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河口地区の湖畔遊歩道に
　「咲耶橋（さくやはし）」が完成

甲斐の国防災リーダーネットワークが
開催されました

健康食材「生きくらげ」を栽培！ （農事組合法人 日本きくらげファーム）

　河口地区の一級河川西川を渡河する「咲耶橋（さくやはし）」
が完成し、8月26日に渡り初め式が開催されました。
　この完成で河口地区の湖畔遊歩道に全ての橋が架かり、湖畔
を利用される方や散歩される方にとって大変便利になりました。
　県議会議員の皆様、県関係者のご尽力により今回開通の運び
となり、式典後、渡り初めも行われました。
　富士山が眺望でき、桜や紅葉のイベントも行われる湖畔で、
河口湖北岸の魅力がさらに高まりました。

　山梨県の事業により防災士を取得された皆様によるネットワーク
「甲斐の国防災リーダーネットワーク」が8月23日に勝山さくやホール
において開催されました。
　会場は、避難所における新型コロナウイルス感染症対策のモデルと
して運営されており、参加者を避難者に見立て、検温してからの受付の
あり方や会場内の空気の入れ替えなど実際の避難所と同様の対応が取
られていました。避難所における感染症対策の説明や事例発表など中身の濃い内容の研修が行われ、新型コロナウイ
ルス感染症対策と防災のあり方を多くの参加者が学んでいました。
　自然災害はいつ発生するか分かりません。今回のような実践的な研修を通じて、地域防災力の向上が期待されます。

　今回は、生きくらげを栽培する富士ヶ嶺地区の日本きくらげファームを
紹介します。きくらげは、中国産が市場の大半を占め、国産は希少です。市
場シェアでの希少に加え、ここのきくらげは品質と栽培方法も希少です。ま
ずは品質、従来のきくらげのイメージを覆す手のひらサイズの大きさ、そし
て厚さ、とても肉厚です。次に栽培方法、コンテナ内の収納棚に立体正方
形のきくらげの菌床を縦横に整列配置し、コンテナ内の温度、湿度、二酸
化炭素を遠隔にて集中管理し、適時灌水をし栽培しています。
　日本きくらげファームさんによりますと、当きくらげはβグルカンとバナ
ジウムなどを多く含んでいるとのことで、健康志向が高い昨今、民放テレビ番組「満点☆青空レストラン」や「主治医
が見つかる診療所」などで紹介され、都市部などからもお問い合わせをいただいているそうです。

　生きくらげは、そのままわさび醤油やポン酢につけたり、塩コショウ
で焼いたり、天ぷらにして食しても美味しいとのことで、都内の料亭や
近県のステーキ店でメニューの食材として、また伊勢丹新宿店や日本橋
三越本店などの都内デパ地下やいちやまマートなどスーパーで店頭販売
用として取り扱っていただいているとのことです。
　希少であるがゆえに様々な課題がありますが、健康志向の生きくらげ
は継続的需要が期待でき、また荒天や野生鳥獣などの外的影響を受け
にくく、温度、湿度などが栽培適度に保たれ、通年栽培が可能で生産性
の高いコンテナ栽培は、将来性を感じます。
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ホテル女将さん有志が「富士桃」収穫を通じた
観光ＰＲを実施

ご寄付のご紹介

　8月28日、小立地内の町「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4名が、「富士桃」収穫作業を通じて観光ＰＲを行いました。これは
去る7月2日に袋かけ作業を通じて行ったことに続き、2回目となります。

　当日は時折小雨の降るあいにくの天
候でしたが、女将さんたちは、当ほ場管
理受託者の大澤さんから桃の収穫作業などのポイントを聞きながら、颯
爽と収穫作業を終え、その後の桃へのキャップ付けや、手提げ箱へ収め
る作業を手際よく行っていました。
　収穫した桃の一部は、地産地消の一環として、女将さんたちそれぞれ
のホテルでお客様の食事の食材として使用をご検討いただけるよう、試
用として町から女将さんたちに提供しました。
　女将さん、若女将さん、袋かけ、収穫と2度に渡り、ありがとうござい
ました。

　現在実施中の令和2年国勢調査において、各世帯との面会の際など調査活動中
の消毒徹底のため、調査員及び指導員へ配付したほか、町営施設等に配付し、有
効に活用させていただいております。

　多くの子どもたちに読んでもらえるよう、生涯学習館にて貸出しをさせていただ
きます。
　貴重なご寄付をありがとうございました。

松山油脂株式会社（松山剛己代表取締役社長）様　　消毒用ハンドジェル

国際ソロプチミスト山梨-芙蓉（浅沼和栄会長）様　　子どものための図書

　フランスホストタウン（トライアスロン・パラトライアスロン）
こども絵画展を９月１４日（月）～９月２９日（火）まで役場の
エントランスホールで開催いたしました。町内の小中学生より
６９作品の応募があり、どれも素晴らしい作品ばかりでした。
　応募いただいた作品は、来年の東京オリンピック・パラリン
ピックの事前合宿の歓迎セレモニーの際などに展示し選手た
ちをお出迎えしたいと思います。 

～東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて～～東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて～

ボンジュールホストタウン

問合せ：政策企画課政策調整係　０５５５－７２－１１２９
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　平成31年4月から出産前後期間の国民年金保険料免
除制度が始まりました。
　出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
の国民年金保険料が免除になります。
　届出は、出産予定日の6か月前からできますので、お早
めの届出をお願いします。
　届出の用紙は、日本年金機構のホームページ
（http://www.nenkin.go.jp）から印刷をするか、町役
場または年金事務所に備え付けてあります。
●問合せ　住民課 年金担当　℡ 0555-72-1114

　富士河口湖町では、身体障害者相談員が障害者のみな
さんの相談・支援活動を行っています。
■日　時　10月20日（火）　10時～15時まで
■場　所　富士河口湖町役場　1階　104会議室
■相談員
　渡辺　武士 （℡72-0702）（携帯080-6719-1614）
　三浦　清美 （℡82-2984）（携帯090-2458-4964）
　障害に関すること、障害者差別に関すること、どんなこ
とでも結構です。お気軽にお越しください。
●問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

　昨年施行された「食品ロスの削減の推進に関する法律」
で、食品ロス削減月間は10月、食品ロス削減の日は10月
30日とされています。
　日本の食品ロスの量は年間643万トン（H28年度推計）
に及び、世界の食糧援助量の380万トンの1.7倍となります。
　今一度ご家庭での食品ロスを考え、以下のことを実践
してみましょう。
■家庭から出る食品ロスは、以下の理由と改善方法があ
　ります。
1.調理に使いきれずに捨てられたもの　…　買いすぎ
　⇒買いだめは控え、こまめに買い物に行きましょう。
2.賞味期限や消費期限が切れて捨てられたもの
　…　期限切れ
　⇒消費期限前を確認し、一度開封した食品は早めに食
　　べましょう。
3.調理のときに食べられる部分が捨てられたもの
　…　過剰除去
　⇒無駄なく使いきる調理法があるかレシピサイトなど
　　で調べてみましょう。
4.食べきれずに捨てられたもの　…　食べ残し
　⇒家族が食べきれる量を作り、みんなで美味しく食べ
　　きりましょう。
●問合せ　環境課 生活環境係　℡ 0555-72-3169

出産前後の国民年金保険料が
免除になります！

障害者相談日開設について

エコバッグ配布のお知らせ

10月は食品ロス削減月間です！

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

11月5日㊍ 配布予定11月号広報

●配布開始日：10月１日～
●配布場所：３F環境課窓口
※多くの世帯に行き届いてほしいので、１世帯１枚とさせていただきます。
※町民に限らせていただきます。
※なくなり次第終了です。

　７月１日よりレジ袋の有料化が全国で実施され、エコバッグを使用する方が増えているため、環境課
にてコンビニレジ袋型エコバッグを作成いたしました。富士山、河口湖、西湖、本栖湖、精進湖で富士河
口湖町を表し、町全体でSDGs（持続可能な開発目標）に取り組もうという想いを込めています。
　コンビニ弁当、カップ麺、お菓子、お茶が楽々入る大容量です。環境課HPにてご確認ください。

　Sustainable Development Goalsの略であり、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のため
の2030アジェンダ」にて記載された2030年まで持続可能でより良い世界を目指す開発目標です。
1.貧困をなくそう　2.飢餓をゼロに　3.人々に保健と福祉を4.質の高い教育をみんなに　5.ジェンダー平等を実現しよ
う　6.安全な水とトイレを世界中に　7.エネルギーをみんなに　そしてクリーンに　8.働きがいも経済成長も　9.産業
と技術革新の基盤をつくろう　10.人や国の不平等をなくそう　11.住み続けられるまちづくりを　12.つくる責任つか
う責任　13.気候変動に具体的な対策を　14.海の豊かさを守ろう　15.陸の豊かさも守ろう　16.平和と公正をすべて
の人に　17.パートナーシップで目標を達成しよう

～SDGｓとは～

環境課生活環境係　0555-72-3169
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固定資産税 軽自動車税町民税 入湯税 遊漁税町たばこ税

0

◇使われた金額　  466,241円

◇納めた金額 （町税）  176,078円
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0
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⑩公 債 費
⑨教 育 費

⑦土 木 費
⑥商 工 費
⑤農林水産業費

③民 生 費
②総 務 費
①議 会 費

⑧消 防 費

④衛 生 費

　令和元年度末の町債の残高（普通会計）は、18,635,467千
円となっています。町債の発行に際しては、後年度に地方交付
税措置のある町債を優先的に選択して利用しているため、町債
の残高に対する地方交付税措置分等は、約137億円が見込ま
れます。残りの約49億円を町の自己財源で返済することとな
り町民一人当たりの負担額は約185千円となります。

町民税
1,979,942,902 

14.9%

町債
1,751,000,000 

13.1%

その他
588,674,461 

4.4%

繰越金
1,301,659,990

9.8%

繰入金
236,812,673 

1.8%

県支出金
539,093,090 

4.0%

各種交付金
720,486,532 

5.4% 地方交付税
2,439,803,000 

18.3%
その他町税

436,569,565 
3.3%

固定資産税
2,260,468,672 

17.0%

地方譲与税
97,196,009 

0.7%

分担金及び
負担金

91,676,140 
0.7%

国庫支出金
886,899,527 

6.7%

歳    入
133億3,028万2,561円

衛生費
1,176,030,510 

9.5%

総務費
1,796,933,139 

14.5%

民生費
3,154,832,591 

25.5%

教育費
2,088,306,532 

16.9%

公債費
1,531,638,705 

12.4%

商工費
387,421,749 

3.1%

土木費
940,965,993 

7.6%

消防費
892,397,207 

7.2%

消防費
892,397,207 

7.2%

議会費
86,048,949 

0.7%

農林水産業費
329,708,838 

2.7%

歳    出
123億8,428万4,213円

3,240
67,65167,651

44,275
12,413

35,425
33,597

78,620
57,663

14,586

44,275
12,413

35,425
33,597

78,620
57,663

85,102
74,540

8,194 4,653 3,295 294

85,102
74,540

8,194 4,653 3,295 294

14,586

118,772118,772

歳入総額：133億3,028万2,561円
歳出総額：123億8,428万4,213円
収支差引額：   9億4,599万8,348円

令和元年度一般会計決算令和元年度一般会計決算

9.2 

56.3 

令和元年度決算に基づく財政健全化判断比率について

実 質 赤 字 比 率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将 来 負 担 比 率

早期健全化基準

早期健全化基準

早期健全化基準

早期健全化基準

13.83

18.83 

25.0 

350.0 

町民一人当たりで見ると

町債残高について（普通会計）

基金の状況について

交付税等
措置率

令和元年度
末現在高区  分 地方交付税

措置分 等
一般財源
(町負担分)

合併特例事業債

臨時財政対策債

他の交付税措置  等

合　計

70%

100%

7,658,719 

6,284,936 

4,691,812 

18,635,467 

5,361,103 

6,284,936 

2,062,890 

13,708,929 

2,297,616 

0 

2,628,922 

4,926,538 

20％～80％（単位：千円）

（単位：千円）

1,561,616 
912,877 
4,091,247 
47,720 

6,613,460 

基金名
財政調整基金
減債基金

その他特定目的基金
土地開発基金
合計

　　　　 備　　考
町財源の不足調整に備える基金 
起債の償還に備える基金 
特定の目的のために備える基金 
土地の取得のために備える基金 

令和元年度末残高

◆令和元年度一般会計決算報告
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令和元年度決算に基づく財政健全化判断比率等を公表します。

健全化判断比率 （単位：％）

実質赤字比率
―

（１３．８3）

連結実質赤字比率
―

（１８．８3）

実質公債費比率

参考　早期健全化基準
9.2

（２５．０）

将来負担比率
５6.3

（３５０．０）

○実質赤字比率
　一般会計等（普通会計を構成する会計）の実質赤字額の標準的な収入に対する比率を示します。

一般会計等の実質赤字額
標準財政規模

○連結実質赤字比率
　全会計の実質的な赤字額の標準的な収入に対する比率を示します。

連結実質赤字額
標準財政規模

（地方債の元利償還金＋準元利償還金）－（特定財源＋元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額）
標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

○実質公債費比率
　全会計において、普通交付税のように使途が特定されておらず、毎年度経常的に収入される財源のうち、公債費や公営企業債
に対する繰出金などの公債費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当額（普通交付税が措置されるものを除く）に充当され
たものの占める比率（３ヵ年平均）を示します。

　平成１９年６月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の
公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化、財政の再生及び公営企業の経営の健全化に必要な行財政の措置を講
ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
 公表することとなるのは、健全化判断比率及び資金不足比率です。健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上の場合
または、資金不足比率が経営健全化基準以上になった場合は、議会の議決を経て財政健全化計画等を策定し計画的に健全化
に取り組まなければなりません。
　富士河口湖町の令和元年度決算に基づく財政健全化判断比率及び公営企業に係る資金不足比率は次のとおりです。

※元利償還金：イからホまでの合計額
イ　満期一括償還地方債について、償還期間を３０年とする元金均等年賦償還とした場合における１年当たりの元金償還金相当額
ロ　一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のうち、公営企業債の償還の財源に充てたと認められるもの
ハ　組合・地方開発事業団（組合等）への負担金・補助金のうち、組合等が起こした地方債の償還の財源に充てたと認められ
　　るもの
ニ　債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの
ホ　一時借入金の利子
※一部事務組合・広域連合の債務を含む

※　連結実質赤字額：イとロの合計額がハとニの合計額を超える場合の当該超える額
イ 一般会計及び公営企業（地方公営企業法適用企業・非適用企業）以外の特別会計のうち、実質赤字を生じた会計の実質赤
　　字の合計額
ロ　公営企業の特別会計のうち、資金の不足額を生じた会計の資金の不足額の合計額
ハ　一般会計及び公営企業以外の特別会計のうち、実質黒字を生じた会計の実質黒字の合計額
ニ　公営企業の特別会計のうち、資金の剰余額を生じた会計の資金の剰余額の合計額
※全会計：一般会計等の他、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、介護予防支援事業特別
　会計、水道事業会計、河口湖・足和田・上九一色各簡易水道事業特別会計、下水道事業特別会計、精進特定環境保全公共下
　水道事業特別会計の赤字額の標準財政規模に対する割合です。令和元年度決算における実質収支及び資金剰余額は１，６５
　４，２８１千円の黒字となっているため連結実質赤字比率はありません。

※実質赤字の額＝繰上充用額＋（支払繰延額＋事業繰越額）
※一般会計等の実質赤字額：一般会計、本栖下水道事業特別会計、温泉事業特別会計、船津公園墓地事業特別会計、小立公
　園墓地事業特別会計、勝山墓地事業特別会計、河口湖治水事業特別会計、小立簡易郵便局事業特別会計、富士ヶ嶺簡易郵
　便局事業特別会計。令和元年度決算における実質収支は８６４，８５６千円の黒字となっているため実質赤字比率はありません。
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将来負担額－（充当可能基金額＋特定財源見込額＋地方債現在高に係る基準財政需要額算入見込額）
標準財政規模－元利償還金等に係る基準財政需要額算入額

○資金不足比率
　各公営企業の資金不足額の事業の規模に対する比率

資金の不足額
事業の規模

船 津 財 産 区
小 立 財 産 区
大 石 財 産 区
河 口 財 産 区
西 深 沢 財 産 区
勝 山 財 産 区
長 浜 財 産 区
西 湖 財 産 区
大 嵐 財 産 区
青木ケ原財産区
精 進 財 産 区
本 栖 財 産 区
富士ヶ嶺 財産 区
大 室 山 財 産 区
小立簡易郵便 局
富士ヶ嶺簡易郵便局

78,015,182 
76,009,193 
7,340,890 
11,040,523 
497,882 

53,125,858 
2,076,946 
6,124,186 
12,984,594 
4,831,266 
950,857 
228,600 
647,183 
866,233 
6,385,904 
3,404,821 

576,432,384 
729,948,741 
37,373,590 
110,429,411 
5,064,329 
81,594,452 
3,011,757 
7,498,222 
16,006,845 
5,089,902 
5,969,630 
712,251 
4,469,432 
1,143,719 
15,621,105 
8,700,547 

会　　計　　別 歳入総額 歳出総額
河口湖治水事 業
国 民 健 康 保 険
後期高齢者医療
介 護 保 険
介護予防支援事業
船 津 公 園 墓 地
小 立 公 園 墓 地
勝 山 墓 地
河口湖簡易水道
足 和田簡易水道
上九一色簡易水道
下 水 道 事 業
本 栖下水道事業
精進特環下水道事業
温 泉 事 業

7,550,226 
2,592,825,249 
277,304,517 
1,957,076,141 
18,419,392 
9,468,975 
9,139,178 
1,280,428 

130,834,145 
43,403,219 
98,002,651 

1,059,922,497 
7,770,326 
26,969,437 
35,559,444  

29,952,594 
2,665,871,871 
278,307,590 
2,059,384,969 
18,419,392 
13,785,972 
15,450,944 
3,573,853 
147,193,910 
47,447,545 
107,944,835 
1,111,525,189 
8,631,355 
27,468,860 
40,437,657 

会　　計　　別 歳入総額 歳出総額
（単位：円）特別会計決算報告

資金不足比率
（単位：％・千円） 水道事業会計

河口湖簡易水道事業特別会計
足和田簡易水道事業特別会計
上九一色簡易水道事業特別会計
下水道事業特別会計
精進特定環境保全公共下水道事業特別会計

―

―

―

―

―

―

20.0
20.0
20.0
20.0
20.0
20.0

530,618
16,360
4,044
9,942
51,603
499

資金不足比率特別会計の名称 経営健全化基準 資金剰余額

○将来負担比率
　全会計が負担する実質的な負債の残高の標準的な収入（元利償還金に係る基準財政需要額算入額を除く）に対する比率を
示します。
　自治体のメインの会計である一般会計等が将来負担すべき債務（＝公営事業会計＋一部事務組合等＋地方公社・第三セクタ
ー等の分を含む）が標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額の何倍あるかを示しています。

※資金の不足額：資金の不足額（法適用企業）＝（流動負債＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために起こした地方債
　の現在高－流動資産）－解消可能資金不足額
　資金の不足額（法非適用企業）＝（繰上充用額＋支払繰延額・事業繰越額＋建設改良費等以外の経費の財源に充てるために
　起こした地方債現在高）－解消可能資金不足額
 （一般会計等の実質赤字額に相当するもの）
　令和元年度の各公営企業会計は資金剰余となっていますので資金不足比率はありません。

※　将来負担額：イからヌまでの合計額
イ　一般会計等の当該年度の前年度末における地方債現在高
ロ　債務負担行為に基づく支出予定額（地方財政法第5条各号の経費等に係るもの）
ハ　一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てる一般会計等からの負担等見込額
ニ　当該団体が加入する組合等の地方債の元金償還に充てる当該団体からの負担等見込額
ホ　手当支給予定額（全職員に対する期末要支給額）のうち、一般会計等の負担見込額
ヘ　地方公共団体が設立した一定の法人の負債の額、その者のために債務を負担している場合の当該債務の額のうち、当該
　　法人等の財務・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
ト　当該団体が受益権を有する信託の負債の額のうち、当該信託に係る信託財産の状況を勘案した一般会計等の負担見込額
チ　設立法人以外の者のために負担している債務の額及び当該年度の前年度に当該年度の前年度内に償還すべきものとして
　　当該団体の一般会計等から設立法人以外の者に対して貸付けを行った貸付額の額のうち、当該設立法人以外の者の財務
　　・経営状況を勘案した一般会計等の負担見込額
リ　連結実質赤字額
ヌ　組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額
※　充当可能基金額：イからヘまでの償還額等に充てることができる地方自治法第241条の基金
※　一部事務組合・広域連合の債務を含む　　
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粗大ごみ出し困難者のための「収集支援事業」のご案内

申込先と問合せ先 （平日8：30～17：00まで）
富士河口湖町役場　環境課　環境整備係　TEL７２-３１６９

① 電話で役場環境課（72-3169）に収集依頼を行ってください。
　 粗大ごみの種類と個数等を登録します。
　 収集個数は５個まで（使用済小型家電は除く）とします。
  （申し込み期間は、10月23日までにお願いします。）
② 収集内容を整理し、町環境課または委託業者（収集業者）が
　 収集日の調整を行い、支援者に連絡します。
③ 委託業者が収集後（２年１１月中旬を予定）に写真と一緒に
　 一緒に町に実績報告をします。
　(収集の際、写真を撮らせてもらいます。)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

粗大ごみ

　粗大ごみのごみ出しに困窮している世帯に対して、春と秋の年２回、収集を始めています。
　秋の回収は１１月中旬頃に収集を予定していますので、申し込みを行う方は１０月２３日までにお願いします。

●個数は５個まで
 （タンス、家具、机、椅子、カーペット、布団、ベット､マットレス、自転車､ふろ蓋、大型プラ玩具、
   物干しざお、ポリタンク、コンロ等）

●個数には入らないが事前登録必要
 （電子レンジ、電気オーブン、照明器具、ビデオデッキ、ステレオ、扇風機、電気炊飯器等の電気製品等）

○収集業者は、家の中には入りませんので、玄関先までは出してください。
○家電リサイクル法4品目（TV、冷蔵庫、乾燥洗濯機、エアコン）、オートバイ、タイヤ類は集めない。
○布団は紐等で包んだ状態で1個（ベットの場合、マットレスも個数として入ります。）とします。
○要望により、分別パンフレット配布や分別の指導を行います。
○個人の氏名連絡先等の個人情報は、この事業の為以外には使用しません。

指定ごみ袋に入らない大型のごみ

収集する粗大ごみの内容

収　集　方　法 （流れ）

対　象　世　帯

使用済小型家電（家電リサイクル法4品目を除く）

注意点

　次に該当する世帯で、自らがごみを集積所に出すことが困難な     
世帯とします。     
　なお、町内や近隣市町村に子供等がいる場合は、対象外とします。     
　⑴ 65 歳以上の者のみで構成される世帯
　⑵ 障がい者のみで構成される世帯
　⑶ その他町長が必要と認める世帯
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こんな方に・・・ 

・どこに情報があるかわからない 

・忙しくて自分から情報を探せない 

・情報がスマホに届けばいいのに 

LINEの「友だち追加」で登録を！

 

問合せ：子育て支援課  0555-72-1174 

 
 

1 

 
 

 
 

2 3 

    

子育て
制度

町政
情報

親子の
遊び場 保育所

す く す く 子 育 て 応 援 

LINE　  
 配 信 開 始 ！  

登 録 完 了 !富士河口湖町
すくすく子育て

友だち
追加

QRコード
読み込み
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　令和2年10月1日から富士五湖消防本部で「Net119緊急通報システム」が開始されます。この
サービスは、事前に登録していただくと、スマートフォンなどからインターネットを利用して「どこか
らでも・音声によらない」119番通報ができるサービスです。

富士河口湖町に在住(通勤・通学)している聴覚・言語機能の障がいなどにより音声での会話が困難な方

　①富士五湖消防本部2階「指令課」で直接申請
　　または、申請書を郵送(〒403-8599　富士吉田市下吉田6-2-6)
　②携帯電話やスマートフォンからインターネットを利用して申請
　③富士河口湖町役場「福祉推進課」で申請

　無料。ただし利用に伴う通信費は利用者負担となります。

　富士五湖消防本部「指令課」
　電話：0555-22-0119　FAX：0555-24-4420　E-mail：fg-shireika@mfi.or.jp

登録(利用)対象者

登録申請方法

登録(利用)料金

お問い合わせ先

緊急通報システム緊急通報システム
Net 119



県などからのお知らせ県などからのお知らせ

■日　時　10月29日(木)　10時～11時30分
■講　師　三澤洋美さん（キャリアコンサルタント）

■日　時　11月11日(水)　10時～11時30分
■講　師　三澤洋美さん（キャリアコンサルタント）　
　　　　　東 麻吏さん（編集者・発信コンサルタント）

■日　時　11月25日(水)　10時～11時30分
■講　師　三澤洋美さん（キャリアコンサルタント）　
■ゲスト　上田聖子さん（店舗のないパン屋tobira）
　　　　　藤井優子さん（焼き菓子tassy）
◇会　場　ぴゅあ富士団体連絡室
◇対　象　起業を目指す方、起業されている方10名
◇受講は無料ですが、申込みが必要です。
【新型コロナウイルス感染拡大防止のために】
・必ずマスクを着用し、入館時には備え付けの消毒液で
　手指の消毒をお願いします。
・当日、発熱や風邪の症状がある場合、または体調が優
　れない場合は参加をご遠慮くださいますよう、ご協力
　をお願いします。
・詳しくは、ぴゅあ富士ホームページ内「ぴゅあ富士を利
　用される皆様へ（閉館措置解除に伴うお願い）」をご
　覧ください。
●問合せ　山梨県立男女共同参画推進センター
　　　　　ぴゅあ富士　℡ 0554-45-1666

　やまなしシニア世代就労推進協議会では、シニア（55
歳以上）のための「からだ測定会・出張就労相談会」を
下記日程で開催します。
　からだ測定会では、あなたの個性や処理能力、体力等
が測れ、今の自分が分かります。
　出張就労相談会では、からだ測定会測定レポートの
結果から、仕事への向き不向きが見えた就労支援を行
います。
　ぜひこの機会を活かし、日々の生活や仕事に活用して
みてはいかがでしょうか！
■日　時　11月13日(金)　第1部　13:00～14:30
 　　　　　　　　第2部　15:30～17:00

■会　場　富士吉田市民会館
■費　用　無料
■予約等　定員がありますので予約が必要となります。
　　　　　定員になり次第、締め切らせていただきます。
●申込み・問合せ
　やまなしシニア世代就労推進協議会
　　℡ 055-223-1777

　研究所が位置する富士北麓剣丸尾の森の中を散策し
ます。富士山の成り立ちや森のうつりかわり、そこにすむ
動植物のことなどについて自然解説員の説明を聞きな
がら、森の素晴らしさにふれてみませんか。
■期　間　10月3日，4日，10日，11日，17日, 18日，
　　　　　24日，25日，31日
■時　間　1日5回　①10時～ ②11時～ ③13時～
　　　　　　　　　 ④14時～ ⑤15時～ (1回約40分)
■集合場所　富士山科学研究所 本館1階入口
■対　象　どなたでも（お気軽にご参加ください）
■参加費　無料
■予　約　予約優先。ただし、5人以上の場合は必ず事
　　　　　前にご相談ください。
■その他　雨天中止
●問合せ　山梨県富士山科学研究所
　　　　　環境教育・交流部 教育・情報担当
　　　　　　℡ 0555-72-6203

　富士山の自然、自然と人との関わりについて、研究成
果をわかりやすくお伝えする講座です。研究員による講
演を通して富士山の自然環境についてともに考えます。
■日　時　10月10日(土) 13時30分～16時
■場　所　オンライン配信
■対　象　高校生以上
■内　容　①「登山」②「高山病」をテーマに当研究所
　　　　　の研究員が講演を行います。
■講　師
　①演題：「富士登山での転倒の実態と関連要因」
　　講師：宇野 忠（環境共生科）
　②演題：「急性高山病の原因と対策」
　　講師：堀内 雅弘（環境共生科）
■参加費　無料
■予　約　事前申し込み必須。
　　　　　詳細はHPをご覧ください。
●問合せ　山梨県富士山科学研究所
　　　　　環境教育・交流部 広報･交流担当
　　　　　　℡ 0555-72-6206

女性のための
起業スタートアップセミナー

シニア世代（55歳以上）のための
からだ測定会・出張就労相談会

富士山科学研究所より

『想いをカタチにする』
　LEGOブロックで創るあなたの起業

～「森のガイドウォーク」 秋の森の散策 ～

～「富士山科学講座」～

『想いを言葉で届ける』
　あなたらしい商品の魅力を文章で伝える発信術

『想いを仕事にした人たちのストーリーを聴く』
　先輩談を聴いて考える今のあなたらしい起業スタイル
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i nformationnformation インフォメーション

■日　時　10月7日(水)～11月4日(水)の
　　　　　毎週水曜日　8時～9時30分　計5回
■場　所　船津小学校　体育館
■費　用　1回大人300円　学生100円
■持ち物　上履き、タオル、飲み物、ラケット（貸出あり）
■申込み　事前に下記に申し込みをお願いします。
●申込み・問合せ　090-8013-9696　外川まで

■場　所　かかしの家（山梨赤十字病院近くの旧ふたば
　　　　　　　　　　　薬局に移転しました。）
■時　間　11時～14時
■日にちとメニュー
　10月11日(日) 、10月25日(日)
※メニューは未定ですが、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
　　　　　〒401-0301　富士河口湖町船津5247-2
　　　　　℡0555-72-2989　
　　　　　メール npokakashi@gmail.com

　高齢者の「ゆくすえ」に役立つ情報満載の、聞いて、し
ゃべって、笑って、学ぶ大好評イベントです！
■日　時　10月16日（金）10時～12時
■場　所　富士吉田市立 市民ふれあいセンター
■内　容　第1部　お坊さんの法話
　　　　　第2部　行政書士の相続勉強会
　　　　　第3部　ゆくすえ座談会
　　　　　　　　 （ご希望により個別相談）

■参加費　無料（事前申込が必要です）
■用意するもの　上履きをご持参ください
■主　催　一般社団法人SOCIAL TEMPLE ＆ 行政書
　　　　　士チームよすがびと
●申込み･問合せ　行政書士チームよすがびと
　℡ 055-253-5335　メールinfo@yosugabito.com

■日　時　11月13日(金) 14時30分～15時30分　
　　　　　※からだ測定会も実施
■会　場　富士吉田市 市民会館
■参加費　無料（※55歳以上の方）　
■定　員　30名　定員になり次第締め切ります
■申込み　お電話にて申込みください。整理券とアンケ
　　　　　ート用紙を送ります
●問合せ　山梨県シルバー人材センター連合会
　　　　　　℡ 055-228-8383

　SDGs～持続可能な開発目標（17ゴール、169ターゲッ
ト）は、2015年9月に国連で採択された国際目標。2030
年までに世界で達成しようという17のゴールには、エネル
ギーや経済成長、住みやすい街づくり、気候変動、海の話
や陸の話などなど、様々な人たちに関連する目標が多くあ
ります。SDGsが何故できたのか、SDGs達成に向けて、
私たちに何ができるのか？2030年までの世界の変化を、
ゲームを通じて一緒に体験しませんか？
■日　時　11月14日（土）開場13時
　　　　　開演13時30分～16時
※参加者が多い場合には、人数を午前と午後2回に分け
　て開演します。
■場　所　勝山ふれあいセンター　研修室
■定　員　50名（先着順）　
■対　象　中学生以上
■参加費　3,000円（中高校生2,000円）
■申込み　
①下記アドレスに、「申し込みフォーム希望」・「ご氏名
　（ふりがな）」・「〒番号、住所」・「連絡先電話番号」
　をご記入の上メールをご送付ください。
　メールアドレス　hi-nakamura@s9.dion.ne.jp
②受信確認ができましたら、申込みフォームをメールいた
　しますので、新型コロナ対策の規約を確認の上、ご記
　入いただきご返送ください。
③申し込み確認のメールを送付いたします。
●問合せ　090-3512-0536（中村） 10時～17時
　　　　　メール　hi-nakamura@s9.dion.ne.jp

『ゆくすえ茶話会』 
　　in 富士五湖エリア

バドミントン教室参加者募集

就労セミナーを実施します

富士と湖とかかしの里より

バドミントンで快い汗を流しましょう

「ニコニコかかし食堂」

 「ニコニコかかし教室」

「高齢者にふさわしい働き方・笑顔で健康に」
「山梨落語研究会　墨亭　河童さん」他

SDGsって何だろう！！
～ゲームで体験！つながる世界～

第2回 サステナブル&ＳＤＧｓの
学びと実践

エスディージーズ

広報12 2020年10月号
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令和2年 10月4日～11月7日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

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。

10月11・25日
11月3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、利用の制限をさせて頂きます。
●小学生の土曜日の自由来館は、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。
　【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】
●第１・３・５日曜日を町民の乳幼児親子（０歳～就園児）に限り、自由来館ができる日として開館しております。
　その他曜日の利用につきましては予約制(定員あり)となります。
●当面の間、町民の方のみの利用とさせて頂きます。　●中高校生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。

【山⇒湖】

【山⇒湖】

【湖⇒山】

【湖⇒山】

funfunくらぶ
 (ミニ運動会）

（子育て相談）

（子育て）

（栄養相談）

（栄養相談）（歯科相談）

おもちゃ病院

funfunくらぶ
　  (脳トレ⑤）

つどいの広場

【乳幼児親子のみ】

【乳幼児親子のみ】

【乳幼児親子のみ】

te to te

つどいの広場 つどいの広場

（助産師相談）
つどいの広場

ぷち相談会 つどいの広場

（子育て相談）

（ＡＭ：乳幼児親子）
（ＰＭ：小学生）

つどいの広場

（子育て相談）
つどいの広場

つどいの広場

おもちゃ病院
つどいの広場

つどいの広場 こどみら
　ハロウィン

マムベビー

ワイワイくらぶ

将棋教室

将棋教室

（体育）

（体育）

ふれあい教室B

ふれあい教室A

（体育）
ふれあい教室A

ふれあい教室
AB

☆どなたでも☆電話予約

　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！

　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★

スーパードクター!!スーパードクター!!スーパードクター!!

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（10組）
　　　11：00～12：00（10組）
　　　13：30～14：30（10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

　　

☆乳幼児対象☆電話予約☆小学生対象☆電話予約

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

つどいの広場

つどいの広場

クラブ富士山
（バレエ）

つどいの広場
クラブ富士山
（バレエ）

クラブ富士山
（バレエ）

つどいの広場
クラブ富士山
（バレエ）

リトミック
つどいの広場 ブラウンベア

クラブ富士山
（バレエ）

こどみら 2019こどみら 2019こどみら 2019こどみら 2019こどみら 2019こどみら 2020こどみら 2020こどみら 2020こどみら 2020こどみら 2020
日　時：10月31日(土)　[午後] 
申込み：10月17日(土)　10：00～

日　時：10月31日(土)　[午前]
申込み：10月19日(月)　10：00～

※小学生以上の方は必ずマスクをご着用ください。
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。 お問合せ：７２－６０５３

小学生
対象

乳幼児親子
対象

乳幼児親子
対象

…
…
…

…
…
…

日　時：11月14日(土) 午前
申込み：11月  7日(土) 10：00～
その他詳細につきましてはこどみら
だよりにて記載いたします。

～さのっちと遊ぼう！～１年生特別教室

　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》！
日　時：11月７日(土)
山【10:00～11:30】 湖【13:30～15:00】
定　員：各12名　　参加費：なし
持ち物：鉛筆、消しゴム、水筒
申込み：10月24日（土）　10：00～

日　時：11月７日(土)
山【10:00～11:30】 湖【13:30～15:00】
定　員：各12名　　参加費：なし
持ち物：鉛筆、消しゴム、水筒
申込み：10月24日（土）　10：00～

ｆunfun 脳トレ２０２０⑤ｆunfun 脳トレ２０２０⑤ｆunfun 脳トレ２０２０⑤

ｆunfun ミニ運動会ｆunfun ミニ運動会ｆunfun ミニ運動会

日　時：10月17日(土)
山【10:00～11:30】 湖【13:30～15:00】
定　員：各２０名　　持ち物：水筒・タオル
申込み：10月10日(土)10：00～　参加費：なし

　学校の運動会の次は、funfunで運動会！ 他の
学校の友達と同じチームになって、
オリジナル種目で優勝を目指そう!!

　英語での読み聞かせや歌や体を使った遊びな
ど盛りだくさん！乳幼児の親子なら誰でも参加で
きます！ 

　絵本の紹介とベビーマッサージ体験で赤ちゃ
んとの癒しのひと時を♥

　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。

日　時：10月13日（火）10：30～11：0０
定　員：12組
持ち物：参加費：なし
申込み：10月６日（火）10：00～

日　時：10月13日（火）10：30～11：0０
定　員：12組
持ち物：参加費：なし
申込み：10月６日（火）10：00～

ブラウンベア ブラウンベア ブラウンベア 英語であそぼうwith BB

日　時：10月8日(木)　13：30～14：30 
定　員：10組
対　象：0歳親子（ハイハイ前まで）
持ち物：バスタオル　　参加費：なし
申込み：受付中

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

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会

日　時：１０月６日(火)　10：30～11：30
定　員：乳幼児親子（５組）
申込み：9月2９日(火)10：00～　
持ち物：参加費：なし

テーマ：「子どものしつけ～自律性を育む～」

子育て支援課発！ つどいの広場

日　時：10月28日(水)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：10月21日(水) 10：00～　
参加費：なし

問い合わせ先　☎72-6053

※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円で事務所の電を
　使用することが出来ます。気軽に声をかけて下さい。

月～金曜日：9時～18時
土・日曜日：9時～17時開館時間

☆12時～13時までは外も含め閉館です。

第２・４日曜日は
休館です！

日　時：10月９日(金)
申込み：10月2日(金)
        　10：00～

日　時：10月23日(金)
申込み：10月16日(金)
　　　　10：00～

おもちゃ病院の

＊部品代がかかる場合があります。

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。

今年は３密を避けて実施致します！ 仮装大歓迎！必ず事前にご予約ください。
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令和2年 10月4日 ～ 11月7日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

2 3 5 7

302826 27 29 31

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

館内整理日

読書会 14：00～

はてなブックス
（～11/29）

文学講座
　　19：30～

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。

11

18

11/1

25

 

☎

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）

各分館の開館時間

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp

ibrary@fujikawaguchiko.ed.jp

・マスクの着用
・手指の消毒
・検温
・入館票の記入

・学習席　　　　　　
・学習室
・AVコーナー
・PCコーナー　 （…など）

・図書館の本に限り、利用が可能です。
・使用方法、注意事項がありますので、
　職員にお尋ねください。

※感染状況により、内容が変更となる場合がございます。ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

●新型コロナウイルス感染拡大予防対策にご協力をお願いします。

『地底旅行』ジュール・ヴェルヌ著

■場所：富士河口湖町中央公民館　第１研修室
　　　　　　　　　　　　　※課題本は図書館で用意します。

■場所：富士河口湖町中央公民館　第２研修室
■講師：山口　隆之氏（富士学苑高校副校長/月江寺幼稚園園長）
■定員：15名

私たちの地域に
　　　　　関係のある『太宰治』について

中身は内緒の貸出セット！

一緒に学んでみませんか？

■テーマごとに選書した3冊を包装した状態にしてあります。
■「一般向け・児童（幼児/低学年/中学年/高学年）向け」の
　 世代別にテーマが分かれてるので、気になったものを
　 選んでください！

▶『世界の一流はなぜ歯に気をつかうのか』 森下 真紀著
▶『21世紀の新しい職業図鑑』 武井 一巳著
▶『ハリネズミは月を見上げる』 あさのあつこ著
▶『スマホとゲーム障害』 内海 裕実著
▶『今日から「ときめきカメラ生活」』 橋本 哲著
▶『「読む」ってどんなこと？』 高橋 源一郎著
▶『ベルリン1945 上・下』 クラウン・コルドン著
▶『ポッコとたいこ』 マシュー・フォーサイス著　…その他

第160回 読書会 文学講座

新着資料はてなブックス

図書館の一部サービスを縮小・休止しています。

毎週月曜日休館/３０日(金)は館内整理日のため休館

生涯学習館生涯学習館生涯学習館



みなさんのやる気を応援します! ○問合先　教育委員会　生涯学習課　TEL 0555-72-6053　FAX 0555-73-1358

「堀内昭宏パステル画展」（河口地区在住）

※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出かけください。　
　詳しくは生涯学習課へ

10月1日（木）から28日（水）まで

　明応９年（1500）の段階で「冨士に道者参ること限り無し」という記述が『勝山記』・『妙法寺記』にみられます。今から520年前に大
勢の人々が富士信仰のために登山をしていたことが読み取れます。このように、『勝山記』・『妙法寺記』には室町時代～戦国時代にか
けて富士山や山麓で起こった様々な事象が詳細に記録されています。貴重な記録が綴られた『勝山記』・『妙法寺記』から戦国時代の
富士山麓の歴史を紐解きましょう。

　国内外で活躍される写真家テラウチマサト氏の指導のもと、富士河口湖町の郷土の魅力を再発見する写真教室を開催します。第２
回目は、山梨県の歴史を牽引してきた鎌倉街道の沿道である浅川地区を舞台に沿道の景観や社寺を散策しながら撮影します。写真
のテクニックを学びながら、郷土の歴史文化に親しむチャンスにみなさんもぜひご参加ください。

　学校では折り返しとなりました。様々なことにじっくり取り組み，力を発揮しはじ
めているころだと思います。教育実践研究家の菊池省三先生（昨年町立教育セン
ターアドバイザー）は，「子どもが変わるためには，大人(親，教師)が変わることが
必要」「一人ひとりみな違う」「自信が人を伸ばす」「子どもの中に“変わりたい”“伸
びたい”という気持ちが芽生えた時に、背中を押す。その絶妙なタイミングを見逃
さない」「“ほめて，認めて，はげます”ことが大切」と話していました。特に，今年は
コロナ禍で気持ちが落ち着かない状況です。こんな時だからこそ，お子さんの様子
を見て，改めて“ほめて，認めて，はげます”ことを心がけましょう。
　中学三年生においては，一生懸命取り組んできた部活動も卒業し，夢中になるも
のがなくなるとともに，進路を決めるという大きな大きな試練が迫ってきているこ
とから，「ＳＯＳ」が発信されることが多くなりがちです。
　不安いっぱいのお子さんの気持ちに寄り添って話を聞くことが大切です。それで
も解決の糸口が見えないときには，学校や当教育センターに相談してみてください。
ヒントが見つかるかもしれません。親子ともども明るく歩む姿に出会えるきっかけ
にしてみませんか。

小立地区公民館まつり船津地区公民館まつり船津地区公民館まつり

小立地区公民館まつり大石地区文化祭大石地区文化祭

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

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

『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

第２回　浅川地区編　～歴史の道・鎌倉街道と社寺を撮る～
テラウチマサト氏テラウチマサト氏写真家 富士河口湖町フォトプロジェクト 2020

●日　時：令和２年１０月２４日（土）　午後１時３０分～午後４時３０分
●集合場所：浅川地区公民館
●持ち物：カメラ（SDカード等の記憶媒体のものが望ましい）　●飲み物　筆記用具　
●参加費：無料　　●定　員：15名（先着順）　●申込み：生涯学習課社会教育係・文化財係　72-6053
●申込受付開始：令和２年１０月１３日（火）　午前９時　対象：どなたでもご参加いただけます
※撮影した写真は、中央公民館のロビーで展示します（令和３年２月頃）
　テラウチマサト氏の作品等を紹介する動画→ https://youtu.be/YnsMtG

●日　時：令和２年１０月２４日（土）　午後１時３０分～午後４時３０分
●集合場所：浅川地区公民館
●持ち物：カメラ（SDカード等の記憶媒体のものが望ましい）　●飲み物　筆記用具　
●参加費：無料　　●定　員：15名（先着順）　●申込み：生涯学習課社会教育係・文化財係　72-6053
●申込受付開始：令和２年１０月１３日（火）　午前９時　対象：どなたでもご参加いただけます
※撮影した写真は、中央公民館のロビーで展示します（令和３年２月頃）
　テラウチマサト氏の作品等を紹介する動画→ https://youtu.be/YnsMtG

令和２年度　富士河口湖町
世界遺産富士山・郷土発見講座

「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」
第６回　「『勝山記』・『妙法寺記』が伝える戦国時代の富士山麓」

●日　時：令和２年10月21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）

●申込み：72-6053（生涯学習課）　先着20名　　●申込み受付開始：10月８13日（火）午前９時～
※ウイルスの感染状況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。

※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。

中央公民館ロビー展示

　本年度の船津地区公民館まつりは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため
中止となりました。ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

　１１月２２日に開催予定でした大石地区文化祭は、公運審の審議と実行委員会
のアンケート及び、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止となりました。
ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

中止のお知らせ

中止のお知らせ

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 こんな時だからこそ“ほめて，認めて，はげまして”
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五湖の魚類増殖事業（後編）

 (文化財審議会会長　鈴木俊夫)

　県から委嘱されて霞ヶ浦のワカサギを河口湖と山中湖とに移植したのは私ですが、当座２、３年は湖畔の

人々からひどく怨まれたものでした。というのは、ワカサギという魚はあの姿の優しさに似合わず、かなり貪

欲でしかも他の魚の卵を食うらしいという噂が立ったためのようでした。ワカサギが増えた後、昔から喜んで

食べたザコと称する小さいハヤ類が殆ど跡を断った。大してうまくもない魚にこの湖水を荒されてたまるもの

か！　一部の人の腹立たしさの所以である。季節によってはうまいと言えない、旬外れにワカサギを食べた

人のようだ。以前、繁殖したハヤ（ヒカリ）と区別がつかなかった人もいたようだ。この誤解には、私も随分

閉口しました。私が最初にワカサギを河口湖へ（山中湖には２、３年後）移したのは、大正6年2月の事でした。

1年生の魚ですから、その年末には相当の物になっていると思い、その冬船津役場へ寄ると、釣り好きの

職員が「先生、この頃、浅川の漁師が網で面白い魚を捕るが、あれは何魚でしょう。これまで見たことない魚

で…」という。物を見たいというと、「夕方、浅川の漁師が網で捕るところを見に行きましょう」という返事な

ので、時刻をはかってその場所に行ってみると、果たしてワカサギで大きくなって太りきったのがドッサリ捕

れていました。実に何とも言えない嬉しさでした。或る魚類が新しい環境に移されると、全然繁殖しないこと

もあるが、上手く条件が合って繁殖するとその成長具合が、かつて見たことのないように際立ったもので、河

口湖のワカサギがそれでした。ワカサギの旨さ、良さがわかっていただき、この頃では殊に冬の季節において

は、ワカサギが一番の美味ということに相場が決まりました。それの一つは、西垣博士等のお骨折りで、ワカ

サギの穴釣り、氷に穴を明けて釣るということが大流行になったからでもあります。

　前編に載せた遠藤朝三氏の記録にもある通り、山梨県では五湖に在来の物とは異なった色々な魚類を他

から移植して繁殖を図った。はじめは県庁の世話で、やがて漁業組合の手でこの仕事に参与した水産学者

は、ワカサギで雨宮育作博士、マスでは中澤毅一である。新魚類移植の恩人である。

　中澤毅一博士は私より一つ先輩だった。甲府中学の同窓会が東京であったその会合で１、２度落ち合って

ちょいちょい話す機会を得たからである。「岳麓の湖水へマス移す世話をなすったのは貴方だってことですが、

本当ですか？」「ええ、僕です」「河口湖にマスは向きませんか？」「あそこは駄目でした。水温、水深の関係

がマスには不適当だったのです」「西湖や本栖はよかったんですか？」「そうでした」こんな風で、問えば答え

るし、問わなければ黙っているという、至極大人しい人でした。遺憾なのは中澤氏がまだ60歳にもならない

のに、昨年10月他界された。中澤氏の生涯、殊にその水産学者としての事業を思うにつけて、我々は色々な

人から何時の間にかさまざまの恩を受けていながら、感謝する機会に恵まれないことがある。遅れ馳せだが

中澤氏をあげて、ここに感謝の微意を表しここに哀悼の言葉を記す次第である。

　郷土研究雑誌「五湖文化」の創刊は、昭和15年5月「富士五湖文化協会」が設立され、専門家を顧問とし、船津村、

小立村、勝山村、大嵐村、鳴沢村、西湖長浜組合村、河口村、大石村、福地村、忍野村、中野村、明見村、下吉田町、

西桂村、東桂村、谷村町、精進の17地域の賛助員が参加、編集主任中村星湖（小説家、河口）のもと発刊された。

昭和15年8月から昭和17年まで、７刊を発刊した。

参考資料

●ワカサギの卵　雨宮育作博士からの中村星湖の聞き書き（抜粋）

●「鱒を放った人　中澤毅一君の追憶（抜粋）」　中村星湖
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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

○今年も11月に本栖高原の草刈りを計画しています。昨年秋に草刈りした成果で、草原性の絶滅危惧チョウ類や植物が広が
　っていますので、来年には個体数も増えるようにと今年も草刈りを行うものです。ボランティアとして参加ご希望の方は、
　自然共生研究室または生涯学習課までご連絡下さい。詳細が決まり次第お知らせいたします。
○「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」の一環
　として、7月には甘利山と櫛形山における調査を行い、9月８日からは甘利山のシカ柵の更新が行われました。

伐採跡植林地が絶滅危惧動植物の新たな生息地にならないかを調べています
　環境省の補助事業「富士山北部生物多様性保全推進事業」として2017年から２年間実
施した「伐採跡植林地が絶滅危惧動植物の新たな生息地にならないかを調べる」調査を、
2019年からは経団連自然保護基金の補助を頂き継続しています。昨年の調査で、夏にはヒ
ヨドリバナやキオン・オトコエシ・イタドリなど沢山の花が咲き、環境省絶滅危惧Ⅱ類のウラ
ギンスジヒョウモン・コウゲンヒョウモンをはじめとした、ギンボシヒョウモン・ウラギンヒ
ョウモン・オオウラギンスジヒョウモン・ミドリヒョウモン・メスグロヒョウモンなどのヒョウ
モンチョウ類の絶好な吸蜜源となっていることがわかりましたので、今年は6月から詳しい
分布調査やマーキング調査を実施しています。
　その結果、優占種が２ヶ所の伐採跡植林地の場所や時期によって変化すること、また、絶滅危惧動植物が多く残っている
二次草原である野尻草原の近くの伐採跡植林地ではコウゲンヒョウモンの数が増えていて、遠い所ではコウゲンヒョウモンは
見られず、ギンボシヒョウモンが非常に多いことも判って来ました。また、8月以降下草刈りが行われると、これらの花が切られ
てしまいますが（写真）、その代わり多くのヒョウモンチョウ類の食草であるスミレ類が繁茂して産卵に適した環境になること
も判って来ました。林業が適切に行われることで、多くの絶滅危惧草原性動植物が救われる可能性がみえてきましたので、
来年度まで最低５年間は調査を継続し、林業作業と伐採跡植林地の草地としての評価をしたいと考えています。

　今年度第２回の河口湖畔におけるアレチウリと絶滅危惧湿性植物調査を、磯田進先生に
も同行頂き８月31日に実施しました。6月の調査時には河口湖の水位が高く、広瀬地区の
一部で確認されただけでしたが、７月から河口湖の水を桂川に放流したためか、今回は水位
が例年並みにもどっていました。その結果、河口地区でもアレチウリが1株だけみつかり、
大石公園では東側に、八木崎地区では湾処の奥に群落が見られました。しかし、この３地区
も例年ではもっと多くのアレチウリがみられたのに、昨年の夏以降今年の6月まで湖水に浸
っていた所には見られず、逆に、６月に見られた広瀬地区の漕艇コースには見られなくなって
いました。
　水位が下がったためか絶滅危惧湿性植物も河口地区でスジヌマハリイとジョウロウスゲが、大石地区でスジヌマハリイが、
八木崎地区でスジヌマハリイとオナモミが確認出来ました。例年なら１ｍ近くまで大きくなって実をつけ始めているオナモミ
も、水位が下がり始めてから芽を出したようで、まだ１０ｃｍ程の幼苗状態でしたが（写真）、これらの絶滅危惧湿性植物も
上手く河口湖の水位に合わせて生き残っていることが実感できました。

　４月にはウサギコウモリが、6月にはテングコウモリが見られたことを、以前の広報でお
知らせしましたが、8月4・8・17日には、キクガシラコウモリとウサギコウモリが各１頭胎内
神社の天井で見られました。ウサギコウモリは、4月に黄色でマークした個体とは違うよ
うで、一回り小さかったので（写真）、今年生まれた子供かな？とも思っています。
　いずれもすぐに飛び立って胎内洞穴の方に飛んで行ったので、入口のシャッターが開けら
れない日には、昼間はずっとここで休んでいるのではないかと考えられました。9月以降も
どうなるか出来る限り観察してみたいと思っています。

今年度第２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７・８月にはキクガシラコウモリとウサギコウモリが確認されました



健康のまちづくり
Healthy community building

インフルエンザワクチン接種費用助成のお知らせ

接種期間：令和２年１０月１日から令和３年２月２８日まで

　町では、学校などの集団生活での感染予防、また、感染による重症化予防を目的とし、インフルエンザ
ワクチンの接種費用の助成を行っています。富士北麓地域の医療機関で助成が受けられます。
今シーズンは、インフルエンザと新型コロナウイルス感染症の同時流行が予想されていますので、お早目
の接種をお勧めします！

0歳から中学3年生までの方

高校生相当の方

65歳以上の方

生活保護世帯の65歳以上の方

2回目

任意接種

任意接種

定期接種

定期接種

1回目

全額助成

対象者 接種区分
助成額

※①13歳以上中学3年生までは基礎疾患等により2回目の接種が必要と医師が認めた場合に助成します。
※②65歳以上の方については下記の日程で予診票を発送予定です。
　　　【令和２年 ９月末　発送】　令和２年10月1日現在、満65歳以上の方
　　　【令和２年10月初旬発送】　令和２年10月に満65歳を迎える方（昭和30年10月生）
　　　【令和２年11月初旬発送】　令和２年11月に満65歳を迎える方（昭和30年11月生）
　　　【令和２年12月初旬発送】　令和２年12月に満65歳を迎える方（昭和30年12月生）
　　　【令和２年12月下旬発送】　令和３年 １月に満65歳を迎える方 （昭和31年  1月生）
　　　【令和３年 ２月初旬発送】　 令和３年 ２月に満65歳を迎える方（昭和31年  2月生）
　ただし、令和2年10月から令和3年2月までに満65歳を迎える方（昭和30年10月～昭和31年2月生）で、定期
接種としてインフルエンザを接種希望の方は、必ず65歳の誕生日以降に接種してください。65歳の誕生日以前
に接種した場合は任意接種となり、助成対象外（全額自己負担）となります。

　
・接種料金は医療機関によって異なります。予約の際に接種料金を確認しましょう。
・接種料金から助成額を差し引いた金額を自己負担額としてお支払いください。
・65歳以上の方は接種する医療機関に必ず町からお届けした予診票(水色)を持参してください。
・高校生以下の方は、医療機関に専用予診票が設置してあります。
・65歳以上の方で山梨県外の医療機関で接種を希望する場合、また、高校生以下の方で、富士北麓管内（富士
　吉田市・富士河口湖町・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村・道志村）以外の医療機関で接種を希望する場合、
　事前に手続きが必要です。詳しくは健康増進課までお問合わせください。
　尚、事前に手続きなく接種した場合は、助成対象外（全額自己負担）となりますのでご注意ください。

2,500円
2,500円

2,500円

※②

※②

※①
1,500円

注意点
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健康のまちづくり
Healthy community building

10月１日からロタウイルスワクチンが定期予防接種になります

詳しくは健康増進課まで　TEL 0555-72-6037

　これまで任意接種となっていましたロタウイルスワクチンは、令和２年１０月１日から予防接種法に基
づく定期接種になります。
　対象者は令和２年８月１日以降生まれのお子さんです。定期接種の対象者となる方には、ご案内通知お
よび予診票を郵送しましたので、内容をご確認いただき、必ず町で交付した予診票を使用し接種をしてく
ださい。

○腸重積症の既往があることが明らかな方、先天性消化管障害を有する方（その治療が完了したものを除く）、
　重症複合免疫不全症の所見が認められる方は対象外です
○令和２年８月生まれで、任意接種として９月３０日までにロタウイルスワクチンの接種を受けたことがある方
　は、１０月１日以降に接種する回は定期接種となります。

　　「帰国者・接触者相談センター（富士・東部保健所）」
　　　　℡ 0554-24-9035　　Fax 0555 -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　 　 Fax 055 -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    　Fax 0555 -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）

新型コロナウイルス感染症関連相談窓口について

◎感染が疑われる方は…◎

◎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…◎

◎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…◎

発熱があり、かつ
・かぜ症状（せき、のどの痛み、頭痛、倦怠感など）がある
または
・味やにおいが分からないなどの異常を感じる

相談の
目安

対象者・接種期限 接種期間・方法 接種回数

令和2年8月1日以降に
　　　　　　生まれた方で

ロタリックス：生後6週から
 　　　　　　生後24週まで

ロタテック：生後6週から
 　　　　　　生後32週まで

ロタリックス：2回

ロタテック　：3回

経口接種
（飲むワクチン）

・初回接種は、生後6週から生後14週6日までの
　間に受ける（生後15週以降に受けることはお勧
　めしていません）

・2回目、3回目（ロタテックのみ）は、27日以上
　の間隔をあける

※どちらかのワクチンを選んでください
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※令和2年9月15日現在（生年月日順、満年齢95歳以上）。敬称略
※名前の表示につきましては、現代がなを用いました。 ●問合先　福祉推進課　TEL 72-6028

富士河口湖町長寿番付
船津
勝山
船津
大石
大石
本栖
船津
船津
富士ヶ嶺
小立
小立
小立
河口
船津
富士ヶ嶺
大石
河口
長浜
小立
小立
船津
浅川
小立
小立
船津
富士ヶ嶺
小立
船津
河口
勝山
船津
河口
大石
船津
船津
富士ヶ嶺
船津
勝山
勝山
船津
河口
精進
船津
河口
船津
船津
船津
船津
小立
小立
船津
大石
勝山
船津
船津
大石
船津

横　綱
大　関
関　脇
小　結
前頭筆頭
前頭二枚目
前頭三枚目
前頭四枚目
前頭五枚目
前頭六枚目
前頭七枚目
前頭八枚目
十両筆頭
十両二枚目
十両三枚目
十両四枚目
十両五枚目
十両六枚目
十両七枚目
十両八枚目
幕下筆頭
幕下二枚目
幕下三枚目
幕下四枚目
幕下五枚目
幕下六枚目
幕下七枚目
幕下八枚目
三段目筆頭
三段目二枚目
三段目三枚目
三段目四枚目
三段目五枚目
三段目六枚目
三段目七枚目
三段目八枚目
序二段筆頭
序二段二枚目
序二段三枚目
序二段四枚目
序二段五枚目
序二段六枚目
序二段七枚目
序二段八枚目
序ノ口筆頭
序ノ口二枚目
序ノ口三枚目
序ノ口四枚目
序ノ口五枚目
序ノ口六枚目
序ノ口七枚目
序ノ口八枚目
序ノ口九枚目
序ノ口十枚目
序ノ口十一枚目
序ノ口十二枚目
序ノ口十三枚目

105
102
101
101
100
100
100
99
99
98
98
98
98
98
98
98
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

船津
船津
小立
勝山
河口
河口
大石
船津
河口
船津
船津
富士ヶ嶺
河口
船津
船津
船津
勝山
船津
河口
船津
大嵐
小立
勝山
大石
長浜
勝山
船津
小立
河口
勝山
河口
長浜
勝山
船津
河口
大石
長浜
河口
河口
河口
大石
小立
河口
河口
大石
河口
精進
船津
小立
大嵐
勝山
船津
大嵐
大石
船津
小立
船津

102
102
101
101
100
100
99
99
99
98
98
98
98
98
98
98
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
96
96
96
96
96
96
96
96
96
96
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95
95

渡邊　つよ
小佐野　博男
梶原　亀雄
梶原　松吉
堀内　ふさを
伊藤　かつよ
鹿沼　繁子
古屋　たかの
那須　とく
渡邉　千秋
渡邊　あき子
渡邊　みね
市村　二志枝
渡邊　あやめ
石原　みや
堀内　かつえ
古屋　まつ子
三浦　作子
渡邉　ヤヱ子
鈴木　全子
梶原　さと
外川　さかゑ
渡邊　行康
大石　セツ子
宮下　ゆく子
伊藤　文男
渡邊　こまつ
勝俣　庄才
駒谷　そのゑ
倉澤　益美
外川　ふで
中村　謹吉
貴家　元治
堀内　仲世
相川　幸子
北澤　しげ
小林　よしゑ
込山　ヨシヱ
小林　近子
渡邉　タマヱ
駒谷　さき
渡邉　金子
中島　節子
古屋　均
井出　民子
坂本　たつ子
外川　芳子
林　三重子
宮下　常晴
渡邊　君花
上野　トシイ
渡邉　明
倉澤　タカ子
渡邊　キク
渡邊　省三
堀内　咲子
米山　久代

外川　和子
内山　均
小池　ユミ
渡邉　かる
中村　てる子
倉澤　けい
渡邉　桃枝
小林　幾世
古屋　嘉夫
松浦　よね子
松本　かをる
南部　薫
渡邊　元弘
渡邉　寿枝
中村　ゆき江
井出　のぶゑ
在原　トキコ
大石　キチ子
小河原　静江
平井　むつ子
三浦　初音
日向　敏子
小林　みどり
加藤　藤子
三浦　かくゑ
渡邊　操
渡邉　千代
古屋　清太
古屋　新作
倉澤　洸雄
中村　欽藏
三浦　安惠
宮下　盛保
渡邉　よしの
駒谷　勝子
堀内　静世
三浦　優
渡邊　美代子
梶原　すま子
久武　章宏
堀内　和子
渡邊　郁也
小河原　あさ子
中村　静次
堀内　梅子
米倉　フミ
山田　義文
渡邊　みきゑ
古屋　みよ
渡邉　幸三
倉澤　常代
松浦　ツヤ子
渡邉　美明
堀内　やす子
外川　まさ子
松井　富子
古屋　あさの

健康のまちづくり
Healthy community building
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

訪問看護のご案内訪問看護のご案内
地域に根ざしたきめ細かい看護で24時間

看護師などが居宅を訪問して、
主治医の指示や連携により行
う看護（療養上の世話または
必要な診療の補助）です。
病気や障害があっても、医療
機器を使用しながらでも、住
まいで最期まで暮らせるよう
に、本人・家族の意向を聞き
ながらよりよい在宅生活が送
れるように、主治医、ケアマネ
ージャーなど多職種の方と連
携を取り支援していきます。

療養生活を支援しています

訪問看護とは、

１、医療機器を使っていても、医療処置があっても
　 自宅での生活ができます。
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できます。
４、緊急時の対応ができます。
５、ご家族と主治医との橋渡しをします。

  公益社団法人山梨県看護協会
●公益財団法人山梨県看護協会
　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

　富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　　権守小百合看護師

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…
訪問看護師からメッセージ

症状の観察症状の観察

ご家族等への療養指導・療養相談ご家族等への療養指導・療養相談

カテーテル等の管理
 (点滴・胃ろう・尿管等)
呼吸器の管理
 (人工呼吸器・在宅酸素)

カテーテル等の管理
 (点滴・胃ろう・尿管等)
呼吸器の管理
 (人工呼吸器・在宅酸素)

ターミナル(終末期)ケアターミナル(終末期)ケア

床ずれの予防と処置床ずれの予防と処置

清拭・洗髪・入浴
食事・排泄の介助
清拭・洗髪・入浴
食事・排泄の介助

リハビリテーションリハビリテーション

認知症の看護認知症の看護
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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

　本年も１０月１日から第７4回目となります「赤い羽根
共同募金運動」が全国一斉に展開されます。
　この運動は、地域の人々がお互いに助け合い、共に生
きていこうという国民たすけあいの精神に基づいて募金
をお寄せいただき、民間社会福祉事業のために役立てて
います。皆様からお寄せいただいた寄付金は、地域の実
情にそって柔軟に使われ、様々な福祉活動の財源として
貢献しています。
　共同募金の配分金は、前年度の募金実績に応じて配
分割合が決まります。山梨県共同募金会から富士河口湖
町社会福祉協議会への配分金として令和2年度は地域づ
くり・ボランティア活動推進に17％、「小地域福祉活動」
の活動費に22％、安心なまちづくり活動事業に9％、み
んなで地域を良くする事業に13％、高齢者の敬老祝い品
贈呈事業に39％となります。なお、準要保護世帯等への
歳末慰問金は令和2年度の募金実績に応じて配分割合
が決定されます。
　富士河口湖町共同募金会では、今年度の目標額である
4,762,000円達成に向けて募金活動を展開してまいり
ますので、皆さまのご協力をお願い致します。

　なお、令和2年度「敬老祝い品贈呈事業」の対象者数
は次のとおりです。

　　　100歳以上 ……… １3名
　　　　95歳以上 ………117名
　　　米寿（満88歳）……１19名
　　　喜寿（満７７歳）……２76名

　赤い羽根共同募金は、社会福祉法に基づき、共同募金
の一部が災害等準備金に充てられて大災害にも備えて
います。

　緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の受付期
間が、12月末まで延長になりました。詳しくは、富士河口
湖町社会福祉協議会までお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　　　　　℡ 0555-72-1430

　7月27日に武蔵野大学の渡辺裕一先生を講師にお迎
えし、各地区社協の正・副会長さんを対象に「第2次富士
河口湖町地域福祉活動計画」説明会を開催しました。
　まず、渡辺裕一先生より「地域福祉活動計画」について
お話をしていただき、その後に各地区の活動状況の報告
や紹介、情報交換や意見交換を行いました。
　『誰もが共に支えあう地域づくり』を目指して活動を進
めていくためのヒントが得られる場となり、とても有意義
な会となりました。

赤い羽根共同募金運動に
ご協力をお願いします

「生活福祉資金特例貸付」
延長のお知らせ

「第2次富士河口湖町地域
福祉活動計画」説明会を

開催しました！
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男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン

水越 絵美理
　都会生まれ、都会育ちの私ですが、富士河口湖町に引っ越
してきて5年が経ちました。どこの場所で生活をしていても子
どもを3人抱えながら仕事をすると起こる悩みがあります。
「子どもが熱を出したからお休みを頂きたいのですが…」
「子どもがけがをしたので早退させて頂きたいのですが…」
「子どもの通院後に出勤したいので明日は遅刻させて頂き
たいのですが…」
　子育てをしながら働く人の多くがこのような理由でお休
み、早退、遅刻をしていると思います。子どもを理由にしたく
ないのですが、子どもが理由のこの悩み。
「また子どもを理由に休むの？」
「誰かに預かってもらえないの？」
　子どもが未就学児の時、実際に私が言われた言葉です。
（現在、中学校２年と小学校高学年2人）
　私の周りにはシングルパパ、シングルママの友達が多く、
当時みんなその事で悩んでいました。実家に預かってくれる
人がいない、実家が遠方、責任のあるポジションについてい
るから休みにくい。でも、それって子どもの事を考えているの
？私しかいないのにどうしたらいいの？働く意味、子育てをし
ながら働く大変さに何度も頭を抱えてきました。しかし、その
悩みを発信する勇気を出す事が一番大変でした。
　ある日、職場の先輩に「最近どう？」と声を掛けられまし
た。その時、気がついたら泣きながら現状を話していました。

すると「子どもが一番！家族が一番！
男女共に家族のことで休むのは仕方
ない！いつもしっかり仕事して、フォローもできる時にしてい
る事、分かっているから大丈夫だよ！僕も介護でお休みする
時もある！子育て中じゃなくても家族のことで休むこともあ
る。だからみんな一緒！！」と、先輩は答えてくれました。「そ
うか年齢が違うと親の介護や通院とかもあるのか」、介護未
経験の私は、ハッとしました。後日、先輩が介護を理由に
「父の介護があるのでお休みを頂きたいのですが…」
「母の具合が良くないので早退させて頂きたいのですが…」
「義父母の通院後に出勤したいので明日は遅刻させて頂き
たいのですが…」
　先輩は男性で、実父母、義父母の介護などを奥さんと手分
けして行っていました。先輩が、介護を理由に休んだ時は、
私のできる範囲でフォローさせて頂きました。先輩と話をす
る前とした後では、心持ちが全く違い私にできる事を一生懸
命やりました。
　いろいろな視点から観察し、聴く、一人で悩まない、抱え
込まない。話すことも聴くことも勇気がいります。でも、相談
できる所はたくさんあります。一歩前に出て相談することが
解決の近道なのかもしれません。性別、年齢、家庭環境など
が違う様々な人たちが、一人ひとり働きやすい環境になるよ
うに考えて行動していきたいです。

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

ひとりを大切に

山  梨  県

□ 種類や大きさ等により許可申請が必要です
□ 設置できない場所や地域があります
□ 地域によって色の明るさや鮮やかさに制限があります
□ 他人に依頼する場合、県の登録業者以外は設置できません   etc

屋外広告物のルール

業者に設置を依頼する際、次のことをたずねてみてください。

電柱広告物

建植広告物
貼紙・貼札

立 看 板

のぼり旗

屋上広告物

突出広告物
壁面広告物懸 垂 幕

詳しくは山梨県のホームページをご覧ください

検索山梨県  屋外広告物の設置

山梨県  景観づくり推進室  TEL 055-223-1325
富士河口湖町  都市整備課  TEL 0555-72-1976
　 

お問合せ先

ルールを守ってより良い
 広告物をつくりましょう！

広告主の皆
さん

ご存じです
か？

山梨県に登録してる業者さん？ うちの看板はルールにあってるの？



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,Instagram
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１１月２日（月）  ◎町県民税３期　今月の納税等

　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♪

WEB 
オープンキャンパス

みなさんのご相談にLINE 
でお答えします！入試のこ
と、学校生活のこと…何で
もお気軽にご相談くださ
い。まずは本学公式アカウ
ントを「友だち追加」！

●回答時間●
平日9：00～17：00

　9/12（土）に来校型オープンキャンパスを開催しました。富士山・桂川両キャンパス同日開
催でしたが、今回は富士山キャンパス（健康科学部）の様子をお伝えします。
　感染症対策として、受験生限定・完全予約制・個別対応で開催した今回。当日も密集・
密閉を避け消毒等を行いながら実施しました。
　学科教員がマンツーマンで高校生の皆さんの疑問にお答えし、キャンパスの主要施設をご
案内しました。その後はそれぞれの希望にそって選んでいただいた入試や学費・奨学金、宿舎
組合のブースで、疑問がなくなるまでご質問いただきました。
　安全を重視しプログラムを厳選しての実施であるため在学生の様子を見ていただくことは
できませんが、本学のアットホームな雰囲気は感じていただけたのではないでしょうか。
　高校生の方にとっては進路選択のための情報収集機会が制限された今年度。参加者の方
から「実際にキャンパスを見たかった」というお声もいただきました。4年間を過ごす場所を
決めるための大切な時期、難しい状況が続きますが、今後も来校型・オンライン両面で、高校
生の皆さまのご要望にお応えできるよう努めてまいります。

LINE 個別相談
２４時間受

付！

オープンキャンパスを開催しました！オープンキャンパスを開催しました！オープンキャンパスを開催しました！

～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

『避難するときはまわりに言づけて～行く先わからず安否確認に手間どる～』
―岩手・宮城内陸地震（平成20年6月）―（栗原市 60代 男性）

　山道で地震に遭って、そのままその地区の避難所に連れていってもらったも
のだから、私自身「行方不明者」のひとりになっていました。午後4時過ぎに
NHKの取材を受け、それが6時の全国ニュースで流れて、「ああ、生きてる！」
ということになったわけです。
　そんなわけで、集落の皆さんに大変な心配をかけたうえに、区長としてその
日絶対にやらなければいけなかった安否確認などもできなくて、「何の役にも
立たなかったな」と、今もそういう気持ちでいます。
　翌日の午前中になって、ようやく地元の避難所に移動することができ、さっそく皆さんの安否確認を始めました。ひと
りずつ全員をチェックしていったのですが、子どもさんが来て連れていったとかいう人たちは、何も言わずに行くものです
から、電話番号を調べたり、行き先を確認するのに、すごく時間がかかりました。
　とにかく誰もが自分が逃げることしか考えていませんからね。「ドコドコへ行くよ」なんて言づける余裕はないわけです。
やっぱり、前もって情報を出し合っておくことが必要だなと思いました。
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国民健康保険税４期　後期高齢者医療保険料４期　介護保険料４期（口座振替日）

藤井　南朋　　　淳　・美沙紀　船津

伊藤　凛空　　恵　太・　梢　　船津

藤原　麻衣　　貴　寛・まどか　小立

岸　　絃世　　皓　大・未　妃　小立

中田　紗菜　　勝　浩・柚　希　河口

風間　心遥　　隼　人・英　莉　長浜

三浦　叶望　　貴　洋・莉　奈　大嵐

梶原　晴江　98歳　梶原　正美　船津

原　　文夫　88歳　原　しず子　船津

永田　克也　74歳　永田　陽子　船津

小池　智枝　83歳　小池宗一郎　小立

堀内　喜文　55歳　堀内ともみ　大石

山口喜久男　92歳　山口　　正　本栖

河野　友樹　 ＝　 藤本　成美　小立

おめでた・おくやみ
〈8/12～9/7〉

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

●足和田出張所　　 13時～15時

　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11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。

※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。

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

10月14日㊌・28日㊌
今月の相談日

時間:13時30分～／14時30分～
場所:中央公民館  第2会議室

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129

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

10月20日㈫
実施日

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。

お願い

　　26,639人
(－6)

 

　10,910　
(＋1)

　13,538人
　(－10)

　13,101人
(＋4)

人口

男

女

世帯 世
帯

自殺予防のための相談

●相談日/11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。

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。

9月１日現在の
人口・世帯

　「生きているのがつらい」、「消
えたい」、「生活上の問題」などで
悩まれている方、対応の仕方が
分からないご家族の方、相談で
きずに苦しんでおられる方、あな
たの気持ちをお聴かせください。
自殺に関する相談を365日24時
間体制（平日12時～13時を除く)
でお受けします。まずはご相談く
ださい。秘密は守られます。

こころの健康相談統一ダイヤル
（自殺防止電話相談）

０５７０－０６４－５５６
おこなおう　  まもろうよ　 　こころ

※９月号に「１０月以降中止」とお知らせしましたが、下記
の日程で行うこととなりました。引き続き新型コロナウ
イルスの感染拡大の状況により急遽中止になる場合が
ございますのでご了承ください。
●日時・場所/１０月１４日㈬ 富士吉田商工会議所
　　　　　　 １１月１１日㈬ 富士吉田商工会議所
　　　　　　  午前９時３０分から午後４時まで
　　　　　　  （１２時から午後１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・予約/日本年金機構　大月年金事務所
　　　　　　　 TEL０５５４－２２－３８１１

生活困窮者・母子世帯等の就業相談について

すず な

み はる

か のん

げんせい

な  お

り  く

ま  い
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〒401-0301
南都留郡 富士河口湖町船津 2128-1
TEL:0555-83-5775

広告

ウエルシアグループ公式
SNS キャラクター　うえたん
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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

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

○10月7日までに回答が確認できない場合は、調査員が回答のお願いに伺います。
○国勢調査は、統計法によって、回答する義務（報告義務）が定められています。
○調査員をはじめとする国勢調査に従事する者には、統計法によって、個人情報を保護するための厳格な守秘義務が課せられ
　ており、調査票の記入内容は厳重に守られます。
○万一、調査書類が届いていない場合や、追加の調査票が必要な場合（5人以上の世帯など）は、政策企画課（72-1129）へ
　ご連絡ください。
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