなりました。

ラグビーフランスチームが富士河口湖町へ！
　9月12日にラグビーフランスチームが、地域交流の一環として河口湖南中学校とふじざくら支援学校を訪問しました。河口

湖南中学校では、応援団によるエールや太鼓演奏を披露
し、また、活躍を祈念して応援メッセージを書いたフラン
ス国旗のタオルを手渡し、大変喜んでいただきました。ふ
じざくら支援学校では、富士山の周りに桜をイメージして
ピンクの手形を押した手作りの応援旗をプレゼント。この
旗はフランスチームが試合をする際にロッカールームに掲
げられ、選手の近くで活躍を後押ししました！
　9月15日には河口湖ステラシアターでチームウェルカム
セレモニーが開催され、多くの住民の方々が参加して選
手の皆さんを盛大にお迎えしました。サインや握手をして
もらった子供たちは、選手とのふれあいに笑顔で大興奮
していました。

移住体験ツアー～富士の麓でのびのび子育て編～ 開催！
　町と町公認移住アドバイザーの「富士山暮らし応援隊」が企画・主催し、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に町の生活環境などを見て体感してい
ただく『移住体験ツアー～富士の麓でのびのび子育て編～』が10月6日に行われました。
　今回は～子育て編～とテーマを絞ったためか、参加者は2組4名の少人数となりました
が、町内各地で公園や文化施設、保育施設や学校、賃貸住宅などを熱心に見学し、見学施
設の担当者や富士山暮らし応援隊の方々へも様々な質問をされていました。そしてツアー

終了後は「町での生活のイメージができた」「先輩移住者の話が参考になった」「移住に対して前向きな気持ちになった」
などの感想が寄せられました。
　今後も町と富士山暮らし応援隊は、移住者や移住検討中の方に向けたイベントの実施や、サポートを通じて、町への移住・
定住の促進に努めていきます。
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南房総市へ職員を派遣しました
　台風15号の影響により甚大な被害を受けた南房総市へ「被災市区町村応援職員確保システム」
に係る対口支援※として、富士河口湖町より職員2名を派遣しました。
　南房総市では多くの住宅に被害が発生し、罹災証明発行の職員が不足しております。山梨県を
通じて全国知事会より要請のあった支援に対応するため、税務課および税務課経験のある職員
2名を派遣しました。
　今年は台風15号、19号により全国で多くの被害が発生しております。被災された方に心より
お見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い再建をお祈りいたします。
　災害はいつやってくるか分かりません。みなさんも日頃から早めの対策をお願いします。
　※対口支援（たいこうしえん）：大規模災害で被災した自治体のパートナーとして特定の自治体
　　を決めて職員を派遣する支援方式。

－ほめて認めて励ます教育－　菊池省三先生からの学び
　町教育センターでは、教育実践家の菊池省三先生を講師に迎え、全町立小中学校
で示範授業を行っていただいたり、先生方の授業を観察してアドバイスを受けたり、
それらの様子を撮影して学習会を行ったりして学びを深めています。
　また、保護者や地域の方々に向けての講演会も行っていただいています。6月24日
に開催された講演会「子どもの自己肯定感を高めることばかけ」では、児童と保護者
や教職員、地域住民のみなさん約300名が参加し、ほめ言葉について学びました。
　菊池先生の言われる『ほめて認めて励ます教育』の実現に向けて、各小中学校で
日々実践するとともに、地域全体で教育について考えていければと思います。

渡邊かるさん、百歳おめでとうございます
　勝山にお住まいの渡邊かるさんが9月に百歳の誕生日を迎えられ、町長が訪問して
お祝い状と記念品をお渡ししました。ご長寿おめでとうございます。！

官民連携まちづくり講演会が開催されました
　少子高齢化や人口減少が進む現在に求められる「新たな官民連携によるまちづくり」
の姿を考えるため、熱海市の取組みを学ぶ講演会が10月7日に開催され、100名を超
える町内外の方々が参加しました。
　民間の立場で熱海中心市街地の再生に取組む市来広一郎氏と、行政として民間の取
組みを後押しする長谷川智志氏を講師としてお迎えし、それぞれから官民連携の大切
さが語られました。そして講演後のトークセッションでは、会場に詰めかけた参加者と
講師との質疑応答や熱心な意見交換が行われました。

　参加者の方々からは、「官民連携の大切さを再認識した」「自分もできることに取組みたい」などの感想が聞かれました。
　これをきっかけに富士河口湖町でも、官民連携による新たなまちづくりの取組みが広がっていくことが期待されます。

ご寄付いただきました
灯籠流し実行委員会 様より　
　富士山世界文化遺産登録推進事業基金へ31万6,291円
真如苑 様より　
　富士河口湖町観光連盟へ10万円
よりよい町政のために役立てさせていただきます。
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　国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保
険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、
社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、
税額が軽減されます。
　控除の対象となるのは、平成31年1月から令和元年12
月までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や
追納された保険料も含まれます。
　また、ご自身の保険料だけではなくご家族（配偶者や
お子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている
場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
　なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社
会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を
行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明
する書類の添付が必要になります。
　このため、平成31年1月1日から令和元年9月30日まで
の間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に
日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除
証明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ず
この証明書または領収証書を添付してください。(令和元
年10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民
年金保険料を納められた方へは、翌年の2月上旬に送ら
れます。)
　税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮
の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。
保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
●問合せ　住民課 国保年金係　℡0555-72-1114

■販売場所等
　富士河口湖町役場2階　政策企画課
　　8時30分～正午、13時～17時15分（休日を除く）
　河口湖美術館、河口湖自然生活館、河口湖ハーブ館、
　河口湖ミューズ館･与勇輝館、道の駅かつやま、
　県立富士山世界遺産センター
　※各施設の開館状況については、個別にお問合せくだ
　　さい。
■販売価格　1部　500円
■購入方法　上記販売場所にて直接お買い求めくださ
い。町外の方や販売場所に来られない方は、カレンダー
代金と送料を現金書留で下記送付先住所までお送りく
ださい。代金が届き次第発送します。原則1人（1世帯）6
部までとさせていただきますが、数に限りがあるため在
庫状況により制限させていただく場合がありますのでご
了承ください。
　送料につきましては、居住地域や部数によって細かく
変動しますので、大変お手数ですが下記問合先までお問
い合わせください。
　なお、自治会加入世帯への全戸配付（未加入世帯は
窓口受け渡し）については、12月5日(木)に開始する予
定です。

●送付先住所・問合せ
　〒401-0392　南都留郡富士河口湖町船津1700
　　富士河口湖町役場政策企画課
　　町民カレンダー購入希望 宛　℡ 0555-72-1129

　国際交流協会では毎年恒例の韓国料理教室を開催い
たします。
　美味しい本格韓国料理で身も心も温まりながら、食に
よる異文化交流体験をしませんか？お友達、ご家族をお
誘いの上、お気軽にご参加ください。
　皆様のご参加をお待ちしております。
■日　時　11月17日（日）10時～13時頃
■場　所　中央公民館　実習室・和室
■講　師　松浦 恵さん
■参加費　500円
■定　員　20名（定員になり次第締め切ります）
■持ち物　エプロン・三角巾（バンダナ等）
■メニュー　コチュジャンチゲ、とびっこのおにぎり等
●申込み・問合せ　富士河口湖町国際交流協会事務局
（政策企画課 男女共同参画国際係）℡ 0555-72-1129

　勝山小中学校スクールバス及び給食運搬車運転手兼
用務員として勤務していただける方を募集します。
■募集人員　1名
■要　件　心身ともに健康で勤務可能な方
　　　　　大型運転免許を取得している方
■内　容　スクールバス及び給食運搬車運転、用務員
■採用期間　令和2年1月1日～令和2年3月31日
　　　　　　※更新制度あり
■勤　務　原則、平日の8時30分～17時15分
　　　　　※勤務時間は前後する場合があります
■待　遇　町規定の臨時職員基準額(日給6,850円）、
　　　　　社会保険加入
■選　考　履歴書と面接により決定します
■提出書類　履歴書、運転免許証の写し
■募集締切　11月25日（月）
●問合せ　学校教育課　℡0555-72-6052

　町内からJR中央線を利用して東京方面の大学等に通
学する大学生等のうち、令和元年に発生した台風19号の
影響によるJR中央線の運休を受けて、大学等に通学する
ことが困難であるため宿泊施設を利用された方に対し、
その宿泊費を山梨県と共同で補助することとなりました。
　該当となる方で補助申請を希望される方は、政策企画
課へご連絡ください。

納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です

韓国料理教室　
～食の異文化交流体験！～

台風19号に伴う県外通学困難者等
宿泊緊急支援について

【募集】スクールバス及び給食運搬車
  運転手兼用務員(臨時職員)

2020年町民カレンダー販売開始！
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■補助事業名　令和元年台風19号に伴う県外通学困難
　者等宿泊緊急支援事業費補助金交付事業
■補助対象者　下記の全てに該当する方
(1)JR中央線を利用して東京方面の大学等に通学してい
　る大学生等のうち、令和元年台風19号の影響により通
　学困難となって宿泊された方
(2)当町に住民登録のある方
(3)鉄道会社から通学定期券の発行を受けている方
■補助対象経費　令和元年10月14日(月)から17日(木)
　　　　　　　　 までの宿泊費(最大4泊分)
■補助金額　一泊につき5千円を限度とします
■交付申請　令和元年11月30日までに、下記の書類を
　提出してください
(1) 交付申請書兼補助金交付請求書（様式第1号）
(2) 申請者と補助対象者が異なる場合はその関係が分か
　  る書類
(3) 在学証明書または学生証の写し
(4) 宿泊代及び宿泊期間を証明するもの
(5) 通学定期券の写し
●問合せ　政策企画課　℡ 0555-72-1129

　くぬぎ平スポーツ公園の土グラウンドを改修する工事
を行うこととなりました。それに伴いまして、同グラウンド
の利用を下記の期間中停止させていただきます。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いし
ます。
■期　間　令和2年5月18日(月)～
　　　　　　　　　令和3年3月31日(水）（予定）
※今回工事を行うのは土のグラウンドです。天然芝サッ
　カー場は問題なく利用可能です。
※工事期間を変更する可能性がございます。その際には
　広報等で告知する予定です。
●問合せ　町民体育館　℡0555-73-1220

　秋も深まり山村風景に柿が映えるころになると、山に
サルやクマの餌が少なくなり、柿をねらって出没するよう

になります。また、サルやクマだけではなく、
ハクビシン、アライグマなども出没します。
　時には、人に危害を及ぼす場合もあります
ので、サルやクマの出没を防ぐためにも、柿を
もいでいただくようご協力をお願いします。
（不要であれば、伐採のご検討をお願いいた
します。）
　併せて、農作物等で収穫後の残渣（取り残し）などもエ
サになりますので、処分をお願いいたします。
●問合せ　農林課　℡ 0555-72-1115

　これから寒い季節に差し掛かり、ストーブの使用は欠
かせないものです。毎日の生活に必要なものですので、
近所の方もお互い快適に生活できるよう下記のことにご
協力をお願いします。
・日中ストーブを使わなくてもよいときは、できるだけ使
　用しない
・煙が出にくいよう配慮する（薪以外のものを燃やさない）
　新聞、生ごみを燃やすと燃えカスや悪臭の元になり、
　ご近所の洗濯物などにも付着し迷惑をかけてしまいま
　す。
・煙突のメンテナンスをこまめにする
　煙突内のススに火が燃え移り火事になる可能性があり
　ます。毎年1回の掃除を依頼することをおすすめします。

　煙が立つのが目で見えるため、二酸
化炭素を排出して環境に悪いのではな
いかと思われる薪ストーブですが、実
は環境に優しい暖房器具です。
　燃料となる木はもともと空気中にあった二酸化炭素と
太陽の光を吸収して成長したものです。つまり二酸化炭
素が年月をかけて循環しているので、二酸化炭素の量は
変わりません。（これをカーボンニュートラルといいます）
　石油価格に大幅に左右されず、環境に配慮した薪スト
ーブをご検討されてみてはいかがでしょうか。
●問合せ　環境課 生活環境係　℡0555-72-3169

くぬぎ平スポーツ公園 土グラウンド
改修工事に伴う利用停止について

サルやクマの出没を防ぐため
「柿」をもいでください

薪ストーブの使用についての
お願いと豆知識

【薪ストーブはエコ！】

【煙による苦情が毎年何件も寄せられています】

　恒例の富士山マラソンを来る１１月２4日㈰に開催いたします。開催に伴い、当日、
河口湖及び西湖地区において交通規制を行います。住民の皆様には大変ご迷惑を
おかけいたしますが、ぜひご理解の上、ご協力をお願いいたします。
　不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。

富士山マラソンに伴う交通規制ご協力のお願い

http://www.fujisan.ne.jp※交通規制図は富士河口湖町観光情報サイトに掲載してあります。

  富士河口湖町観光課　℡：72-3168
（一社）富士河口湖町観光連盟　℡：２８-５１７７　

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

12月5日㊍ 配布予定12月号広報
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ブロック塀の安全確認について
　平成７年の阪神・淡路大震災や、平成２３年の東日本大震災、また昨年の６月１８日に発生した大阪北部地震では
ブロック塀の倒壊により多くの被害や事故が起こりました。
　ブロック塀による被害は倒壊に巻き込まれる直接的な被害だけでなく、避難路
等の道路をふさいでしまい避難や消防活動、その他救助活動の妨げになるなど、
様々な問題の要因になります。
　山梨県でも被害が想定される『南海トラフ大地震』が、今後３０年以内に高い確
率で発生することが予想されており、災害に備えた早急な対応が求められます。
　災害が発生した際の安全確保のためにブロック塀の自主的な安全点検を実施し
ていただきますようお願いいたします。
　また、富士河口湖町ではブロック塀に係る以下の補助を実施しております。

　補助の内容及びブロック塀についてご不明な点等ありましたら都市整備課　都市計画係までお問い合わせください。

　昭和５６年５月以前に建てられた木造住宅を対象に耐震診断や耐震改修の補助を行っております。また、建物の
耐震改修と併せて行うブロック塀の耐震改修については、補助対象に含むことが可能になります。
※ブロック塀のみの耐震改修は補助対象外となります。
　〔対象事業〕総合評点が１．０以上となる改修工事
　〔補助金額〕最大で１２０万円　（高齢者・障害者・未就学児子育て世帯は最大で１５０万円）

◇既存ブロック塀の改善

　生け垣の設置に補助を行っております。既存のブロック塀を取り壊して生け垣を設置する場合にも補助金が出ま
す。（下記条件あり）
※ブロック塀の撤去のみの工事は補助対象外となります。
　〔対象事業〕町民が居住するために所有または管理する宅地の公道に面した場所に生け垣を設置する工事
　〔設置基準〕以下の基準を満たしているものを対象とします。
　　・公道に面していて長さが５ｍ以上のもの
　　・樹木の本数が１ｍあたりおおよそ３本以上
　　・樹高がおおむね１.２ｍ以上のもの（ただし、交差点に面した部分の樹高は道路面から０.８ｍ以下とする）
　　・樹木の枝幅が０．３ｍ以上のもの
　　・生け垣の設置位置が次のどちらかに当てはまる
　　　○道路中心線から２ｍ後退した位置（隣接道路の幅員が４ｍ未満の場合）
　　　○敷地境界線より０．５ｍ以上後退した位置（隣接道路の幅員が４ｍ以上の場合）
　　・土留めブロックの高さが０．５ｍ以下であること
　　・竹垣（またはこれに準ずるもの）を施すこと
　　・植栽する樹木が常緑樹であること

◇既存ブロック塀の撤去

生垣設置工事
ブロック塀取り壊し

（上限９，０００円／ｍ×植栽距離○ｍ）×２／３
（上限９，０００円／㎡×取壊面積○㎡）×２／３

１５万円
１０万円

制度内容 補助限度額 補助基本額
〔補助金額〕

〔問合先：都市整備課　℡0555-72-1179 〕

※ただし費用が補助対象基本額の単価に満たないときは経費の２／３の金額です。



広報 72019年 11月号

  マイナン
バーカードを作りませんか？  マイナン
バーカードを作りませんか？  マイナン
バーカードを作りませんか？  マイナン
バーカードを作りませんか？

～広がるマイナンバーカードの使い道～

●顔写真付の公的な身分証明書として使用できます。
●マイナンバーの提示と本人確認が、カード両面で一度に済ませることができます。
●マイナンバーカードを使ってコンビニで住民票、印鑑証明書が、役場窓口より
　安価に取得できます。（利用時間：6時30分～23時 年末年始除く）
●健康保険証としての利用が今後スタートする予定です。
●マイナンバーカードを活用した消費活性化策の「マイナポイント」の利用を
　準備中です。（令和２年度実施予定）
●マイナポータル（政府が運営するオンラインサービス）が利用できます。

　お手元のマイナンバー通知カードに付属の申請書で、郵送、パソコン、スマートフォン等で申請ができます。
また、お写真を用意してご来庁いただければ町役場でも申請のお手伝いができます。初回の発行手数料は
無料です。ぜひこの機会に申請しましょう！

マイナンバーカード住民課　窓口係　0555-72-1114　または、お問い合わせ

申請方法のご案内

　現在、富士北麓地域の企業の従業員の確保課題は深刻であり、これは地域経済にとっても重要であると
ともに、地域の担い手である若者が減少し、人口減少に拍車をかける結果に繋がることが懸念されています。
　このような背景から、周辺市町村と連携を図り、北麓地域６市町村（富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・
富士河口湖町・鳴沢村）で、地元企業への就労に関心がありＵＩＪターンをする学生や、定年退職者や子育て世代
の女性で短時間や条件付雇用を希望する方等に対し、企業紹介や雇用情報、イベント情報等をリアルタイムで
掲載する富士北麓総合求人サイトを令和２年２月に開設を予定しています。
　サイト開設にあたり、企業向けの説明会を下記日程で開催し、その後、サイトへの登録企業の募集を行います。
　人材募集に苦慮されている、富士北麓地域にある企業の皆さんの積極的な登録をよろしくお願いします！

富士山の麓で、仕事しませんか？
仕事と人生を楽しむ求人サイト！
富士山の麓で、仕事しませんか？
仕事と人生を楽しむ求人サイト！
富士山の麓で、仕事しませんか？
仕事と人生を楽しむ求人サイト！

北麓地域６市町村で（富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村）
富士北麓総合求人サイトを開設します!!

●日程：令和元年12月6日（金）
　　　　第１回目　午前10時から午前11時30分（予定）
　　　　第２回目　午後　２時から午後３時30分（予定）
　　　　第３回目　午後　６時から午後７時30分（予定）
●場所：富士吉田市民会館小ホール（富士吉田市緑ヶ丘２-５-23）
●内容：本サイトの概要・入力操作方法の説明等
●対象：富士北麓地域にある企業
※事前申込については、不要。

企業向け説明会

問い合わせ先　観光課商工係　７２－３１６８
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　農業用ビニ－ル・マルチの回収を下記日程のとおり行いますので、最寄の場所にて、受付のうえ、持ち込みを
お願いします。（※回収物の処理に係り、持ち込む方を把握する必要がありますので、必ず受付のうえ、持ち込
みいただきますよう皆様のご協力をお願いします。）

１１月１9日（火）

１１月20日（水）

午前  ８時～午前  ９時３０分
午前１０時～午前１１時３０分
午前  ７時３０分～午前  ９時
午前  ９時３０分～午前１１時
午前１１時３０分～午後  １時３０分

河口多目的広場前
大石公園駐車場
中央公民館前駐車場
勝山ふれあいド－ム駐車場
富士ヶ嶺公民館前駐車場

月　日

品　　目 方　　法

時　　間 場　　所

農業用ビニ－ル・マルチの回収について

持ち込みのできる品目及び持ち込み方法

回収日程

野菜用マルチ
育苗プラグ苗トレイ・育苗連結トレイ
茶色に劣化、泥等が付着したハウスビニール
飼料用ロ－ルのラップ

肥料・土壌改良剤等の袋
花き出荷用かごケース
花き苗・野菜苗の鉢

（※糸入りハウス用ビニールは回収しませんので、
　ご注意ください）

※ブル－シ－トは回収しませんので、ご注意ください。
※上記状態になっていない場合は、手直しをしていただきますのでご了承願います。

富士河口湖町農林課　　　  （７２）１１１５
ＪＡ北富士本所　　　　 　 （７２）１４３９
ＪＡクレイン富士豊茂支店　（８９）２０１１

お問い合わせ先

ハウス用ビニール

ＪＡ北富士・ＪＡクレインにて販売している専用
の廃プラ回収袋に入れる
（※他の袋では回収しませんので、ご注意くだ
　さい）

折りたたみ、紐で十字に縛る

重ねて、紐で十字に縛る

透明の袋に入れる

～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」

―平成18年梅雨前線による豪雨（平成18年7月）―（諏訪市 30代 女性）

『長靴流され、泥の中を避難』

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

　私が住んでいたのは、ちょうど土砂災害があった地域です。土砂崩れがあっ
たというので、家の外を見たら、車がプカプカ浮いていて、土砂が流れていまし
た。それで、家のドアとか窓をあけないようにして、土砂が引くのをずっと待って
いました。大体3時間くらいしたら水が引いて泥だけになってきたので、外に出
て、避難所へいきました。泥の中を歩くので、「沈んでしまったらどうしよう、で
きるだけ自分を身軽にしなきゃ」と思って、何も持たずに避難しました。
　避難するのに一番困ったのは長靴です。長靴はいつも家の外においてあったので、どこかに流されてしまい、必要な時
に使えなかったんです。長靴は家の外じゃなくて、中に入れておけばよかったなと思いました。



健康のまちづくり
Healthy community building

献血のお知らせ献血のお知らせ献血のお知らせ
～あなたのやさしさわけてください～

●日　時：令和元年１１月２６日（火）　 午前１０時～１２時

●場　所：勝山ドーム駐車場

●対象者：１６歳から６９歳の健康な方

●持ち物：献血カード（献血手帳）
　　　　  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)

※６５歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、６０～６４歳の間に
　献血経験のある方に限ります。

※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。

※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。

たんぱく尿が出たり、腎機能の低下が３ヶ月以上続いている状態のことを慢性腎臓病と言います。
放置すると透析や腎移植が必要となることもあります。
自覚症状が少なく、定期的な健康診断による早期発見が大切になります。

お問い合わせは健康増進課  TEL０５５５－７２－６０３７

問合せ先：健康増進課 健康増進係　TEL０５５５－７２－６０３７

「慢性腎臓病（ＣＫＤ）」、ご存じですか？「慢性腎臓病（ＣＫＤ）」、ご存じですか？「慢性腎臓病（ＣＫＤ）」、ご存じですか？

●日　時：１１月２２日（金）14：00～16：00（受付13：40）
●対象者：参加料無料で誰でも参加できます。
※予防が大切な病気です。是非ご参加ください。

慢性腎臓病（ＣＫＤ）講演会

●場　所：中央公民館２階 視聴覚室
●講　師：山梨赤十字病院　腎臓内科医　加藤謙一先生、町栄養士、保健師
●内　容：・腎臓の働き　・慢性腎臓病はどんな病気？　・予防と治療について
　　　 　・「今日からできる」減塩方法について　・塩分測定（希望者のみ）

お申込みについては、健康増進課 健康増進係 までご連絡ください。
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　児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応のためには、地域のみなさまの理解と関心が不可欠です。子どもたち
の健やかな成長のために、子育て家庭の見守りや応援、声かけなど地域のみなさまのご協力をお願いします。

【相談先】　子育て支援課　児童福祉係（児童家庭相談窓口）　☎　0555-72-1174

「１８９（いちはやく）  ちいさな命に  待ったなし」
11月は児童虐待防止推進月間です。

!

※一部のIP電話からはつながりません。
※令和元年12月より通話料が無料化されます。
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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

　１１月は、家庭や学校、地域等の社会全般にわたり、児童虐待問題に対する関心と理解を得ることができるよう、
虐待防止のための広報・啓発活動など種々な取組を集中的に実施する「児童虐待防止推進月間」です。

　昨年度の子どもの虐待防止に関する啓発、キャンペーンとしての「児童虐待防止推進月間」の標語は、
「未来へと 命を繋ぐ 189（いちはやく）」でした。命の大切さ、子どもの成長の尊さ、そして子どもを守る
ための児童相談所への連絡の大切さが上手にまとめられて標語になっていますね。少しでも児童虐待が
減ること、そして各機関へ相談することを通して障害を抱えていることが理由で起きる虐待等も未然に
防げるようになってほしいものです。

児童虐待は、近年急激に日本で増加している社会問題の
一つです。児童虐待の発生要因は、明確な共通見解は得
られていないものの、発生のリスク要因は明らかにされ
てきており、危機状況の家族や育児困難を感じている親
子を見極めるための目安として重要視されるようになっ
てきています。ですが、それらの要因（障害等も含む）を
多く有しているからといって、必ずしも虐待につながるわ
けではなく、リスク要因を抱えているとして児童虐待と安
易に結びつけた新たなスティグマを生じさせる危険をも
内包していることに気を付けていかなければなりません。
適切に判断するためにリスク要因だけではなく、虐待を
発生させることを防ぐ防御因子とのバランスを意識した
評価が重要になります。

虐待に至るおそれのある要因（リスク要因）は、大きく
３つに分類されています。１つ目は、保護者側のリスク要
因、２つ目は、子ども側のリスク要因、３つ目は、養育環
境のリスク要因になります。児童虐待は、いつでも、どこ
にでも起こりうるという認識を持つことが大切になりま
す。子育て支援サービスの充実を図りつつ、虐待が発生
しやすい家庭環境にいる子どもやその保護者に対する支
援を充実させていくことも重要と言われています。児童
虐待は、子どもの生命に関わる問題であり、子どもにとっ
ては人権侵害の問題となります。虐待という問題は、子ど
もの心に大きな傷を残し、情緒面や行動面の問題、人と
の関係性を上手に結んでいくことへの不安感や苦手意識
等も芽生えさせます。成長していく中で、社会性や対人関
係上の困難性を抱える場合も少なくありません。子ども
の豊かな心を育み、健全な成長・発達を支援していく体
制を富士河口湖町でも充実させていき虐待の発生予防に
取り組む必要があります。

子ども虐待対応の手引きの「第２章」発生予防のページ
にまとめられています。引用していきますが、「保護者側
のリスク要因」として、妊娠そのものを受容することが困
難（望まぬ妊娠、１０代の妊娠）、子どもへの愛着形成が
十分に行われていない。（妊娠中に早産等何らかの問題
が発生したことで胎児への受容に影響がある。長期入院）、
マタニティーブルーズや産後うつ病等精神的に不安定な
状況、元来性格が攻撃的・衝動的、医療につながってい
ない精神障害、知的障害、慢性疾患、アルコール依存、薬
物依存、被虐待経験や育児に対する不安やストレス（保
護者が未熟）等が挙げられています。次に「子ども側のリ
スク要因」としては、乳児期の子ども、未熟児、障害児や
何らかの育てにくさを持っている子ども等が挙げられて
います。最後に「養育環境のリスク要因」としては、未婚
を含む単身家庭、内縁者や同居人がいる家庭、子連れの
再婚家庭、夫婦関係を始め人間関係に問題を抱える家庭、
転居を繰り返す家庭、親族や地域社会から孤立した家庭、
生計者の失業や転職の繰り返し等で経済不安のある家
庭、夫婦不和、配偶者からの暴力等不安定な状況にある
家庭、定期的な健康診査を受診しない等が挙げられてい
ます。

児童虐待を発見したら、見て見ぬふりをせず、放置せず、
社会全体のかかわりで解決していきましょう。そうは言っ
ても、どうしてよいものかわからない、知り合いだし、そ
れぞれの家庭のことだから・・・、かかわりを遠ざけるた
めのたくさんの理由が挙がってきます。先ずは、「１８９」
に電話してみてください。最寄りの児童相談所へつなが
る電話番号になっています。連絡は匿名で行うことがで
き、連絡者や連絡内容についても非公開で受け付けてい
ただけます。

児童虐待

主な虐待発生の要因

３つのリスク要因

児童虐待かと思ったら



～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　富士北麓訪問看護ステーション　権守小百合

訪問看護をご存知ですか？訪問看護をご存知ですか？
専門の看護師が24時間365日　訪問します

１、医療機器を使っていても医療処置があっても
　 自宅での生活が出来ます。
２、退院前からご相談に応じます。
３、自宅で最期まで過ごすことが出来ます。
４、緊急時も対応できます。

富士北麓訪問看護ステーション
　☎0555-22-8852

訪問看護　リハビリステーション　かみよし
　☎0555-73-8800

幸　訪問看護ステーション
　☎0555-75-1987

訪問看護についてのお問い合わせは
下記の訪問看護ステーションまで・・・・訪問看護からメッセージ
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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

第16回『フードドライブ』に
ご協力ください。

「令和元年台風第19号災害義援金」の
募集について

　9月8日に首都圏を直撃した台風15号の暴風雨により、
千葉県内において広範囲にわたり停電や断水等の甚大
な被害が発生し、県下41市町村において災害救助法が
適用されました。千葉県共同募金会では、被災された方
々を支援することを目的に、義援金の募集をしています。

【受付期間】
　令和元年9月17日（火）から同年12月30日（月）

【義援金の配分】
　寄せられた義援金は千葉県へ送金し、千葉県が設置す
る義援金配分委員会を通じ、被災された皆様に配分しま
す。

　NPO法人フードバンク山梨では、県民による食品の
寄付活動『フードドライブ』（地域の中で集まった善意の
食品を地域福祉に活かす取り組み）を行っています。家
庭で余っている賞味期限内でまだ十分に安全に食べら
れる缶詰、レトルト食品、乾麺、飲料や菓子類など保存性
が高い食品に加え、乳幼児のオムツや粉ミルクなども集
めています。富士河口湖町社会福祉協議会では、今回も
フードドライブの拠点（食品の集荷場所）として協力しま
す。町民の皆様からのご協力をお願いいたします。
■期間　令和元年12月２日（月）～1３日（金）
■集荷場所　富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　（町民福祉館ふじやま）
■注意事項
・賞味期限が記載されており、期限が2019 （令和元年）
　１２月以降のもので未開封のもの。
・破損で中身が出ていないもの。
・お米は平成30年度以降のもの。
■問合せ先
　フードバンク山梨：055-298-4844
　富士河口湖町社会福祉協議会：72-1430

　令和元年度台風第19号に伴う災害により、各地で人
的被害をはじめ、堤防の決壊による住宅への浸水被害、
土砂崩れによる家屋の倒壊等の甚大な被害が発生し、
複数都県の市町村に災害救助法が発令されました。
　共同募金会では、被災された方々を支援することを
目的に次のとおり義援金の募集を実施いたします。

【受付期間】
　令和元年10月16日（水）から同年12月30日（月）
【義援金の配分】
　義援金は被災地それぞれの行政、共同募金会、日本赤
十字社各支部等で構成される災害義援金の募集・配分
委員会において取りまとめを行い、配分基準に基づき各
市町村を通じて被災者に配分されます。

令和元年
『台風 第15号 千葉県 災害義援金』の

募集について

金融機関名 支店名 口座番号 口座名義

普通
3495585本店営業部

普通
0702826

千葉駅北口
支店

千葉信用
金庫

普通
1081550本店営業部千葉興業

銀行

普通
3286924本店営業部京葉銀行

千葉銀行 社会福祉法人
千葉県共同
募金会

備考欄に
『令和元年台
風第15号千葉
県災害義援金』
と記入してく
ださい。

00160-2-293218ゆうちょ
銀行

千葉県共募　
令和元年台風
第15号千葉県
災害義援金

【取扱機関】

【取扱機関】
金融機関名 支店名 口座番号 口座名義

00130-0-
421020

普通預金
0162529
普通預金
0126781

東京
公務部
東京
公務部

ーゆうちょ
銀行

三井住友
銀行
りそな
銀行

中央共同募金会
令和元年台風第19号
災害義援金

(福)中央共同募金会　
災害義援金口

(福)中央共同募金会



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7回　「鎌倉街道と川口（河口）御師」

2019年度　富士河口湖町　世界遺産富士山・郷土発見講座

富士河口湖町世界遺産富士山・郷土発見講座・現地学習会

　古代の東海道甲斐路とその経路を継承する中世以降の鎌倉街道は甲斐国と都や幕府を結ぶ重要な交通路として歴史を積み
重ねてきました。その経路上の難所である御坂峠の南に位置し、宿場として旅人を支えてきたのが富士河口湖町河口地区です。
甲府盆地をはじめ、西・北関東、中部地方から富士山を参詣するために往来する道者に宿と食事を提供し、不浄祓いや祈祷を
行う宗教者が川口（河口）御師でした。今回は、富士山の主要な参詣路である鎌倉街道と川口（河口）の御師の活動について
考えます。

　武田信虎が甲府の躑躅ヶ崎館を構えて今年で500年の節目を迎えました。中道往還は甲府と駿河湾を結ぶ最短のルートで、
甲斐国の重要な軍事路、塩や海産物の輸送路として機能しました。甲斐・駿河の国境を目前にした本栖には、駿河の今川氏を
はじめとする他国勢の侵攻を抑えるために、城や石塁などが築かれました。今回の現地学習会では、本栖の中道往還周辺に所
在する史跡・文化財を散策して、国境の要に迫ります！

【主　催】富士河口湖町教育委員会生涯学習課文化財係・富士河口湖町中央公民館
【日　時】令和元年11月21日（木）　午前９時～午後４時（予定）　※雨天中止
【講　師】杉本悠樹・村石眞澄（文化財係）　【協　力】山梨県考古学協会
【集　合】富士河口湖町役場　【定　員】20名（要申込み）　【参加費】無料
【持ち物】昼食（お弁当）・飲物　【服　装】動きやすく汚れてもよい服装、履きなれた靴
【申込み開始】令和元年11月11日（月）午前９時（定員になり次第締切）
【お問合せ・申込み】72-6053（生涯学習課文化財係）

（集合・出発）富士河口湖町役場→（バス移動）→本栖湖県営駐車場→本栖湖→渡辺囚獄佑屋敷跡・墓所→中道往還の古道・
石塁→本栖城山（城跡案内・昼食）→石塁→江岸寺→山神社→本栖湖県営駐車場→（バス移動）→富士河口湖町役場（解散）

●日　時：令和元年11月13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。

「中道往還～甲駿国境の要・本栖をめぐる」「中道往還～甲駿国境の要・本栖をめぐる」「中道往還～甲駿国境の要・本栖をめぐる」
かなめ

行程（ルート）

富士河口湖囲碁クラブ主催 富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会第30回

船津

地区 場　所 曜 日 時　間 連 絡 先

勝山

河口
大石

湖南町公民館 毎週
土曜日

午後1時
　　～4時

午前9時
～午後4時

午前10時
～午後4時

第2・第4
水曜日

毎週
日曜日

持山 勇喜
73-1375

駒井　彰
76-7031

小林　茂一
070-3522-6663

河口地区公民館

ふれあいドーム
和室

　囲碁好きな方必見！本格的なトーナメントで大人から子どもまで熱戦を繰り広げます。初心者さんも
ベテランも気軽に参加してください。
●日　時：11月23日（祝）  午前8時30分～午後4時
●場　所：勝山ふれあいセンター
●参加費：大人　1,500円　小中学生　500円（食事代含）
●対　象：小学生以上
●競　技：レベル別で開催（少年の部、有段者A・B）
●定　員：50名（定員になり次第締切）
●申込・問合先：11月15日（金）までに生涯学習課へ
※各地区で囲碁愛好者が囲碁をやっています。
　囲碁を習ってみたい方、気軽に足を運んでみてください！
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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

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。

　お子さんが，「学校に行きたくない」と言ったらどうしたらいいのでしょう。
「学校は行かなければいけないの」では，お子さんの気持ちを突きはなした
ものになってしまいます。大切なのは，「お子さんの気持ちを受け止める」
「共感」です。それなら，「休みなさい」はどうでしょう。お子さんは，行動面
で受け入れてもらったと感ずるかもしれませんが，気持ちを受け入れてもら
ったとは感じないでしょう。気持ちに共感し，受け止める対応としては，「行
きたくないんだね」「辛いんだね」と言うことではないでしょうか。そして，
「どうして行きたくないの？」とつながっていければいいですね。
　「行きたくない」「辛い」「○○が嫌だ」など，訴えることができず，「頭が
痛い」「おなかが痛い」と言ってくる場合もあります。そんな時は，「大丈夫？」
「どうしたの？」と，寄り添いから始め，言葉に出せるようにしていけるとい
いですね。
　お子さんの辛い気持ちがわかっても，どうしたらよいか分からないことが
あります。そんなとき，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。」，「親として何をしてあげたらよいのか困っています。」など教育
センターに声をかけてください。

「学校へ行きたくない」と言われたら・・・

困っていること
　　悩んでいること
　　　　相談してみませんか

教育に関するお悩みは
　　　　教育センターへ

困っていること
　　悩んでいること
　　　　相談してみませんか

教育に関するお悩みは
　　　　教育センターへ

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
電　話/0555-83-3022
メール/ed-center@kawaguchiko.ne.jp

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

河口地区公民館まつり河口地区公民館まつり河口地区公民館まつり第33回大石地区文化祭大石地区文化祭大石地区文化祭第32回

将棋好き集まれ！真剣勝負のリーグ戦で実力を試そう。
栄冠は誰の手に！

子ども将棋大会子ども将棋大会

●日　時：12月15日（日） 午前9時～午後4時
　　　　（午前：予選リーグ・午後：決勝リーグ）
●場　所：子ども未来創造館　　
●対　象：小中学生
●持ち物：お弁当　　　　　　　
●講　師：平山　聡先生

申込み受付中　生涯学習課　72-6053

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。

中央公民館ロビー展示

『フランスホストタウン子ども絵画展』
（政策企画課）

『フランスホストタウン子ども絵画展』
（政策企画課）

11月5日（火）午後～11月29日（金）午前

11月17日（日） 午前9時30分～
大石小学校体育館並びに校庭
多くの皆様のご参加お待ちしております

問合先　大石公民館
℡0555-76-7702

11月10日（日） 午前9時～
河口小体育館

多くの皆様のご参加お待ちしております
問合先　河口地区公民館まつり実行委員会

℡0555-76-7302（河口出張所）

富士河口湖町の子どもたちにフランスの絵を募集しました

☆やみつきになる面白さ☆
●期　日：11/15・12/13　金曜日　●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

NIGHT　ＺＵＭＢＡ
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休館日

休館日

1111/10 12 13 14 15 16

1817 19 20 21 22 23

25 26 27 28 29 30

212/1 43 5 6 7

令和元年 11月10日～12月7日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

休館日

AMプラレール

AMプラレール

将棋教室

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

リトミック

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

ク富バレエ

キッズ＆
　ママフィット

キッズ＆
　ママフィット

ク富バレエ

キッズ＆
　ママフィット

ク富ズンバ

ク富ズンバ

ワイワイ

おもちゃ病院

ふれあい教室B

ふれあい教室B

エコフェスタ

○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
AB

つどいの広場 funfunくらぶ
(クラフト・
 クリスマスSP）

funfunくらぶ
(脳トレ）

funfunくらぶ
(AM：PM）
(クッキング・
 クリスマスSP）

○栄

つどいの広場○栄

（からだの日）

（お誕生日会）

（助産師相談）

＜休館日＞
11月10・23・24日
＜休館日＞

11月10・23・24日

☆どなたでも☆

☆乳幼児対象☆

24

☆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。ま
た妊活中ママや妊婦さん、産後ママのための助
産師相談もあります。（要予約）基本毎月第1金
曜日13:00～15:00です。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

（おやこの日）

　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きたえるのが《脳ト
レ》どんどん挑戦しよう！

　鼻の光るサンタを作ります！
壁にかけたり、ツリーにつる
したり・・・クリスマス気分を
盛り上げよう！！

　簡単な材料と身近なものを
使ってステキでおいしいクリ
スマスケーキを作ります♪
デコレーションでオリジナル
のケーキにしましょう！

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
11月13日㊌

歯科指導の日
歯科衛生士さんのプチ相談と講話

11月27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

11月20日㊌

読み聞かせの日
司書さんおすすめの絵本の紹介

12月4日㊌エコフェスタエコフェスタエコフェスタ
　小学生くらいまでの、眠っ
ている衣料品や、おもちゃ
はありませんか？
エコフェスタはお金の授受
はしないで、それらの物を
有効活用するイベントです！
お誘い合わせてどうぞ♡

日　時：11月27日(水) 9:00～16:00
＊衣類等出品して頂ける方は、事前に連絡
　をください。

　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：11月12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：11月21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：「子どもの食事と睡眠」
日　時：12月3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

日　時：11月16日（土） 13:00～15:00
申込み：定員：持ち物：参加費：なし

ｆunfu
nくらぶ

ｆunfu
nくらぶ

ｆunfu
nくらぶ

ｆunfu
nくらぶ

脳トレ２０１９❹脳トレ２０１９❺脳トレ２０１９❺

～クリスマスクラフト～

キラッとスノーマンクリスマスキラッとスノーマンクリスマスキラッとスノーマンクリスマス

ｆunfu
nくらぶ

ｆunfu
nくらぶ～クリスマスクッキング～

DanDan ツリーケーキDanDan ツリーケーキDanDan ツリーケーキ

日　時：11月30日(土) 14：00～16：00
申込み：11月16日（土）13：00～
定　員：小学生20人　参加費：300円
持ち物：はさみ・ボンド・カラーペン

だ ん だ んだ ん だ ん

日　時：１２月7日(土)　　
　①10：00～12：00  ②14：00～16：00
　＊①か②どちらか選んでください。　
参加費：３００円　定員：小学生各15人
持ち物：エプロン・三角巾・マスク・お手ふき
申込み：１１月１６日(土) １０：00～

※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。

　　　　
月～金曜日：9時～18時
土・日曜日：9時～17時

開館時間開館時間

親子ふれあい教室のため、
11/26の午前中は、
プレイルームの一般
利用はできません。
ご協力をお願いします。

〰〰〰〰

〰〰〰〰
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※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：11月30日（土） 15時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「兄弟」なかにし礼 著　

1冊の本から見える、いろんなきもち。
第153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／3日㈰、23日㈯は祝日のため、29日㈮ 館内整理日のため休館

1111/10

12/1

12 13 14 15 16

令和元年 11月10日 ～ 12月7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～ 19:30～

1817 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

2 3 4 5 6 7

読書会 15:00～

14:00～
小さな秋の朗読会

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

文学講座

19:30～

文学講座

19:30～

文学講座

19:30～

文学講座

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

休館日休館日休館日休館日

…………………………………………………………………………

小さな秋の朗読会小さな秋の朗読会小さな秋の朗読会第51回
ほっとするひと時を過ごしませんか？
■日　時：11月30日(土) 14時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■内　容：「虹の橋からのエール」若山三千彦著

　　 　　　『看取り犬　文福の奇跡』
　　　　　　　　　　　　　　　　読み手:古屋さき子さん　　　　　　　
　　　　 「ひみつぼ」小林賢太郎著

　　　　　『こばなしけんたろう』 読み手:中村栄子さん

シダーローズで
クリスマスリースを作ろう

シダーローズで
クリスマスリースを作ろう

シダーローズで
クリスマスリースを作ろう

　大石紬や養蚕に関する本を集めました。
地域おこし協力隊と連携し、今夏の養蚕の様子を地域の方
が記録したスケッチブック、養蚕道具、春の繭・夏の繭、大
石紬などの展示も行います。
　この機会に「大石紬」について、より知っていただけたら
と思います。展示は、11月20日から12月下旬。

■日　時：令和元年 11月　6日(水) 19：30～
　　　　　　　　　11月13日(水) 19：30～
　　　　　　　　　11月20日(水) 19：30～
　　　　　　　　　11月27日(水) 19：30～　
　　　　　　　　　12月　4日(水) 19：30～
■講　師：山口　隆之氏（富士学苑高校教頭）
■場　所：生涯学習館　学習室1
■定　員：15名　　　　

 本の病院ひらきます 本の病院ひらきます 本の病院ひらきます 本の病院ひらきます第3回
　皆さんの愛着のある本を図書館職員と修理ボランティア
が修理します。修理してほしい本を図書館にお持ちください。
（一人２冊まで）

■日　時：12月5日(木)10時から15時
■申込み：11月26日～12月4日

■日　時：12月14日(土)10：00～（2時間程度）
■場　所：生涯学習館　学習室1
■対　象：どなたでも(小学4年生以上)
■参加費：300円
■持ち物：ニッパー、飾り付けしたい物
■定　員：15名
基本材料はこちらで用意します。詳細はお問い合わせください。

文学講座（全5回）文学講座（全5回）文学講座（全5回）
古典に親しんでみませんか？

本年は「万葉集」を読んでみます。

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
○大石紬・養蚕について知ろう○



乳ヶ崎の魔王神社について
　乳ヶ崎の魔王神社は県道707号線（大橋通り）と県道714号線（鳴沢・富士河口湖線）の
乳ヶ崎南交差点から県道714号線を西方向（鳴沢方面）に100ｍほど行った右側高台に鎮座
しています。小字 西上ノ段（船津地番）の崖上に位置する小さな祠ですが、眼下に乳ヶ崎の
集落を見下ろすことが出来ます。古代・中世には、集落のある里と神聖な山との境に位置して
いたと推測されます。近隣の勝山の魔王神社は，冨士御室浅間神社の境内に鎮座しています
が、乳ヶ崎の魔王神社は独立し、近くにはかつて山神社も鎮座していました（現在、山神社は
金山神社境内に遷座）。
　魔王神社という名前から神仏混淆の神社であることがわかります。
魔王とは、第六天魔王または魔王天ともいい、仏教の教えの中にあり
ます。それが日本古来の神の信仰に結びついた神社です。そして、神仏
混淆思想は山岳信仰にもつながります。
　地元では「おまぼ」または「おまぼう」（以下「おまぼ」のみ記）とよば
れていますが、「おまぼ」というよび名は、寺社における塔頭等の名称を
「〇〇坊」といいます。「お」をつけて「お魔坊」という社坊、あるいは、
「お魔坊」という坊さんを指す、又は、「まおう」の語頭に「お」をつけた
場合、古代の日本語では語の頭では母音になりますが、後部では母音を使わないため「おまぼ」、それとも、二重母音が
発音しにくいため「おう」が「ぼ」に転訛した等、「おまぼ」というよび名の由来は種々考えられます。
　魔王天＝魔王ですので、鳴沢村の魔王天神社資料を下記に紹介します。
　「魔王天神社は、神仏混淆の神社で、この魔王天という仏教の世界観を表す天部の文字をつけた神社の名称にな
っている。･･･（中略）また、魔王という恐ろしい名の神であること、経津主神という剣を神格化した武神であることから、
先の大戦には、弾よけの神、武運長久の神として近郷近在から信仰をあつめた。･･･（中略）古代史の研究家によると大
六天・魔王天の神社はかなりの数あったといわれているが、廃仏毀釈の折、魔王天のような天部の名のついた仏教的神
社は廃止された。鄙の神社であったため目こぼしがあったのか、そのために現代までこの神社名で残ってきたと想像さ
れる。」と 鳴沢村役場ＨＰにあります。
　また、多くの剣先が祀られている鳴沢村の魔王天神社は富士山五合目の小御岳神社の本宮であり、その小御岳神社
は山岳信仰である修験の霊地です。「小御岳は富士山より先に出現した山であり、地勢的に有名な地に鎮座し、山岳信
仰の霊地とし朱雀天皇承平７年(937年)７月17日の創建にして、後花園天皇康正２年(1465年）社殿の御造営をなす」
と 山梨県神社庁HPにあります。
　以上のことから、乳ヶ崎の魔王神社も修験と関係する可能性があります。それと共に、近隣地域の他の魔王神社も修
験につながると推測されます。
　尚、富士河口湖町内及び富士吉田市内に鎮座する他の魔王神社を下記に紹介します。
　　・富士河口湖町･･･勝山　冨士御室浅間神社境内の魔王神社
　　・富士河口湖町･･･船津　大久保の外川氏魔王権現
　　・富士吉田市　･･･向原　古原の麻王社。麻王の森に第六天魔王を祀る神社
　　　　　　　　 　　この麻王社は明見湖（蓮池）の近くにあります（明見湖は富士講の内八海巡りの巡拝地）。
　また、富士河口湖町内の西湖の薬明神社、大嵐の蓮華寺はともに修験との関係が深いことが知られています。役行者
（修験道の開祖）が富士山への登拝のため修行したと云われる十二ヶ岳は、最高峰に山霊を祀って最上権現と称したと
伝えられ、麓の西湖薬明神社には多くの修験者が参拝しました。大嵐の蓮華寺は、「蓮華寺は（修験道時代）壇の山
（現 足和田山）に行場を構え（蓮華寺奥の院と号す、礎石現存せり）修験の法を修し。これにより壇の山から小室まで
の道筋を道者道という」と 蓮華寺資料にあります。役行者が修行したと云われる檀の山には、現在でもその屋敷跡が
あり近くの小高い場所の祠には剣先が祀られています。
　尚、山岳信仰である修験は、近世に爆発的な隆盛を迎えた富士講の源流でもあります。その富士講を受け入れる
土壌となる修験が、古代から中世へと富士山二合目の冨士御室浅間神社をはじめとして、前述の富士山五合目の小御岳
神社、大嵐の蓮華寺、西湖の薬明神社等により富士北麓一帯に拡がっていたことが知られています。そして、乳ヶ崎の
魔王神社及び近隣地域の魔王神社もその土壌のひとつに加えられるという可能性があります。また、それについては今
後も調査研究が必要と考えています。
引用及び参考資料
　『ふるさとの社寺』（河口湖町教育委員会）、鳴沢村役場HP、蓮華寺資料、山梨県神社庁HP、角川書店『日本地名大辞典』

（文化財審議会委員　渡辺　健）
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i nformationnformation インフォメーション

■主　催　都留文科大学管弦楽団
■日　時　11月17日(日)
　　　　　開場14時　開演14時30分
■会　場　都の杜うぐいすホール　大ホール
■入場料　無料（全席自由）
■曲　目　ヨハン・ シュトラウス二世／歌劇「こうもり」
　序曲、ヨーゼフ・シュトラウス／天体の音楽、ヨハン・シ
　ュトラウス二世／美しく青きドナウ、ドヴォルザーク／
　交響曲第七番
●問合せ　団長　田村　℡ 03-6731-2867
　メール　tsuru.orchestra.dancho@gmail.com

■日　時　11月24日(日)
　　　　　開場 13時30分　開演 14時
　　　　　※開演前ウェルカムコンサートあり
■場　所　ふじさんホール
■入場料　無料(チャリティー)
■指　揮　岡 良介
■曲　目　ルパン三世のテーマ／音楽物語「ライオンキン
　　　　　グ」／朝ドラ100作記念特集 他
●問合せ　℡ 0555-23-0033 (フジヤマ 小野)

　社会福祉法人ありんこでは、毎年「共生社会について
考える研修会」を開催しております。
　昨年は、テーマを『知ってもらいたい我が町の福祉事業
所』とし、地域で活動を展開されている福祉事業所の皆
様より、事業所の目的・理念・活動内容や地域へのアピー
ル等についてお話をいただき、今年も昨年同様のテーマ
で開催いたします。
　「福祉事業所ってどんなところ？」「障害のある人は、ど
んな生活を送っているの？」などを知ってもらい、我が町
での「福祉事業所と地域のつながり」について、一緒に考
えてみませんか？
■日　時　11月30日（土）　13時30分～16時
■場　所　富士吉田市民会館 3階 会議室1,2,3
■定　員　60名
　　　　　（定員になり次第、締め切らせていただきます）
■内　容　参加福祉事業所からのお話
■対象者　富士東部圏域にお住まいの方、関心のある方、
　　　　　どなたさまでも参加いただけます
　　　　　（手話通訳がつきます）
■申込み　11月25日（月）までに下記問い合わせ先へ、
　　　　　電話でお申し込みください。

※車イスでのご来場、手話通訳者が必要等、配慮等を希
　望される場合は、おっしゃってください。
●問合せ・申込先　社会福祉法人ありんこ
　ライフサポートセンターありんこ　研修担当
　〒403-0017　富士吉田市新西原3-4-20
　　℡ 0555-30-0505　FAX 0555-30-0506

■日　時　11月30日（土）13時30分～16時30分
※予約不要･当日受付、受付は16時まで
■場　所　山梨県弁護士会館（甲府市中央1-8-7）
■相談担当　臨床心理士、弁護士
■相談内容　子どもまたは夫婦に関する相談全般
●問合せ　山梨県弁護士会 事務局 曽根
　　　　　　℡ 055-235-7202

　ＥＱとは…対人関係や感情と思考のマネジメントに重
点を置いた「心の知能指数・感情・知性」。誰もが生まれ
ながらに持っている能力であり、教育や学習、訓練などに
よって開発することが可能です。
　論理的に物事を考えて伝えられる、感情に流されず言
いにくいことを伝えられる、つまり理論と感情のバランス
がとれたリーダーは、周囲の人々に信頼され、チームを支
える幹となります。女性ならではの「やわらかい心」を生か
してＥＱ力を高め、周囲の人をやる気にさせるコミュニケ
ーションスキルを理解いただきます。
■内　容　ＥＱを理解する／リーダーとしてのＥＱ強化
　　　　　 ／分析と行動計画
■開講日　令和2年1月22日(水)、23日(木)
　　　　　9時30分～16時30分（2日間、計12時間）
■定　員　15名（定員になり次第締め切り）
■講　師　HRDサポート代表　樋口しのぶ 氏
　　　　　資格等　EQGA公認プロファイラー、EQAC
　　　　　アセッサー、キャリアコンサルタント
■受講料　（1名・10%税込）
　・会員事業所　6,270円（当協会の会員制度にご加入
　　いただいている事業所）
　・一般事業所　7,590円（上記以外の事業所）
　※受講料は、募集期間終了後にご請求
■募集期間　令和2年1月10日(金)16時締切
　※受講申込書をFAXにてお送りください。
　※応募少数により開催を中止する場合あり。
■会　場　山梨県職業能力開発協会
　　　　　　〒400-0055　甲府市大津町2130-2
■問合せ　山梨県職業能力開発協会 総務企画課
　　　　　　℡ 055-243-4916　Fax 055-243-4919

子ども・夫婦なんでも無料法律相談会

富士五湖ウインドオーケストラ
ファミリーコンサート2019

都留文科大学管弦楽団
　　　第44回定期演奏会

女性リーダーのための
　　ＥＱスキルアップ講座

知ってもらいたい我が町の
　　　福祉事業所～VOL.2～
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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

　山梨労働局からのお知らせです。
　令和元年10月1日から、山梨県最低賃金が改正されま
した。
　改正後の金額は、1時間837円です。
　詳しくは下記問合せ先までお尋ねください。
●問合せ　山梨労働局賃金室　℡ 055-225-2854
　　　　　都留労働基準監督署　℡ 0554-43-2195

■日　時　11月15日(金)　10時～12時
■費　用　500円
■持ち物　エプロン・三角巾
■対　象　どなたでも20名

■日　時　11月28日(木)　10時～12時
■費　用　無料
■持ち物　特になし
■対　象　どなたでも20名

■日　時　12月12日(木)　10時～12時
■費　用　150円
■持ち物　特になし
■対　象　どなたでも20名
※いずれの教室も講師は山梨県厚生連健康管理センタ
　ー、無料託児あり
●申込み・問合せ　ぴゅあ富士　0554-45-1666

　富士山世界遺産センターでは、世界遺産富士山の歴史
・文化・自然について調査や研究などを行い、その成果
を新たな富士山の魅力として紹介しています。11月には
次のとおり富士山講座を開催しますので、ぜひご来館く
ださい。

■講　師　井澤英理子（県立美術館学芸幹）
■日　時　11月16日（土）13時～15時
■場　所　富士山世界遺産センター 北館 研修室
■費　用　無料
●問合せ　富士山世界遺産センター
　　　　　　℡ 0555-72-2314

　夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの事案は、
依然として数多く発生していることから、これらの女性

をめぐる様々な人権問題の解決を図るための人権相談
活動を強化するため、全国一斉「女性の人権ホットライ
ン」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
■実施期間　11月18日(月)～24日(日)の７日間
■受付時間　平日8時30分～19時
　ただし、土曜日・日曜日は10時から17時までとします。
なお、「女性の人権ホットライン」強化週間以外は、平日
の8時30分から17時15分まで相談を受け付けています。
■相談担当者　法務局職員及び人権擁護委員
■その他　　　相談は無料で秘密は厳守します。
■電話番号　　0570-070-810（全国共通）
●問合せ　甲府地方法務局　人権擁護課
　　　　　　℡055-252-7239

　県警察では犯罪被害者等の視点に立った支援及び各
種施策の推進に努めているところですが、犯罪被害者等
に対する理解を深めていただくため、下記の通り、犯罪
被害者支援講演会が開催されます。
　講師は、被害に遭った経験から勉強を始め、専門知識
を修了しているため、被害経験と専門的知識を融合させ
たワークと講演は納得ができ、理解が深まると定評があ
ります。
　本講演会を通じ、犯罪被害者等の心情や、様々な問題
について、ご理解頂けたらと思います。
■日　時　11月28日（木）16時30分～(開場16時）
■場　所　山梨県立図書館 2階 多目的ホール
■講　師　山本　潤
■講　演　「身近に起こる性暴力を解決するために
　　　　　　私たちにできること」
■費用等　無料、予約不要
■問合せ
◎主　催　公益社団法人 被害者支援センターやまなし
　　　　　　℡ 055-228-8639
◎後　援　山梨県警察本部、山梨県犯罪被害者支援連
　　　　　絡協議会　℡ 055-221-0110

　お子様の見え方について不安を感じている方、成人さ
れてから目に障がいを持ち悩んでいる方、視覚に課題が
あるお子さんを指導されている先生など、見え方や目の
ことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
■日　時　12月7日(土)、12月8日(日)
　　　　　両日とも10時～15時
　　　　　1件につき約1時間の相談
■場　所　山梨県立盲学校（甲府市下飯田2-10-2）
■内　容　見え方や目のことについて全般。主に支援、
　　　　　教育、学習、進路についての相談。
■対　象　乳幼児から成人まで、本人、保護者、支援者
　　　　　等、どなたでも

山梨県最低賃金が改正されました

ぴゅあ富士 健康づくり教室開催

「犯罪被害者支援講演会」のお知らせ

冬のEye愛ひとみ相談会のご案内

世界遺産富士山講座 開催

全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間のお知らせ

②生活改善で健康アップ教室

①食べてキレイに！アンチエイジング料理教室

第6回講座「芸術の源泉としての富士山」

③快眠のススメ！
　質の高い睡眠をめざそう～睡眠教室
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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

■参加料　無料
●申込み・問合せ
　12月5日(木)までに盲学校へ電話で申し込みをお願い
します。受付時間は平日9時から17時まで。
　山梨県立盲学校（甲府市下飯田2-10-2）　
　　TEL　055-226-3361   FAX 055-226-3362
　　Eye愛ひとみ相談支援センター　担当 吉田

　バスやタクシーなど、公共交通に関する県民の関心を
高め、利用を促進するため、交通事業者等の協力を得な
がら、公共交通全体のPRイベントとして「公共交通フェ
スティバル2019」を開催します。
　珍しいバス車両の展示・バスの体験乗車をはじめ、無
料で楽しめるイベントが盛りだくさんの公共交通と身近
にふれあえるイベントです。
■日　時　12月14日（土）10時～15時
■会　場　甲府駅北口広場周辺
■内　容（予定）　バス車両展示、バス乗り方教室、ミ
　ニバス乗車、鉄道ジオラマ模型展示、ミステリーツア
　ー、スタンプラリー、バスコンシェルジュ教室、バスグ
　ッズ販売、ほか
●問合せ　山梨県リニア交通局交通政策課　
　　　　　　℡ 055-223-1665

■助成対象者（①、②に該当）
①障害の程度
・身体障害者手帳（1・2級）
・療育手帳（Aのいずれか）
・戦傷病者手帳（特別・第1・2項症）
②自動車税・軽自動車税の減免措置
（県内ナンバーの自動車が助成対象です。）
■受付期間
　令和2年1月7日（火）～2月7日(金)まで
　郵送は2月7日(金)消印まで有効
■受付会場及び日時
・県富士吉田合同庁舎2階大会議室
　1月7日(火)、23日(木)
・上野原市総合福祉センターふじみ 1月8日（水）
・富士河口湖町役場　1月10日（金）
・富士吉田市民会館　1月15日（水）
・いきいきプラザ都留　1月17日（金）
・大月市総合福祉センター　1月28日（火）
 ［各会場とも10時～15時まで］
■請求書用紙の入手方法
　市町村福祉担当課の窓口で受領又は富士・東部保健
福祉事務所のホームページから印刷
●問合せ　富士・東部保健福祉事務所　福祉課
　　　　　℡ 0555-24-9047　FAX 0555-24-9037

　林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方のため
の退職金制度です。
　以前、林業の仕事に従事されたことがあり、その当時、
林退共制度に加入していた方で、退職金請求手続きをし
たお心当たりのない方は、退職金をまだ受け取っていな
い可能性があります。最寄りの支部または本部へお問い
合わせください。
●問合せ　独立行政法人勤労者退職金共済機構　
　　　　　　林業退職金共済事業本部　
　　　　　　　℡ 03-6731-2889

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設
現場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振
興を目的として設立された退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、労働者の働いた日数に
応じて掛金となる共済証紙を済手帳に貼り、その労働者
が建設業界で働くことをやめたときに建退共から退職金
を支払うという、いわば業界全体での退職金制度です。
■加入できる事業者　建設業を営む方
■対象となる労働者　建設業の現場で働く方
■掛　金　日額310円
■特　徴
・国の制度なので安全・確実・申込手続が簡単
・経営事項審査で加点評価の対象となる
・掛金の一部を国が助成
・掛金は事業主負担だが法人は損金、個人では必要経費
　として扱われ、税法上全額非課税となる
・事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計算
　される
●問合せ　独立行政法人勤労者退職金共済機構　
　　　　　　建設業退職金共済事業本部　
　　　　　　　℡ 03-6731-2867

　甲府財務事務所では無料の債務相談窓口を開設して
います。相談内容により解決のための助言を行い、必要
に応じ法律専門家を紹介します。秘密は厳守します。
■受付時間　月～金(祝日を除く)
　　　　　　8時30分～正午、13時～16時30分
●問合せ　財務省 甲府財務事務所 債務相談窓口
　　　　　　℡ 055-253-2261

公共交通フェスティバル2019

借金の返済でお悩みの方へ

勤労者退職金共済機構から

県心身障害者自動車燃料費助成金の
受付が始まります

林業退職金共済制度（林退共）の
退職金請求について

建設業退職金共済制度（建退共）について
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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

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

八丁目会 11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！

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

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。

※イベントは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。

≪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/

⑩匠や　企画展⑪見晴らし屋　企画展

前田こうせい原画展前田こうせい原画展

まんが日本昔ばなしの
＊木　  工＊　花嶋忍
＊ガラス絵＊　花嶋美代子

＊陶芸＊米山   久志
＊藍染＊米山のぶ子

みんなが知っている曲や昔懐かしいあの曲まで♪
芸術の秋…素敵な音色に癒されよう！ 松茸汁・古代米の餅つき・地元産野菜販売など

年に一度のいやしの里秋の収穫祭！

★二胡と三線の演奏会★ ★いやしの里収穫祭 ～秋の恵みを楽しもう～★

陶と藍二人展陶と藍二人展

木とガラス絵の世界木とガラス絵の世界

現在開催中～１１月9日（土）

11月12日（火）～12月30日（月）現在開催中～20２０年３月末

陶と香のかやぬま

ちりめん細工・つるし飾り

硝子と金工　ツパイ工房

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

富士山しるく
土あそび富士炉漫窯

寒くなったら練香づくりがおすすめ。

家の中でも使えるまわたスカーフが気持ちよい暖かさです。
陶器の干支作り。

新作の時計がそろいます。
お部屋のアクセントに、模様替えにいかがですか？

干支が出来ました。
干支飾りは11月から飾ると縁起が良いと言われます。
この時期でしか味わえない数量限定の月の雫がおすすめです。
紅葉を眺めながらあたたかいほうとうはいかがですか。
きのこたっぷりのほうとうをどうぞ！。
食欲の秋、お餅の入ったきのこそばを召し上がって下さい。
美しいガラス絵、豊かな木工の世界をどうぞ。

好評につき
企画展延長！

１１月２４日（日）富士山マラソンに伴うの交通規制の為、臨時休館となります。
ご理解とご協力の程お願い致します。

＊＊＊お知らせ＊＊＊

  11月10日（日）
10：30／13：30
場所：⑤くつろぎ屋

１１月１７日（日）　10：00～15：00

❀岩間龍山先生による尺八の演奏会❀❀岩間龍山先生による尺八の演奏会❀❀岩間龍山先生による尺八の演奏会❀
都山流尺八を溝口洸山・森田柊山・坂田梁山に師事。音楽、尺八本来の古典曲から洋楽器、民俗楽器と
のコラボレーションや現代邦楽など多彩なジャンルで演奏している。 また和製ジャズユニット「風カヲ
ル時」では、NHKの大型企画『NHKスペシャル』のテーマ音楽、挿入曲で演奏。フジテレビ『奇跡体験！
アンビリバボー』TBS『世界不思議発見』では挿入曲に採用される。 映画『ナイトピープル』（出演：佐
藤江梨子・北村一輝・杉本哲太ほか） では全編で演奏。 やまなし大使としてPR事業にも協力、世界遺
産センターへ楽曲提供した曲での演奏。演奏会は無料でお楽しみいただけます。

１１月１６日（土）10：30／14：00　・　１１月１７日（日）11：30／13：00
場所：⑤くつろぎ屋

食欲の秋…
秋の味覚を堪能しよう！
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The NOVEMBERS issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The NOVEMBERS issue.

河口湖ステラシアター通信 11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

https://www.stellartheater.jp/

&
♪自然の香りが響きわたる♪ ♪優しい音が湖風に舞う♪

河口湖ステラシアターの音楽活性化事業

　元ウィーンフィルハーモニー管弦楽団ヴァイオリニストのトーマス・ヴィンクラットさんと、ピアニストのレナタ・A
・リチノヴァスカさんが、町内の子ども達のために来日して学校公演を行いました！10月18日(金)は勝山小学校と
小立小学校、21日(月)は勝山中学校と河口小学校を訪れ、子どもたちの前で生の演奏を披露しました。また、合唱
や楽器を用いて子ども達と共演し、質問コーナーや写真撮影など交流する姿も見られました。
　また、普段コンサートに行くことが難しい高齢者のために、老人ホームやデイサービスセンターでミニ演奏会を
開催いたしました。

こどものための音楽プロジェクト

勝山小学校 小立小学校 勝山中学校 河口小学校
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地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信

〜
最
後
の
織
り
手

　
フ
サ
子
さ
ん
に
聞
く
大
石
紬
〜

おおいしつむぎ通信 2019.11月号

　大石紬のあれやこれを、今回は現役で織ってい
らっしゃる渡辺フサ子さんにお話を伺いました。約
35年前、糸取りの名手だったお義母様から織りを
教わり、草木染めはご自身で勉強なさったとのこと。
その当時、大石では白生地の紬を多く生産してい
たとのことで、お義母様が大石でそれぞれに織っ
た白紬をまとめ、地元の観光会社へ卸していたと
か。お義母様はその当時は糸取りをすることがメイ
ンだったようで、織りは近所の織る方に頼んでいた
とのこと。大石では織りも糸取りも両方していた方、
お姑さんが糸を取りお嫁さんが織りをしていたとい
う分業的なおうちもあったそうですね。
　フサ子さんが初めて織った反物は色糸を使って
縞柄を製作したとのことで「やたらじま」を織った
そうです。それからご自身で色々な織りを勉強し、
現在はストールを中心に織りの製作活動をされて

います。ご自身で糸を草木染めされる為、織りあが
った布はしっとり優しい色合いです。様々な織りに
も挑戦されていて難しい織りの作品もあり、織りに
も染にも優しいこだわりがつまった作品がとても魅
力的です。お話を伺っている際に「何にも話すこと
はないわ」と控え目なお姿に、その心が大石紬の伝
統を引き継いでいると思いました。インタビューの
最後に「大石紬の伝統や技術を絶やすことなく伝
えていってほしいと強く思う」と力強いメッセージ
を頂きました。フサ子さんをはじめ地域の方々の大
石紬への想いを汲み取ることが富士河口湖町の伝
統文化を守ることだと確
信しました。地元にひっ
そりと眠る大石紬の話を
今後も皆様にお伝えでき
ればと思っています！！

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

男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
渡辺 浩司男女共同参画の意味を考える

　男女共同参画のメンバーになって1年半が経ちました。当初は男女共同参画について何も知識がなく、また考えもあり
ませんでした。しかし、毎月のミーティング、さまざまな大会や講演に参加し、多くのことを学ぶ機会があり、他のメンバー
と同様に私も男女共同参画の意味を深く考えるようになりました。
　当初は「女性が男性と同じように働くには・・・」と安直に考えていたのですが、女性が定時(例えば9時～5時)で男性と
同じように働くには、独身であるなら可能なのでしょうが、家庭があると家事や育児といった大きなハードルがありとても
大変です。女性が男性と同等に仕事をするために、“未婚である”もしくは、“家事育児を犠牲にする”ということでは男女共
同参画にはなりません。女性が社会で活躍するためには、家事・育児などをパートナーと分担することが大切です。そして
本当に男女共同参画が当たり前になるためには、職場の環境を家庭の事情に配慮したものに変える必要があります。
　人口が減少している現在、子どもがいるということはとても重要なことと思いますが、子育てをしながら定時の仕事は

とても難しいです。子どもの急な病気、学校の用事など様々な要因があり職場に負担を掛けるとい
う気持ちを抱かなくてはならず、心の負担となってしまいます。つまり、当初は個人の意識改革(主
に男性の家事の分担など)が男女共同参画に必要と考えていましたが、実は会社(もっと言えば日
本社会)の意識改革がとても重要な要素と考えるようになりました。
　現在、私も小さな事業ですが雇用主の立場にいます。観光業なので男女による仕事の差はな
く、女性も大切な戦力なのです。しかし、家庭を持つ女性は従来の定時での仕事を望んでいませ
ん。職場の都合に合わなければ、正社員ではなくパートの立場で働かざるをえません。
　近年の人手不足ということもあり女性の継続的な雇用が課題でありますので、今まさにここで
学んでいることを通して男女共同参画を私の事業でも実現していきたいと考えています。

☆11月17日、大石文化祭で大石紬や養蚕をお伝えするコーナーを受け持ちますので是非足を運んでください。
☆11月20日～12月19日の期間、生涯学習館図書館にて夏の養蚕体験の様子をお伝えするコーナーを持ちます
　のでどうぞお立ち寄りください。
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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

お問い合わせ　■総務課　0555-83-5200（代表）

オープンキャンパス開催報告！　オープンキャンパス開催報告！　オープンキャンパス開催報告！　～ 「県民の日」ブース出展 ～　～ 「県民の日」ブース出展 ～　～ 「県民の日」ブース出展 ～　

出展ブースの様子
VRで心臓の内部の様子を体験 最後はふじぴょんと

一緒にお見送り！

納期限　令和元年１２月２日（月）（口座振替日）今月の納税等
１１月は町税等滞納整理強化月間です。納め忘れはありませんか？

　１０月５日（土）に開催された「県民の日」富士吉田
会場にブースを出展いたしました。血圧測定や体力測
定、健康増進アドバイスなど、たくさんの皆さまに体験
していただき、「自分のからだの様子を知るいい機会
になった」など、嬉しいお言葉もいただきました。本学
トレーナー・クラブによるマッサージ体験も人気でし
た。今後も地域住民の皆さまの健康に役立つ企画をご
提供できたらと思います。

　９月２１日（土） に今年度第４回目となるオープンキ
ャンパスを開催いたしました。当日はふじぴょんが富
士山キャンパスに駆けつけてくれ、ご来場いただいた
皆様にも大変喜ばれました。ＶＲ体験や革細工作りな
ど、楽しみながら健康科学大学の学びや医療・保健・
福祉の仕事の魅力を体験していただきました。次回第
５回は２０２０年３月１４日（土）。健康科学大学の魅
力をお伝えするさまざまな企画を準備して、皆さまの
ご参加をお待ちしています！

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パラトライアスロンについて紹介します。

　「パラトライアスロン」は、スイム（水泳）
0.75km、バイク（自転車）20km、ラン（長距離走）
5kmの３種目を連続して行い、総距離25.75km
の合計タイムを競います。２０１６年のリオデジャ
ネイロパラリンピックからパラリンピック公式競技
として採用されています。
　スイムからバイク、バイクからランに移り変わる
「トランジション」にかかった時間も合計タイムに
含まれます。障がいの種類と程度でクラス分けが
され、そのクラスごとに競技を行い順位を競いま
す。障がいの種類によって、大きくは「シッティング
（座位）」「スタンディング（立位）」「ブラインド
（視覚障がい）」の３つに分けられます。
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お子さん　　　　　　父　　　　 母
おめでた（出生）

おめでた・おくやみ
〈9/１2～10/14〉

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

11月13日㊌・27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12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。

11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/12月1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。

　　26,658人
(＋40)

 13,069人
(＋34)

 13,589人
　(＋6)

 10,734　
(＋47)

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/11月13日㈬ 富士吉田商工会議所
　　　　　 12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

6月１日現在の
人口・世帯

10月１日現在の
人口・世帯

◎国民健康保険税５期　後期高齢者医療保険料５期　介護保険料５期

梶原　優乃　　勇　樹・優　加　船津

小林　史佳　　武　史・友　乃　船津

渡邊　音和　　勇　樹・愛　美　船津

松浦　令華　　裕　生・有　貴　船津

小山田梓乃　　太　郎・理　緒　船津

井出　匡哉　　　圭　・彩　夏　船津

山口　結生　　　努　・友　香　船津

古屋　　瑛　　　尚　・知　紘　船津

山口　　昊　　龍太郎・美　咲　小立

小林　紗来　　亮　太・由　貴　小立

中村璃矢斗　　卓　矢・璃　香　河口

中山　陽葵　　賢　二・美　香　勝山

　原　梨功　　昌　幸・彩　美　富士ヶ嶺

渡邊　　匠　　正　樹・美　緒　富士ヶ嶺

小池　光　　92歳　小池　義秀　船津

伊藤　恒子　94歳　伊藤　義明　船津

井出　庸子　88歳　井出龍太郎　船津

三浦　幸弘　59歳　三浦　拓己　船津

渡邉　文雄　83歳　渡邉　雄幸　船津

譽田うた子　90歳　譽田　義一　小立

大橋　孝枝　88歳　大橋　啓司　小立

山田　文雄　87歳　山田　保江　小立

小俣　道子　70歳　小俣　　勲　小立

渡邉　綱司　79歳　渡邉　一成　大石

堀内　俊昭　87歳　堀内　勢子　大石

鎌倉　和豊　76歳　鎌倉　豊秀　大石

三浦　司郎　87歳　三浦佐惠子　河口

長岡　新一　88歳　長岡　千波　河口

佐藤　一光　92歳　佐藤　一盛　河口

伊藤　正照　79歳　伊藤　英樹　本栖

松浦　雄樹　 ＝　 深澤　映帆　船津

勝間田裕太　 ＝　 宮下かおり　船津

宮下　朋郎　 ＝　 羽田ひかる　船津

奥脇　和也　 ＝　 渡邉　愛佳　浅川

楠　　祐也　 ＝　 渡邊エリ奈　大石

渡邉　　功　 ＝　 佐藤　麻紀　精進
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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

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：町広報誌広告掲載要綱の規定による
問 合 せ：政策企画課  ℡0555-72-1129

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？

　富士河口湖町を含めた県内すべての市町村と山梨県では、税の公平・公正と税収を確保するため、11月と12月を
「県下一斉滞納整理強化月間」として、連携して徴収対策を強化しています。
　本町においても、催告をしても納めていただけない滞納者に対し、預貯金・給与・不動産・各種保険・自動車など
の差押えをはじめとする滞納整理に取り組んでいます。
　納付がまだの方は、金融機関やコンビニまたは町役場で早めに納付してください。町税の納付が困難なときは、
まず町役場税務課へご相談ください。

県税・町税の納め忘れはありませんか？

滞納処分の流れ

お問い合わせ・納税相談窓口　富士河口湖町　税務課　収納担当　℡0555-72-1113

１１月・１２月は滞納整理強化月間です。

滞納発生 督促・催告 財産調査 財産差押
換価

（公売・強制取立）
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