
・ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内（P4-5）
・福祉に関する各種制度からのお知らせ（P6）
・富士河口湖町総合防災訓練（P7）
・富士河口湖町競争入札参加資格定期審査を実施します（P10）
・熱中症予防×コロナ感染症対策で「新しい生活様式」を健康に！（P18-19）
・男女共同参画週間「フォトコンテスト」ギャラリー賞が決定（P22）
・町内小売店と町民のくらしを応援するため「くらし応援商品券」を配付します（P32）
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富士河口湖町観光連盟と避難所使用要請についての
協定を締結しました

ホテル女将さん有志が「富士桃」を通じた観光ＰＲを実施

水難供養法要・水上安全祈願が執り行われました

　新型コロナウイルス感染症対策として、避難所への避難者の集中に対する、
感染予防が課題となっています。
　町では、観光地である特色を活かし、民間のホテルや旅館の皆様にご協力
をいただきたい旨を富士河口湖町観光連盟にご相談したところ、ご快諾いた
だき、協定締結に至りました。今回の協定により町の防災対策が強化され、住
民の皆様の安心安全の向上につながります。
　また、新型コロナにより地域経済はひっ迫しています。地域一体となって災
害に立ち向かうことで、お客様に安心して観光を楽しんでいただける一助になることも期待しています。
　観光施設の皆様のご理解とご協力に対して心より感謝いたします。

　夏山シーズンの到来を告げる「富士山・河口湖山開きまつり花火大会」
と、河口湖の夏の風物詩「河口湖湖上祭」は、感染症拡大防止のため中止
することが4月に決定されました。
　例年、この両行事の開催に伴って行われる水難供養法要および水上安全
祈願が、7月1日、感染防止対策のもと関係者のみで粛々と執り行われまし
た。初めに円通寺にて、河口湖で水難に遭われた精霊の供養、その後、富
士山の安全と河口湖の水上安全が小曲岬の水天宮にて祈願されました。

　法要及び神事では、田村芙山住職と中村和行宮司がともに新型コロナウイルス感染症の蔓延と、健康面や経済へ
の深刻な影響に触れ、一刻も早い疫病退散と景気復興が併せて祈願されました。

　梅雨の晴れ間の7月2日午前、冷風が強い日差しを和らげ心地よい小立地区の町富士桃
試験栽培ほ場において、河口湖畔のホテル女将さん、若女将さん5名が、富士桃の袋かけ作
業をし観光PRを行いました。
　これは、日頃から交流ある若女将さんから、富士桃を通じた観光PRを行いたい旨のメッ
セージを受けた町富士桃試験栽培ほ場の管理を受託している大澤武さんが、町農林課担
当に当ほ場で実施することを提案し、実現したものです。町農林課は、若女将さんのコロナ
禍にあっても、今後を見据え今できることに前向きに取り組むその姿勢に感銘を受け快諾
しました。
　女将さん、若女将さん、当日はお疲れさまでした。ありがとうございました。
　最後に若女将さん、大澤さんのご承諾の下、若女将さんから大澤さんにあてたメッセー
ジを紹介させていただきます。
　「この度の新型コロナウイルスの影響で、他の地域同様、富士河口湖町の宿泊業、そして我々宿泊業を支えていた
だいている様々な業種は大きな打撃をうけました。一方で、このコロナ禍の中、良くも悪くも立ち止まる時間を得て、

地元のいろいろな事に目が向くようになりました。そして、日本の内外か
らたくさんのお客様をお迎えする宿の女将自身が、地域の魅力を体感す
ることが、これからのお客様へのおもてなしにも役立つと強く思うように
なりました。また宿同士のつながりだけでなく、地域の他業種の方々とつ
ながることで、お客様により楽しんでいただけるよい町づくりができるの
ではないか、そんなふうに思うようになりました。そこで自分たちで何か
できることはないかと考えていたところ、富士河口湖町の新たな名産と
なる「富士桃」を生産者の方とともに県内外の方にＰＲしようと考えました。
今回は、河口湖女将の皆で、8月に収穫を迎える「富士桃」に袋かけを行
い、河口湖の観光、新たな農産品のPRを行いたく思います。」
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「はるかのひまわり絆プロジェクト」
こどみら・生涯学習館の芝生広場にひまわりの苗が
植えられました
　「はるかのひまわり絆プロジェクト」は、平成7年（1995）の阪神淡路大震
災で倒壊した自宅の瓦礫に埋もれて帰らぬ人となった加藤はるかちゃん
（当時小学6年生）の自宅跡地から群生したひまわりを全国各地へ広めるた
め、種を配布して人々とその思いをつないでいくネットワークです。
　7月2日、大嵐小学校の渡辺守PTA会長が「はるかのひまわり」の苗を町
役場へ届けてくださいました。

　生涯学習課職員からの趣旨説明の後、子ども未来創造館の児童クラブに所属する小学生の皆さんと渡辺PTA会長、
町長、教育長によって芝生広場北側に50本の苗が植えられました。町長は「夏に大きな花が咲くように、みんなで大切に
育てましょう」と話し、子どもたちと約束しました。
　このひまわりの苗植え・生育を機に、はるかちゃんの想いを広く繋げ、これまで以上に災害への備えやかけがえのない
命の尊さについて考えていきたいですね。

社会を明るくする運動
内閣総理大臣及び県知事メッセージ伝達式
　7月8日に「社会を明るくする運動」推進委員である富士吉田保護区保護
司会及び富士吉田地区更生保護女性会の皆さんが町役場を訪問され、内
閣総理大臣と山梨県知事からのメッセージの伝達式が行われました。
　この運動は、犯罪や非行を防止し、過ちを犯した人の更生に対する理解
を深め、犯罪や非行の無い安全な地域社会を築こうとする全国的な取り組
みで、毎年7月を強化月間と定め各地で啓発活動が行われています。
　伝達式では、保護司会の勝俣明徳会長が「犯罪や非行からの更生を支援し、誰もがやり直し、活躍できる地域社会
の構築が重要」などと記された内閣総理大臣からのメッセージを、続けて更生保護女性会の渡辺淳子会長が県知事の
メッセージを読み上げ、町長に手渡しました。
　町長は両会の活動に感謝と敬意を示し、「立ち直ろうとする人を支え、より安全で住みよい町にしていきたい」と応
えました。

新しい品種「ふじさんアジサイ」

ご寄付のご紹介

　八木崎公園で新しい品種「ふじさんアジサイ」が咲き始めました。「ふじさんアジ
サイ」は、花穂の形状が三角錐になるピラミッドアジサイの一種で、山梨県で生産
されているものを「ふじさんアジサイ」と呼んでいます。花穂の形状が特徴ですが、
8月～10月にかけて、花色が変化していくのも特徴です。開花している時期も通
常のアジサイよりも遅く、秋まで楽しめます。
　八木崎公園にある「ふじさんアジサイ」は、白から赤紫に花色が変化していく「あ
かね」と、白から薄いピンクに変わる「ほくと」の2種類です。

　今は、白色の花穂が綺麗に咲いています。これから秋にかけての花色の変化も含めて、楽しんでいただきたいです。

山梨県石油商業組合 湖畔支部（流石泰支部長）様　　フェイスシールド
　医療・介護関係施設等へ配付し、有効活用させていただきます。
　貴重なご寄付をありがとうございました。
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ひとり親世帯臨時特別給付金のご案内
ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します！

ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ

１．基本給付
児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付※1

２．追加給付
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少
している方への給付

◉給付金の対象となる方
■以下、①～③のいずれかに該当する方

◉給付金の対象となる方
上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方

① 令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方

② 公的年金等※2を受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の　
　 支給が全額停止される方※3

③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
　 収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

　※1　児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります
　※2　遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
　※3　既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、
　　　  児童扶養手当の申請をしていれば、令和２年６月分の児童扶養手当の支給が
　　　  全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります

◉給付額 １世帯５万円、第２子以降１人につき３万円

◉給付額 １世帯５万円

! 「ひとり親世帯臨時特別給付金｣ の　

や にご注意ください。　“振り込め詐欺” 　“個人情報の詐取”“振り込め詐欺” 　“個人情報の詐取”
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省（の職員）などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、
お住まいの市町村や最寄りの警察署（または警察相談専用電話(#9110)）にご連絡ください。

➡

➡

右ページ上

をご覧ください
A

右ページ下

をご覧ください
B
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給付金の支給手続き

お問い合わせ先

▶ 基本給付は申請不要です
▶ 令和２年６月分の児童扶養手当を支給している口座に８月下旬に　
　 振り込む予定です。

▶ 基本給付・　　　　（１．②に該当する方）ともに申請が必要です。
▶ 申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに町の
　 子育て支援課窓口に直接、または郵送でご提出ください。
▶ 給付金の支給要件に該当する方に対して、申請内容を確認して
    指定口座に可能な限り速やかに振り込みます。

▶ 　　　　  は申請が必要です
▶ 定例の現況確認時（８月）にあわせて、収入が減少している旨の申請
　 を簡易な方法で行っていただきます。申請内容を確認して可能な限り
 　速やかに振り込みます。

【ご注意ください】
※給付金を希望しない場合は、受給拒否届出書を8月7日までに町子育て支援課へ
　提出してください。（郵送可）
※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の
　支給に支障が出る恐れがある場合は、手続きをお願いします。

ひとり親
世帯

富士河口湖町
子育て支援課

山梨県
子ども福祉課

① 町の窓口に直接か郵送でご提出ください。　　　　　　　　② 送付

③  提出された申請書から、給付金の支給要件に該当
  するかを判断した上で、振り込みが行われます。

(1)給付金の申請手続き

(2)指定口座へ振込み

※「ひとり親世帯臨時特別給付金」に係る申請書等は町のホームページからダウンロード
　又は窓口で配布しています。

●厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
  0120-400-903 （受付時間　平日9:00～18:00）

●富士河口湖町子育て支援課「ひとり親世帯臨時特別給付金」窓口　0555-72-1174

令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方（基本給付１．①に該当する方）A

それ以外の方（基本給付１．②、③に該当する方）B

追加給付

追加給付
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福祉に関する各種制度からのお知らせ
　福祉には各種制度があります。受給資格があるにもかかわらず、制度を知らないために手当等の受給をされて
いない方はいませんか。

⑤ひとり親家庭医療費助成

④児童扶養手当

③特別障害者手当

②障害児福祉手当

①特別児童扶養手当

制　度 対　　　象 助成額（月額）

児童１人の場合
43,160円～10,180円
（所得額による）

医療費の一部助成

1級 52,500円
2級 34,970円

14,880円

27,350円

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

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

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

重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時
介護を必要とする在宅の２０歳未満の児童
※施設に入所している場合は対象外

ひとり親家庭の親と児童
　　　　　　（満１８歳の誕生日の属する年度末まで）

①～③は障害者手帳を所持していなくても、診断書の内容により該当になる場合があります。また、各種制度には
所得制限があります。また、受給資格要件は場合により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

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

①～③　所得状況届　8月12日㈬～9月１1日㈮

④、⑤　現況届　　　　　　　　　　　　　　　

＊土・日・祝除く　午前８時３０分～午後５時１５分

8月 3日㈪～8月17日㈪　
提出・問合せ先：福祉推進課　   ７２－６０２８

提出・問合せ先：子育て支援課　７２－１１７４

提出期間

更新手続きのお知らせ

子育て応援カードはお持ちですか

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

　町役場子育て支援課で交付しています。簡単な手続きでその場でカードをお
渡しできます。（母子手帳または保険証など交付の対象と確認できるものをお
持ちください。）
　※旧カード（平成26年9月以前）をお持ちの方は、新しいカードへ切り替え　
　てください。
＊詳しくはパソコンで　　　　　　　　　　　　 で検索やまなし  子育て
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シェイクアウト訓練　事前参加登録申込書

　シェイクアウト訓練への参加意思を表明
することができます。
　当日訓練場所へ行けない場合でも、訓練
に参加したい、防災対策に取り組みたいと
いう意思は誰もが示すことができます。
　◎ 申込用紙よる登録
　　 地域防災課または出張所にご提出
　　 FAX（72-0969）でもOKです
　◎ 町HP内登録フォームから登録　
　◎ 電話（72-1170）でも登録OK

キリトリ線✄キリトリ線✄

[訓練日時QRコード] [手動入力]

⬅⬅

　本年度の防災訓練は、新型コロナウイルス感染防止のため、避難訓練のみとし、会場での訓練は実施いたしません。
　9時20分になりましたら避難所への避難を開始してください。

富士河口湖町 総合防災訓練

※自分の地区の避難場所はど
こなのか、安全に行くためには
どう行けばいいのか、徒歩で
どれくらいかかるのかなど訓
練に参加して確認しておきま
しょう。
※新型コロナウイルス感染防
止のためマスク着用をお願い
します。

令和２年８月３０日（日）　
　9時00分：地震発生　　9時20分：避難開始
南海トラフ巨大地震（東海地震）
町内で震度６強の地震が起こり、町内各地で甚大な被害が発生したことを想定
避難訓練
9:00　シェイクアウト訓練　　9:20　各地区避難訓練

日時

想定

内容

※大雨警報・大雨注意報等が発令された場合は中止とします。
※中止の場合は7時20分に防災無線で放送します。

シェイクアウト訓練

・防災無線により緊急地震速報を流しますので、身を守る安全行動を取ってください。
・役場職員により避難所での受付を開始いたします。最寄りの避難所へ避難してください。
　※自治会、組などで一時避難所などが決められている場合は、併せて訓練をお願いします。
・避難所では「避難者カードご記入⇒受付提出⇒備蓄食料お受け取り」の流れとなります。
　※避難所での訓練および開閉会式は、行いません。

9:00
9:20

船津地区
船津（南台地区）
浅川地区
小立地区
大石地区
河口地区
勝山地区

船津小学校
町民体育館駐車場
中止
小立小学校
大石小学校
河口小学校
勝山小中学校

長浜地区
西湖地区
根場地区
大嵐地区
精進地区
本栖地区
富士ヶ嶺地区

足和田出張所
西湖公民館
根場公民館
大嵐小学校
旧精進小学校
本栖公民館
上九一色出張所

～地震防災訓練アプリを登録して訓練参加～
総合防災訓練は、「自助の原点に立ち返ること」から始まります。
自分が無事なら、誰かを助けることができます。
グラッ!! の揺れに、すぐ反応し身を守る行動ができるためには、訓練を重ねるしかありません。

『地震防災訓練アプリ』から緊急地震速報の音を体感できます！
訓練開始のタイミングに合わせて、スマホから緊急地震速報のアラーム音と訓練メッセージが配信されます！
この機会に、実際の地震時に配信される緊急地震速報の音を体感してみましょう。

・富士河口湖町
　シェイクアウト訓錬
・8月30日(日)
　午前９時
・訓練ID 200016

１．アプリをダウンロードする。 ２．アプリを開き、QRコードを読み取るか、
　手訓練日時を手動入力する。

訓練
スケジュール

避難場所

◎ お住まいの地区　　　　　　　　　　　　　　地区
◎ 参加形態　（該当する□印に✓点をつけてください）
□ 個人・家族 □ 学校・保育所・幼稚園 □ 企業 □ 自治会等
□ 友達などグループ □ その他
◎ 参加予定人数　　　　　　　　　　　　　　　人　
◎ 訓練後に簡単なアンケートをお願いする予定です。
アンケート配信にご了承いただける方はご記入をお願いします。
アドレス　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※以下は、企業・団体等で参加の方のみご記入ください　（個人・家族以外）
◎ 企業・団体名　                                                        　　　　
◎ 企業・団体名を町ＨＰ等へ掲載してよろしいですか
□　はい　（希望します）　　　　□　いいえ　（希望しません）

事前参加登録で参加意思を

お問い合わせ先
地域防災課　72-1170



広報8 2020年 8月号

定期的な清掃を！
　下水道法および富士河口湖町公共下水道条例により、下水道の機能を妨げる、または損傷させ
る恐れのある成分（油脂等）が多く含まれる下水は、その成分を取り除いて排水基準以下の
水質にしてから、下水道に流さなければなりません。そのための処理施設・設備を「除害施設」と
いいます。
　ただし、除害施設を設置していても、適切な維持管理を行わなければ、その機能が低下し、宅地内
の排水設備や下水道本管が詰まってしまいます。こうなりますと、下水道が使用できなくなり、お客様
ご自身はもちろん周辺に住む方にも大変な迷惑となります。
　以下に除害施設の一つである「グリーストラップ」の維持管理方法を例示しますので、定期的な点検
・清掃をお願いします。

●「グリーストラップ」の維持管理方法の例
※残さいや油脂の溜まりが早い場合は、清掃頻度を増やす必要があります（特に②）

＊③、④については、専門の業者に依頼してください。

→厨房等より→厨房等より

下水道本管へ→下水道本管へ→

①バスケットの掃除は毎日1回 ②油脂分(ラード)の掃除は1週間に1回
　(金網・ひしゃく等ですくう)

④トラップ内部の掃除は2～3ヶ月に1回
※掃除口キャップを忘れずもとの位置へ

③槽内のゴミ・油脂の掃除は1ヶ月に1回

富士河口湖町役場 水道課 下水道係 TEL：７２－１６２０（直通）

下水道に油や石油類を流さないで！
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富士河口湖町の

美しい水環境を守るために、

浄化槽の適正な管理を行いましょう。

■法定検査を受けましょう！
　　日常の維持管理(保守点検と清掃)に加えて、山梨県浄化槽協会検査センターの行う次の法定
　検査を受けることが、法律で義務づけられております。

○設置後の水質に関する検査（浄化槽法第７条）
　　新たに設置された浄化槽、または構造や規模が変更された浄化槽について、使用開始後３か月を
　経過した日から５か月の間に浄化槽の設置工事等が適正に行われているかどうかを判定する検査
　です。

○定期検査（浄化槽法第１１条）
　　毎年１回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が発揮されているかどうかを確認する
　検査です。
　　・検査の内容
　　　　浄化槽の外観、機能及び書類について総合的な検査を行い、浄化槽の機能向上のため改善
　　　すべき事項がある場合には、適切な助言をし、検査終了後、「検査結果書」を送ります。

○検査の申し込み先 
　　法定検査は山梨県知事が指定した社団法人山梨県浄化槽協会検査センターに
　法定検査受検申込書（環境課にあります。）又は電話で申し込んでください。
　　社団法人　山梨県浄化槽協会検査センター
　　　山梨県甲府市西下条町965番地
　　　　　TEL：055-288-1132
　　　　　FAX：055-288-1131

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

■年1回以上清掃を行ないましょう！
　　浄化槽の中にはスカムや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出してしまう
　だけでなく、浄化槽の機能不良の原因にもなります。清掃に関しては、町長の許可を受けた業者に年
　１回以上依頼して行ってください。

■問合先　環境課　７２-３１６９
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富士河口湖町競争入札参加資格定期審査を実施します
　富士河口湖町の入札参加資格審査は、山梨県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）において共同処理してい
ますが、次により、令和3・4年度分の資格審査を行いますので、資格の取得を希望される場合は、審査受付期間内に
必ず申請してください。
　申請を行わず資格を取得できなかった場合は、1年後に予定する令和4年度分の資格審査（中間審査）まで資格を取
得することができません。ご理解いただきますようお願いいたします。

■定期審査実施内容公開　9月1日(火)　※組合ホームページに掲載します。
■審査申請受付期間　10月5日(月)～11月13日(金)
■審査対象職種：【建設工事】【測量・建設コンサルタント等業務】【物品製造・役務提供等】
　また、事前準備として、次により、定期審査にかかる事業者説明会を開催する予定です。
開催案内(詳細)は、7月下旬に組合ホームページに掲載しますので、参加を希望される場合
は、やまなしくらしねっと電子申請サービスからお申し込みください。
■開催日　9月14日(月)・16日(水)・28日(月)
■開催回数　6回（各日2回：午前の部・午後の部）
■定　員　各回80人　※定員になり次第受付終了
■会　場　山梨県自治会館1階講堂（甲府市蓬沢1-15-35）
■資　料　9月1日(火)に組合ホームページに掲載しますので、参加者それぞれが印刷して持参してください。　
●組合ホームページ　https://www.ysc-yamanashi.or.jp/
　※インターネット環境をお持ちでない方は、組合までお問い合わせください。
●問合せ　山梨県市町村総合事務組合 業務課
　　　　　甲府市蓬沢1-15-35　山梨県自治会館2Ｆ　℡ 055-268-3446

特別定額給付金を受け取るためには、申請が必要です。

4月27日時点で住民登録していた
市区町村へお問合せください。

お手元に申請用紙が届いていない場合

届いていますか？お手元に申請用紙は

富士河口湖町の申請期限は、8月31日までです。



　河口湖地区については例年実施のとおり、お盆のお供え物
を収集します。河川に流さず、次の収集場所へ8月16日(日)の
午前中までに出してください。（午後から回収します。なお、
飛散防止の為ごみ袋等で出すようお願いします。）
■船津地区　河口湖ホテル東の消防用道路、
　　　　　　たたみ岩入口トイレ東
■浅川地区　浅川中央川下流の河川敷　　　　　
■小立地区　乳ヶ崎土地改良区ポンプ場横、
　　　　　　妙法寺北の八木崎公園入口、
　　　　　　久保花木別荘北側道路
■大石地区　大石公園入口のステーション、中沢橋横、
　　　　　　後藤の木炭倉庫前
■河口地区　大桧横、善応寺入口、横町渡船場入口、
　　　　　　広瀬バス停付近
※収集場所では線香をたかないでください　　
●問合せ　環境課 環境整備係　℡ 0555-72-3169

■犬
　リードをしないで散歩をしている人がいる、との
情報が寄せられています。
　「うちの犬は大人しくて噛まないから大丈夫」と思ってい
ても、環境によって豹変し人を襲ってしまう可能性があります。
　他人にケガをさせた場合は飼い主の責任となりますので、
必ずリードを付けて散歩をさせましょう。
■猫
　室内外を自由に行き来することにより、道路上
での事故に巻き込まれる危険や、病気を持ち帰っ
て命を落とす危険があります。
　また、外に出ることで他の猫と交配してしまい、望まれな
い子猫が生まれてしまう可能性があります。
不妊手術を済ませ、室内飼いをしましょう。
●問合せ　環境課 生活環境係　℡ 0555-72-3169

○飲酒運転の根絶
○高齢者と子供の安全な通行の確保と高齢運転者の交通
　事故防止
○二輪車の交通事故防止
○自転車の安全適正利用の推進
　本年1月～4月における、町の飲酒運転による交通事故件
数は1件（管内1件）、違反件数は2件（管内6件）でした。
※（ ）内は富士吉田警察署管内
　飲酒運転は、防げるものです。「運転するなら酒を飲まな
い」「運転する人には酒を飲ませない」「酒を飲んだら運転し
ない」「酒飲み運転をゆるさない」ことを徹底しましょう。
●問合せ　地域防災課 防災係　℡0555-72-1170

　視覚・聴覚及び指先からの刺激で脳の活性化を図ります。
楽しみながら脳を若返らせましょう。
■対　象　65歳～80歳位
■講　師　システムインナカゴミ　丸山智子

■期　日　9/7、9/14、9/28、10/12、10/19、10/26
　　　　　全6回　毎週 月曜日
■時　間　14時～15時30分
■場　所　上九一色出張所
■定　員　20名

　
■期　日　9/10、9/24、10/8、10/29、11/12、11/26
　　　　　全6回　月2回 木曜日
■時　間　14時～15時30分
■場　所　役場 1階 研修室
■定　員　20名

●申込期日　8月17日（月）まで
●問合せ・申込み　健康増進課 介護予防係
　　　　　　　　　　℡ 0555-72-6037

■支給対象者　令和2年4月1日（基準日）において、「恩給
　法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法
　による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番
　による先順位のご遺族お一人に支給します。
■戦没者等の死亡当時のご遺族で
　１　令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法
　　　による弔慰金の受給権を取得した方
　２　戦没者等の子
　３　戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの
　　要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わり
　　ます。
　４　上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、
　　　姪など）
　※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を
　　有していた方に限ります。
■支給内容　額面25万円、5年償還の記名国債
■請求期間　令和2年4月1日～令和5年3月31日
●請求窓口・問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

河口湖地区の
お盆のお供えもの収集について

ペットはあなたの家族の一員です。
放し飼いはやめましょう。

夏の交通事故防止県民運動実施中

戦没者等のご遺族の皆様へ

令和2年7月21日（火）～8月20日（木）

i Pad（アイパッド）で 脳トレーニング
65歳からの健康づくり講座

～特別弔慰金（第11回）の請求を受付けています～

①いきいき教室　【上九地区】

②わくわく脳若トレーニング　【初級コース】

広報誌に関するお問い合わせ・情報提供は
政策企画課 広報統計係　℡０５５５-７２-１１２９

9月3日㊍ 配布予定9月号広報
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富士北麓の養蚕の歴史
　『魏志倭人伝』には邪馬台国で蚕を飼い絹織物や真綿をつくっていたと記されている。奈良時代には、正倉院
の宝物の中に甲斐国産の絁（低品質の絹）が伝わっている。鎌倉時代以降には、絹は甲斐の代表的な産物となり、
意外にも米でなく絹と白布（麻）が荘園の年貢の二本柱となっている。
　その後、京都の西陣織に代表される高級な絹織物は、良質な中国産の輸入生糸に頼っていた。江戸時代初期
には、生糸の輸入量34万斤に対して、国産の生産量はわずか９万斤と1/4であった。江戸幕府は生糸の輸入の対
価として大量の銀の海外流出を防ぐために、輸入制限を加えたことにより生糸輸入が激減する。これ以降、輸入
代替として国産生糸の供給が喫緊の課題となり、日本の蚕糸業はこれを契機に技術的困難を乗り越え江戸時代
末に大きく成長している。
　1840～1850年代ヨーロッパでは、蚕の微粒子病が蔓延し、欧州の蚕糸業が大打撃を被ったことにより日本の
養蚕業への期待が高まり、横浜開港直後から蚕種はイタリアやフランスへ、そして生糸はフランスやイギリスへ盛
んに輸出されている。
　ヨーロッパの養蚕業が危機に瀕していた時代、日本の養蚕書がフランス語やイタリア語に翻訳されている。この
原本はドイツ人医師シーボルトが持ち帰った『養蚕秘録』（1803）という養蚕技術を集大成し絵図を使ってわかり
やすく解説した本であった。これは技術翻訳書第一号であり、世界一の水準となった日本の高い養蚕技術を示し
ている。
　明治時代末から昭和初期に生糸輸出量は世界一を誇り、昭和初期には国内の農家の４割が養蚕に携わり外貨
を獲得し日本の近代化を支えている。
　北麓の国土地理院の旧版地形図から明治20年頃と昭和３年の桑畑の分布をみると、明治20年頃の桑畑は
不思議なことに集落
近くにない。江戸時
代の検地帳（富士吉
田市）をみると、畑
に付属する桑の木
が課税対象として
記載され、畑の脇に
桑の木あったことが
わかる。江戸時代に
は畑は食糧生産の
場であり、桑は畑の
周囲に植えていたと
いう伝統が明治20
年頃まで続いていた
と考えられる。
　これが昭和３年
になると集落近くの
畑を桑畑に転換拡大し、遠方の山間部の桑畑は減少している。これは食糧生産よりも現金を稼げる養蚕を優先し
たことを示している。こうした努力が世界一の輸出量を支え、昭和５年（1930）には桑園面積と繭生産量は最大を
記録している。
　1930年から昭和恐慌を転機として縮小に転じ、第二次世界大戦によって決定的打撃を受け、昭和22年（1947）
には繭生産量は大正時代以来最低の５万トン余となっている。
　戦後の復興期には、生糸輸出の再開に伴って養蚕業も立ちなおりをみせ、高度成長経済を背景に国内で絹の
需要が増大し1957年には戦後最高の12万トンを記録したが、1958年の生糸価格の暴落の影響を受け、以来繭
生産は停滞し衰退していった。
　養蚕の実態は様々で、農村から繭のままを、繭から糸を採って生糸を、生糸を撚り合わせた撚糸を、機織りを行
って織物を出荷、また織物の行商に出る。あるいは蚕種を風穴などで低温貯蔵し、蚕種を出荷するなどの形態が
あった。町史編纂の調査では、それぞれの地域の特性を生かすべく養蚕に取り組んできた歴史について注目して
みたい。 （生涯学習課　町史編纂室長　村石眞澄）

ふ　じ　ほくろく　　ようさん　　  れき  し
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Nature in and around Mount Fuji 

ご意見・お問い合わせは、自然共生研究室　ＴＥＬ.（ＦＡＸ.）２０ー３５１０まで

ショート
ニュース

○6月17日に中央公民館で、世界遺産富士山講座「富士山の貴重な自然②梨ケ原」と題して、自然共生研究室の渡邊が講話
　を行いました。
○富士山自然保護センターの環境保護団体との連携・支援に関する事業として、自然共生研究室の渡邊が増進会自然環境
　保全研究活動助成基金に申請しておりました「環境省絶滅危惧ⅠB類コヒョウモンモドキの生息地復元を通した豊かな山
　地草原環境の再生に関する調査研究」が採択されることになりました。

本栖高原の昨年草刈りした場所で絶滅危惧チョウ類と植物が確認されました
　昨年の広報１２月号で、５年越しの念願だった本栖高原での草刈りを10・11月に行ったことをお
知らせしましたが、今年の5月からは、昨年から開始した50ｍ×50ｍの定点5ヶ所での絶滅危惧動
植物の調査を月２回のペースで行っています。この定点の1ヶ所を昨年草刈りし、草刈りをしなかっ
た場所と比較して草刈りの効果を調べるのが目的です。
　6月17日には、磯田進先生と植生調査を行い、環境省絶滅危惧Ⅱ類のバアソブと準絶滅危惧の
スズサイコ、山梨県準絶滅危惧種ヒメイズイが確認されましたが、この時の環境写真が右の写真
です。この写真から、昨年草刈りをした中央部分は、毎年草刈りをされている右側の防火帯の場所
と同じ様に草原環境となっていますが、草刈りをされていない周辺はクロツバラをはじめとした低木
が今までと同様に点 と々繁茂している様子が判ると思います。一方、絶滅危惧チョウ類は、5月22日
に山梨県県有林課から許可を得て土壌水分と温度センサーのロガーを設置しましたが、この日に
環境省準絶滅危惧のギンイチモンジセセリが確認され、6月にも確認されています。また、6月22日
の調査では、環境省準絶滅危惧のヒメシジミ（写真）も確認されました。
　これらの絶滅危惧植物（バアソブ・ヒメイズイ）とチョウ類は、防火帯では毎年確認されていま
したが、この草刈りをした場所では昨年までは確認出来なかったもので、昨年草刈りをしたことで
防火帯と一体となった草原環境となり、これら４種が新たに生息（生育）出来る環境になったとい
えると思います。これから10月まで調査を継続し、更に草刈りの効果を確かめたいと思います。

　2010年から６・８・10月に実施している、河口湖畔の河口・広瀬・大石・勝山・八木崎の５地区
におけるアレチウリと絶滅危惧湿性植物調査の今年度第１回を6月29日に行いました。昨年の広
報12月号に、「10月の調査時には例年になく河口湖の水位が上がっていて、アレチウリは河口の土
手にあった３株だけ、（中略）来年以降はアレチウリが激減するのではないかと期待されます。」と
書きましたが、例年6月が最も水位が低い時期ですが、予想以上に水位が高く2010年以降でも最
も高い状態で、湖畔の土手下まで湖水に浸かっていました。
　その結果、アレチウリは激減し、広瀬地区の漕艇コースの一部で確認されただけで、他の地区
では全く確認されませんでした。同時に、例年6月には確認されていた絶滅危惧湿性植物のジョウ
ロウスゲ・スジヌマハリイ・カンガレイも水没していて確認出来ませんでした。特に、八木崎公園の東の湾処は、ヨシ原が一部残ってそ
こでオオヨシキリが繁殖していましたが、ヒメガマの群落や絶滅危惧植物オナモミの幼苗が見られた場所は水深が２ｍ以上ありそう
でした（写真）。7月中旬から河口湖の水を桂川に放流し始めていますが、例年以上の梅雨の雨量と夏以降の台風の影響が心配され
ます。

　2月広報で1月にテングコウモリが、6月広報で4月にウサギコウモリが、船津胎内神社でみられた
ことを報告しましたが、6月の19日と21日には再びテングコウモリが天井で休んでいるのが見つか
りました。1月には黄色のマーカーでマークしたのですが、そのマークは落ちてしまったのか違う個
体なのか見られませんでしたので、19日に今度は赤色のマーカーでマークしましたら、21日も同じ
マーク付きの個体が休んでいました（写真）。
　河口湖フィールドセンターもコロナウイルスの関係で休館が続いていますので、その後の経過が
観察出来ていませんが、機会があるだけ続けてみてみたいと思っています。

今年度第１回のアレチウリと絶滅危惧湿性植物調査を行いました

船津胎内神社で６月に再びテングコウモリが確認されました
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＜休館日＞

108/9 11 12 13 14 15

1716 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29

30 31 329/1 4 5
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令和2年 8月9日～9月5日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

※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  曜  日：9時～17時

開館時間開館時間

８月の日曜・祝日は
休館です

休館日 休館日

休館日

休館日

休館日

新型コロナウイルス対策ご協力のお願い

　学校や家ではできない楽しい体験学習をするのが「funfunくらぶ」です。
※「密」を避ける為、湖グループ・山グループの参加時間を分けて実施致します。

ふぁんふぁん

8月9・10・16・23・30日8月9・10・16・23・30日

３つの密を避ける事と、新しい生活様式の定着を目指して当面の間、利用を制限させて頂きます。ご理解とご協力をお願い致します。
●小学生の夏休み期間中（8/1～8/21）及び土曜日の利用は、午前(9:00～12:00)と午後(13:00～17:00)の入替え制、
  学校毎の分散利用となります。尚、小学生の自由来館は17：00までとさせて頂きます。
  【湖グループ：船津、河口、大石】　【山グループ：小立、勝山、西浜、大嵐、富士豊茂、素和美】
●当面の間、町民の方のみの利用とさせて頂きます。　　●乳幼児親子の利用は予約制（定員あり）となります。
●中高校生及び小学生に付き添う大人の方の利用はご遠慮ください。
　入館の際は検温、小学生以上の方のマスク着用、手指の消毒等をお願い致します。
※なお、状況により開館日時等が変更になる場合がありますのでホームページ、電話等で随時ご確認ください。

【湖⇒山】

【山⇒湖】 【山⇒湖】 【山⇒湖】 【山⇒湖】 【山⇒湖】

【山⇒湖】

【湖⇒山】 【湖⇒山】 【湖⇒山】 【湖⇒山】

【湖⇒山】

funfunくらぶ
 (水遊び）

funfunくらぶ
 (アドベンチャー）

リトミック

（子育て相談）

（栄養相談）

（体育）

（体育）

（栄養相談）（歯科相談）

おもちゃ病院

funfunくらぶ
　  (脳トレ③）

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場 te to te

つどいの広場

（助産師相談）
つどいの広場

つどいの広場ぷち相談会

つどいの広場

（子育て相談）
つどいの広場

つどいの広場
ワイワイくらぶ

ワイワイくらぶ

つどいの広場 つどいの広場

ふれあい教室B

ふれあい教室A

☆小学生対象☆電話予約

ｆunfun ハロウィンクラフトｆunfun ハロウィンクラフトｆunfun ハロウィンクラフト

ｆunfun 水遊びin芝生ｆunfun 水遊びin芝生ｆunfun 水遊びin芝生

　置いても吊るしても使える、簡単な「ハロ
ウィンランタン」を作ってハロウィン気分を盛
り上げよう！

　おもしろクイズのプリントで君の脳みそを
鍛えるのが《脳トレ》！

　壊れてしまったおもちゃはありませんか？
こどみらにおもちゃを治してれるスーパード
クターたちが来てくます！！
困っている方は、ぜひどうぞ★

　毎年大好評の水遊び！
夏休みの思い出に着替えを持ってぜひ来てね！

日　時：10月３日(土)
参加費：300円
申込み：9月５日(土)10:00～
その他詳細につきましては
こどみらだよりに記載致します。

ｆunfun 脳トレ２０２０③ｆunfun 脳トレ２０２０③ｆunfun 脳トレ２０２０③

日　時：８月１７日（月）
山【10:00～11:30】 湖【13:30～15:00】
定  員：各12名
持ち物：鉛筆、消しゴム、水筒
申込み：８月８日（土） １０：００～　参加費：なし

日  時：8月１１日（火）
湖【10:00～11:30】 山【13:30～15:00】
定 　員：各２０名
持ち物：タオル、帽子、水筒、着替え、サンダル
申込み：受付中　＊雨天中止
参加費：なし

ｆunfun アドベンチャーｆunfun アドベンチャーｆunfun アドベンチャー
　屋外での謎解きに挑戦！

全ての問題をクリアできるかな？

　活動的になる2歳を迎える親子に贈るお楽し
みの時間です。２か月に1回を目安に実施します。
対象の方はぜひどうぞ！

　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☆

日  時：8月１2日（水）
湖【10:00～11:30】 山【13:30～15:00】
定 　員：各１６名
持ち物：汗拭きタオル、帽子、水筒
申込み：受付中
参加費：なし　＊小雨決行

☆どなたでも☆電話予約

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：８月２８日(金)
その他詳細につきましては
ご予約の際にお伝え致します。
申込み：８月２１日(金)10:00～
＊部品代がかかる場合があります。

つどいの広場は感染拡大の３つの「密」を
避ける為の対策として当面の間、予約制で実施
致します。
日　時：毎週月・水・金　 9：３０～1０：３0（5組）
　　　　　　  　　　11：00～12：00（5組）
　　　　　　　  　　13：30～14：30（5組）
＊計測を希望する方は
フェイスタオル2枚を持参してください。
＊各種相談についてはお問合せ下さい。
お問合せ：子育て支援課 ☎７２-１１７４

　　

電話予約 子育て支援課発！ つどいの広場

☆乳幼児対象☆電話予約

te to te ～てとて～te to te ～てとて～te to te ～てとて～

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会

日　時：9月1日(火)10：３0～1１：００
対　象：Ｈ３０．４．２～Ｈ３１．４．１生まれ
定　員：１２組　　持ち物：水筒
申込み：８月２５日（火）１０：００～　参加費：なし

日　時：８月２５日(火)　10：30～
定　員:乳幼児親子（５組）
申込み：受付中　　持ち物：参加費：なし

テーマ：「子どもの信頼感を育む為に」

クラブ富士山
（バレエ）

クラブ富士山
（バレエ）
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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
＊最新の開館状況については、お問い合わせください。
毎週月曜日休館/８月２８日(金)館内整理日のため休館

19

8/2

42

3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15

17 18 2220 21

令和2年 8月2日 ～ 9月5日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

31 9/1 3 5

282624 25 27 29

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

　新型コロナウイルス感染防止対策における条件付き開館について

休館日休館日休館日休館日
館内整理日

P　エトワールの会
　　　 14：00～
読書会 15：00～

※課題本は図書館で用意いたします。

■日 時：8月22日（土）15時～
■場 所：富士河口湖町中央公民館　第１研修室
■課 題：『職業は武装解除』瀬谷ルミ子 著

1冊の本から見える、いろんなキモチ。
第158回　読書会

 第53回 小さな夏の朗読会

事前予約資料受け渡しサービス　

　分館の開館について　

電話・FAX・メール・ホームページ*予約方法

火～日曜日 ９時～17時（祝日は除く）対応時間

＊ホームーページからの資料予約はメールアドレスの登録が必要です。

入館（条件付き開館）のご予約をされた方も併用してご利用いただける
サービスです。

借りたい資料がお決まりの場合はご予約ください。
「生涯学習課 窓口」にて資料の貸し出しを行っています。

令和２年３月より休館していました、大石・河口・上九一色分館が
７月１４日（火）より開館（再開）いたしました。
開館時間は以下の通りです。　＊祝日は除きます。

分館をご利用の際、事前予約は不要ですが「①マスク着用　②手指の
消毒　③検温」のご協力をお願いします。

大石・河口

上九一色

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）

耳から楽しむ本の世界耳から楽しむ本の世界耳から楽しむ本の世界
■日　時：８月２２日(土)　14時～
■場　所：富士河口湖町中央公民館　視聴覚室
■定　員：10名（予約制）
■内　容：「何事もとらえかた次第」
　　　　　　　　日野原重明著　『生きかた上手』より
　　　　　　　　　　　　　　　　読み手：外川美智子さん
　　　　 『赤いろうそくと人魚』　小川未明著
　　　　　　　　　　　　　　　　読み手：外川佐智子さん
　　　　 「旅する本」　
　　　　　　　　石田衣良著　『てのひらの迷路』より
　　　　　　　　　　　　　　　　読み手：古屋さき子さん

ご利用の皆様の健康・安全面を第一に考慮した結果、一部サービスを制限して開館しています。
　　　入館には事前の電話予約が必要です。 
　　　受付の翌日から一週間のご予約が可能です。
　　　　　＊当日の入館は空き状況により可能。（事前に予約された方優先）
　　　入館者数は30名を上限とさせていただきます。
　　　来館時「①マスク着用　②手指の消毒　③検温」をお願いいたします。
　　　受付、入館の際に「利用登録・居住地の確認」を行っています。
　　　新規利用登録をご希望の方は予約受付の際にお申し付けください。
　　

　　　　ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。詳細はお問い合わせください。

！！
！！

！！
！！
！！
！！
【受付時間】　火～日曜日　9時～17時

火～日曜日*
※お一人様１日１回の
ご予約が可能です。

 ＊祝日は除きます。

①10：00～10：40
②11：00～11：40
　　　　｜
③13：30～14：10
④14：30～15：10

ご利用可能時間（40分閲覧）

今後の
感染状況により、
サービスの内容を
変更する場合が
あります。
詳細は

お問い合わせください。
最新の開館状況については、

HP・Facebook・生涯学習館窓口にて
お知らせします。
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みなさんのやる気を応援します!

　『万葉集』に「大和の国の鎮めとも　います神かも」と読まれた富士山は、古代の律令国家にとって国の平和と安泰を守る
山であり、神が宿る山であると捉えられていました。ところが、平安時代に富士山の火山活動は活発になり、多くの噴火が歴史
書に記録されています。古代の朝廷は、富士山の噴火は神の怒りであり、国家の存亡の危機に関わる重大な問題として鎮火へ
の祈りを捧げました。今回は、古代の甲斐国の様相と貞観の噴火に代表される富士山の鎮火祭祀について考えます。

　富士山北麓・河口湖の北東岸に位置する船津は、さまざまな交通路が結節する要所であり、特に河口湖を往来する船舶が着
岸する港をもつ地域として重要な役割を果たしてきました。船津浜を起点に富士山中に向かう船津口登山道には、江戸時代か
ら富士講の信者たちが身を清めるために訪れてきた船津胎内があります。今回は船津に残る富士信仰の拠点に着目し、世界文
化遺産富士山の調査研究で新たに解明されたことを交えて船津における富士信仰について考えます。

令和２年度　富士河口湖町　世界遺産富士山・郷土発見講座

第４回　「古代の甲斐国と鎮火への祈り」

●日　時：令和２年8月19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　２階　視聴覚室　　●講　師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）
●参加費：無料
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため講座の参加は予約制とし、受講人数を制限させていただきます。

※新型コロナウィルス感染拡大防止のため講座の参加は予約制とし、受講人数を制限させていただきます。

●申込み：72-6053（生涯学習課）　先着20名　申込み受付開始：８月１１日（火）午前９時～
※緊急事態宣言等の動向により講座が開催できない場合は、受講者なしで収録を行ない、ケーブルテレビ等で放送する場合が
　あります。
※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。

●申込み：72-6053（生涯学習課）　先着20名　申込み受付開始：８月１8日（火）午前９時～
※緊急事態宣言等の動向等により講座が開催できない場合は、受講者なしで収録を行ない、ケーブルテレビ等で放送する場合が
　あります。
※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。

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

●期　日：9月23日（水）午前10時30分～（1人20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

文化財普及事業・富士河口湖町地域発見講座「世界遺産のふるさと・富士河口湖町のあゆみ」共同開催

「船津と富士信仰」「船津と富士信仰」

「世界遺産のふるさと・富士河口湖町のあゆみ」「世界遺産のふるさと・富士河口湖町のあゆみ」「世界遺産のふるさと・富士河口湖町のあゆみ」

船津地区公民館事業　歴史講座

●日　時：８月26日（水）　午後７時～９時　　　　　　　●場　所：中央公民館　２階　視聴覚室
●講　師：杉本悠樹（生涯学習課文化財係長・学芸員）　　●参加費：無料

中央公民館ロビー展示 ※休館日　日曜・祝日
※土曜日…利用予約がない場合、閉館
※来館の際には検温をしてからおでかけください。
　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。8月4日（火）から26日（水）まで

「松下好璋写真展」河口地区在住
よしあき
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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

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！当日参加もＯＫです ☆

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

NIGHT  ＺＵＭＢＡ
やみつきになる面白さ

親子体操教室

クラブ富士山月例マラソン

ママ＆ベビーのキラキラビクス
（産後ケア）

親子で運動しよう！ マット＆鉄棒＆ニュースポーツ

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

Ｓｍｉｌｅ　ｄｅｌｉ　Ｆａｃｅｂｏｏｋでも
お知らせします！

●期　日：８/２０．２７　
　　　　 ９/３．１０　木曜日
●時　間：20：00～21：00
●場　所：町民体育館
●持ち物：上履き、タオル、飲み物
●参加料：500円

●対　象：ハイハイ前のベビーとママ　
　　　　 １５組
●期　日：9/2(水)
●時　間：13：30～15：00
●場　所：町民体育館
●持ち物：上履き、飲み物、バスタオル
●参加料：1000円／回

　子どもたちは，夏休みに入りました。今年は新型コロナウィルス感染予防の
ため１０日余り少なくなりました。
いつもと違った夏休み，次のようなことに気を付けましょう。
＊心身ともにリフレッシュしましょう。
　お子さんに疲れが見られませんか。新年度が始まって学校生活に慣れない
うちに臨時休校が長く続きました。再開後の今までにない様々な負担やリズ
ムに乗れないことなどが影響しているとも考えられます。学校のことから少
し離れてリフレッシュできるといいですね。
＊生活リズムに気を配りましょう。
　生活リズムがどうしても不規則になりがちです。２学期からの学校生活の
リズムに乗れるようにつなげていくことが大切です。
＊様子の変化(様々なサイン)を見逃さないようにしましょう。
　夏休みが残り少なくなるにつれ，元気がなくなってきたり，２学期が始まっ
て頭痛や腹痛などの不調を訴えたり，登校を渋ったりするようなことがない
か注意してみましょう。
　そのような様子が見られた時には，学校に，または教育センターなどに相
談してください。　

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

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
富士河口湖町中央公民館1階
℡0555-83-3022
E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

困っていること 悩んでいること
相談してみませんか

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
富士河口湖町中央公民館1階
℡0555-83-3022
E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

２日間、全4時間で一作品を仕上げます。
ろうけつ染め初級教室

●日　時：Ａ）８月２６、２７日　午後１時３０分より
　　　　：Ｂ）９月２、３日　午後１時３０分より
●場　所：河口地区公民館
●講　師：中村せい子さん
●定　員：各５名
●材料費：実費
●お問い合わせ・お申込みは河口地区公民館（76-7302）

●対　象：年少・年中・年長児とその保護者
●期　日：8/23(日)・9/6(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名につき500円

９月はお休みします。
次回１０月１０日を予定しております。

全3回で静物を描きます。
笠貫彬文さんの水彩画教室

●日　時：9月1、8、15日（火）
　　　　　午後7時30分より
●場　所：河口地区公民館
●定　員：１０名
●お問合せ：河口地区公民館（76-7302）

●日　時：9月1、8、15日（火）
　　　　　午後7時30分より
●場　所：河口地区公民館
●定　員：１０名
●お問合せ：河口地区公民館（76-7302）
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健康のまちづくり
Healthy community building

ウイルス
感染対策は
忘れずに!
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健康について考えるきっかけとして、健康づくりに関するキャッチフレーズを募集します。

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

★こんなテーマを参考に標語を作ってみましょう

家族みんなで
応募してね。

例　ウォーキング　一歩一歩　健康に　　

●応募方法：健康づくりのテーマとキャッチフレーズ・住所・氏名・連絡先を明記し、
　　　　　　町役場健康増進課までお届けください。（応募用紙不問）
●応募期間：８月28日(金)まで
※応募は、自作・未発表のもので、一人３点までとします。
※優秀作品は、広報・カレンダー・CATVなどで、ご紹介する予定です。
　また、優秀作品には、記念品を差し上げます。たくさんのご応募お待ちしております。

健康のまちづくりのキャッチフレーズを募集します

問合せ先　住所　船津１７００番地　健康増進課　℡７２-６０３７

水分補給は
忘れずに!
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～
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　富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　　　歯科医師　　渡邊一樹
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン
コロナ禍の避難所感染対策

　昨年度末、中国武漢市において、初確認されたとみられる
新型コロナウイルスは、国際化が進んでいる現代社会では瞬
く間に全世界に蔓延しました。多くの国では、感染症拡大を
防ぐため、人々の外出抑制や出入国等の行動制限が実施さ
れました。さらに、中国ならびに欧米諸国では、ロックダウン
（都市封鎖）も行われました。
　日本においては、新型コロナウイルスの対策特別措置法に
基づく緊急事態宣言が4月7日に、東京都や神奈川県等の７
都道府県に発令されました。加えて4月16日には、日本全国
が対象区域となりました。
　山梨県でも「ふんばろう！山梨」をスローガンに、外出自粛、
休業要請、一斉休校、在宅勤務、テレワークの導入等がされ
ました。これまでに誰もが、経験したことのない日常生活を
大きく変化せざるを得ない異常事態となりました。感染防止
の観点から「三密」を避けるため、人々の集まるイベントや会
議、コンサート、友人同士との宴会などのあらゆるものが中
止または、延期となりました。私たちが活動している、男女共
同参画推進委員会の委嘱状交付式や活動も停止していまし
た。5月25日の緊急事態宣言の解除に伴い、今年度初となる
定例会が6月16日に開催されました。新メンバー7名を加えて
計15名の男女共同参画推進委員は、地域部会の「防災」、社
会学校部会の「ＳＤＧｓ(エス･ディー･ジーズ)」をテーマに、
身近なところから持続可能な開発目標を達成するために、新

たな気持ちで取り組んでいきます。
　新型コロナウイルスとの戦いは長期戦になるだろうという
専門家の見方にもあるように、私たちは第二波、第三波にも
備えなければなりません。コロナ禍においての大地震、豪雨
による水害、富士山の噴火等の自然災害発生時には、「三密」
を避けるために避難所に行くことをためらう方も出てくるの
ではないでしょうか。そのようなことにならないために、「三
密」を避け、ソーシャルディスタンスをとるなどの感染症予防
対策を盛り込んだ「避難所運営マニュアル作成の指針」にお
いて、日常より生活に深く関わることの多い女性の意見を取
り入れることにより、細やかな対策ができると予測します。
昨年10月の台風19号による豪雨では、県内20市町村に特
別警報が発令されました。そして、県内全市町村の342ヵ所
に避難所が開設され、延べ11,537人が避難しました。
　近年、全国各地で大規模な自然災害が頻発しています。
災害時に命を守るためには、正確な防災情報を知る必要が
あります。加えて、一人ひとりが万が一に備えて冷静な判断
や行動ができるように知識
を養うことが重要です。
　ＳＤＧｓの目標17「パー
トナーシップ」で、目標の
達成に貢献していきたいと
思います。

古屋　あさ子

　男女共同参画推進週間（6月23日から29日）期間中、町役場エントランスホールに
おいて、「イクメン・カジダン」及び「男性が作ったお弁当」フォトコンテストを行いま
した。ご覧いただいた皆様の投票により「ギャラリー賞」を決定しましたのでご報告
いたします。「ギャラリー賞」に選ばれた写真は、今後の啓発活動等で使用させてい
ただきます。

男女共同参画推進週間
「フォトコンテスト」ギャラリー賞が決定しました。

●永田大介（河口）
　「サラダ作り」
　　… 今夜のサラダは、二人で作ります。
　　　 パパがキャベツを切って、僕がトマトを切るよ！

●貴家愛子（大石）
　「にいにとお風呂」
　　… 年の離れた弟を毎晩お風呂に入れてくれます。
　　　 体や髪も洗ってくれるのでとても助かります。

　　… 料理に興味を持ってもらい、
　　　 大きくなったら一緒に作りたいです。

●井上一斗（小立）
　「食育」

　　… 自家製の燻製で作ったジューシーベーコンで
　　　 サンドイッチをつくりました。

●二村一生（富士ヶ嶺）
　「自家製ベーコンのジューシーサンド」

　　… 初めてのお弁当作りは、自分のため。
　　　 修行して、家族にも作りたいです。

●広瀬晃士（河口）
　「初めてのお弁当」

　　… 今日は、息子と二人でピクニック！
　　　 大好物だけをお弁当に詰めました。

●永田大介（河口）
　「大好物だけ」

カジダン・イクメン 男性が作ったお弁当

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

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

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



広報 232020年 8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

　町社協では、老人福祉週間事業の一環
として、金婚式を迎えられるご夫婦に記
念写真を贈呈します。
　今年度は、昭和４5年に結婚されたご
夫婦が該当になります。ご希望の方は、
10月３0日(金)までに町社協までお申込
み下さい。　　　　　（☎７２-１４３０）

　令和2年7月の大雨災害により、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、この災害により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実施します。
　皆様の温かいご支援とご協力をお願いいたします。

【熊本県南豪雨義援金】
●義援金受入口座

●受付期間
　令和2年7月8日（水）～同年12月28日（月）まで

【令和2年7月福岡県豪雨災害義援金】
●義援金受入口座

●受付期間
　　令和2年7月10日(金)～同年12月30日（水）まで

【令和2年7月豪雨災害義援金】
●義援金受入口座

●受付期間
　　令和2年7月13日（月）～同年12月28日（月）まで

【令和2年7月大分県豪雨災害義援金】
●義援金受入口座

●受付期間
　　令和2年7月13日（月）～同年8月31日（月）まで

【令和2年7月岐阜県豪雨災害義援金】
●義援金受入口座

●受付期間
　令和2年7月13日(月)～同年9月30日(水)まで

※ゆうちょ銀行においては、窓口から
　の振込手数料は無料となります。

金婚式のご夫婦に
記念写真を贈呈します

「令和2年7月豪雨災害義援金」
募集について

金融機関 口座番号 口座名義支店名
熊本県共同
募金会
熊本県南
豪雨義援金

熊本県南
豪雨義援金
(福)熊本県
共同募金会

熊本県南
豪雨義援金
(福)熊本県
共同募金会

クマモトケンナン

ヒ　ゴ

クマモト

ゆうちょ銀行

肥後銀行

熊本銀行

水道町
支店

本店
営業部

スイドウチョウ （普）
27510 6 5

（普）
318 4 6 0 6

0 0 970 - 9 -19 6 4 24

金融機関 口座番号 口座名義支店名
福岡県共同
募金会
令和2年

豪雨災害義援金
ゆうちょ銀行 00 9 9 0 -1-2114 3 3

金融機関 口座番号 口座名義支店名
福）鹿児島県
共同募金会鹿児島銀行

福）鹿児島県
共同募金会南日本銀行

県庁支店

県庁支店

（普）
3032664
（普）
1153560

00940-4-323294

金融機関 口座番号 口座名義支店名
大分県共募
令和2年7月
豪雨災害義援金
大分県共募
令和2年7月
豪雨災害義援金

大分銀行

ゆうちょ銀行

ソーリン
支店

普通預金
7745795

金融機関 口座番号 口座名義支店名

岐阜県
共同募金会

岐阜県
共同募金会

岐阜県
共同募金会
7月豪雨災害
義援金

十六銀行

大垣共立銀行

00980-1-196425ゆうちょ銀行

ぎふ県庁
支店

県庁支店 普通
297326

普通
12823



県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　口の中を診てもらうことでウイルス感染予防に繋がり
ます！お家での正しい歯ブラシ方法を伝授します！
■期　間　8 月１日(土)～10 月31 日(土)
■対　象　18 歳以上の山梨県民
■場　所　県内の歯科診療所
■健診内容　歯ぐき・歯・舌の診査と口腔衛生指導
■受付方法　県内の歯科診療所に電話予約して受診
※予約する際は、「新型コロナウイルス感染症の歯科無
　料健診」とお伝えください。
※受診する際は、身分証明証（保険証など）を持参して
　ください。
●問合せ　山梨県歯科医師会
　　　　　　℡ 055-252-6481 Fax 055-253-0854
　　　　　山梨県福祉保健部健康増進課
　　　　　　口腔保健支援センター
　　　　　　 ℡ 055-223-1498
【ミニ情報】ウイルス感染症予防には、鼻呼吸をすること
が効果的です。お口で呼吸していると乾燥もしてウイル
スの侵入は容易になります。鼻呼吸であれば鼻毛や鼻水
があることで侵入を防ぐこともできるのです。

　学校におけるいじめや家庭内における児童虐待等の
事案は、依然として数多く発生していることから、これら
の子どもをめぐる様々な人権問題の解決を図るための
相談活動を強化することを目的として、全国一斉「子ど
もの人権110番」強化週間を実施します。
■実施機関　甲府地方法務局及び
　　　　　　山梨県人権擁護委員連合会
■期　間　8月28日(金)から
　　　　　9月3日（木）までの7日間
■時　間　平日（8時30分～19時）
　　　　　土･日（10時～17時）
■相談担当者　甲府地方法務局職員・人権擁護委員
●電話番号　0120-007-110（子どもの人権110番）
＊年間を通じて相談中（強化週間以外は、平日の8時30
　分～17時15分）
＊相談は無料で秘密は厳守します。

　国民年金基金は、国民年金に加入している自営業の方
々とそのご家族などが、任意に加入して、掛金の税優遇
を受けながら積み立てを行い、老後に国民年金に上乗せ
の年金として受けられる、公的な個人年金です。

＜メリット＞
・掛金の全額（上限：年額81.6万円）が所得から控除さ
　れ、所得税・住民税共に軽減されます。
・受け取る年金も「公的年金等控除」の対象で、遺族一
　時金は全額非課税です。
●問合せ　全国国民年金基金 山梨支部
　　　　　山梨県甲府市丸の内2-14-13　
　　　　　ダイタビル6階　℡ 0120-65-4192

　令和2年7月3日からの大雨により、九州南部を中心に
甚大な被害が生じました。
　この災害で被災された方々を支援するため、下記のと
おり義援金を受け付けます。
　皆様の温かい支援をよろしくお願いいたします。
1．義援金名称　令和2年7月豪雨災害義援金
2．受付期間　7月7日(火)～12月28日(月)
3．受入窓口
　○日本赤十字社山梨県支部（持参の場合） 
　　甲府市池田1丁目6番1号
　　8時45分～17時15分　土日･祝祭日を除く
　○郵便局　口座番号「00480-3-7777」
　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　※手数料無料
　○山梨中央銀行　下飯田支店 普通口座「80179」
　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　＊手数料無料
　　 （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
　○甲府信用金庫　本店 普通口座 「0448543」
　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　＊手数料無料
　　 （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
　○山梨信用金庫　池田支店 普通口座「190196」
　　口座名義「日本赤十字社山梨県支部」
　　＊手数料無料
　　 （本・支店窓口にて専用振込用紙使用のこと）
　　＊郵便局・金融機関の振込の場合は、通信欄また
　　　は備考欄に「令和２年７月豪雨災害義援金」と明
　　　記していただきますようお願いします。
　　＊領収証発行を希望の場合は、送付先住所を明記
　　　し、通信欄または備考欄に「領収書希望」と記入
　　　していただきますようお願いします。
※なお、日本赤十字社にお寄せいただきました義援金
　は、手数料などいただくことなく全額が被災都道府県
　に設置された「義援金配分委員会」を通じて、被災者
　に届けられております。
●問合せ 日本赤十字社山梨県支部 総務課 振興係 
　　　　　℡ 055-251-6711

山梨県新型コロナウイルス感染症
予防対策臨時事業  無料歯科検診

「令和2年7月豪雨災害義援金」の
 受付を開始しました

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間のお知らせ

国民年金基金のご案内

お口の健康は全身の健康の基本です
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

■期　間　①6/10（水）～8/27（木）
　　　　　②6/30（火）～8/26（水）
■会　場　①富士山世界遺産センター南館
　　　　　（入館無料：毎月第4火曜日休館）
　　　　　②談合坂S.A.下り線
■概　要　富士山レンジャーが巡回中に発見した富士
　山の美しい自然や、環境問題を撮影した写真を展示し
　ます。
●問合せ　富士山憲章山梨県推進会議
　　　　　（富士山ボランティアセンター）
　　　　　　℡ 0555-20-9229

■期　間　7/22（水）～9/22（火）
■会　場　富士山世界遺産センター南館
　　　　　（※7/28(火),8/25(火)は休館）
■概　要　真宗寺院3ヵ寺を中心に発展してきた新倉。
　新倉と富士山のつながりを紹介します。入館無料です。
　マスク着用の上、お気軽にご来館ください。
■問合せ　山梨県立富士山世界遺産センター
　　　　　調査研究スタッフ　℡ 0555-72-2314
※新型コロナウイルス感染防止対応で延期または中止
　となる可能性があります。HPへ掲載しますので、ご来
　館前にご確認ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てに対
する負担の増加や収入の減少など、ひとり親家庭の方に
は、特に大きな困難が心身ともに生じていることと思い
ます。
　そんなときは、ひとりで悩まないで、まずはご相談く
ださい。
○母子・父子自立支援員による様々な相談を受け付け
　ています。
○必要な資金の貸し付けを行っています。
■就学支度資金（子どもの入学準備のため）
■修学資金（子どもが高校、大学などに修学するため）
■生活資金（ひとり親家庭になって7年以内の方のため、
もしくは失業中の生活を安定させるため）など12種類
●問合せ
　富士・東部保健福祉事務所　℡ 0555-24-9047
　（〒403-0005　富士吉田市上吉田1-2-5）
※ご来所の際は、事前に電話連絡をお願いします。
○就業や自立をするための支援を行っています。
■支援内容　電話・面談等による就業相談、就業情報
　　　　　　 の提供など
■特別相談　原則毎月第2火曜日、山梨県弁護士会に
　　　　　　 よる無料法律相談（予約制）

●問合せ　一般財団法人 山梨県母子寡婦福祉連合会
　　　　　　℡ 055-252-7014
　　　　　　(〒400-0025 甲府市朝日4-5-21)

　今年度の富士山研まつりは、新たな試みとして、オン
ラインでの開催となります。インターネットを通じて、富
士山にかかわる動画や研究員の研究紹介を配信します。
クイズに挑戦しながら富士山科学研究所で行っている
研究や富士山のことを家族でわかりやすく学習できるよ
うに工夫しています。多くの人のアクセスを待っていま
す。
■日　時　8月1日(土)～8月31日(月)
■参加方法　以下のURLにアクセスしてください。
　http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/
　kouryu/matsuri2020/
●問合せ　富士山科学研究所 環境教育・交流部
　　　　　広報交流担当　℡ 0555-72-6206

　近年、耕作放棄地や遊休農地に、非農耕地用除草剤
を散布する事例が見受けられます。これは最悪の場合、
数年にわたり作物が栽培できなくなったり、畑としての
機能を失う恐れもあります。
　除草剤を散布する際は、用途にあった除草剤を選ぶと
ともに、どれにしたら良いか分からない場合は農協など
にご相談ください。
●問合せ　北富士農業協同組合 本所
　　　　　　℡ 0555-72-1439

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

富士山世界遺産センターから

ひとり親家庭向けの相談窓口を
ご利用ください

富士山研まつり2020

農地への除草剤散布について

農作業安全推進運動について

※掲載の各種イベント等については、新型コロナウイル
ス感染拡大防止の観点から、延期または中止となる場合
があります。

オンラインで富士山を
　　もっと深く知ろう！学ぼう！体験してみよう！
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企画展「富士山と鎌倉道―御山の入口・新倉―」

富士山レンジャー写真展2020



i nformationnformation インフォメーション

　子どもが日常の暮らし中から見つけ出す一見いたずらに見
えるような遊び。モンテッソーリメソッドのエッセンスを加え、
ちょっとした工夫でさらに楽しめる展開例の紹介をしながら、親
子一緒に遊びます。子どもの成長を楽しむ子育てをしていき
ましょう。
■日　程　8月27日(木) 「貼る」
　　　　　9月　7日(月) 「通す」
　　　　　9月24日(木) 「移す」
　　　　 10月19日(月) 「並べる・分ける」
■時　間　9時45～11時30分
■対　象　2017年4月2日～2018年4月1日生まれの子ども
　　　　　とその保護者（父母・祖父母）
■定　員　各回　親子6組
■場　所　Fujiこどもの家バンビーノの森　教室
■持ち物　ルームシューズ・スリッパなど
　　　　　（こどもは靴下で大丈夫です。）
■費　用　1回　子ども1人＋大人1人　500円
■申込み　8月3日(月)10時よりTelにて
　　　　　8月4日よりメールも可
　子どもの名前・生年月日・年齢・性別・保護者名・連絡先
住所・電話番号とご希望日をお知らせください。

　2021年度入園のための、説明会を次の日程で行います。
入園を検討されている方は、必ずご参加ください。
　◇第1回　9月11日（金）10時～
　◇第2回　9月13日（日）13時～
■場　所 　Fujiこどもの家バンビーノの森･教室
■募集対象児   2021年度新入園児対象
　2017年4月から2018年3月生まれ　12名
■内　容　活動場所の見学・説明・教育方針（森のようちえ
　んとモンテッソーリ教育）・教育目標・子どもたちの様子・
　年間予定・1日の流れなど・給食、延長保育について・入園
　までの手続き その他
■持ち物　筆記用具・スリッパ
※会場準備のため、できるだけ電話かメールでご予約をお願
　いします。
※8月31日(月)～9月4日(金)を見学週間（要申込）とします。
●申込み・問合せ
　認定こども園　Fujiこどもの家バンビーノの森
　富士河口湖町勝山3407-1　TEL0555-72-9995
　メール　info@bambino-mori.co.jp
　ホームページ　http://www.bambino-mori.co.jp

■場　所　かかしの家
　　　　　（山梨赤十字病院近くの旧ふたば薬局に移転）
■時　間　11時～14時
■日にちとメニュー　8月9日(日)、30日(日)
※メニューは未定です。決まり次第LINEでお知らせいたし
　ます。
※新型コロナウイルス感染予防の観点から「お持ち帰り弁当」
　になることもございます。

■料　金　こども 100円　おとな 300円
※アレルギー対策は行っておりません。

　ボランティアスタッフが学習をサポートします。宿題はもち
ろん、いつもの勉強のお悩みにもできる限りお答えします。
■場　所　かかしの家　　
■時　間　正午～14時
※新型コロナウイルス感染予防の観点から、中止になること
　もございます。その場合LINEにてお知らせいたします。
■募　集　調理や盛り付け、学習支援にご協力いただける
　　　　　方ご連絡ください。年齢不問です。

●問合せ　NPO 法人富士と湖とかかしの里
　　　　　　富士河口湖町船津5247-2　
　　　　　　　℡,Fax 0555-72-2989
　　　　　　　メール npokakashi@gmail.com

　放送大学は、2020年10月入学生を募集しています。
　本大学は、BS放送やインターネットで学べる通信制の大
学です。10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が「大
学を卒業したい」「学びを楽しみたい」など、様々な目的で学
んでいます。テレビによる授業のほか、その授業をインターネ
ットで好きな時に受講することができます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、約
300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができ、
卒業すれば学士を取得できます。
　放送授業1科目の授業料は11,000円（入学金は別）。半
年ごとに学ぶ科目分だけの授業料を払うシステムです。半年
だけ在学することも可能です。
　全国に、ミニキャンパスと言える学習センター・サテライト
スペースが設置されており、サークル活動などの学生の交流
も行われています。
　資料を無料で差し上げていますので、お気軽に放送大学
山梨学習センターまでご請求ください。
■出願期間
　第1回　8月31日まで
　第2回　9月15日まで
●資料請求・問合せ
　放送大学山梨学習センター　℡ 055-251-2238

　富士河口湖町観光連盟では、新型コロナウイルスの影響
で各種のイベントや行事が中止され、新しい生活様式が求め
られ閉塞感を感じる中で、少しでも地域に明るい話題、活気
あふれる雰囲気を提供し、「Go Toキャンペーン」や「富士河
口湖割引クーポン」と合わせて地域観光や経済の下支えとな
り、また、元気な富士河口湖町を取り戻すためのきっかけづく
りとして、昔ながらの郷愁を誘う「村祭り」をイメージして、

認定こども園　Fujiこどもの家
バンビーノの森 からのお知らせ

NPO法人 
富士と湖とかかしの里から

放送大学で学びませんか？
10月入学生を募集しています

富士河口湖町ふっこう納涼祭

子育て支援「やってみたいな。ぼくもできるよ。」

入園説明会のお知らせ

「ニコニコかかし食堂」

「ニコニコかかし教室」
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i nformationnformation インフォメーションi nformationnformation インフォメーション

チンドン屋の練り歩き、歌謡ショーや芸人ライブ、大道芸、
太鼓の演奏、屋台販売など日本独特の雰囲気で、感染症
予防対策をとった上での新しいイベント形態の「富士河口湖町
ふっこう納涼祭」を開催します。
　当日は、浴衣で涼みながら、食べたり、遊んだりとお気軽
にご参加ください。
　皆様のご来場をお待ちしております。
■日　時　8月14日(金)、15日(土)
　　　　　13時～21時ごろまで
■場　所　富士河口湖町『大池公園』
■内　容　歌謡ショー、よしもと芸人ライブ、チンドン屋練り 
　　　　　歩き、大道芸、太鼓の演奏、屋台販売  ほか
【イベントは感染症予防と安全対策に努めています】
①会場では、感染症対策として、手指消毒・サーマルカメラ
　検温にご協力ください。
②入場の際に、フェイスシールド及びマスク、除菌おしぼりを
　無料配布します。
③総務省「接触確認アプリ」のダウンロードをお願いします。
④ご来場の際には、マスクの着用をお願いします。

⑤入場制限があります。（1,000名程度）
※イベントは、気象条件や新型コロナウィルス等の状況に
　より予告なく変更もしくは中止する場合があります。
●主催・問合せ　(一社)富士河口湖町観光連盟
　　　　　　　　℡0555-28-5177　Fax 0555-28-5070

　一竹美術館は今年で開館26年を迎えます。
　町民の皆さまへ日頃の感謝を込めまして、下記、特別料金
を設定いたしました。
　ぜひ、ご来館下さい。
■料　金　大人、大学生、高校生　500円
　　　　　（通常　大人1,300円、大高生900円）
　　　　　中学生、小学生　200円（通常　400円）
■期　間　通年
※運転免許証など住所がわかる物をご提示ください。
●問合せ　久保田一竹美術館　℡ 0555-76-8811

久保田一竹美術館 
町民特別料金のご案内

令和2年度 自衛官募集案内

参考(令和元年度）
陸 約3,610名
海 約   680名
空 約1,890名　　 ※１

参考(令和元年度)
約８５名　　 　　  ※１

参考(令和元年度)
陸 約  980名
海 約  170名
空 約  180名　　 ※１

男 子

推 薦

一 般

総 合
選 抜

女 子

自衛官候補生

防衛大学校
学生

防衛医科大学校
医学科学生

参考(令和元年度)
約７５名　　   　　※１

防衛医科大学校
看護学科学生

（自衛官候補看護学生）

年間を通じて
行っております。

合格発表日は
試験日に
お知らせします。

採用予定
通知書で
お知らせ
します。

受付時に
お知らせします。
                     ※２

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

受付期間
（締切日必着）募 集 種 目 募 集 人 員 資 　 格 試験期日 合格発表 入（校）隊 待遇・その他

※細部につきましては、下記連絡先等までお問い合わせ下さい。
○お問い合わせ先／自衛隊山梨地方協力本部　
　　　　　　　　　甲府市丸の内１丁目１番１８号甲府合同庁舎　電話：055-253-1591

18歳以上33歳未満の者
（32歳の者は、採用予定月
の1日から起算して3月に達
する日の翌月の末日現在、
33歳に達していない者）

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専
3年次修了者（見込含）

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専
3年次修了者（見込含）

18歳以上21歳未満の者
高卒者（見込含）又は高専
3年次修了者（見込含）

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

9月5日
　　～9月11日

9月26・27日

1次： 9月26日
2次：10月31日
　　 11月 1日

1次：11月7 ・ 8日
2次：12月8～12日

1次：10月24・25日
2次：12月9～13日

1次：10月17日
2次：11月28日・29日

1次：10月16日
最終：11月25日

1次：11月25日
最終：令和3年
　　  1月22日

 1次：11月26日
最終：令和3年
　　  2月12日

1次：11月13日
最終：令和3年
        2月 5日

10月30日

令和3年
　　4月上旬

令和3年
　　4月上旬

令和3年
　　4月上旬

7月1日
　～10月22日

7月1日
　　～10月7日

7月1日
　　～10月1日

修業年限４年
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

修学年限６年
医師免許取得後
２等陸・海・空尉

修学年限４年
看護師免許取得後、
卒業後約１年で
３等陸・海・空尉

参考(令和元年度)
人文・社会科学専攻     
約30名（うち女子若干名）
理工学専攻　約100名
（うち女子約10名）  ※１

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

参考(令和元年度)
人文・社会科学専攻及び
理工学専攻合わせて
約50名
（うち女子若干名）　　 
　　　　　　　　 ※１

（注）１．※１：令和2年度の採用人員につきましては、決定次第、自衛官募集ホームページ等でお知らせしますので、ご確認ください。　　     
　　２．※２：令和3年3月高等学校卒業予定者のための採用試験は、令和2年9月16日以降に行います。     
　　３．資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を含みます。     
　　４．応募資格年齢の起算日は、募集種目ごと異なっていますので、それぞれの募集要項で確認してください。     
　　５．その他、詳細については、それぞれの募集要項又は自衛隊地方協力本部で確認してください。     
　　６．記載内容については変更される場合があります。     
      〈自衛官募集ホームページ〉 ■詳細情報へアクセス!
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からのお知らせからのお知らせからのお知らせ

夏休みのお楽しみ♫
８月限定！町民のお友達、

何人でも入場無料キャンペーン

８月限定！町民のお友達、

何人でも入場無料キャンペーン

８月限定！町民のお友達、

何人でも入場無料キャンペーン
西湖観光協会から

皆様へプレゼント

町民の皆様はいつでも入場無料ですが、県外から帰省中のご家族も町外のお友達も、

グループ内に１人でも富士河口湖町民がいれば　み～んな無料！

期間：令和２年８月１日（土）～８月３１日（月）
※町内在住を証明できるものを町民の方は受付にてご提示ください。

※諸事情により急な休業等が発生する場合がございます。ご了承下さい。

夏休みはいやしの里で皆様ご一緒に楽しいひと時をお過ごしください!

総合案内所　℡ 0555-20-4677

地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信

おおいしつむぎ通信 2020.8月号

〜
消
え
ゆ
く
も
の
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手
間
と
い
う
価
値
〜

……………………………………………………………………………………………………………
政策企画課　Tel: 0555-72-1129　地域おこし協力隊　栗林　茜◎問い合わせ

　今年も５月末に稚蚕を
迎え入れ、６月末までの
約1ヶ月間、今年は0.25箱
（約7500頭）の春蚕の
飼育を行いました。蚕が
眠に入っている数日以外
の毎朝昼晩と桑を与え、
予想より1日早くひきた蚕
（糸を吐く直前の蚕）を
慌てて人を集めて蔟にあ
げ、収繭しました。これか

ら今年の繭を全て糸にして反物を織ることになります。
　繭量が多い場合は、収繭後すぐに製糸場に運んで
中の蛹を熱風乾燥させる事で、蛹が羽化したり、蛹の
水分によって繭にカビが生えたりする心配がなく長期
保管ができますが、今年は量が少なく直ぐに糸にして
しまうので、冷凍庫で凍らせて殺蛹（さつよう）／保存
をする事にしました。大石紬伝統工芸館で座繰りをし
ていると、観光客の方が立ち寄って見学をしていかれ
ます。みなさん口々に「すごいねー」と驚きの声をあげ
ていかれますが、同時に「初めて見た」と言って喜ば
れる方や「昔はうちでも蚕飼っていたのよ」と懐かし
んでくださる方も多くいます。小さな子供さんが見学
にいらした際は、実際に座繰り機を回して糸を引いて
貰ったりもします。煮る前の硬い状態の繭と煮た後の
柔らかい繭、そこから出てきて木枠に巻き取られた糸
を実際に触って感触の違いに驚く子も多く、何よりも

それが布になるという事が不思議で仕方がないよう
です。また、そんな様子を見ている親御さんも一緒に
なって興味を持って、たくさん質問をしながら一緒に
楽しんでいかれます。
　大石紬のような手織物を作るための工程は、どれ
も手間とコストがかかり、手間がかかる割には量がで
きず、大量生産・大量消費社会の中ではどうしても経
済的価値が認められ難く、続けることが難しい産業
です。続けることが難しく完全にやめてしまう産地が
多いからこそ、続ける事自体に意味があり、魅力や付
加価値も見出すことができるのではないかとも思い
ます。また、手間を掛けずに効率的にという考え方と
同時に、時間をかけて良いものを作る＝手間という
価値を見出す考え方も広まっています。とはいえ、や
はり反物はなかなか売れません。反物ではなかったと
しても、手織絹織物の
産地が産地であり続け
ることは難しく、1人で
悩んでいても名案は浮
かばないものです。どう
か河口湖に手織物の産
地を残し続けることが
できるよう、町民の皆
さまのお知恵・お力を
お貸しいただければと
思います。



ブルーアーススイミング

会員募集中！会員募集中！会員募集中！
４才から受け付けます   泳力別にクラス分けだから安心!!

バス協力費

1,000円（税別）５日間コース

コース名 基本料金

6,000円（税別）
4,500円（税別）３日間コース

登録料
※本科スイミング会員は無料

1,000円（税別）
全コース共通

◉コースは店舗によって異なります。

２期同時申し込み ➡ ５００円引き ３期同時申し込み ➡ 1,000円引き

富士河口湖
ブルーアース
Tel.0555-73-4313

定 員：各期６０名　対象：年中～中学生
富士河口湖周辺・鳴沢方面・富士吉田方面送 迎 

………………………………………………………………………………………………………………………………
期

  
1期 5日間

  
2期 3日間

  
3期 5日間

  

　　　 開催期間
   
8月 3日㈪～8月 7日㈮
   
8月10日㈪～8月12日㈬
   
8月17日㈪～8月21日㈮

集合時間 練習時間

9：15 9：30～
  10：30

～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

『苦労したのは、日頃の近所づきあいでスムーズ ～苦労したのは、情報収集～』
―阪神・淡路大震災（平成7年1月）―（栗原市 40代 女性）

　役場の方たちが来て、「2時に自衛隊のヘリが来ます。歩ける人は歩いて下
りてください」という話があって、ヘリに乗って避難する人は、2時間の間に必
要な荷物を持って集まることになりました。
時間が限られているうえに、地震で家の中もガタガタになっているものだか
ら、1人暮らしのおばあさんなんか、保険証はどこにいったかな、あれがない、
これがないって言って。で、私も家の中に入って一緒に探してあげて、あるだ
けのものと着替えになりそうなものをぱっと詰めて、ヘリの乗り場まで連れて行きました。
　この集落ではこういう近所づきあいは普通なんです。町場と違って、ここにどういう人が住んでいて、子供はどこへ行っ
ていて、ダンナさんはどこに勤めに行っているとかは、みんなわかっているから、安否確認の面ではよかったと思いますね。
　ただ、停電でテレビもつかない、車のラジオはガーガー言うだけで聞き取れない、携帯電話も通じないといったことで、
情報がまったく取れませんでした。だから、「来る、来る」と言われていた宮城県沖地震がついに来たかと。前の宮城県
沖地震※の時には全く被害がなかったので、「ここがこれだけやられたのだから、きっと仙台のほうは壊滅的だろう」と心
配していました。

※昭和53年（1978年）6月12日に仙台市を襲ったマグニチュード7.4（震度5）の地震で、死者16人、重軽傷者10,119人、
　住家の全半壊が4,385戸、部分壊が86,010戸という多大な被害が生じました。
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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　■大学事務室　0555-83-5200（代表）

納期限　令和２年８月３１日（月）◎町県民税２期　今月の納税等

　東京より富士河口湖に来て数か月が過ぎました
が、週末はランニングに自転車と大自然の中で楽
しく過ごしています。私はこれまで筋肉に関する研
究を行ってきました。近年、「運動は最良の薬であ
る」と言われ、健康に長生きするために運動が推奨
されていますが、積極的な運動が困難な方や、そ
もそも運動が嫌いな方も大勢いると思います。そ
こで私の研究目標は、「運動をしなくても、運動し
たと同等の効果が得られる方法を考案する」こと
です。地域の健康に貢献できるよう頑張りたいと
思います。

　遠路はるばる北海道札幌市から富士河口湖町
に参りました。ひとりでも多くの若い力に満ちた
医療者を育成して地域の皆さまに喜んでいただ
けるよう尽力いたしますので、今後ともどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。

　ご自宅からでも健康科学
大学を知ることができる特
設ページ「WEBオープンキ
ャンパス」を公開中です！
　特別動画や期間限定配
信イベントをご準備してい
ます。アンケートに答えた

方にオリジ
ナルトート
バックをプ
レゼント♪

　

大学見学

個別相談を

実施しています

　

大学見学

個別相談を

実施しています

　

大学見学

個別相談を

実施しています

WEB 
オープンキャンパス

☆地域の皆様へ ☆地域の皆様へ

理学療法学科 助教　池上　諒一
（出　　　身）長野県
（専門分野）生理学
（研究テーマ）熱刺激による筋肥大―温泉は
　　　　　　　筋萎縮を予防するのか？

作業療法学科 准教授　稲場 直子
（出　　　身）千葉県
（専門分野）システム神経生理学
（研究テーマ）眼球運動中の視空間知覚の恒常性
　　　　　　　にかかわる神経機構の解明

　教 員 紹 介　教 員 紹 介　教 員 紹 介
２０２０年４月以降、健康科学大学に新たな教員が加わりました。

今回は、理学療法学科及び作業療法学科に所属する２名の教員をご紹介いたします！

　平日(9:00～17:00)に
教職員による大学見学・個
別相談を実施しています。
下記までお気軽にお問合
せください。
　入試広報課
　　　　0555-83-5240

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～

問合せ：政策企画課政策調整係　０５５５－７２－１１２９

　富士河口湖町・鳴沢村は共同で東京２０２０オリンピック・パラリ
ンピックのトライアスロン・パラトライアスロン競技の事前合宿誘致
に向けてフランスを相手国にホストタウン登録をしております。
　世界中では新型コロナウイルスの影響がまだまだ厳しい状況であ
り、この状況を共に乗り越えていただこうと思い、マスク（2,000枚）
をプレゼントいたしました。
　来年の事前合宿にはお互い笑顔でお会いしましょう！！
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中野　湊介　　雅　基・杏　子　船津

杉山　民燈　　　明　・杏由巴　船津

永田　晴大　　吉　直・祐　子　船津

渡邊　　惺　　芳　典・智　恵　船津

保科　　凛　　重　敏・真　子　小立

古屋　美結　　壽　人・奈　緒　小立

相澤　音花　　賢　宏・沙弥香　小立

宮下　望愛　　裕　也・由加子　小立

宮本　憲樹　　了　一・美　幸　小立

渡邊　　紬　　巧　次・紗　希　河口

渡辺　瑛稀　　友　也・知砂都　勝山

小佐野想來　　雄　人・　惟　　勝山

藤山　由愛　　次　郎・千　恵　勝山

外川　松雄　79歳　外川はる子　船津

宮下　　實　58歳　山中　康美　船津

渡邉　利治　99歳　渡邉　義道　船津

山本　達雄　68歳　山本　隆生　船津

渡邉　美代　97歳　渡邉　隆雄　浅川

古屋　政美　88歳　古屋　　聡　小立

大須賀みのり　86歳　梶原　忠彦　大石

宮下　武治　91歳　宮下　速生　河口

桑原　壱成　 ＝　 小松　千香　船津

山下　隼人　 ＝　 髙橋　春香　船津

小林　　力　 ＝　 内藤恵美子　船津

湯山裕次郎　 ＝　 小林　春樹　船津

渡邉　綱太　 ＝　 霜鳥　沙織　船津

小池　朋人　 ＝　 天野亜佐子　小立

渡邊　国明　 ＝　 後藤　麻姫　小立

伊藤　完一　 ＝　 大石　妃咲　河口

西田　優斗　 ＝　 奥野　真央　河口

倉澤　健太　 ＝　 水越　美保　勝山

小佐野元史　 ＝　 梶原　利恵　勝山

羽田　剛一　 ＝　 流石ちあき　勝山

おめでた・おくやみ
〈6/10～7/12〉

お子さん　　　　　　父　　　　 母
おめでた（出生）

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。

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

　町では、毎月５日（５日が休日の場合はその前の平日）にハローワークが出張しての
就業相談を実施しています。次回は9月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。

●町民福祉館ふじやま　  10時～12時

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

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

弁護士相談

行政相談
心配ごと相談

●上九一色出張所　13時20分～14時40分

生活困窮者・母子世帯等の就業相談について

●相談日/9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。

　　26,650人
(＋8)

 

　10,910　
(－2)

　13,554人
　(＋6)

　13,096人
(＋2)

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/8月12日㈬ 富士吉田商工会議所
　　　　　9月  9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）
※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により中止になる場合がございます。
●問合せ・予約/日本年金機構　大月年金事務所  TEL 0554‐22‐3811

※各種相談につきましては、延期又は中止となる場合があります。開催状況等の詳細は各実施者までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
センターへの来庁によるご相談を極力控えて
いただきますようお願いします。

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

富士吉田市役所　東庁舎1階

相談専用ダイヤル ℡0555－22－1577
富士吉田市消費生活センターへ

消費者問題のお悩みは
女性なんでも相談のお知らせ

（毎月第2･第4水曜日）

男性のための電話相談です。
男性臨床心理士が
お話しを伺います。
家族関係、職場の人間関係、
身体のこと、パートナーとの関係 ほか

ぴゅあ富士
男性総合相談

8月12日㊌・26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

相談日時 お気軽にご相談ください。
相談は予約制（無料）です。

毎月第１日曜日 13時～17時
℡0554-56-8742

はる た

えい き

かず き

おと は

そうすけ

せい
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そ  ら

ゆ  め

の  あ

み  ゆ

8月20日㈭
実施日

7月１日現在の
人口・世帯
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☎２３-４４４４ （富士五湖消防本部テレフォンサービス）
☎055-224-4199 （山梨県救急医療情報センター） 24時間対応

富士河口湖町とツェルマット（スイス）は、友好都市提携をしています。

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

くらし応援商品券くらし応援商品券くらし応援商品券

新型コロナウイルスにより困っている
町内小売店と町民のくらしを応援するため
新型コロナウイルスにより困っている

町内小売店と町民のくらしを応援するため

を配布します。
　今わが町は、新型コロナウイルスの感染拡大により国内・国外からの観光客が激減！去年まではにぎ
わっていた町内が閑散としており、収入が減った人が多くおり、町内店舗の売り上げが大幅にダウンし、
町民の生活が大変困難な状況となっています。
　町では、鳴沢村と共同で町内各店舗と町民のくらしを応援するため、町内及び鳴沢村で利用できる
商品券を配布します。

町民１人につき１００００円
町に令和２年７月１日現在住民登録のある方
令和２年８月中旬頃より簡易書留で順次配布いたします。
富士河口湖町・鳴沢村にある店舗で、現在募集中です。
ホームページ・広報等でお知らせしていきます。

配布枚数
配布対象
配布時期
利用店舗

小売り・飲食・宿泊・医療・修理・建築・土木・理美容・燃料等、町内に事業所があれば業種は問いま
せんので、全件に配布した取扱店申込書・振込先口座の通帳のコピーをお持ちのうえ、町役場観光課
商工係にて登録してください。
申込書がない場合、その他お問い合わせは町役場観光課(72-3168)までお願いします。

利用できる店舗を現在絶賛募集中です。

　　「帰国者・接触者相談センター（富士・東部保健所）」
　　　　℡０５５４－２４－９０３５　　FAX０５５５－２４－９０３７
　　　　※夜間・休日は、メッセージ等により緊急電話番号でご相談を受け付けます

　　「山梨県新型コロナウイルス感染症専用相談ダイヤル」
　　　　℡０５７０－０３６３６６　　　FAX０５５－２２３－１４９９　　　９：００～２１：００（土日・祝日含む）
　　「富士河口湖町健康増進課」
　　　　℡０５５５－７２－６０３７　　FAX０５５５－７２－６０２７　　　８：３０～１７：１５（平日）

　　「県民生活相談ダイヤル」
　　　　℡０５５－２２３－１７７８、０５５－２２３－１３６６　　　　  ８：３０～１７：００（平日）

◎感染が疑われる方は…

◎保健所の相談目安に該当しない体調への不安や感染の予防に関する相談は…

◎新型コロナウイルス感染症に係る県民生活や協力要請等についての疑問や相談は…

新型コロナウイルス感染症関連相談窓口について
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