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子ども未来創造館・つどいの広場　豆まきの会

町バスケットボール協会 ジュニア選手表彰

ご寄付のご紹介

　2月3日に子ども未来創造館とつどいの広場合同企画の「豆まきの会」が開催さ
れました。初めのうちは登場した鬼に驚いて不安そうだった子どもたち。優しく楽し
い鬼だと分かると、手作りカバンを肩に掛けて元気に豆まきを楽しみました。
　スタッフによる愉快な劇は、毎回趣向が凝らされていてとても人気があります。季
節の行事に合わせて、その時々の旬な話題を盛り込んで披露される劇やイベント
は、お子さんだけでなく、お母さんも笑顔にしてくれます。
　ぜひ“こどみら”で楽しいひと時を過ごしてくださいね。

　富士河口湖バスケットボール協会（町体育協会専門部）は、このほど町制祭記念大会を開催し、その中で、本年度のジュニ
ア選手の表彰をおこないました。受賞された皆さん、おめでとうございます。

 1 スポーツをする子どもの増加と体力の向上に関すること　　 5 手軽に参加できるスポーツ環境の整備に関すること
 2 成人のスポーツ実施者の増加に関すること　　　　　　　　 6 イベント等を通じた地域活性化に関すること
 3 障害のある人のスポーツ参加者の増加に関すること 　　　　 7 手軽に参加できるスポーツ環境の整備に関すること
 4 イベント等を通じた地域活性化に関すること　　　　 　　　8 その他目的を達成するために必要な事業に関すること

　2月8日に町民体育館でバドミントン教室を開催しました。
町では、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会でフランスのトライアスロン代
表チームの事前合宿地となっており、スポーツ振興を図るために企画しました。
　小中学生約50人が参加し、NTT東日本バドミントン部の監督やコーチ、日本代表の選
手も含めて約20人から、ショットの打ち方の基本などを学びました。また、選手との試合
やゲーム形式のデモンストレーションも行われ、大変盛り上がりました。
NTT東日本バドミントン部のみなさん、ありがとうございました。

　町と株式会社アールビーズは、スポーツ振興やイベント等を通じた地域活性化による
まちづくり、健康づくりの推進を目的とする包括連携協定を2月18日に締結しました。
　株式会社アールビーズは、町内で行われる富士山マラソン・西湖ロードレースやウル
トラトレイルマウントフジなどのマラソン・トレイルランニング大会の運営受託やタイム
集計などを行っており、また、専門誌の出版・ランナー支援サイトなどを企画・運営して
いる会社です。

バドミントン教室を開催しました！

富士河口湖町と株式会社アールビーズとの
地域協働事業に関する包括連携協定締結式

連携協定内容

U12優秀選手賞（他の模範となる選手）
櫻井善鳳（西浜小6年男子）　重松千聖（船津小6年女子）
米山結衣（小立小6年女子）　白石柚來（勝山小6年女子）
U12殊勲選手賞（高い技術を有する）
小野太健（船津小6年男子）　梶原音乃（船津小6年女子）
唐沢美咲（小立小6年女子）　杉本結愛（勝山小6年女子）

大石農産物直売所（おおいし屋）様
　　　40万円 （大石財産区へ）
貴重なご寄付ありがとうございました。
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納期限　令和２年３月３１日（火）（口座振替日）

■日　時　4月13日（月）
■場　所　河口湖カントリークラブ　
■対象者　町内在住者　※ただし、1組に2名以上の町
　　　　　内在住者がいること。
■プレイ代
【セルフ】
　　 7,200円（税・カート代・諸経費・昼食含む）
　　　　　但し、2B（バック）は追加料金　1,100円
　　　　　　　　3B（バック）は追加料金　なし
【キャディー付き】
　 10,500円（税・カート代・諸経費・昼食含む）
　　　　　但し、2B（バック）は追加料金　2,200円
　　　　　　　　3B（バック）は追加料金　　550円
　※【セルフ】【キャディー付き】ともに先着順で、規定組
　　数になれば締め切りとなります。
■申込日時　3月13日（金）
　　　　　　午前  9時から　船津地区在住者
　　　　　　午前10時から　船津地区以外在住者
　※船津地区在住者から優先的に受付を行います。
■申込期間　3月13日（金）～3月23日（月）
　　　　（既定組数になれば、締め切りとなります。）
　※申込み用紙は役場地域防災課にあります。
●問合せ　地域防災課〔船津財産区事務局〕
　　　　　　℡ 0555-72-1170

　令和2年10月4日（日）に第6回富士河口湖町まちフェ
スを開催する予定です。
　つきましては次のとおり実行委員を募集しますので、
「楽しい活動をしたい！」「自分のアイデアで町を盛り上
げたい！」という方は、ぜひご連絡ください。
■開催日　令和2年10月4日（日）
■活動内容　実行委員会の会議への参加、まちフェスの
　企画運営、イベント全般の企画運営、当日本部運営、
　ポスターチラシの作成、広報活動　など
■対　象　まちフェスを通じて富士河口湖町がさらに楽
　しくなるような活動を一緒にしてくれる方ならどなたで
　も大歓迎です！
■募集人数　若干名
■募集期間　3月31日（火）まで
■応募方法　下記の問合せ先までご連絡下さい
●問合せ　政策企画課　政策調整係
　　　　　　℡ 0555-72-1129
　　　　　メール　
　　　　　　seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

　縦覧は、固定資産税の納税義務者が「土地・家屋価格
等縦覧帳簿」により他の土地や家屋の価格と比較し、

自己の土地や家屋に関する価格が適正かどうかを判断す
る制度です。
■縦覧期間　4月1日（水）～4月30日（木）
　　　〔土・日曜日・祝日を除く〕 8時30分～17時15分
■縦覧場所　富士河口湖町役場１階　税務課窓口
■対象者
　① 町内に土地または家屋を所有する納税義務者
　② ①の方と同居されている親族
　③ ①の方の納税管理人・相続人代表者
　④ 納税者から委任を受けた代理人
■縦覧内容
　[土地]　所在・地番・地目・地積・価格（評価額）
　[家屋]　所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格
　　　　（評価額）・建築年
■必要な物
　・縦覧に来る方の本人確認ができるもの
　・代理申請の場合は委任状（印鑑証明添付）
　・印鑑（法人の場合は代表者印）
■留意事項　縦覧したい土地・家屋の所在・地番で申請
　して下さい。縦覧は無料ですが、コピー・撮影はできま
　せん。趣旨に反するような申請はお断りする場合があ
　ります。土地のみを所有されている方は、家屋の縦覧
　はできません。また家屋のみを所有されている方は土
　地の縦覧はできません。
※令和2年度の固定資産税の第1期の納期限は、4月30
　日（木）です。
●問合せ　税務課　資産税第一係・第二係
　　　　　℡0555-72-1113

　交通災害共済は、交通事故による被害の程度（ケガの
治療日数など）に応じて見舞金が支給されるものです。
年額500円と比較的手頃な掛金となっており、見舞金額
は、1万円から最高100万円（死亡時）となります。ぜひご
家族そろって加入しましょう。
■共済掛金　一人年額500円（中途加入も同額）
■共済期間　令和2年4月1日から令和3年3月31日
　（中途加入の場合は、加入した翌日から令和3年3月
　　31日まで）
■加入資格　町に住民登録されている方
　　学生については、他県等に転出していても加入でき
　ます。また、加入者が途中他市町村へ転出した場合で
　も共済期間中は有効です。
●問合せ　地域防災課 防災係　℡0555-72-1170

　町では、高齢者の社会参加を促進するため、タクシー
またはバス料金の助成を行っています。
■助成対象者（下記の条件をすべて満たす方）
　・町内に住所がある75歳以上の高齢者のみの方で構
　　成される世帯（高齢独居世帯、高齢夫婦世帯など）
　・同居または同居に準ずる75歳未満の世帯員がいな
　　いこと

第51回富士河口湖町
　　住民ゴルフ会参加者募集

【募集】富士河口湖町
　　　　　まちフェス実行委員

高齢者外出支援事業
新規および更新申請のお知らせ

令和２年度　
　　固定資産税の縦覧について

交通災害共済に加入しましょう

～町役場・出張所で申込みできます～
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　・運転免許や自動車を所持する世帯員がいないこと
　・住民登録上、世帯を分けて登録している場合も、実
　　際の居住実態で判断します
■助成内容
　　路線バス、タクシーのどちらかの助成を選んでくだ
　さい。
路線バス：富士急山梨バスの運行する路線バスに1年間
乗り放題になるシルバー定期券購入に対し一部助成しま
す。（一部利用できない路線があります）
助成金額：購入代金26,200円のうち17,760円助成（自
費負担が8,440円かかります）。
タクシー：初乗り運賃の740円を助成するタクシー券を月
に2枚交付します （申請した月により、枚数が変わります）
※今年度制度を利用されている方も、次年度引き続き利
　用する場合は申請が必要です。令和2年度分の申請を
　お願いします。本事業で助成を受け、既にシルバー定
　期券をお持ちの方は、定期券の有効期限が切れるま
　で、新しい定期券やタクシー券の申請はできません。
・直接役場に申請できない場合は、郵送や各地区出張
　所経由での申請も可能です。
・申請書をご希望の方、詳しいことをお知りになりたい方
　は下記までご連絡ください。
●申請・問合せ　福祉推進課　0555-72-6028

　国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入しなけれ
ばなりません。
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本
人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付
が猶予される「学生納付特例制度」があります。
対象となる方は、学校教育法に規定する大学（大学院）、
短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種
学校（修業年限1年以上である課程）に在学する学生等
で、ご本人の前年所得が基準額以下であることが条件で
す。
　学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までとなり
ますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合
は、4月初めに再申請の用紙が届きます。
　引き続き、学生納付特例制度の申請をご希望の場合
は、必要事項を記入の上ご返送ください。
●問合せ
　日本年金機構大月年金事務所　℡0554-22-3811
　住民課　年金担当　℡ 0555-72-1114

　令和2年3月下旬までに簡易書留郵便で世帯ごとに郵
送いたします。不在等のため不在連絡票があった場合
は、郵便局までお問い合わせください。（国民健康保険
税に未納がある場合は、郵送できない場合があります。）
■保険証が届いたら　
　住所、氏名等の記載内容をご確認ください。内容に変
更がある場合は住民課まで届け出てください。

■社会保険に加入したときは　
　保険証が変わった場合は、国民健康保険の資格喪失
の届出が必要です。新たに加入した保険証、印鑑、国保
の保険証、マイナンバーが確認できる書類（通知カード、
個人番号カード等）を持参してください。
■就学のために転出するときは　
　大学や専門学校への進学のため転出される場合は、引
き続き町の国保を使用するために学生用の被保険者証
（マル学保険証）の届出が必要です。届出には在学証明
書、保険証、印鑑、マイナンバーが確認できる書類（通知
カード、個人番号カード等）を持参してください。
※住所を変更されない場合は必要ありません。
■今春、大学や専門学校を卒業予定のときは
　社会保険等に加入された場合は、国民健康保険の資
格喪失の届出が必要です。社会保険等に加入せず、町外
に転出している場合は転出先の住所地で国民健康保険
の取得手続きをしてください。
●問合せ　住民課 国保年金係　℡ 0555-72－1114

　令和元年度会費納入のご報告をいたします。
　富士河口湖町の会費納入総額は4,876,800円でした。
自治会の集金については、10パーセントの事務費交付金
をお渡ししてあります。ご協力ありがとうございました。
　日赤会費は、災害救護等の赤十字活動に使われており
ます。引き続きご協力をお願いいたします。
●問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

　老若男女問わず、「わが町に関心」ある人を募集してい
ます。一緒に「この町の良い所を発見し、情報を発信」し
てみませんか？
令和２年度活動内容
１．「わが町を美しくする」
　年３回を目途に町内清掃活動に参加及び企画・実施し
ます。
２．「わが町を考える」
　町との意見交換会を計画・実施し、テーマを決めて先
進取組団体の視察（研修会）を実施します。
３．「わが町を知る」
　長年に亘り取組んだ、御坂山脈踏破、古道・峠の散策、
東海自然歩道の散策を通じた知見を「まちワク」ホームペ
ージにマップを作成・アップして、住民のみなさまに発信
します。
　以上３本柱として取組みます。
　まずは下記までご連絡ください。
●問合せ　政策企画課　℡ 0555-72-1129
　　　　　メール nishimura@aim-lab.jp

国民年金保険料
学生納付特例制度のご案内

新しい国民健康保険被保険者証
（保険証）が郵送されます

日本赤十字社事業について

“まちワク”新規メンバー募集

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

4月2日㊍ 配布予定4月号広報
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後期高齢者
医療保険料
８期

令和3年3月1日

固定資産税
１期（全 納）
令和2年4月30日

固定資産税
２期

令和2年7月31日

固定資産税
３期

令和2年12月25日

固定資産税
４期

令和3年3月1日

軽自動車税

令和2年6月1日

町 県 民 税
１期

令和2年6月30日

町 県 民 税
２期

令和2年8月31日

町 県 民 税
３期

令和2年11月2日

町 県 民 税
４期

令和3年2月1日

後期高齢者
医療保険料
１期

令和2年7月31日

国民健康保険税
１期

令和2年7月31日

介護保険料
１期

令和2年7月31日

後期高齢者
医療保険料
２期

令和2年8月31日

国民健康保険税
２期

令和2年8月31日

介護保険料
２期

令和2年8月31日

後期高齢者
医療保険料
３期

令和2年9月30日

国民健康保険税
３期

令和2年9月30日

介護保険料
３期

令和2年9月30日

後期高齢者
医療保険料
４期

令和2年11月2日

国民健康保険税
４期

令和2年11月2日

介護保険料
４期

令和2年11月2日

後期高齢者
医療保険料
５期

令和2年11月30日

国民健康保険税
５期

令和2年11月30日

介護保険料
５期

令和2年11月30日

後期高齢者
医療保険料
６期

令和2年12月25日

国民健康保険税
６期

令和2年12月25日

介護保険料
６期

令和2年12月25日

後期高齢者
医療保険料
７期

令和3年2月1日

国民健康保険税
７期

令和3年2月1日

介護保険料
７期

令和3年2月1日

国民健康保険税
８期

令和3年3月31日

介護保険料
８期

令和3年3月31日

町税等の納付は、便利で確実な「口座振替」で！

令和２年度 町税等の納期限をお知らせいたします。

※何か不明なことがありましたら、町役場税務課収納係までご連絡ください。
　富士河口湖町役場 税務課 収納係 　TEL７２－１１１３（直通）　FAX７２－６０２７

税 目 別 納 期

町 県 民 税 固定資産税 軽自動車税
（種別割） 国民健康保険税 後期高齢者

医療保険料 介護保険料

原則納期限は月の末日となりますが、土日もしくは祝日の場合は翌日の平日となります。      
なお、１２月については２５日が納期限となりますのでご注意ください。      

令和2年4月より税に加え、介護保険料・後期高齢者医療保険料もコンビニでお支払いいただけるようになります。      

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納 

期 

月
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4月2日㈭／大石地区会場 4月7日㈫／足和田地区会場

「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

4月9日㈭／小立・船津地区会場 4月１4日㈫／勝山・大嵐地区会場

4月21日㈫／河口地区会場 4月２3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。
　また、拠点回収に伴い「収集支援事業」についても5月の連休後に行います。
（申し込みは、4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
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犬の登録と狂犬病予防注射について
令和2年度の犬の登録と狂犬病予防注射を下記の日程で行います。
生後3ヶ月以降の犬は、最寄りの会場で登録と注射を済ませて下さい。

<問い合せ先> 環境課  生活環境係  TEL 72－3169

☆円滑な受付のため、お釣りが出ないようご協力くだ
　さい。   
☆首輪が抜けないよう、きつめに締めてお越しくださ
　い。普段おとなしい犬も、他の犬がいるため興奮し
　てしまいます。 
☆犬を登録されている方には後日、狂犬病予防注射の
　案内を発送しますので必ず通知を持参してください。
　通知が送付されない場合は、犬の鑑札を持参してく
　ださい。登録が確認できない場合、新規登録又は再
　登録となります。    

４月10日㈮
（名執雅仁獣医師）

４月１３日㈪
（名執雅仁獣医師）

４月１４日㈫
（和田遥獣医師）

４月１５日㈬
（堀内亜也子獣医師）

４月１６日㈭
（和田遥獣医師）

西 湖 公 民 館

リゾ ートくわ る び

西湖湖畔キャンプ場

足 和 田 出 張 所

大 嵐 出 張 所

勝 山 ド ー ム

大 石 出 張 所

河 口 出 張 所

精 進 諏 訪 神 社

精 進 出 張 所

本 栖 公 民 館

上 九 一 色 出 張 所

小 立 福 祉 センター

本町通り商店街駐車場

富 士 河 口 湖 町 役 場
（中央公民館前）

　９時３０分～　９時５０分

１０時０5分～１０時２5分

１０時３０分～１０時５０分

１１時００分～１１時４０分

１３時２０分～１３時４０分

１４時００分～１５時３０分

  ９時００分～１０時３０分

１１時００分～１２時３０分

９時００分～１２時３０分

１３時３０分～１５時００分

　９時４５分～１０時００分

１０時１５分～１０時４０分

１１時００分～１１時３０分

１３時００分～１４時００分

  ９時００分～１０時３０分

１１時００分～１２時３０分

◎日時と場所 ◎手数料等
　（消費税改定により料金に変更がございます）

登 録 手 数 料
予 防 注 射 料
注射済票交付手数料
合　　　計

※犬の放し飼いは、周辺住民に大変迷惑をかけます。
　山梨県の条例でも禁止されています。
　夜間も必ず繋いで飼いましょう。
※犬を散歩させた時、フンをしたら
　きちんと後始末をしましょう。

ー

3,000円
550円
3,550円

3,000円
3,000円
550円
6,550円

1,600円
3,000円
340円
4,940円

登録済 新規登録 再登録

税金・料金のお支払いがLINE Payでできるようになります！
　富士河口湖町町税（町県民税・固定資産税・軽自動車税（種別割）・国民健康保険税）・上下水道使用料・
介護保険料・後期高齢者医療保険料・公園墓地使用料が、令和２年４月１日からLINE Payで納付できます!

また、令和２年４月１日から町税に加えて、介護保険料・後期高齢者
医療保険料・公園墓地使用料もお近くのコンビニで納付ができるようになります。

お問い合わせ先／富士河口湖町役場　℡ 0555-72-1111（代表）
【町税】税務課　　　　　　℡ 72-1113
【水道料】水道課　　　　　℡ 72-1620
【介護保険料】健康増進課　℡ 72-6037

【後期高齢者医療保険料】住民課　℡ 72-1114
【公園墓地(船津・小立)】 環境課　 ℡ 72-3169
【公園墓地(勝山)】勝山出張所　　 ℡ 83-2111
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第36回 西湖ロードレースに参加しませんか！
★アップダウンの少ない平らなコースです！
★町民参加選手の参加料を半額にします！
★昨年から西湖２周コース → ハーフマラソンコース（21.0975ｋｍ）

★アップダウンの少ない平らなコースです！
★町民参加選手の参加料を半額にします！
★昨年から西湖２周コース → ハーフマラソンコース（21.0975ｋｍ）

　地元で行っている大会に、より多くの町民の皆さんにも参加していただこうと、町内在住者の参加料を半額にします。町民
参加する方は、お手数ですが町民体育館へお越しいただき申込手続きをしてください。（平日：8：30～12：00・13：00～
17：15）その際には町民確認をさせていただきますので、証明できるものをご持参ください。（５月８日まで）
　また、パンフレットにつきましては、町内各出張所又は、支所等にも置いてあります。
西湖地区の方々には当日、交通規制などで大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解をお願いします。

①大会日：６月２１日（日）　②大会会場：根場民宿グランド
参加種目 参加料部　　　門 町民参加料番号

ハーフ
（21.0975ｋｍ）

西湖1周コース
（約10ｋｍ）

富士山コース
（3,776ｍ）

男子　高校生以上～39歳以下
男子　40歳以上
女子　高校生以上～39歳以下
女子　40歳以上
男子　高校生以上～39歳以下
男子　40歳以上
女子　高校生以上～39歳以下
女子　40歳以上
男子　小学生
男子　中学生
男子　高校生以上
女子　小学生
女子　中学生
女子　高校生以上
親子ファミリー（子供は小学生以下）

5,000円

4,000円

3,000円

2,500円

2,000円

1,500円

1

2

3

4

5

6

7

平日　8：30～12：00・13：00～17：15
＊土・日・祝日：受付はできません。
大会ホームページ　http://saiko-roadrace.jp/

問合せ先　町民体育館　℡73-1220

今年の
レースの
特徴は?

～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19年新潟県中越沖地震（平成19年7月）―（柏崎市 50代 男性 会社員）『外に出てヒヤリ』

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

　会社は4階建てでして、その日はちょうど3階の製造の現場で新しいラインの工事をや
っていたんです。私もその手伝いに来ていて、地震が起きたときは1階で作業をしていま
した。
　かなり大きな揺れだったので、「地震のときは、上からものが落ちてくるから周囲をよ
く見なさい」とかいう話をよく聞きますが、そのときはとにかく「何が起こったのだろう」
と思って、いきなり外に出ちゃったんですよね。
　緊急時には必ず駐車場側に集まるということになっていますので、外を回って建物の
反対側へ行くと、西側の4階の窓のガラス戸がフレームごと下に落ちて中の棚がガサッと外につきだしていたり、厨房の
大きななべが2階から吹っ飛んでいて、ゾーっとしました。
　たまたま自分は反対側だったから良かったけれど、場所によっては危なかったと思います。やっぱり、地震のときはあわ
ててすぐ外に飛び出してはいけないと思います。



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

　今年度2回目の「移動県民相談会」を次のとおり開催
します。
「移動県民相談会」は、県内各地へ担当相談員が出向
き、面談により相談に対応します。
■日　時　3月18日（水）10時～15時
■場　所　イオンモール甲府昭和1階 さくら広場
　　　　（中巨摩郡昭和町飯喰1505-1）
■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
■参加者　県民生活相談2名、消費生活相談員1名
●問合せ　山梨県県民生活センター
　　　　　相談・啓発スタッフ 金田 知
　　　　　甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館5階
　　　　　　℡055-223-1571　FAX 055-223-1368

■日　程　5月11日(月)～5月22日(金) 8日間
■受講料　2,200円
■受付期間　3月11日(水)～4月27日(月)

■日　程　5月25日(月)～6月2日(火) 6日間 
■受講料　2,200円
■受付期間　3月25日(水)～5月15日(金)
　　対象者・内容・定員・時間・会場等、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　FAX 0554-43-8919

　人事院は2020年度に次の国家公務員採用試験を行い
ます。
総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）
■受付期間　3月27日(金)～4月6日(月)
■第1次試験日　4月26日(日)
　一般職試験（大卒程度試験）
■受付期間　4月3日(金)～4月15日(水)
■第1次試験日　6月14日(日)
　一般職試験（高卒者試験、社会人試験(係員級)）
■受付期間　6月22日(月)～7月1日(水)
■第1次試験日　9月6日(日)
※申込みはインターネットにより行ってください。
　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html
●問合せ　人事院関東事務局
　　　　　　℡ 048-740-2006～8

民 

事 

調 

停

民 

事 

調 

停

民事調停民事調停民事調停民事調停

な郵便料金です。

第二種電気工事士筆記試験準備講座［Ⅱ］

ウィンドウズ
「移動県民相談会」の開催について

国家公務員募集

山梨県立産業技術短期大学校
都留キャンパス 能力開発セミナー
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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のルールについて紹介します。

　スイムからバイク、バイクからランへと移り変わるトランジションエリアでは、ウェットスーツやヘルメット、シューズ、義肢など
の着脱、ロードバイクやタンデムバイクの準備、ハンドサイクルや競技用車いすへの乗車などが行われます。一人では競技を
続行することが困難と認められた選手に限り、トランジションを手助けする「ハン
ドラー」を１名ないし２名つけることができます。

　用具が体にフィットしていないと、その後のレースでの大きな不具合となるた
め、トランジションでは選手はできる限り短い時間で、慎重に着脱を行います。ト
ランジションエリア付近は、この様子が見られ、選手を間近で応援できる観戦ポ
イントでもあります。

POINT

男女共同参画推進委員会だより ふじサンサン
渡辺　実美女性参加の防災

　私は、男女共同参画推進委員会の地域部会に所属して
おり、昨年度から『防災』をテーマに活動しております。
昨年度学んだことを浅川地区の区長会と婦人部の会合に
おじゃまさせていただき「女性参加の防災」について勉強
会を開催させていただきました。その時の内容をお伝えし
たいと思います。
　災害は、いつどこで起こるか分からない。だから、落ち
着いて行動できるように日頃の心掛けが大切であり、地
域のコミュニケーションがとても大切です。発災時、家族
はもちろん、近所の一人暮らしの高齢者、小さな子供の
いる家庭など手助けが必要な方への声掛け、避難する際
に必要な物の把握など日頃から知っていると慌てずに安
全に避難できます。服薬している方は「おくすり手帳」や
「処方箋」のコピーなども避難の際は必要です。また、乳
幼児のミルクやおむつ、おやつやおもちゃなども避難の
際は必要です。避難に必要な物をすぐに持ち出せるよう
に準備しておき何を持って避難するか、どこに置いてある

か確認しましょう。
　日常生活で出来ることとして
は、家庭で非常食や日常食を備
蓄し、長期間保存が可能な非常
食や常温で日持ちする食品を普
段から消費しながら買い足して
備蓄する「ローリングストック」

も有効です。冷蔵庫や戸棚な
ど、無駄がないように日ごろか
ら管理して、どの程度必要か家
族の状況により考えてみてくだ
さい。また、非常時の調理方法
として、耐熱性ポリ袋を使った
炊飯なども体験してみることもいいと思います。
　避難所では、女性ならではの「気配り、目配り、声掛け」
が必要です。男性には言いにくいことも女性になら相談で
きる場合もあります。間仕切りや着替えのスペース設置
など、乳幼児や高齢者、障害者、妊産婦など女性ならで
はの配慮が必要な場合もあります。
　地震以外の災害も頻発している今だからこそ、改めて
関心を持って、家族や地域で考えてほしいと思います。そ
して、なにより地域防災を考える企画や対策の時から女
性が参加し、男女のニーズの違いに適切に対応できる体
制づくりがとても大切になると思います。
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男女共同参画推進委員会よりお知らせ

　今回は、栄正水産の大将にご指導いただき、“魚のさばき方教室”を開催します。釣りは好きだけどさばき方が分
からない方、家族にアッと言わせたい方、ぜひご参加ください。
　日　時：3月8日（日）　10時～13時
　場　所：勝山ふれあいセンター（2階）　調理実習室
　定　員：16名（定員になり次第締め切ります。女性も可）
　参加費：1,000円（漁師飯の試食あり）
　持ち物：エプロン・三角巾（バンダナ等でも可）・手拭き用タオル・スリッパ
　　　　　包丁（ある方のみ、取り扱いにご注意ください。）
　メニュー：あじ・いか（変更になる場合があります。）
　　　　　 ＊簡単にできるおつまみも教えていただきます。

　町では、男女共同参画の推進により、誰もが自分らしく安心して暮らせるまちの実現を目指して男女共同参画計
画「第二次ふじサンサンプラン」を策定しております。男女共同参画社会の推進に理解があり、一緒に学び、推進
活動をしていただける方を募集します。

　任　　期：2年間（令和2年4月1日～令和4年3月31日）
　募集人数：若干名（応募者多数の場合、選考させていただきます。）
　募集要件：20歳以上で町内在住の方
　応募期限：3月16日（月）
　応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、①直接②郵送③メール④ファックスのいずれかで「政策企画課宛」
　　　　　　に提出してください。応募用紙は、政策企画課で配布しております。または、町ホームページからダウ
　　　　　　ンロードしてください。
　●問合せ：政策企画課 男女共同参画・国際係
　　　　　　　〒401-0392　富士河口湖町船津1700番地
　　　　　　　　電話：0555-72-1129　FAX：0555-72-0969
　　　　　　　　Mail：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

「男性の料理教室」を開催します ……………………………………………………………

富士河口湖町男女共同参画推進委員募集 …………………………………………………

　（一社）国際女性教育振興会主催の「男女共同参画学習アドバイザー海外研修」に参加した堀内詠子さんにお
話ししていただきます。バルト三国を訪問し、日本大使館や学校、保育園等を視察し見て感じた、男女共同参画の
在り方について学びます。ぜひ、ご参加ください。
　日　時：3月9日（月）　13時30分～15時
　場　所：中央公民館　視聴覚室
　受講料：無料　
　定　員：30名（要事前予約）
　持ち物：筆記用具

女性の活躍を応援する講座を開催します …………………………………………………
「女性国際セミナー 海外視察研修報告会」

　「EMって何？」そんな方のために基礎から学びます。講師は、環境問題等に取り組んでいるグループ みずうみ 
代表 渡辺節子さんです。EMの使い方は、もちろん、日常生活で役立つ情報なども教えていただきます。興味のあ
る方、ぜひご参加ください。
　日　時：3月12日（木）　13時30分～15時
　場　所：勝山ふれあいセンター　研修室
　受講料：無料　
　定　員：30名（要事前予約）
　持ち物：筆記用具
●申込み・問合せ：政策企画課　℡ 0555-72-1129

「EMの使い方」講座
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休館日

休館日
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3029 4/131 2 3 4

令和2年 3月8日～4月4日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

休館日

AMプラレール
PMつみき

つどいの広場

（歯科指導の日）

（からだの日）
マムベビー

児クラ
卒業パーティー

育児学級

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場

つどいの広場ブラウンベア

母親学級ク富バレエ

つどいの広場

ク富ズンバ

おもちゃ病院

おもちゃ病院

ふれあい教室B ○子

つどいの広場○子

つどいの広場

ふれあい教室
　　　   AB

つどいの広場

funfunくらぶ
(アドベンチャー）

○栄

つどいの広場○栄

（おやこの日）

（お誕生日会）

（助産師相談の日）

＜休館日＞
3月8・20・22日
＜休館日＞
3月8・20・22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（予定の日の時間内）
※助産師相談
　（基本毎月、金曜日１３：００～１５：００、要予約）
※お誕生会（基本月末の最終金曜日11：00～）も
　実施しています。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。
♪月・水・金以外もプレイルームは自由に遊べます♪
　お問い合わせ：子育て支援課 ☎72-1174

　お子さんが着られなくなった120㎝まで
の洋服・靴をリサイクルコーナーで受け付け
ています。（下着・スタイなど除く）清潔に洗
濯してある物をお一人10点まで事務室へお
持ちください。
　サイズなどお子さんにぴったりの物があ
りましたら、持ち帰ってどうぞ活用してくださ
い。(5月にはエコフェスタも企画しています。)

　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★

　始業式の午後はこどみらに集合！!
なぞとき、ひらめきクイズ、運だめしなどで、
１まわり。新１年生も楽しめます。

　今年も「Mr.グルトン」からの手紙が届い
たよ。謎を解いて「Mr.グルトン」の秘密を
知っちゃおう！一人でも、お友達と一緒の挑
戦でもいいよ。この春休み、君もこどみら
でMr.グルトンに挑戦しよう！！

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。

からだの日

○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♪

「めざせ！腰痛改善！」を一年間のテーマにプチトレーニング
3月18日㊌

おやこの日
親子ストレッチと女性の為のトレーニング

3月11日㊌

歯科指導の日
歯科衛生士さんによるプチ相談と講和

3月25日㊌

　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♥

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

≪こどみらクイズリレー≫≪こどみらクイズリレー≫≪こどみらクイズリレー≫

日　時：3月19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

※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、
3/17（火）の午前中は、
プレイルームの一般
利用はできません。
ご協力をお願いします。

日　時：3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

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スーパードクター ★リサイクルコーナー★
子供服の子供服の

日　時：4月7日（火）15：00
参加費：定　員：申込み：持ち物：なし

funfun
くらぶfunfunアドベンチャーfunfunアドベンチャー

Mr.グルトンからの挑戦状！
ミスター ちょうせんじょう

第5弾！

日　時：３月31日(火)　　
受　付：14：00～15：00
参加費：定　員：申込み：持ち物：なし

　子ども未来創造館は、富士河口湖町在住
の乳幼児親子＆小学生＆中学生＆高校生＆
大学生なら、イベントがない時も、気軽に来
て遊べる施設です。4月1日から小学新1年
生は、保護者の付き添いなしで、子どもだけ
で遊びに来てOKです。
　遊ぶための道具も徐々に整ってきました。
安全にのびのびと遊べる施設ですので上手
に利用して下さい。（館内で飲食は出来ませ
んが、くつろぎルームで出来ます。ご活用下
さい。）

そもそも

とは！

　こどみらに入る時に記入して頂く入館
表に、忘れ物、緊急時に連絡する為の〔電
話番号〕の欄があります。小学生だけで
来館する時は記入出来るよう、ご配慮お
願いします。

＊お願い・・・＊
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※課題本は図書館で用意いたします。

■日　時：3月28日（土） 14時～
■場　所：生涯学習館　学習室１
■課　題：「時の番人」ミッチ・アルボム 著　

1冊の本から見える、いろんなきもち。
第157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／20日㈮は祝日、31日㈫は館内整理日のため休館

93/8

29

10 11 12 13 14

令和2年 3月8日 ～ 4月4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～

13:30～

10:00～

10:30～
11:30～

1615 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

30 31 4/1 2 3 4

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～

エトワール

13:30～

読書会 14:00～

(読み聞かせ）

(読み聞かせ）

P

P

ママピヨ P

P

ママピヨ パパ’S読み聞かせ

本とパンケーキ

P
P

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

…………………………………………………………………………

◎３月のライオン　前編・後編　◎日日是好日
◎いきいき脳楽エイジング記憶力編　◎万引き家族
◎グッバイ・クリストファー・ロビン
◎オンネリとアンネリのおうち　◎モアナと伝説の海
◎オンネリとアンネリのふゆ　◎怪盗グルーのミニオン危
機一髪◎ルパン三世　カリオストロの城
◎ルイスと不思議の時計　◎ワンダー　君は太陽
◎ボヘミアン・ラプソディ　他

アフリカ・ケニアを旅したたにぞうさんたちが
撮影した写真と関連資料を展示します。

　富士河口湖町生涯学習館のホームページから当館に所蔵
している資料の検索ができます。図書館に来館せず、イン
ターネットから予約ができます。お一人につき、図書・雑誌
５件・CD・DVD３件の合計５件まで予約が可能となりまし
た。ご利用ください。
※予約をする際、あらかじめメール登録が
　必要になります。カウンターにお申しつ
　けください。

　みなさんが読んできた本の貸出冊数と読
書記録ノートの冊数、イベント参加回数を集
計します。合計が多かったお友だち10名を表
彰します。
忘れずに提出して下さい。

♪ＤＶＤ新着情報♪

本とパンケーキ
●日　時：3月26日(木)午前10時～12時
●場　所：中央公民館　実習室
●対　象：小学生1～6年生　
●定　員：15名
●参加費：300円
●持ち物：エプロン・三角巾・マスク・ハンカチ
●申込み：3月10日（火）より受付　

◎アフリカ・ブンバ写真展3/17(火)～4/10(金)
写真/谷口國博(たにぞう)・谷口由成・汐見稔幸

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

ホームページご利用の皆様へ

いよいよおはなし王国2020まで残りわずか

読書記録ノート、提出のお願い読書記録ノート、提出のお願い読書記録ノート、提出のお願い読書記録ノート、提出のお願い

●提出期限：3月22日（日）～3月29日（日）
●提出場所：生涯学習館・大石分館・河口分館・上九一色分館
　　　　　　各カウンターまで



みなさんのやる気を応援します!

子育てのお悩みを専門家の先生に相談しませんか？
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

●日　時：3月14日（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

中央公民館ロビー展示

中央公民館利用サークルの作品
(木彫、パッチワーク、染色、書道、陶芸、彩墨画)
中央公民館利用サークルの作品

(木彫、パッチワーク、染色、書道、陶芸、彩墨画)
生涯学習課主催講座の写真

個別相談
秘密厳守

河口湖スクエアダンスクラブ

スクエアダンス初心者募集！！！

活動日

場　所
人　数
内　容

４月２日（木）～毎週木曜日（随時参加ＯＫ）
ＰＭ７：３０～９：３０

●日　時：４月２日（木）毎週木曜日　
　　　　  ４月は無料体験
　　　　（ＰＭ７：３０分～９：３０分）
●会　場：富士河口湖町中央公民館ホール
●問合せ先：事務局
　　　　　  ０５５５-７３-２６０２（小川）

●整理券交換期間：3月11日（水）～4月16日（木）　
　　　　　　　　  平日　午前8時30分～午後5時15分
　　　　　　　　 （土・日曜日は子ども未来創造館開館日の午前9時～12時のみ受付）　　
●申込・問合先：生涯学習課へ

●日　時：4月18日（土）　　開場／午後1時　　開演　午後1時30分（2時間程度）
●場　所：勝山ふれあいセンターさくやホール
●定　員：400人（混乱防止の為、整理券を事前に配布します。※整理券はお子様も必要です。） ☆当日は自由席☆
●参加費：中学生以上400円（町外の方500円）　小学生以下無料
生涯学習課窓口までお越しください。申込・参加費と引き換えに、整理券をお渡しします。（譲渡は原則禁止）
※申込みの際に参加希望者の方全員のお名前・住所・電話番号・年齢をご記入いただきます。
※個人情報は、スプリング・フェスタ以外では使用いたしません。
※整理券がなくなり次第終了（整理券がないと入場できません。紛失等にご注意ください。）

スプリング・フェスタ
2020 はるだぞう！ うたうぞう！ おどるぞう！ たにぞうだぞう！はるだぞう！ うたうぞう！ おどるぞう！ たにぞうだぞう！はるだぞう！ うたうぞう！ おどるぞう！ たにぞうだぞう！

富士河口湖町中央公民館ホール
３５名
　ＮＨＫの「おはよう日本」
でも紹介されたスクエア
ダンス。音楽に合わせて
歩く不思議なダンス。まるで万華鏡！８人いれば何
処でも踊れる不思議なダンス。先が読めない不
思議なダンス。アメリカで生まれ世界中で踊られ
ている陽気なダンス。ダンスというより頭と体の
体操。運動不足の方に最適です。性別・年齢は問
いません。 町民優待カードが使用できる施設

〇河口湖美術館
〇河口湖ミューズ館  ー与　勇輝館ー
〇船津体内樹型  ー河口湖フィールドセンターー
〇西湖いやしの里根場
〇西湖コウモリ穴 －クニマス展示館ー

問合先　生涯学習課へ

町民優待カードができました
令和２・３年度

※サークルによって展示期間が違います。
※内容は変更になる場合がございます
※休館日　日曜・祝日
※土曜…利用予約がない場合、閉館
詳しくは生涯学習課へ

3月7日（土）～最長3月26日（木）

「ブンバ・ボーン」や「ふじぴょんの歌」作詞＆振付でおなじみ「たにぞうさん」が、今年も富士河口湖町にやってきます。
ご家族、お友達と一緒にうたっておどって楽しみましょう。

「ブンバ・ボーン」や「ふじぴょんの歌」作詞＆振付でおなじみ「たにぞうさん」が、今年も富士河口湖町にやってきます。
ご家族、お友達と一緒にうたっておどって楽しみましょう。

●生涯学習館：3月17日～4月10日
●勝山ふれあいセンター　
　　　　　　4月14日～4月18日
たにぞうさんの全国を巡回している動
物の写真展です。このチャンスに親子
で見に来てください。

アフリカの今を伝える
　「アフリカ・ブンバ写真展」

入場無料！

NEW
NEW

NEW!NEW!NEW!

　町では、町民のみなさんに文化・芸術に親しんでいただく
ため、町内の有料の文化・芸術施設が無料になる「町民優待
カード」（1世帯1枚）を発行しています。
令和2年度と令和3年度の2年間使用できる「町民優待カー
ド」が新しくできました。
ご活用ください。
■配布方法：自治会を通じて、配布いたします
（※自治会未加入の方は、お手数ですが、身分証明ができるも
の（免許証、保険証等）をお持ちいただき、生涯学習課窓口でお
渡しします。）
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○問合先　教育委員会　生涯学習課　TEL 0555-72-6053　FAX 0555-73-1358

教育センターだより教育センターだより教育センターだより

令和2年度「めだかの学校」申請団体募集
「めだかの学校」は、それぞれの学習活動を進められるようお手伝いするために創設した補助金制度です。

●補助金額：主に講師謝礼に使用するものとし、1団体につき2万円まで（補助金支給は1団体に最高3年まで）
●申請方法：3月12日（木）～4月3日（金）に生涯学習課にて申請書を受け取り、記入の上、4月10日（金）までに生涯学習課へ
　　　　　  提出してください。（審査をし、最大10団体※応募団体多数の場合は抽選）学習が終了したら、実績報告書を提出
　　　　　  してください。
●申込・問合先：生涯学習課へ　　　※提出期限を過ぎてからの申請は受け付けません

①富士河口湖町在住の方が5名以上かつ半数以上の団体　　②活動場所が富士河口湖町である
③結成年が申請年度から5年未満の団体 　  　　　　　　　④団体の活動期間が年間を通して6回以上

条件

　柔らかな春の日差しとともに3月がやってきました。お子さんにとってどのような一年だったでしょうか。
　「〇〇さんは，係の仕事を進んでやっていてすばらしいと思います。」
「〇〇さんは，私が困っていたら助けてくれました。うれしかったです。」
これは，町内の多くの学級で取り組んでいる「ほめ言葉のシャワー」です。
この取組により，自己肯定感が高まるだけではなく，友だちの良いところ
探しの観察力が高まっています。ご家庭でも1年を振り返り，お子さんに
「〇〇をがんばったね。」「〇〇を続けてきたね。」など，ほめ言葉を伝え
てみましょう。
　進級・卒業・進学・就職…と，誰もが大きな節目を迎えます。これまで
の歩みを振り返るとともに明るく前向きに新たな第一歩を踏み出したい
ものです。しかし，新たなスタートに不安を感じ，一歩を踏み出せないでい
ることもあります。そんなときは，「あわてず・あせらず・あきらめずに」が
大切です。そして，一人で悩まず，自分も子どもも良い方向に進めるよう
に，教育センターの教育相談員に声をかけてください。一人ひとりの輝か
しい未来を，心から応援していきたいと思います。

困っていること　悩んでいること
相談してみませんか

月～金曜　9時～16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

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！

●期　日：4/11（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＆ママフィット

ママ＆ベビーのキラキラビクス（産後ケア）

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

☆親子で運動。後半ママのトレーニングタイム☆

●対　象：ハイハイ前のベビーとママ　１５組
●期　日：4/22（水）　以降毎月１回水曜日予定
●時　間：13：30～15：00　　　●場　所：子ども未来創造館
●持ち物：上履き、飲み物、バスタオル
●参加料：1000円／回

Ｓｍｉｌｅ  ｄｅｌｉ  Ｆａｃｅｂｏｏｋでもお知らせします！

☆助産師とインストラクターによる産後のママとベビーのサポート☆

●対　象：3歳児までの親子
●期　日：前期　4/9～7/16　毎週木曜日
●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

親子体操教室
☆親子で運動しよう！　マット＆鉄棒＆ニュースポーツ☆

●対　象：年少・年中・年長児とその保護者
●期　日：4/19（日）　　●時　間：10：00～11：20
●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　（会員チケット1枚）

ラテンダンスフィットネスＺＵＭＢＡ
☆やみつきになる面白さ☆

☆その症状、自分で改善！　ミラクル体操☆

すごい体操・ＶＩＭセミナー
☆あの松栄勲先生がクラブ富士山にやってくる☆

●対　象：スポーツ愛好家・指導者　先着５０名
●期　日：4/18（土）　　●時　間：14：00～16：00　　
●場　所：中央公民館
●持ち物：ヨガマット、上履き、タオル、飲み物
●参加料：クラブ富士山会員チケット２枚　 非会員2000円／回

●期　日：4/9～　毎週木曜日
●時　間：10：30～11：30
●場　所：町民体育館
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：700円／回

NIGHT ＺＵＭＢＡ
☆やみつきになる面白さ☆

●期　日：4/17（金）
●時　間：19：00～20：00
●場　所：町民体育館
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：500円／回

広報 152020年 3月号



信玄時代の国境「本栖」について

（文化財審議会委員　伊藤正一）
本栖周辺の史跡・文化財分布図
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七社大明神七社大明神

　駿河湾から富士西麓を北上し、甲府盆地に抜ける中道往還は、駿河と甲斐を最短コースで結ぶ大動脈で、甲斐
側の入り口として本栖の集落は発展してきた。
　集落の入り口には関所跡があり、北西側には関所の役人、九一色衆統領の渡辺囚獄佑の屋敷跡、集落の北に
そびえる烏帽子岳から東側に延びる尾根上に位置する本栖城、その山麓の青木ヶ原樹海には中道往還とそれに
集落を囲む石塁群など、この一帯は国境であった当時をしのばせる旧跡に富む。集落の南側に山神社、北側に
七社大明神（キンサ様）が祀られ、その間に村をはさむ形をとり、村内への厄病や悪霊、一切の災いを入れないよ
うに、村を守護しているように見える。
　今回は、七社大明神と周辺の石仏等を紹介します。

七社大明神（金札様・キンサ様）
　天保の飢饉のころハヤリ病が流行したので村民の協議により、代表が京都の本社に行き、金札社七社大権現
を勧遷して、悪疫退散の祈願をしたと伝えられている。毎年７月17日の夜が祭日で暴れ神輿がでる。奉仕する
若者は夕方本栖湖で水垢離をとり、次の唱えごとを７回唱える。神輿は金札様を出て山神社に行き、また金札様
へもどって来るが、帰り道は上げたり下げたり走ったり乱暴にかつぎまわる。
〈唱えごと〉　南無富士山、小御岳石尊、大天狗、小天狗、オユメノウチニ、南無帰命頂礼、懺悔、懺悔、六根清
浄、大山大師、不動明王
（ナムフジサン　コミタケセキソン　ダイテング　ショウテング　オユメノウチニ　ナムキミョウチョウライ　ザン
ゲ　ザンゲ　ロッコンショウジョウ　オオヤマダシ　フドウミョウオウ）
〈湖水から山神社経由金札様までの道中の唱えごと〉　　アーロウー六根清浄　アナーアー南無阿弥陀仏
この神に祈る唱えごとは、村の安泰、豊作、疫病除けである。
※この祭りは、昨年より神輿をかつぐ若者の減少により、残念ながら休止しました。

本栖の石仏
　金札様の右側に道祖神の祠が祀られている。また金札様の前方10メートルほどのところに五体の石仏が並ん
でおり、庚申（青面
金剛）、観音等で、
ほかに武田信玄公
（恵林寺）の石碑
もある。
　山神社入口の旧
中道往還沿いに小
型の六地蔵が並ん
でいる。その中の
一体が「上げ仏」と
呼ばれ、村人はこ
れを持ち上げて天
気を占っていたとい
う。持ち上げて軽
く上がれば晴天。
重くて上がらぬとき
は雨天と判断する
そうだ。

【参考・引用文献】
　『上九一色村誌』
　「本栖六斎講記録」
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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

富士北麓障害者自立支援協議会就労部会作成『事業所パンフレット』の紹介をさせて頂きます。

●住　所：富士吉田市下吉田東1-9-1

●連絡先：0555-24-2201

　○就労継続支援B型：定員16名

　○自立訓練（生活訓練）：定員20名

●住　所：富士吉田市大明見-13-28

●連絡先：0555-22-7217

　○就労継続支援B型：定員30名

　○就労移行支援：定員6名

　○生活訓練：定員6名

じゅうしょ ふじよしだしし もよしだ ひ がし ふ じ よ し だ し お お あ す み

れんらくさき れんらくさき

じゅうしょ

⑪グレイス・ロード ⑫ありんこ

⑬アエラ-ライフ ⑭ワークピア河口湖

しゅうろうけいぞくしえんBがた  ていいん　　  めい しゅうろうけいぞくしえんBがた  ていいん　　  めい

しゅうろういこうしえんていいん　  めいじりつくんれん  せいかつくんれん   ていいん      めい

●住　所：富士吉田市上吉田東3-1-68

●連絡先：0555-30-1042

　○就労継続支援B型：定員13名

　○就労移行支援：定員7名

じゅうしょ ふじよしだしか み よしだ ひ がし

れんらくさき

しゅうろうけいぞくしえんBがた  ていいん　　  めい

しゅうろういこうしえんていいん　  めい

●住　所：富士河口湖町小立5585

●連絡先：0555-72-9221

　○就労移行支援：定員6名

　○就労継続支援B型：定員14名

　○日中一時支援：定員3名

じゅうしょ ふ じ か わ ぐ ち こ ま ち こ だ ち

れんらくさき

しゅうろういこうしえんていいん　  めい

しゅうろうけいぞくしえんBがた  ていいん　　  めい

にっちゅういちじしえん  ていいん　  めい

せいかつくんれん  ていいん　 めい

かわぐち  こ

農作業・キャンプ場整備・

公文学習を取り入れ、自

分らしく生きるために学

び、将来のことを考えて

いきましょう。

のうさぎょう じょうせいび

くもんがくしゅう と い じ

ぶん

しょうらい かんが

まない

みなさんの“チャレンジ”おまちしています！！

調理補助

農作業

かわらけ作り

農園作業
のうえんさぎょう

のうさぎょう

づく

ちょうりほじょ 平成31年4月1日より、新規開設です。
へいせい　　 ねん　がつ   にち             しんきかいせつ
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

　医療機関に入院し退院後自宅に戻るにあたり、病院や居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）、
地域包括支援センターなどの関係機関が連携し、情報共有しながら患者さんの退院支援を行うための仕組みです。
このルールを使用することで、医療と介護がより一体的に提供できるようになり、患者さんやご家族の退院に向け
ての不安が軽減され、安心して生活が送れるようになることを目指しています。

◎退院後の生活について不安に思うことやサービスの利用を検討している場合は、
　　　　　　　　　　　　　　　入院している医療機関や地域包括支援センターに伝えましょう。
　　退院して家に帰ってからの不安や疑問に思うこと、介護保険サービスの利用の希望があれば、医療機関のソー
　シャルワーカーや地域包括支援センターに相談してください。少しでも不安を軽減して退院前に準備を整え、安
　心して退院できるようにしていきましょう。

◎入院したら、担当のケアマネジャーに入院したことを連絡しましょう。
　　ケアマネジャーへ入院したことを伝えることで、入院初期にケアマネジャーと医療機関で
　連絡を取り合い、入院前や入院時の状況を共有することができます。

◎入院したら、病院にケアマネジャーの名前や
　　　　　　　利用していた介護サービスの内容を伝えましょう。

　　医療機関では患者さんの担当ケアマネジャーが誰なのかすぐに分からないことがあります。入院後医療機関
　のソーシャルワーカー（相談員）からケアマネジャーに連絡できるよう、日頃から健康保険証や介護保険証と一
　緒にケアマネジャーの名前と連絡先が分かるものを用意しておきましょう。

◎退院のめどがついたらケアマネジャーに伝えましょう。
　　入院中に患者さんの状態に変化があれば、介護サービスの見直しが必要となります。急な退院では調整が困
　難なので、退院のめどが分かった時点でケアマネジャーに連絡しましょう。

◎退院後の生活について不安なこと、疑問に思うことは
　　　　　　　　　　　　　　　入院している医療機関やケアマネジャーに伝えましょう。
　　在宅生活に不安を抱えたまま退院すると、安心した在宅生活を送ることができません。入院中に不安や疑問に
　思うことがあればソーシャルワーカーやケアマネジャーに相談し、少しでも不安を軽減して退院できるようにし
　ていきましょう。

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　山梨赤十字病院　医療ソーシャルワーカー　初鹿野美穂

富士河口湖町地域包括支援センター（役場健康増進課内） TEL ７２－６０３７

☆「医療と介護の入退院連携ルール」ってどんなもの？

☆介護保険サービスを利用していなかったが、退院後利用したい方や不安がある方

☆介護保険サービスを利用している方へ
　　　　　　医療機関に入院した際には、次のことにご協力をお願いします。

・富士東部地域に住所があり、富士東部地域の医療機関に入院した方
・富士東部地域の居宅介護支援事業所または地域包括支援センターを利用している方
・介護保険サービスを利用している人または退院後介護保険サービスを利用する方

対象者

「医療と介護の入退院連携ルール」が完成しました。「医療と介護の入退院連携ルール」が完成しました。
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問い合わせ先：富士河口湖町在宅医療推進協議会　事務局（健康増進課）TEL７２－６０３７

「富士河口湖町在宅医療推進協議会の活動報告

　最期まで住み慣れた自宅での療養を望む住民の方が、希望する在宅ケアを受けられるように、医療と介護の従事者
が集まり、連携を推進して在宅医療の体制をつくり、住民のみなさまを支援していく仕組みづくりに取り組んでいます。
また、在宅医療について知っていただくための普及啓発活動なども行っています。
　毎月の広報に在宅医療推進協議会の活動や各職種の紹介、専門職からの生活の
アドバイスなど、お役に立てる情報を掲載しています。

　協議会より、今年度の初めに「富士河口湖町地域ケアマップ」を全戸配布しました。町内の医療機関・歯科医院・薬局・
介護保険事業所・入所施設が地図でわかるようになっています。また裏面は、各事業所の特徴も載っています。
ぜひ、ご活用ください。

　令和元年１０月６日（日）の『まちフェス』において開催し、４００名を超え
るたくさんの皆様にお越しいただき、町役場コンベンションホール内で
おくすり、医療・看護、介護保険、介護用具、リハビリ、お口のケア、食生
活、事業所展示、個別相談などの紹介・体験コーナーにお立ち寄りいた
だきました。
　アンケートでは、「楽しかった」「学べた」「役に立った」などのご意見を
いただき、回答者の内の約９２％のたくさんの方に自宅で医療や介護を
受けられることを知っていただけました。
　協議会では、毎年このような「在宅医療フォーラム」を実施していますのでどうぞ皆様ご参加ください。

『このまちで安心して自分の望むスタイルで生きる。』
　　　　　　をテーマに在宅医療推進協議会は活動しています。

在宅医療フォーラムを開催しました

ご覧いただけましたか？

ぜひ、これから
ご覧ください！

健康のまちづくり
Healthy community building

「健康のまちづくり審議委員」を募集します
　町では、住民一人ひとりが健康の意義について深く理解し、主体的に健康づくりに取り組み、住民、町、関係団体
等が相互に連携し協力を図りながら、健康で心豊かに暮らせるような施策や活動に取り組むための基本計画とな
る「富士河口湖町健康のまちづくり計画」を策定しています。
　こうした健康のまちづくりに関する重要事項を調査・審議をするため「健康のまちづくり審議委員会」を置いて
います。
　今年度委員の任期満了に伴い、新たに審議委員を募集します。
健康のまちづくりに関心のある方は、この機会にぜひご応募ください。

申込・問合せ先：健康増進課 Tel 0555-72-6037

■委員の任期：令和２年４月～令和５年３月　　　　
■要　　　件：２０歳以上の町民
■募 集 人 員：数名程度
■募 集 期 間：令和２年３月２５日まで



広報20 2020年 3月号

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

　富士河口湖町老人大学（中村繁光学長）では、2月14
日（金）勝
山ふれあい
センターに
おいて第2
回目の講義
を行いまし
た。
　 当 日 は
224名が参
加し、講師に富士吉田警察署と山梨県警察音楽隊の方
々をお迎えし、第１部では「高齢者の交通事故防止につ
いて」、「寸劇　これが詐欺の手口だ！」と題し、講演を
していただきました。交通事故予防のために自分ででき
ることは何か、本当にあった電話詐欺の手口や詐欺の被
害に遭わないために気をつけることなどを講話や寸劇を
通して学びました。
　第２部では、音楽隊の方々の演奏とカラーガード隊に
よるパフォーマンスを披露していただきました。生演奏
や大迫力のパフォーマンスにたいへん盛り上がり、大盛
況のうちに終わりました。

　2月7日（金）の勝山ふれあいセンターにおいて、障害
者社会参加促進事業の一環として、心身障害者やそのご
家族並びにボランティア等との交流を深めることを目的
に心身障害児者交流の集いを開催しました。
　当日は、障害者福祉会や民生児童委員など５１名が参
加して、町社協が実施している福祉サービスの説明やボ
ランティアグループによる活動紹介がありました。
　また、富士河口湖町地域防災課の渡辺大介さんより『
富士河口湖町の防災の取り組みについて』と題して講演
をしていただき、災害時の対応や普段からの意識、心が
けについてお話をしていただきました。災害は誰にでも
起こりうることとして、みなさん真剣にお話を聞いていま
した。
　短い時間でしたが、互いに交流を深めとても和やかな
時間を過ごしました。

～富士河口湖町老人大学～
電話詐欺等について学ぶ！

『心身障害児者交流の集い』
楽しく交流

●勤務場所：船津、小立こども館
●業務内容：児童厚生員（放課後児童預かり）
●雇用形態：パート勤務
●勤務時間：14時30分～18時 （学校行事により変動あり。夏、冬、春休み時は午前勤務あり）
●休 日 等：土、日、祝日、年末年始
●給 与 等：1）給与　富士河口湖町社会福祉協議会給与規程によります。
　　　　　  2）手当　本会給与規程により、期末手当、通勤手当等
●資　　格：児童厚生員、放課後児童支援員、保育士、幼稚園教諭のいずれかあれば尚可
●そ の 他：子供が好きな方　
3月19日(木)までに履歴書を持参のうえ、当会まで申込みをして下さい。
3月23日以降に面接日等をご連絡いたします。　
●問合わせ：富士河口湖町社会福祉協議会　℡0555-72-1430（梶原、三浦）
　　　　　　富士河口湖町小立2487　町民福祉館ふじやま　2Ｆ

社会福祉協議会　児童厚生員　若干名
富士河口湖町社会福祉協議会職員募集案内
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サステナブルな社会とは

「ＳＤＧｓ」とは世界を変えるための17の目標

令和２年度　普通課程訓練生募集

　日頃から消費者問題に携わる皆さまが押さえておくべ
き民法（債権関係）の改正ポイントを全3回で確認してい
きます。第3回目は、債権各論部分（売買契約、賃貸借契
約など）に関する改正点について、前半45分で講義を行
い、後半45分で簡単な事例を検討していただきます。
■日　時　3月12日(木) 14時～15時30分頃
■場　所　山梨県弁護士会 4階 大会議室
●問合せ　山梨県弁護士会　℡ 055-235-7202

　GPSは、衛星からの信号を受信することで位置情報を
取得することができるシステムです。軍事用に開発されま
したが、最近では自動車やスマートフォン等にも搭載さ
れ、様々な分野で私たちの生活を便利にしてくれています。
　その反面、私たちの全く知らないところで自分の位置
情報が知られ、ひいては利用される危険性があります。ど
のように私たちのプライバシーや情報を守っていくのかを
考えていく必要があるのです。
■日　時　3月14日(土) 13時30分～16時45分
■場　所　山梨学院大学 メモリアルホール
■内　容　第1部 基調講演 講師:亀石倫子弁護士
　　　　　第2部 バネルディスカッション
●問合せ　山梨県弁護士会　℡ 055-235-7202

　リーガルサポート山梨は、当法人の司法書士による成
年後見、相続、遺言等に関する相談会を開催します。相
談は予約制です。秘密は厳守します。
■日　時　3月20日(金･祝)　13時～16時
■会　場　ぴゅあ富士（都留市中央3-9-3）
●問合せ　(公)成年後見センター・リーガルサポート
　　　　　　山梨支部　℡ 055-254-8030

　「サステナブル（持続可能な）」社会の実現に向け、情
報提供や具体的な実践の場を提供していくことを目的に
発足した「富士山からサステナブル＆SDGsを発信する
会」では、約2ヶ月に1回「学びと実践をめざす講座」の開
催を予定しており、第1回目を以下のとおり開催します。上
智大学大学院教授の織朱實先生を特別顧問として、様々
なSDGsに関する活動を予定しています。
　自治体、企業のサステナブル＆SDGsへの取り組みに、
そして皆さま一人一人の生活に役立ててください。

　現在、世界の国、自治体、企業、市民、子供達が共通の

目標として取り組み始めているのが「サステナブルな社
会」の実現です。
　地球の環境を壊さず、資源も使いすぎず、現在の経済、
社会、環境、などを将来に渡って「維持し、継続できる」
そして未来の世代も美しい地球で平和に豊かに、ずっと
生活をし続けていける社会のことです。

　SDGsは、2015年9月の国連サミットで193の国の首脳
の参加のもと、全会一致で採択された「持続可能な開発
目標」のことです。
　SDGsは、貧困や飢餓から環境問題、経済成長やジェ
ンダーまで幅広い様々な課題が網羅されています。豊か
さを追求しながらも地球環境を守り、「誰一人取り残さな
い」ことを強調し、2015年から2030年までの15年間に
達成することを目標としています。子どもたちも含め、あ
らゆる人がそれぞれの立場から目標達成のために行動す
ることが求められています。
■日　時　3月28日（土）開場16時　開演17時
　　　　　19時終了予定
■場　所　富士吉田市民会館・3Fギャラリー室
　　　　　富士吉田市緑ヶ丘2523
■定　員　50名（先着順）
■対　象　中学生以上
■参加費　1,000円（高校生まで無料）
■テーマ　サステナブルな世界に向けて
　　　　　〝ＳＤＧｓって〟なあに！！
　　　　　～ゴミから考える ＳＤＧｓ！を学ぶ～
■主　催　富士山からサステナブル＆SDGs
　　　　　を発信する会
■後　援　山梨県・富士吉田市・富士河口湖町
●問合せ　090-3512-0536（中村） 10時～17時
　　　　　メール　hi-nakamura@s9.dion.ne.jp

■科　目　木造建築科・建築塗装科
■期　間　各科、夜間訓練2年間
■対　象　各事業所に勤めながら学ぶことができる方。
　　　　　年齢、性別に関係なく知識、技能を身につけ
　　　　　たい方。
■月　謝　会員 3,000円　会員以外 5,000円
■締　切　3月末

■講習日　4月上旬から21日間（63時間）
■対象者　1級建築施工受検資格該当者
※受検申込は終了しているので、受検申込済みの方対象
になります。
■受検料　お問い合わせください。
■定　員　先着10名（5名未満の場合は中止）
■締　切　3月末
●問合せ　富士吉田職業訓練協会 ℡0555-22-5214
　　　　ホームページ http://fyoshidakunrenko.jp

消費者被害に関する勉強会について

成年後見･相続等に関する無料相談会

富士吉田職業訓練協会から

GPS捜査について考える
シンボジウム

サステナブル・ＳＤＧｓの学びと実践
エスディージーズ

１級建築施工管理技士学科　受検準備講座
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　富士河口湖ウオーキング協会は、毎月健康づくりのた
め“月例ウオーキング”を行っています。日頃の運動不足を
解消されたい方、ウオーキングに興味のある方、いつでも
受け付けておりますのでお気軽にお申し出ください。心
からお待ちしています。
■年会費　1,000円
●問合せ　富士河口湖ウオーキング協会
　　　　　　℡ 090-5498-2963（事務局：倉澤）

　経済的理由で、援助を必要とする高校生に対して、奨
学金を援助します。
■金　額　毎年10万円×3年間　合計30万円
　　　　　※返済は不要です。
■対　象　学校長による推薦者の中から、公益財団の　
　　　　　選考委員会で、15人を決定

■申込み　管内の高等学校へ入学後、4月末日までに学
　　　　　校に申し込み、学校長の推薦を受けること

　富士桜育英会は、富士北麓地域の有志の皆さんの善
意の持ち寄り金(賛助会費)により、昭和62年に発足し、
現在までに305人もの卒業生を送り出しています。一人で
も多くの苦学生を援助できるよう、賛助会員の募集を行
っています。
　1口、毎月2,500円(何口でも結構です)となっていま
す。詳しくは、事務局までお問合せください。
●問合せ　公益財団法人 富士桜育英会 事務局
　　　　　　℡ 0555-24-2331

　富士吉田市では令和2年度の富士山自遊大学受講生を
募集しています。多趣多彩な講座を開設して、皆さまのご
参加をお待ちしています。詳細についてはお問い合わせく
ださい。
●問合せ　富士吉田市民会館内　富士山自遊大学
　　　　　事務局　℡ 0555-23-3100

(1)第34回奨学生募集

(2)奨学金賛助会員募集

富士河口湖ウオーキング協会会員募集

富士山自遊大学受講生募集

公益財団法人
富士桜育英会からのお知らせ

富士河口湖ウオーキング協会会員募集

富士山自遊大学受講生募集

公益財団法人
富士桜育英会からのお知らせ
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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
紬
の
特
徴
　
糸
と
繭
〜

おおいしつむぎ通信 2020.3月号

　先日大石小学校４年生に大石紬の授業を行い
ました。説明だけでなく現役で織りをしている渡
辺フサ子さんの座繰りの実演を子供たちに見ても
らいました。フサ子さんも糸取りをするのはしばら
くぶりとのことで、久々の座繰りに「楽しい～」と
仰っていました。昔は大石では軒先で座繰りをす
るおばあちゃん達の姿が見られたそうですが、今
は残念ながら一人もいらっしゃいません。前回、大
石の特徴について「養蚕、糸取り、織りを一貫し
て同地域で生産されていること」とお伝えしまし
たがその中でも一番のキーになってくるのは「糸
取り」です。糸を作る方法は２つ。「繭から糸を繰
る」か「繭を真綿にして紡ぐ」のどちらかです。大
石紬は「糸繰り」です。糸繰りのなかでも機械か
手動かありますが、昔ながらの手動の糸繰りの方
法で「座繰り」です。繭を煮て柔らかくし繭一つ一
つから糸をほどき巻き取っていきます。そして糸
の特徴として横糸に玉繭と呼ばれる繭を使ってい
ます。玉繭はお蚕２匹で一つの繭を作っている為、
糸がスムーズに出ないのでとても座繰りが難しい

です。玉繭は糸が取りづらいので真綿にして紡い
で糸にすることが多いのですが、大石では玉繭を
座繰ります。一般的に真綿から糸を紡ぎ紬糸で織
ったものを「紬（つむぎ）」と呼ぶのですが、大石
紬は紡いでいないのに「紬」と呼ばれていますね。
そこがとても不思議でした。玉糸は節が時折でき
るので布になると紬糸を織り上げた布と似ていま
す。紬のような温かさがありしかし「紬」の布には
ない光沢感があり生地が軽く、紬にはない座繰り
の特徴も持っている「普段着と位置付けられる紬」
と「礼服と位置づけの生糸を使った着物」のちょ
うど中間のような存在かもしれませんね。普段使
いからおしゃれ着、礼服（大石では厄払いの時に
着ていたとのこと）まで幅広く重宝する織物。そ
んな「質が高く実用性を兼ね備えた織物」ができ
たのは特徴的な糸のおかげではないでしょうか。
また糸を作るための繭を生産していたことが大石
紬を支えていると言っても過言ではないですね。
「繭無くして糸は無し、糸無くして大石紬は無し」
と日々実感しています。

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

　令和2年度は大石地区の地域おこし協力隊が最終年となります。今まで学んだ大石紬の技術を次に繋ぐため、
座繰り～織りまでの全行程を体験していただく少人数のワークショップを開催します。参加者の皆様には、ご自身
で作った糸を植物で染めてブックカバーかテーブルセンターを織っていただく予定です。大石紬の全行程を知って
いただくまたとない機会です。是非ご応募ください。
　※縦糸（白）が機にかかった状態で織り始めていただきます（機にかける工程の体験あり）。
　※道具の数に限りがあるため、応募者多数の際は選考の上参加可否をご連絡します。
　※全10回ご参加可能な方のみご応募ください。
■実施期間：令和2年4月～1月（全10回）
■実施日時：原則として毎月第4土曜日（変更の月あり）　9時30分～16時
■場　所：大石紬伝統工芸館、他
■参加費：無料
■人　数：若干名
　※お手数ですがお弁当等ご持参の上ご参加ください（近隣にコンビニ、飲食店あり）。
■応募方法：往復葉書に下記必要事項をご記入の上、返信用葉書の宛名にご自身の住所氏名を明記してお申し込
　　　　　 みください。
　　　　　　①氏名（ふりがな） ②年齢　③住所　④日中ご連絡可能な電話番号
■応募先：〒401-0305 山梨県南都留郡富士河口湖町大石1438-1
　　　　　大石紬伝統工芸館「大石紬ワークショップ」宛
■応募期限：令和2年3月末日着
※ワークショップのご見学も可能です。ご見学をご希望の際は、大石紬伝統工芸館（0555-76-7901）までお問合
　せの上、実施会場までお越しください。

担当：地域おこし協力隊　栗林茜

大石紬ワークショップ参加者募集

ざ　 ぐ

く

ま　わた つむ
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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

八丁目会 3月のおススメ！ 大きな香立（素焼陶板）に色付けできます。
ガラスと金属を組み合わせた小さなお雛様ご覧いただけます。
ちょっとひと巻きのまわたスカーフをどうぞ。
小さな土雛人形（体験もできます）

陶と香のかやぬま
硝子と金工　ツパイ工房
富士山しるく
土あそび富士炉漫窯

ちりめん細工・つるし飾り

りんご型容器に入った可愛い飴がおすすめです。
和風パフェ、あんみつ、デザートいろいろあります。
春の香りを季節膳でどうぞ。
温かい鴨南そばをどうぞ。
陶と藍染め二人展【米山久志（陶芸）米山のぶ子（藍染）】

毎年行っております「つるしびな10％引き」
今年も沢山あります。（早い者順）

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

＊陶芸＊米山久志　
＊藍染め＊米山のぶ子

3月11日㈬～
5月 7日㈬

⑪見晴らし屋　企画展

⑰土あそび富士炉漫窯

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

≪詳細お問合せ先≫ 西湖いやしの里根場総合案内所
   3月～11月：午前9時～午後5時　無休 ／ 12月～ 2月：午前9時30分～午後4時30分　無休

 TEL:0555-20-4677　URL http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

《陶と藍染め 二人展》《陶と藍染め 二人展》

『陶器の富士山壁飾り色付体験』『陶器の富士山壁飾り色付体験』

ぜひお立ち寄りください！

ごゆっくりとお過ごし下さい！

料金：800円　
所要時間：30分～60分
（個人差あり）

予約問い合わせ：080-5024-5735（前田）

各棟にも様々なお雛様を展示します。ぜひご覧ください！

※定休日はありません。
※天候等の都合により臨時休業する場合が

ございます。ご了承ください。

いやしの里内を巡ってお宝を探そう！ 参加者には嬉しい景品をプレゼント！

❀いやしの里のひな祭り❀
＊段雛飾り展示＊

＊宝さがし＊

《場所》⑤くつろぎ屋
《期間》令和2年2月22日㈯～4月3日㈮

いやしの里
ライブカメラ
いやしの里
ライブカメラ
いやしの里
ライブカメラ

現在の
いやしの里の
様子です！
見てみてね♪

9：00～17：00
（最終入場16：30まで）

【３月から営業時間が夏時間に戻ります！】【３月から営業時間が夏時間に戻ります！】

根場はまだまだ寒いこの季節…

はんてんを着てこたつでゆっくり温まりませんか？
⑤くつろぎ屋と ⑥せせらぎ屋にて

ご用意しております。軽食やお抹茶等もあります！
ゆっくりのんびり

お茶会でもしませんか？

根場はまだまだ寒いこの季節…

はんてんを着てこたつでゆっくり温まりませんか？
⑤くつろぎ屋と ⑥せせらぎ屋にて

ご用意しております。軽食やお抹茶等もあります！
ゆっくりのんびり

お茶会でもしませんか？

まんが日本昔ばなしの

2021年3月まで開催！

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
ご好評につき延長決定！
2021年3月まで開催！
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
河口湖ステラシアター通信 3月号

The Kawaguchiko Stellar Theater. The MARCH issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The MARCH issue.

富士山河口湖音楽祭201７　開催1６年目　♪河口湖ステラシアター・河口湖円形ホール公演情報♪　　

ボン・ベートーヴェン交響楽団

シド カロローザ
第57回定期演奏会 河口湖公演SID LIVE 2020 –Star Forest-

[日時] 2020年6月14日㈰  開場/15：15　開演/16：00
[会場] 河口湖ステラシアター 野外音楽堂
[出演] 指揮：ディルク・カフタン
　　　 ソプラノ：サラ・ハーシュコヴィッツ
　　　 メゾ・ソプラノ：ノラ・スルジアン
　　　 テノール：ミルコ・ロシュコフスキ
　　　 バス：カール＝ハインツ・レーナー
　　　 演奏：ボン・ベートーヴェン交響楽団
　　　 合唱：富士山河口湖第九特別合唱団
[予定曲目] ベートーヴェン：「エグモント」序曲
　　　　　交響曲第9番「合唱付き」二短調 全楽章

[料金] 

河口湖ステラシアター開館25周年　富士山河口湖音楽祭2020プレ企画

券種 区分 通常料金 町民料金 団体料金

Ｓ席 ７８００円 ７５００円 ７３００円
指定席

自由席

Ａ席 ５８００円 ５５００円 ５３００円

３５００円 ３３００円 ３１００円

好評発売中

※4歳未満のお子様の入場はご遠慮願います。尚、観覧可能な母子室はございませんので、
　予めご了承ください。
※町民料金は、富士河口湖町民のみの設定。ステラシアターへ申込み
※団体料金は、１０名様以上の場合のみ設定。ステラシアターへ一括申込み
※会員料金はステラシアターフレンドリークラブのみの設定。ステラシアターへ申込み

[日程] 2020年5月9日㈯・10日㈰　
　　　開場/16:00　開演/17：00
[会場] 河口湖ステラシアター　野外音楽堂
[料金] 全席指定　8,000円(税込)
[チケット一般発売] 2020年3月7日（土）
[お問合せ] キョードー東京　0570-550-799

[日程] 2020年4月5日㈰　開場/13：30　開演/14：00
[会場] 河口湖円形ホール
[予定曲目] 
　・ショパン：アンダンテ・スピアナートと
　　　　　　　　　華麗なる第ポロネーズ 変ホ長調 作品22
　・竹久 夢二作詞/多 忠亮作曲：宵待草
　・シューマン：歌曲集「ミルテの花」作品25より 第1曲献呈
　・プッチーニ：歌劇「ラ・ボエーム」より私が街を歩けば
　　　　　　　（ムゼッタのワルツ）
　・メンデルスゾーン：ピアノ三重奏曲 第1番 二短調 作品49
　・ベートーヴェン：ピアノ協奏曲 第5番 変ホ長調 作品73
　　　　　　　　　「皇帝」（室内楽版）
　　※曲目は急遽変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

[料金] 自由席　一　般　 1,000円（税込）
　　　　　　  高校生以下 500円（税込）
[お問合せ] カロローザ事務局　caloroza_2017@yahoo.co.jp

ボン・ベートーヴェン交響楽団

ディルク・カフタン

CFelix von Hagen

CIrene Zandel_quer

ベートーヴェン生誕250周年に本家本元の来日公演が実現
富士山の麓で第九演奏会
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS

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２年３月３１日（火）（口座振替日）今月の納税等

お問い合わせ　■総務課　0555-83-5200（代表）

　3月14日（土）にオープンキャンパスを行います。
　学びの特徴やキャンパスライフを楽しく体験でき
る企画を準備しています。健康科学大学について知
っていただくとともに、将来について考える一歩を
踏み出す機会にしていただけたら幸いです。河口湖
駅から無料の送迎バスも運行しています。
　もうすぐ新学期。健康科学大学であなたの「なり
たい！」を見つけませんか？詳細・参加お申込み受
付は本学ホームページのオープンキャンパス特設ペ
ージにて。

　健康科学大学で目指せる国家資格をご紹介します。今回は
「作業療法士」について。
　理学療法士が立ち上がる、歩くなどの基本動作の回復・改
善をサポートするのに対し、作業療法士は、入浴や食事、着
替えなどの日常生活を送る上で必要になる細かな動作の回
復を手助けすることに加え、手工芸や園芸、陶芸などのあら
ゆる作業活動を通じて「からだ」と「こころ」両面のリハビリ
テーションを行います。病気や事故などによる「からだの障
害」はもちろんのこと、「こころの障害（うつ病や統合失調症
など）」、「老年期の障害（認知症、関節障害など）」、「発達
期の障害（多動性障害、ダウン症候群など）」と、リハビリテ
ーションの対象は多岐に渡り
ます。
　高齢化や医療ケアの多様
化に伴い、医療・福祉分野に
おける作業療法士への
期待が高まってい
ます。

（皆さんのご参加、お待ちしております！）

お仕事紹介「作業療法士」 春のオープンキャンパス開催！

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
こどものための音楽プロジェクト

　2020年初の学校公演が、2月17日（月）に勝山小学校で行われました！演奏家は、ヴァイオリン、サクソフォン、ピア
ノによるオーストリアで活躍する若手演奏家3名によって結成された「トリオクラヴィス」です。モーツァルトや、坂本龍
一作曲「戦場のメリークリスマス」など、生の演奏を披露しました。また、児童の歌う「旅立ちの日に」に合わせて演奏
することで児童と共演し、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。児童からお礼に色紙をもらった
3人は大喜びでした♪
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●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

3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4月3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。

3月20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/4月5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。

　　26,648人
(－11)

 13,070人
(＋3)

 13,578人
　(－14)

 10,787　
(＋10)

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/3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
2月１日現在の
人口・世帯

◎国民健康保険税８期　介護保険料８期　

羽田陽花莉　　伊　織・美　咲　船津

渡邉　伶音　　広　太・幸　子　船津

髙木　　冴　　俊　介・葉　月　船津

髙山　蘭夢　　明　夢・亜梨沙　船津

上原　幾斗　　斗　夢・華　奈　船津

渡邊　結乃　　　雄　・なつみ　小立

松本　　燕　　龍　也・明　奈　小立

増山　　花　　　稔　・　佳　　大石

村松　瑚雪　　　孟　・絵里子　勝山

在原　冬花　　佳　来・里　咲　大嵐

小林　郁子　85歳　小林　　桂　船津

梶原タチ子　92歳　梶原　智安　船津

小佐野榮一　80歳　小佐野和則　船津

中村　五郎　92歳　中村　　勇　船津

小佐野知子　94歳　小佐野福夫　船津

小林ひろ子　99歳　小林　　謙　船津

大石　幸子　90歳　大石　勝六　小立

渡邊とくの　103歳　渡邊　政憲　河口

梶原　民博　83歳　梶原　寿博　河口

三浦やすの　94歳　三浦　浩一　長浜

佐藤　良治　96歳　佐藤　良一　長浜

渡辺美代子　72歳　渡辺　秀樹　西湖西

加賀美裕也　 ＝　 高山　瑞帆　船津

井出龍太朗　 ＝　 千明　未果　船津

渡邊　祟友　 ＝　 中村　知夏　船津

廣本　昌裕　 ＝　 長崎　理佳　小立

鈴木　雄大　 ＝　 梶原　瑶子　河口

小佐野大志　 ＝　 志村智恵美　勝山

小俣　哲平　 ＝　 小林理紗子　勝山

渡邉　　俊　 ＝　 宮下　奈々　勝山

滝口　政典　 ＝　 遠山真里子　長浜

渡邊　　晋　 ＝　 渡邊眞理子　精進

　

実施日

おめでた・おくやみ
〈1/１5～2/9〉 届出人

おくやみ（死亡） おしあわせに（結婚）

お子さん　　　　　　父　　　　 母
おめでた（出生）

れ　お
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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：10月号～3月号（第2期）
仕　　様：フルカラー 縦50mm×横90mm
掲 載 料：100,000円／1枠
枠　　数：2枠 （申込み多数の場合は抽選）
発行部数：毎月8,000部
申込締切：令和2年7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？各種お酒取り揃えています

　　　　

各種お酒取り揃えています

　　　　

38KAWAGUCHIKO
カフェ・レストラン ℡ 0555-72-0167

38kawaguchiko.com/38KAWAGUCHIKO
カフェ・レストラン ℡ 0555-72-0167

38kawaguchiko.com/38KAWAGUCHIKO
カフェ・レストラン ℡ 0555-72-0167

38kawaguchiko.com/

町民ギャラリー展

トールペイント教室

「ヘルプカード」を配布します！「ヘルプカード」を配布します！「ヘルプカード」を配布します！「ヘルプカード」を配布します！

「クランベリー」「クランベリー」「クランベリー」
●期　間　3月30日㈪～4月10日㈮
　　　　　平日：8時30分～17時15分　土日：9時～16時
●場　所　町役場 1階 エントランスホール
●展示者　相沢　久美子（小立在住）

　トールペイント教室「クランベリー」の生徒の作品を展示し
ます。テーマは「和のトール」。トールペイントでは珍しい和
風の作品が並びます。どれも心を和ませてくれるものばかり
です。
　皆さまのお越しをお待ちしています。

　「手助けが必要な人」と「手助けをしたい人」を結ぶカードです。
　障害のある方（※手帳の有無は問いません）、難病や高齢を理由に手助けを必要とする
方が持ち歩くことにより、災害時や緊急時など、ヘルプカードを使用して周囲の人に必要
な配慮や支援を求めることができます。ヘルプカードの提示がありましたら、やさしく声
をかけ、カードに記載されている内容に沿った配慮や支援をお願いします。

「トール」とはフランス語で〝ブリキ〟という意味です。18世紀ヨーロッパの人々
がブリキに絵付けをしたのが始まりです。その手法がヨーロッパからアメリカ、そ
して世界中に広がっていきました。現在では、家具や木の小物布、ガラスなどい
ろいろな素材に描かれ、暮らしを彩るアートとして人気を集めています。図柄や
筆使いがシステム化され、絵の苦手な方でも楽しく書くことができるのもトール
ペイントの魅力の一つです。

ヘルプカードとは？

トールペイントとは？

利用にあたって注意すること
ヘルプカードには、重要な個人情報が含まれます。取扱いや紛失には十分ご注意ください！
■配布窓口・時間　福祉推進課及び各出張所
　　　　　　　　　平日の8時30分～17時15分（土日・祝日を除く）
●問合せ　福祉推進課 障害福祉係 ℡0555-72-6028

作品展
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