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バリアフリーまち歩き点検を実施しました

令和2年度赤十字奉仕団員災害救護訓練
　10月15日、富士東部地域の赤十字奉仕団員災害救護訓練が、当町の町
民体育館で行われました。コロナ禍での開催のため規模を縮小し、感染症
防止対策を徹底しての実施で、富士河口湖町から赤十字奉仕団員として、
女連協理事9名が参加しました。
　訓練では、赤十字防災ボランティアリーダーの方にフェイスガードと段ボ
ールベッドの組み立て方、自宅トイレを非常用トイレにする方法など実演し
ていただき、災害時に備え必要な技能を学ぶ機会となりました。

在日大使へ山梨県産品のＰＲを行いました
　山梨県主催で10月19日にタイやポルトガルなど5カ国の在日大使ら9人
を招待し、笛吹市のレストラン「ゼルコバ」で歓迎会と食事会を行いました。
　歓迎会では、長崎知事が山梨県の特産物を紹介し「美食王国山梨のファ
ンになってもらい、各国で魅力を広めてほしい」とあいさつしました。
　富士河口湖町では、ジビエ食肉加工施設の滝口雅博氏が山梨県のジビ
エ施設の代表として招待され、シカの生態等について説明を行い、和やか
な雰囲気のなかジビエについてPRを行いました。
　また、当日のメインディッシュとなるシカ肉を富士河口湖町ジビエ食肉加工施設より提供し、「脂身が少ない肉質で
大変おいしい！」と大使の方から賞賛の声をいただきました。

　共生社会ホストタウンの取り組みの一つとして、「高齢者と障がい者に優しい観光
まちづくり推進委員会」の協力によりバリアフリーまち歩き点検を10月19日に実施
しました。当日は視覚障がい者の方、聴覚障がい者の方、車いす利用者の方に実際
に宿泊施設・飲食店・観光施設にお越しいただきバリア調査をしていただきました。
　当事者の方の率直なご意見を参考にしながら、点検結果を反映させたバリアフリ
ーマップを作成し、町の持続的な共生社会の実現に繋げて参ります。

「バイ・ふじのくに 山梨物産市inしずおか」に
 ＪＡ北富士が出店！
　10月24日、25日に、静岡県静岡市葵区の青葉緑地で開催された「バイ・ふ
じのくに 山梨物産市inしずおか」にJA北富士が出店しました。
　「バイ・ふじのくに」は、新型コロナウイルス感染症拡大後の社会経済活動
の再開に向け、山梨県と静岡県が連携して「ふじのくに経済交流圏」を形成
し、域内で財とサービスの消費拡大などを目指
す静岡県 川勝知事の「フジノミクス」構想の一

環。静岡県統計利用課によりますと、「バイ・ふじのくに」の経済波及効果は、実施しな
い時に比べて約1.5倍になるそうです。
　JA北富士の出店は24日のみでしたが、用意した白菜などの野菜やニオイザクラは午後
1時頃には完売となりました。川勝知事には静岡県内で希少なニオイザクラをお買い上
げいただき、PRになりました。今後もこういった取り組みが生産者の支援に繋がっていく
ことを期待します。
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山梨学院大学と包括的連携協定を締結しました

山梨県緑の活動発表会で
河口湖緑の少年隊が「優良賞」を受賞しました

大月税務署長から感謝状をいただきました

　10月27日に山梨学院大学のクリスタルタワー7階にて富士河口湖町と山梨学院大
学による包括的連携協定調印式を行いました。この協定によって、豊かで活力ある地
域社会の形成と地域の振興を図り、相互が発展していくことが期待されます。
　今年度も箱根駅伝の出場を決めるなど、特にスポーツで全国的にも有名な山梨学
院大学と、まずはスポーツを中心とした連携事業を展開していきます。

消防団に家族向け非常持出品を配備
　消防団には、自然災害や火災時に最前線で活動していただいています。日本国内の
災害の状況をみますと、家族を家庭に残し活動する消防団員も数多くおり、残された
家族が災害に巻き込まれてしまったという事故も発生しています。町では、消防団員
の方々のご家族への心配が少しでも減るように、消防団員家族向け非常持出品を配
備しました。
　全国的に消防団員数は、減少傾向を続けています。消防団の力がなければ地域防
災力を保つことはできません。消防団員のご家族の皆さまにはご負担をおかけしますが、消防団活動にご理解いただ
き、また、地域の皆様方におかれましても引き続き消防団活動へのご協力をお願いします。

　11月7日、恩賜林記念館（甲府市）で開催された令和2年度 山梨県緑の活動発表会
において河口湖緑の少年隊が活動発表を行ないました。隊員の中から、河口湖南中学
校1年生の渡邊甲惟さんと小立小学校5年生の山中隆之介さんが代表者として「富士
山麓の環境を知り、自然の大切さを知る」というテーマで、富士河口湖町で開催され
てきた自然観察教室の事例を発表しました。審査の結果、「優良賞」を受賞しました。
賞状は生涯学習館入口のロビーにて展示しています。

　11月9日、電子申告の普及に貢献したことにより、大月税務署長から富士河口湖町
に感謝状が贈呈されました。納税者の利便性推進と行政効率向上のため、今後も普及
に努めてまいります。

テラウチマサト氏　
富士河口湖町フォトプロジェクト2020が開催されました
　国内外で活躍される写真家・テラウチマサト氏の撮影指導のもと、町内の史跡や
文化財を散策する写真教室が9月19日に河口地区、10月24日に浅川地区、11月21
日に船津地区において3回にわたり開催されました。テラウ
チ氏から風景を切り取って写真にする技法や、人々に魅力
を伝え続ける写真の特徴など、貴重なレクチャーをいただ
きました。誰も知らない風景や、近くを通っても気が付かな

かったスポットが参加者によって写真に収められました。参加者のみなさまが撮影した写真は
令和3年1月中旬～2月中旬に中央公民館にて展示予定です。写真をとおして郷土の魅力を
再発見することができました。
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冬のまちなみ花壇
　町では、町内にある30ヵ所の花壇「まちなみ花壇」を、各地区の「花を育て
る会」をはじめ、住民のみなさん、町内の法人のみなさんの協力で、秋冬仕様
の花壇に整備を行いました。
　今年の秋冬のまちなみ花壇は、町内の花き農家で生産した「ビオラ」5色を
植えています。花植え作業に協力していただいた「花を育てる会」のみなさん
からは、花壇を整備することで「コロナ禍で沈んだ気持ちを少しでも明るくし
たい」「街がきれいになった」といった声が聞かれました。
　協力していただいた住民のみなさん、ありがとうございました。

ご寄付をいただきました
　富士五湖猟友会 様より　　　　　10万円
　名人グループ株式会社 様より
　　　　　　　  （大石財産区へ） 100万円
　よりよい町政のため大切に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。

町内小中学生がキャッチフレーズやポスターで明るい選挙啓発
　山梨県明るい選挙推進協議会では、クリーンな選挙実現のため、毎年選挙キャッチフレーズや選挙ポスターの募集
などにより、啓発活動を行っています。
　町内の各小中学校からも、キャッチフレーズ部門及びポスター部門に多数
の応募があり、両部門から合計17名が受賞されました。その中でも、キャッチ
フレーズ部門において、小立小学校の中野太陽さんが最優秀賞に該当する山
梨県明るい選挙推進協議会長賞を受賞しました。来年1年間、県内での選挙
啓発に活用されます。
　また、河口湖南中学校がポスター部門での入賞作品が多く、優秀校として表
彰されました。

名人グループ株式会社 様富士五湖猟友会 様

■キャッチフレーズ部門受賞者
　山梨県明るい選挙推進協議会長賞
　　　　　　一票は　私にできる　意思表示　　　　　　　　　中野太陽　　小立小6年
　優秀賞　　なんのため　みらいのためだよ　その一ぴょう　　　 今澤颯雅　　小立小1年
　　　　　　「将来」を　変える権利　捨てないで　　　　　　　 小嶋藍里　　勝山中3年
　入　賞　　捨てるなら　一足先に　期日前　　　　　　　　　 倉澤伸太郎　勝山中3年

■ポスター部門受賞者
　特　選 渡邊甲惟　　　河口湖南中1年
　優秀賞 渡辺夏妃　　　西浜小6年　　　　　　櫻井姫星　　西浜小6年
  湊　さら　　　河口湖南中1年　　　　高山あや乃　河口湖北中3年
　入　賞 上條想実　　　大石小6年　　　　　　羽田温人　　河口湖南中1年
  小佐野帆菜　　河口湖南中1年　　　　小林　栞　　河口湖南中1年
  森下衣緒　　　河口湖南中2年　　　　飛田紗希　　河口湖南中2年
  加藤陽南　　　河口湖南中2年　　　　朝比奈愛里　河口湖南中2年
　優秀校表彰　 河口湖南中学校
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「　　　　  」無料配布のお知らせ
　富士山の銘水（株）様より、除菌水のご寄付をいただきました。
下記のとおり町民のみなさまへ無償配布いたしますので、引換券
を持参の上、除菌水と引き換えをお願いいたします。
　安心安全なまちづくりのために一人ひとりが引き続き感染症
対策を心がけてください。

微酸性電解水（330ｍｌ）12個入1箱
※スプレーボトルは付属されません

～引き換え品～

～引き換え場所および期間～

※3月頃にも改めて配布を予定しております。

○お問い合わせ／町役場地域防災課　0555-72-1170

肌にもやさしい除菌水

微酸性電解水

Ph5.0～6.5

35～50PPM

アルミパウチ

商品名

液名

Ph値

有効塩素濃度

形式

品質保持期間

提供元

未開封　1年間
開封後　3週間
富士山の銘水株式会社
  富士吉田市上吉田4961－1

富士河口湖町富士河口湖町

引換券引換券

・河口湖ショッピングセンターBELL 1階
：12月12日（土）～27日（日）　11:00～19:00
：12月14日（月）15日（火）
：12月16日（水）
：12月17日（木）18日（金）
：12月21日（月）
：12月22日（火）

上九一色出張所
勝 山 出 張 所
足和田出張所
河 口 出 張 所
大 石 出 張 所

・
・
・
・
・ ｝10:00～15:00✄✄
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新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス対策新型コロナウイルス対策
感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫
～新型コロナウイルス感染症分科会から政府への提言～

　
・飲酒をするのであれば、
　①少人数・短時間で、②なるべく普段一緒にいる人と、③深酒・はしご酒などはひかえ、適度な酒量で。
・箸やコップは使い回さず、一人ひとりで。
・座の配置は、正面や真横はなるべく避け、斜め向かいに。（食事の際に、正面や真横に座った場合には感染した
　が、斜め向かいに座った場合には感染しなかった報告事例あり。）
・会話をする時はなるべくマスク着用。
 （フェイスシールド、マウスシールドはマスクに比べ効果が弱いことに留意が必要。）
・換気が適切になされているなどの工夫をしている、ガイドランを遵守したお店で。
・体調が悪い人は参加しない。

　
・お店はガイドラインの遵守を。（例えば、従業員の体調管理やマスク着用、席ごとのアクリル板の効果的な設置、
　換気と組み合わせた適切な扇風機の利用などの工夫も。）
・利用者に上記の留意事項の遵守や、接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）のダウンロードを働きかける。

【飲酒の場面も含め、全ての場面でこれからも引き続き守ってほしいこと】
・基本はマスク着用や三密回避。室内では換気を良くして。
・集まりは、少人数・短時間にして。
・大声を出さずに会話はできるだけ静かに。
・共用施設の清掃・消毒、手洗い・アルコール消毒の徹底を。

感染リスクが高まる「　　の場面」
場面① 飲酒を伴う懇親会等
●飲酒の影響で気分が高揚すると同時に注意力が低下
　する。また、聴覚が鈍麻し、大きな声になりやすい。
●特に敷居などで区切られている狭い
　空間に、長時間、大人数が滞在する
　と感染リスクが高まる。
●また、回し飲みや箸などの共用が感
　染のリスクを高める。

場面③ マスクなしでの会話
●マスクなしに近距離で会話をすることで、飛沫感染やマイクロ飛沫感染での感染リスクが高まる。
●マスクなしでの感染例としては、昼カラオケなどでの事例が確認されている。
●車やバスで移動する際の車中でも注意が必要。

場面② 大人数や長時間におよぶ飲食
●長時間におよぶ飲食、接待を伴う飲食、深夜のはしご
　酒では、短時間の食事に比べて、感染リスクが高まる。
●大人数、例えば５人以上の
　飲食では、大声になり飛沫
　が飛びやすくなるため感染
　リスクが高まる。

場面④ 狭い空間での共同生活
●狭い空間での共同生活は、長時間にわたり閉鎖空間が
　共有されるため感染リスクが高
　まる。
●寮の部屋やトイレなどの共用部
　分での感染が疑われる事例が報
　告されている。

場面⑤ 居場所の切り替わり
●仕事での休憩時間に入った時など、居場所が切り替わ
　ると、気の緩みや環境の変化により、感
　染リスクが高まることがある。
●休憩室、喫煙所、更衣室での感染が疑
　われる事例が確認されている。

利　用　者

お　店

５つ５つ
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～日ごろからの基本的な感染防止策を～
11月から新しい相談体制に変わっています

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

夜間の受診、今必要ですか？

◎発熱等の症状がある場合（発熱・せきなど何らかの症状がある方）

◎不安に思う方（感染症予防や対策、新型コロナウイルス感染症に関する健康相談など）

◎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

かかりつけ医がいる場合

かかりつけ医がいない場合
(相談先に迷う場合、夜間、休日など)

かかりつけ医等最寄りの医療機関に電話をして相談

山梨県コロナウイルス感染症受診・相談センターに相談
　　　　　　　　 ℡055-223-8896（24時間対応）

⬅
⬅

「山梨県新型コロナウイルス感染症　受診・相談センター」
　　℡055‐223‐8896（24時間対応）

「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　　 8:30～17:00（平日）

発熱のみで緊急性のない夜間の受診は控えましょう
ただし、発熱がある方で以下の方は夜間でも受診しましょう
　・のどの痛みが強く、水が飲めない
　・咳がつらくて、夜眠れないほどである
　・歩くと息が苦しくて休む必要がある
　・寒気でぶるぶる震えてしまい、歯の根がガチガチした
　・体の一部がとても痛い
　・がん、重い糖尿病、免疫抑制剤内服中、透析を受けている方
　※当てはまらない場合は翌日朝まで待つか、様子をみていただくか、
　　平日昼間の時間内にかかりつけ医や近くの診療所を受診しましょう

【医療機関の受診が必要か迷ったら】
　○やまなし医療ネット内の
　　【救急車の要請が必要ですか？】をクリック

　夜間に医療機関受診が必要かどうかの判断の
　お手伝いをしてくれます

　「やまなし医療ネット」と検索か、
　QRコードを読み込んでください

QRコード
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水道の凍結防止のお願い
　寒くなると水道管が凍結して破裂する恐れがあります。水道管やメーター器の
破裂防止のため防寒など管理にご協力をお願いします。

もしも水道管の漏水を発見したら以下の区分に従って対応をお願いいたします。
水道管の漏水を発見したら

　　水道課にて修理をします。公道上で漏水を発見しましたら水道課までご連絡をお願いいたします。

　　所有者様に修理をお願いしております。水道メーターより手前の漏水に関しても、敷地内（民地）の場合は所有
　者様に修理をお願いしております。修理については、富士河口湖町の指定給水装置工事事業者に依頼をお願いい
　たします。
　※長らく水道管の漏水を放置しますと徐々に状態が悪化し、最悪の場合は地盤沈下や水圧の低下等により生活
　　に支障が出る場合がございますので、漏水を発見した場合は早急な修理をお願いいたします。

　配水本管から分水した給水管はすべて個人の財産
となっておりますので、漏水が発生した場合はすべ
て所有者様が修理すべきものとなっております。
しかし、本町では給水管の漏水による道路陥没等
の事故や舗装復旧等の費用負担の面を考慮して、
漏水修理をする境界を公道と敷地内（民地）として
おります。

古い水道メーターで公道上に水道メーターを設
置している場合は、水道メーターより手前を水道
課にて修理を行い、水道メーター以降を所有者様
に修理していただいております。
※現在、公道上に水道メーターの設置は許可して
　おりません。

問い合わせ先　水道課　上水道施設係　℡：0555-72-1620

● 公道上

● 敷地内

漏水修理の区分について

水道管の保温をする 屋外に露出している管に保温材や電熱線を巻いてください。

水抜きをする 水道を使用しない場合は、蛇口を開け、水を出しながら水抜き栓を閉めて
水道管の水を抜いてください。

水を少し出しておく
他の対策ができないときは少量の水を出すことで凍結を防ぐことができます。

メーターボックスの中に布や発泡スチロールを入れてください。メーター器の保温をする

※水量に応じて水道料金も増加しますので注意してください。

水道が凍結もしくは破裂したときには指定給水装置工事事業者にご相談ください。
※修理の費用はお客様のご負担となります。!
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町　　外

県　　外

富士吉田市

忍野村

山中湖村

西桂町

都留市

大月市

甲府市

甲州市

南アルプス市

笛吹市

その他

富士吉田市
町　　外

船津地区

小立地区

足和田地区

大石地区

河口地区

上九地区

富士河口湖町指定給水装置工事事業者一覧 (令和2年10月1日現在)

(有)小佐野設備
渡辺設備
富士見設備工業
協栄工業(株)
石原設備工業
(有)綾部設備
(株)ワタナベ工業

(有)三友設備工業
(株)コバヤシ工業
渡伊設備工業
(有)鐘畑設備工業
光根設備工業
(株)熱研メンテナンス
(有)大星建設

古谷設備
旭設備
丸修設備
三浦設備
古和設備
渡辺水設
共同土木(株)

(有)はやし設備
貴家設備

中村設備
(有)外川設備工業

(有)山光工業

船津3413-2
船津966-2
船津3111-2
船津3776
船津7398
船津2204-2
船津1546-8

小立2051
小立1777-1
小立1790-2
小立2891
小立788-2
小立5451-3
小立2207-１

西湖2619
長浜1218
大嵐898-3
西湖南13-5
西湖西3-7
西湖南１4-2
長浜1552-3

大石2875-1
大石1253-7

河口1597-3
河口1089

富士ヶ嶺615

0555-72-0823
0555-72-2838
0555-72-0178
0555-72-1154
0555-73-1252
0555-73-2351
0555-73-1661

0555-72-1577
0555-72-1168
0555-72-1818
0555-72-1338
0555-83-2977
0555-83-5211
0555-72-1634

0555-82-2283
0555-82-2456
0555-82-2798
0555-82-2506
0555-82-2152
0555-82-2437
0555-82-2531

090-4952-5026
0555-76-8657

0555-76-8768
0555-76-7508

0555-89-2141

(株)一水工業
三協設備(株)
宮下設備工業(株)
高野熱設備(株)
舟久保設備
めぐみ設備工業
横堀住設工業
(有)スマイル設備
(有)西山設備工業
(有)富士五湖設備
(株)花磁屋
遠山設備
(株)サンエイ
鈴木管工
(有)白富設備工業
富士冷熱(株)
(有)沙原設備工業
広瀬設備
(株)米山工業
(有)鐘山設備
システムＫＩＫＩ
宮下管工
山口総合設備

下吉田7-25-22
大明見2-7-16
上吉田東5-13-21
竜ヶ丘3-11-23
向原3-8-18
小明見2-5-27
新西原2-17-10
上吉田4590-33
新西原3-1-22
富士見7-7-5
下吉田2-10-16
新屋355
松山1606-2
大明見762
上吉田3479-7
上吉田東3-3-43
大明見696
小明見1670
上吉田865-6
上吉田5982
上吉田4510-18
浅間1-12-8
上暮地8-9-11

0555-22-0395
0555-23-3506
0555-22-5084
0555-24-2323
0555-22-7893
0555-23-0819
0555-23-5852
0555-22-7394
0555-23-2598
0555-22-5273
0555-23-0193
0555-23-7794
0555-23-9296
090-3098-4016
0555-23-6309
0555-22-1530
0555-23-8886
0555-23-1218
0555-23-0063
0555-23-5917
0555-22-3690
0555-23-3653
0555-24-5316

(有)渡辺設備
大博管工
北陵設備
興和工業(株)
(株)OMORIマテリアル

(有)中部配管
(株)オオモリ設備

長田設備工業所

(有)ナカミチ
(株)小野田設備
三枝設備(株)

宝栄設備(株)
小俣管工設備(有)
小幡管工(有)
(有)楽山設備
(有)星野設備工業所

(株)美沢屋
小笠原設備(有)

平島総合設備
(株)萩原ボーリング
(株)カイ空衛
積和建設西東京(株)
(株)山梨管工業
(有)アート住設
富士冷暖(株)

田口工設
橘田総合サービス
(有)早川建材設備
廣瀬設備

清優工業
望月設備工業
(有)ハヤカワ

(有)宮下設備
小澤設備興業(株)
横谷設備

新津設備
(株)水電社
(有)今福建設
和永設備工業
山梨日化サービス(株)

上吉田4346-14
下吉田5246
下吉田4-1-35
上吉田5594
中曽根2-7-22

忍草3448-4
忍草2932

平野181

倉見716
小沼2816
下暮地871-3

中津森73
四日市場863-2
朝日曽雌1853
田原3-1-26
小形山486

大月町真木2221
初狩町下初狩370

下鍛冶屋町177-1
上今井町740-4
大里町1063-1
住吉4丁目2番24号
中小河原1-9-17
竹富4丁目3番38号
上石田3-17-13

勝沼町下岩崎1822
塩山赤尾829-3
塩山千野3493
塩山三日市場2563

飯野2506-4
藤田2199-5
鏡中条3372

御坂町成田374
石和町唐柏48-8
石和町河内259-10

甲斐市富竹新田1171
市川三郷町大塚4403
市川三郷町上野2915-1
山梨市歌田115-1
昭和町築地新居907-1

0555-24-0352
0555-22-4863
0555-24-2397
0555-22-3453
0555-24-8003

0555-84-2640
0555-84-2379

0555-65-8118

0555-25-2248
0555-29-2026
0555-25-3287

0554-43-3782
0554-45-7120
0554-48-2760
0554-43-0368
0554-43-8581

0554-23-0148
0554-25-6717

055-241-4842
055-243-4777
055-241-1777
055-227-3011
055-241-6011
055-228-9341
055-226-1451

0553-44-0233
0555-33-2919
0553-32-2359
0553-39-8132

055-284-5891
055-283-5073
055-282-8118

055-262-7097
055-225-5777
055-262-1822

055-276-6918
055-272-2447
055-272-0448
0553-22-7518
055-275-6911

アクアサービス
イースマイル(株)
(株)アクアプラス
(株)アクアライン

静岡県富士宮市半野66-3
大阪市浪速区敷津東3-7-10 イースマイルビル
静岡県静岡市葵区春日2-3-21
広島市中区上八丁堀8-8　第1ウエノヤビル6F

0544-54-0228
0120-532-024
054-652-2190
082-502-6639

最新の一覧につきましては、富士河口湖町ホームページに掲載しております。

町　　内
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ステーション収集（家庭系の燃えるごみ、燃えないごみ）について
　年末年始のステーション収集は、町のカレンダーに記載されたとおり実施しますので、
お間違えのないようご協力ください。
　また、収集日以外にごみを出すとカラスや猫などによる散乱が予想され収集場所周辺
の方々に迷惑になりますので、絶対に出さないようにしてください。

直接ごみ処理施設へ持込む場合（１２月２８日～１月4日）

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

全地区共通
　 　

●燃えるごみ

富士吉田市環境美化センター 

年末・年始のごみ収集について(お知らせ)

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

河口湖
問合せ先（76-7636）

　 　

■燃えないごみ

富士河口湖町じん芥処理場

　 　

勝山・足和田・
上九一色 　　　　　　　　　  問合せ先（85-2652）

青木が原ごみ処理組合大和田清掃センター

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

全地区共通 　 　

◆粗大ごみ

◆富士河口湖町じん芥処理場
　　　　　　　　　　問合せ先（76-7636）

※指定袋に入れ、町で発行する「一般廃棄物処理依
　頼書」と一緒に持ち込む。
　なお、依頼書は事前に町役場で申請してください。

１２月２8日(月)～１２月３０日(水)　　
　　　　　　　 午前９時～午後３時 
１２月３1日(木)　午前９時～正午
　1月  1日(金)～３日（日）　休み
　1月  4日(月)　午前９時～午後３時

１２月２８日(月)　午前９時～午後４時
１２月２９日(火)　午前９時～午前１１時
１２月３０日(水)～３日（日）　休み
　1月　４日(月)　午前９時～午後４時

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

全地区共通
　 　

★資源物

◆富士河口湖町リサイクルセンター（船津RC）
　　　　　　　　　　問合せ先（72-5371）

１２月２８日(月)　午前９時～午後４時
１２月２９日(火)　午前９時～午前１１時
１２月３０日(水)～３日（日）　休み
　1月　４日(月)　午前９時～午後４時

問合せ先　環境課　７２-３１６９

１２月２８日(月)　午前９時～午後４時
１２月２９日(火)　午前９時～午前１１時
１２月３０日(水)～３日（日）　休み
  1月　４日(月)　午前９時～午後４時

１２月２８日(月)　午前９時～午後４時
１２月２９日(火)　午前９時～午後３時
１２月３０日(水)～４日（月）　休み
　1月　５日(火)　午前９時～午後４時



　町営住宅の入居者を募集します。（※町営住宅は住宅に困
っている一定の基準内所得の人たちに低廉な家賃で供給す
るものです。そのため公営住宅法や町条例で定められた入
居資格を満たしていなければ入居することができません。）
１．募集住宅・戸数　
　　町営住宅大嵐団地　1戸
　（鉄筋コンクリート造、2DK(58.2㎡)、オール電化仕様、
　　駐車場2台）
２．入居資格
　(1)町内に住所又は勤務場所を有する方で、住宅に困窮し
　　ていることが明らかな方。（原則として、持ち家のある方、
　　公営住宅など公的な住宅にお住まいの方及び過去に公
　　営住宅を不正に使用したことのある方は申し込むことが
　　できません）
　(2)現に同居し又は、同居しようとする親族（婚約者を含む）
　　があること。
　(3)同居しようとする家族を含めて、町税等の滞納がない
　　方。
　(4)その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族
　　が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に
　　規定する暴力団員でないこと。
　(5)入居を申し込まれる世帯の収入が法及び条例に定めら
　　れた基準内であること。
　(6)その他　法令等に定められている方。
３．申込方法及び必要書類
　　申込書に必要事項を記入及び必要な書類をそろえ、申
　込受付期間内に都市整備課に申し込みをしてください。
　（※申込書は、町役場3Ｆ都市整備課にあります。）
４．入居申込受付期間及び場所
　　１２月３日（木）～１２月２５日（金）
　8時30分から17時15分まで（土・日曜・祭日及び昼休み
　の12時から13時の間は除く）の間に、町役場都市整備課
　へ直接提出（※郵送不可） 
●問合せ　都市整備課　℡ 0555-72-1179

　法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月4日から「人
権デー」の10日までの1週間を「人権週間」と定め、住民の
皆様に人権の尊重を呼びかけております。
　富士河口湖町においても、特設人権相談所を開設いたし
ます。人権問題に関することをお気軽にご相談ください。
■日　時　12月4日（金）　10時～15時　
■場　所　富士河口湖町役場 1階　研修室　
●問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

　町では、高齢者や障害者が安心して生活ができて、また、
火災が発生した時に素早く避難できるように、住宅用火災
警報器を下記の対象者に無料で給付します。

住宅用火災警報器とは・・・・
　煙・熱を自動的に感知して、アラーム音で火災の発生をお
知らせする器具です。

火災警報器の効果とは・・・・
　火災による死者発生件数を火災警報器の設置有無で比

較すると、火災警報器を設置した場合、死者が約2分の1ま
で減少しており、設置することにより住宅火災の犠牲者が激
減することが期待されます。
■給付対象者
　本町の住民基本台帳に登録されており、次のいずれかに
該当する方
・概ね65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯　
・身体障害者手帳1級または2級、精神保健福祉手帳、療育
　手帳を所持している者とその者の同居している主介護者
・要介護認定（要支援又は要介護）を受けている者とその
　者を在宅で介護している者
■設置箇所
　寝室、階段（2階以上に寝室が有る場合のみ）
■申請方法
　所定の申請書を、富士河口湖町福祉推進課社会福祉係へ
提出する。
●問合せ　福祉推進課 社会福祉係　℡ 0555-72-6028

　男女共同参画推進委員会では、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町の実現を目指して
活動しております。推進事業の一貫として、性別に関係なく、
誰もが自分らしくいきいきと暮らせる「男女共同参画社会」
をわかりやすく表現した「標語・川柳・俳句」を皆さんから募
集します。

　

　など、男女共同参画に関する内容のものを考えてください。
■募集期間
　令和2年12月10日(木)～令和3年1月18日(月)
■応募方法
　直接持参いただくか、郵送、ファックス、メール等
　※住所、氏名、年齢、電話番号（日中の連絡先）を明記の
　　うえご応募ください。
■審査・展示について
・男女共同参画推進委員会において審査し、入賞作品を決
　定します。
・入賞作品は、表彰及び展示します。
・入賞者には、記念品を進呈します。
■その他
・入賞作品は行事、広報、啓発活動等に使用させていただき
　ます。
・応募作品の著作権及び使用権は、町に帰属します。
・応募作品は、返却しません。
・応募作品は、未発表のものに限ります。
■応募先及び問合わせ先　　
　〒401-0392 富士河口湖町船津1700番地
　富士河口湖町 政策企画課 男女共同参画国際係
　　℡ 0555-72-1129　Fax 0555-72-0969
　　メール　seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

町営住宅入居者募集

「特設人権相談所開設」のお知らせ

住宅用火災警報器を給付します

男女共同参画に関する
「標語・川柳・俳句」を募集します！

☆お互いを思いやる心や男性の家事・育児参加等
　によるほほえましい光景。
☆家族一人ひとりが、お互いを認め合い助け合う
　愛情あふれた光景。
☆「私らしく生きる」ってどういうことだろう？
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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

1月7日㊍ 配布予定1月号広報

　令和2年7月1日現在、町に住民登録があった方に配布しま
した「くらし応援商品券」ですが、利用期限が令和2年12月
31日（木）までとなっております。年末は利用できる店舗も限
られますのでお早めにご利用ください。
　また、まだ商品券を受け取っていない方は、町役場観光課
に返却されておりますので、お早めにお受け取りください。
■受取場所　富士河口湖町船津1700番地
　　　　　　富士河口湖町役場 観光課
■受取時間　8時30分～正午、　13時～17時
■受取に必要なもの　「身分証明書」
※受取人本人が来られない場合、本人と受け取る人の身分
　証明書
●問合せ　観光課　℡ 0555-72-3168

　ねたきり高齢者及び認知症高齢者を介護している家族の
身体的、精神的な労苦に報いるとともに、要介護者の在宅
生活の継続を図るための慰労金です。
　介護慰労金は、1ヶ月当り1万円(月ごとに該当、非該当の
審査をします。申請は半年ごと) で年額（最高で）12万円に
なります。

■申請対象者
　令和2年7月1日時点から令和3年1月1日現在まで継続し
て、下記のすべての条件を満たす方が対象となります。
・介護者、被介護者ともに富士河口湖町内に住所があること
・介護者は、65歳以上の被介護者と同居し、常時介護して
　いること（1ヶ月に5日以内のショートステイ・入院について
　は、常時介護していると判断し、該当月となりますが、5日
　を超えた月については非該当月となります）
・被介護者は、要介護度4・5のねたきり高齢者もしくは
　重度の認知症高齢者であること

■申請方法
　受給資格認定申請書（新規の方）又は現況届（既に認定
を受けた方）、介護保険被保険者証の写しを福祉推進課に
提出してください。
　申請書（現況届）には令和2年7月～令和2年12月の状況
を記載し、下記の締切までに提出してください。
　支給予定は、令和3年3月です。
※期間をさかのぼっての申請は出来ませんのでご注意ください。
■受付期間　令和３年１月４日(月)～１月２９日(金）　
●問合せ　福祉推進課 社会福祉係　℡ 0555-72-6028

　富士河口湖町は「全国おいしい食べきり運動ネットワーク
協議会」に参加しており、特に外食の機会が多くなる年末年
始の時期に、適量をおいしく残さず食べきることを目的として
「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実施します。

　忘新年会の際は、以下の2つのことをお願いします。
①料理は残さず食べきる
　　適量注文でおいしく食べきりましょう！
②料理の持ち帰り
　　それでも食べきれなかった料理は、お店に確認して持ち
　帰りましょう！
●問合せ　環境課　℡ 0555-72-3169

　年の瀬は日暮れも早くなり、気忙しさに加え交通渋滞が起
こりやすくなるなど、交通事故の多発が心配されます。歩行
者、ドライバーともに交通安全に心がけ、無事故で無事に新
しい年を迎えましょう。

　また、山梨県内では依然として飲酒運転や、飲酒運転によ
る交通事故が後を絶ちません。
　飲食店への「飲酒運転をさせないためのマニュアル」の配
布を通じた訪問（オールやまなし飲酒運転根絶対策事業）、
酒類提供業者のご協力のもと、「運転手に酒を提供しない」
ための声かけ（飲酒運転しない・させないキャンペーン）、保
育園児による「飲酒運転根絶メッセージカード」の作成と家
族への配布、各種交通安全運動時における周知活動（飲酒
運転根絶運動）など、飲酒運転根絶に向けて取り組みを行っ
ています。
　飲酒運転は防げるものです。家族、職場ぐるみで飲酒運
転のない町にしましょう。
●問合せ　地域防災課　防災係　℡ 0555-72-1170

　町文化協会では、協会員、町民の方の安全確保の為、本
年開催予定でした「富士河口湖町文化祭」の開催を中止いた
しましたが、志を切り替え来年の実施に向け各支部ごとに
「新しい生活様式」のもとで準備を行っております。そこで
文化協会への加入を募集いたします。　
　どのようなクラブ、活動をしているのかが分かる「文化協
会便り」を町役場ロビー・各出張所に置いてありますので、
ご参考にしていただき、ぜひお声をおかけくださいますよう
お知らせいたします。
●問合せ　文化振興局（河口湖ステラシアター内）
℡ 0555-72-5588（毎週火曜日、祝翌日休館）

くらし応援商品券の利用期限は
１２月３１日です

忘年会・新年会は
おいしく残さず食べきろう！

ねたきり高齢者・認知症高齢者
介護慰労金（令和２年度後期）

年末の交通事故防止県民運動

町文化協会加入のお知らせ

令和2年12月1日(火)から12月31日(木)までの31日間

○飲酒運転は厳禁です！
○左右の安全をしっかり確かめ、無理な道路横断はやめ
　ましょう！
○夕暮れ時から夜間にかけての事故が発生しやすいため、
　外出時は反射材を！
○夕方早めにライトを点灯し、こまめな切り替えによる
　ハイビーム（上向きライト）の活用を！
○すべての座席でシートベルト･チャイルドシートを！
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

（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．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。
　　４．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。  
　　５．記載内容については変更される場合があります。 

※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

自衛官候補生

男 子

女 子

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)
陸 約  980名
海 約  170名
空 約  180名
        　　　※１

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

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）

http://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

■詳細情報へアクセス!■詳細情報へアクセス!

http://www.mod.go.jp/pco/yamanashi/

令和2年度 自衛官募集案内

　

　令和2年1月1日～3日までの3日間は休業いたします。
4日以降の火葬予約は1月1日～3日の間も町役場で受付し
ています。なお、斎場使用の受付は、3日午前8時30分より
富士五湖聖苑で行います。
●問合せ　富士五湖聖苑 ℡ 0555-20-9300

　機器購入支援金の対象事業者が小規模事業者から「中規
模以下の事業者」へ拡大されました。
　中規模以下の事業者とは、店舗・施設ごとに、消費者と接
触がある部門に常駐する従業員の数が、宿泊業、学習支援
業、生活関連サービス業等に分類される事業者は100人以
下、飲食業、小売業等に分類される事業者は50人以下とし
ています。
　申請手続きや申請に関しての詳細は以下の事務局ホーム
ページにてご確認ください。
　https://yamanashigz-sien.com/
●問合せ　新しい生活様式推進機器購入等支援事業
　　　　　事務局　℡055-237-6600

　年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生
活設計について考えてみませんか。
　「ねんきんネット」をご利用いただくと、いつでもご自身
の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額につ
いて、ご自身の年金記録を基に様々なパターンの試算をす
ることもできます。
　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームペ
ージでご確認いただくか、大月年金事務所にお問い合わせ
ください。
●問合せ　大月年金事務所　℡ 0554-22-3811

■助成対象者
・身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aで、自動車税・軽自動
　車税の減免措置を受けている方等
■受付期間　
・12月14日（月）～令和3年2月5日(金)まで
　（富士河口湖町役場では令和3年1月12日に申請会場を
　　設けます。）
・今年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、事前
　予約が必要となります。下記までご連絡いただき、ご予約
　をお願いいたします。なお、申請書類は富士河口湖町役
　場福祉推進課窓口にて配布しております。
　詳しくは広報11月号をご確認ください。
●問合せ　富士・東部保健福祉事務所　福祉課
　　　　　　℡ 0555-24-9047

　山梨県では、医療保険適用によるピロリ菌の除菌治療を
実施した方に対し、自己負担額の一部を助成する制度を実
施しています。
　20歳から75歳未満の県内在住の方で、平成28年4月以
降にピロリ菌の除去治療を開始した方は、助成金の申請が
できます。
①ピロリ菌の感染者は胃がんのリスクが5倍になると報告
　されています。
②胃がんの8割は、ピロリ菌の感染が原因であるとされて
　います。ピロリ菌の除去で胃がん発症リスクは3～4割減
　少すると報告されています。
③ピロリ菌は一度感染すると、除菌しない限り胃の中に棲
　み続けます。
助成は令和3年3月31日で終了となります。
申請はお早めに！
●問合せ　山梨県福祉保健部 健康増進課
　　　　　　℡ 055-223-1497
　　　　　　E-mail：kenko-zsn@pref.yamanashi.lg.jp

富士五湖聖苑 年始休業について

「ねんきんネット」のご案内

ピロリ菌 除菌治療費の助成終了

新しい生活様式を推進する中規模以下の
事業者･宿泊事業者支援

県心身障害者自動車燃料費
助成金の受付が始まります

あなたはお済みですか？

自衛官募集
ホームページ〈 〈
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＜休館日＞

712/6

1/1

3

8 9 10 11 12

1413 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26

27 28 313029 2

4 765 8 9

20

令和2年 12月6日 ～ 令和3年 1月9日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

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対策ご協力のお願い

12月13日
12月27日～1月4日
12月13日

12月27日～1月4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】

【山⇒湖】 【山⇒湖】

【湖⇒山】 【湖⇒山】 【湖⇒山】

funfunくらぶ
 (クリスマス
　　パーティー）

（子育て相談）

（栄養相談） クリスマス会
クリスマス会
（ＡＭ：乳幼児親子）
（ＰＭ：小学生）（ＡＭ）

（歯科相談）

【乳幼児親子のみ】

【乳幼児親子のみ】

te to te

（助産師相談）

つどいの広場
（※5組定員） （※5組定員）

（※5組定員）
つどいの広場

つどいの広場

昔あそび
（子育て相談）

つどいの広場
（子育て相談）

おもちゃ病院

マムベビー
将棋大会

（体育）
ふれあい教室A（栄養）

ふれあい教室
AB

　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。

　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★

今年は３密を避けて実施致します！ 必ず事前にご予約下さい。

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。
 ＊部品代がかかる場合があります。

スーパードクター!!スーパードクター!!スーパードクター!!

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

　　

☆小学生対象☆電話予約

☆どなたでも☆電話予約

☆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～

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

つどいの広場 つどいこどみら合同

集まれ！
双子ちゃん親子

リトミック

ブラウンベア

クラブ富士山
（バレエ）

クラブ富士山
（バレエ）

…
…
…

　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！ 

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

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

集まれ！双子ちゃん親子集まれ！双子ちゃん親子集まれ！双子ちゃん親子

 つどいの広場

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。

おもちゃ病院の

ｆunfun クリスマスパーティーｆunfun クリスマスパーティーｆunfun クリスマスパーティー
ゲームをしたりクラフトを作ったり、楽しいパーティーをしよう！

日　時：12月19日（土）

定　員：各12名
参加費：300円　持ち物：水筒、はさみ、両面テープ
申込み：12月5日（土）13：00～

※１～３年生対象のクリスマスパーティーは12月５日の実施となります。

ｆunfun お正月遊び王者決定戦　２０２０ｆunfun お正月遊び王者決定戦　２０２０ｆunfun お正月遊び王者決定戦　２０２０
お正月ならではの３つの遊びを、fuｎfun風にアレンジしました♪
ぜひ友達と参加してね！今年の王者は…？

日　時：1月16日(土)　
持ち物：水筒　参加費：なし　申込み：1月9日（土）10：00～

昔あそび昔あそび昔あそび

こどみらクリスマス会2020こどみらクリスマス会2020こどみらクリスマス会2020

　ホールに昔あそびコーナーを作ります。懐かしいけど、
新鮮な遊びを皆で体験しましょう。
日　時：1月6日（水） 
持ち物：参加費：申込み：定員：なし

　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。

定　員：12組　　持ち物：参加費：なし
日　時：12月８日（火）　
　　　　10：30～11：0０
申込み：受付中

日　時：１月12日（火）　
　　　　10：30～11：0０
申込み：１月5日（火）10：00～

…
…
…

　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♥
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
日　時：12月10日（木）
　　　　13：30～14：30
申込み：受付中

日　時：１月14日（木）　
　　　　1３：30～1４：３０
申込み：1月７日（木）10：00～

日　時：１2月９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：受付中　参加費：なし

◎日　時：12月11日(金)
　申込み：12月4日(金) 10：00～

日　時：12月11日(金)
　　　　12月12日(土) [午前]
申込み：12月４日(金) 
　　　　10：00～

日　時：12月12日(土)
　　　　[午後] 
申込み：12月５日(土)
　　　　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

第2・4日曜日は休館です！

日  

時 （

日　時：12月22日（火）10：30～11：30
場　所：子ども未来創造館　プレイルーム
対　象：双子（三つ子）の乳幼児親子
お問合せ：子育て支援課　☎７２-１１７４
※申込みは12月15日締切とさせて頂きます。

第２回

乳幼児親子対象

４～６年生対象

小学生対象

湖 【10：00～11：30】 ／ 山 【13：30～15：00】

山 【10：00～11：30】 ／ 湖 【13：30～15：00】

山 【10：30～11：30】 ／ 湖 【14：00～15：00】

～～～～～～～～
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〈開館時間〉火～日曜日 10時～17時　※新型コロナウイルス感染状況により、サービスの内容を変更する場合があります。

23

12/6

86

7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19

21 22 2624 25

令和2年 12月6日 ～ 令和3年 1月9日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

43 5 7 9

3028 29 31 2

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

年末年始
休館

年末年始
休館

年末年始
休館

年末年始
休館

年末年始
休館

年末年始
休館

13

20

1/127
☎

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

問い合わせ：生涯学習館

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp

ibrary@fujikawaguchiko.ed.jp

生涯学習館生涯学習館生涯学習館

 

( )

【４館合同企画】
　金田一館長
　出張トーク
　13:30～
 （ふじさんホール/
　富士五湖文化センター）

▼クリスマス・
　お正月セット
　貸出開始

●文学講座
　19:30～

●読書会　
　14：00～

●お正月
　お楽しみ大会

●文学講座
　19:30～

■日  程：令和２年１２月２０日（日）  １３：３０～１５：００
　　　　　　　　　　　　　　　　　(開場時間13：00～)
■場  所：ふじさんホール (富士五湖文化センター)
■講  師：金田一 秀穂氏（山梨県立図書館館長）
■定  員：４００名
■申  込：令和2年11月22日（日）～12月18日（金）
　　　　 各図書館カウンターまたは電話にて受付
■参加費：無 料

▶富士河口湖町、富士吉田市、忍野村、山中湖村の４つの図書館
　が企画した合同イベントです！
▶新型コロナウイルス感染対策として、来館前の検温、座席の制
　限、マスクの着用、ハンカチ持参など、ご不便をおかけしますが、
　ご協力をお願いいたします。

貸出期間は１か月！ ５冊で１セットの特別企画！
▶今年も読んでほしい本をセットにしてみました。
▶司書選りすぐりの５つの物語をリボンにかけて…
▶おひとり１点のご利用をお願いいたします。
▶詳細はカウンターでお問い合わせください。

▶心拍数の値をヒントに、読書中・読書後
に「落ち着いた。」「ドキドキした！」と感じる
ような本を展示しています

▶人の平均的な１分間の心拍数
　は６０～９０と言われています。
▶今回は「６０・７０・８０・９０・１２０
　/bmp」の５つのカテゴリーに
　分けて、ご紹介します。

「BPM」を切り口とした
    新しい本との出会いをご提案。 年に１度の福引き大会！

■場所：富士河口湖町生涯学習館

▶今年度は「本館限定」で開催いたします。
▶当日資料を借りた方のみ
　参加可能です。
▶景品はおたのしみ！

『マチネの終わりに』
平野 啓一郎著

■場所：富士河口湖町中央公民館
　　　　　　　　　　　第１研修室

▶感想や疑問を他の人と共有・交換する
　ことで、作品の理解を深めることを目的
　とした読書活動です。
▶課題本は図書館で借りることができます。

〈休館日〉毎週月曜日、祝日、館内整理日（毎月最後の平日：今月は12月25日㈮、年末年始休館/12月28日㈪～1月4日㈪）

4館合同企画

金田一館長出張トーク 年末年始の休館について

クリスマス・お正月セット

心拍数で本を読む。 読書会お正月お楽しみ大会 第162回

【新年初貸出日】
・本館、大石・河口分館 ⇒ 1月5日㈫   ⁄  ・上九一色分館 ⇒ 1月4日㈪



みなさんのやる気を応援します!

　かつて人々が行き交った道は、時代の流れで役目を終えて使われなくなり、山や森の中に眠っているものも多くありま
す。富士信仰に関わる参詣路や巡礼路も現在は不明になっているものも少なくありません。富士山の世界文化遺産とし
ての価値を確認するため、草や木に覆われ、道としての姿を失いかけた古道に再び光が当てられようとしています。眠っ
ている古道をどのように探るのか、その手法もあわせて紹介します。

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８回 「よみがえる富士山の巡礼路」

●日　時：令和２年12月16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：村石眞澄（文化財指導監・町史編纂室長）
●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。
●申込み：72-6053（生涯学習課）　先着20名　申込み受付開始：12月8日（火）午前９時～
※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。

「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」

中央公民館ロビー展示

河口地区公民館
「ろうけつ染教室作品展」
12月4日（金）～12月23日（水）

しめ縄づくり教室しめ縄づくり教室

※休館日：日曜・祝日
　　　　 （12月25日～1月3日閉館）
※土曜…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

※休館日：日曜・祝日
　　　　 （12月25日～1月3日閉館）
※土曜…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

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

やまなし・しごと・
プラザサテライト
やまなし・しごと・
プラザサテライト
やまなし・しごと・
プラザサテライト
出張相談

●日　時：1月20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

個別
無料相談

　新年を迎えるにあたり日本の家庭では、しめ縄を飾る習慣があります。しめ縄には、場を清め、災厄を払う役目があ
ると考えられ、新しい年がよい年になるようにという願いが込められます。
　この教室では、町内大石地区の水田で収穫された稲のワラを用いて、縄を撚る工程から体験できます。しめ縄づくり
をとおして日本の伝統文化や民俗慣例に親しみましょう。

●日　時：令和２年12月21日（月）・午後７時より　　●定　員：20名
●申込み開始： 12月8日（火）　午前９時（定員になり次第締切）
※材料に限りがあります。必ず事前のお申込みをお願いします。
●場　所：町中央公民館　ホール　　
●参加費：無料　　　●持ち物：はさみ、カッター、定規
●講　師：外川寿雄氏（町文化財審議会委員）　
●申込み・問合せ：生涯学習課文化財係　72-6053　
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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

　
困っていること 悩んでいること 

相談してみませんか

教育に関するお悩みは 教育センターへ

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

「学校へ行きたくない」，に対してどう言ったら
「学校をやすみたい」と言われたら，まずは，話をよく
聞いてあげることが大切です。（１１月号参照）
　では，その後はどうしたらいいでしょう。「学校に行
かせなくては」の思いから，「がんばりなさい」「そん
なことで」「我慢していきなさい」などと言ってしまい
がちです。そんな時は，お子さんのことを気にかけた
言葉をかけたいですね。
　お子さんの辛い気持ちがわかっても，どうしたらよ
いか分からないことがあります。そんなとき，気軽に
教育センターに声をかけてください。

令和3年 成人者のつどい成人者のつどいご案内
富士河口湖町では令和3年「成人者のつどい」を開催いたします。
人生の一つの節目として、みなさんのご参加をお待ちしております。

●日　時：令和３年 1月10日（日） ＊「成人の日」前日
　　　　　　受付･開場 9:15　式典 10:00  式典終了後記念撮影を行います
●場　所：勝山ふれあいセンター　さくやホール
●対　象：2000年4月2日~2001年4月1日生

１．成人式会場に入場できるのは、会場の収容人数と３密を考慮した結果、成人者のみとさせていただきます。
　  成人者以外は入場できませんのでご了承ください。
２．当日は自宅で体温を測ってからご来場ください。当日の体温が平熱より１度以上高い場合は入場ができま 
　　せん。また、当日の体温は受付票のチェック欄に記載してください。
３．受付票の必要事項を必ずすべて記入したうえでご来場ください。
４．マスクの着用にご協力をお願いいたします。（記念写真の撮影時は一時的にマスクを外して行います）
５．感染症拡大防止のため、厚生労働省が公式提供するCOCOAのインストールをお願いいたします。
６．式典は簡略化して執り行わせていただきます。また、式典終了後会場内に滞留しないよう迅速に退出して
　　いただきますようご協力をお願いいたします。

★新型コロナウイルス感染症拡大防止策について★★新型コロナウイルス感染症拡大防止策について★★新型コロナウイルス感染症拡大防止策について★

※新型コロナウイルスの拡大状況によってはやむを得ず成人者のつどいを中止する可能性が
　ございます。必ずお電話または富士河口湖町公式ホームページ等で最新情報をご確認くだ
　さい。 http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp 生涯学習課のページにとびます

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

広報 172020年12月号



長浜街道と吉田道（後編）

 （文化財審議会委員　渡辺健）

鎌倉街道へ鎌倉街道へ
長浜街道長浜街道長浜街道

吉田道吉田道吉田道

若彦路へ若彦路へ若彦路へ 鎌倉街道へ

小つぶれ小つぶれ小つぶれ 大つぶれ大つぶれ大つぶれ
くらかけ石くらかけ石くらかけ石

笠石笠石笠石 みつまたみつまたみつまた

小海小海小海

八王子神社八王子神社八王子神社

妙本寺妙本寺妙本寺

勝山小中勝山小中勝山小中 郵便局郵便局郵便局
法華院法華院法華院

鼻曲がり石鼻曲がり石鼻曲がり石 スーパー南東スーパー南東スーパー南東

祖師堂祖師堂祖師堂 三差路三差路三差路

浄蓮寺跡浄蓮寺跡浄蓮寺跡

冨士御室浅間神社冨士御室浅間神社冨士御室浅間神社

常在寺常在寺常在寺
円妙坊跡円妙坊跡円妙坊跡

大宝塔大宝塔大宝塔

馬頭観音馬頭観音馬頭観音

保育園保育園保育所

元日赤元日赤元日赤

千部供養塔千部供養塔千部供養塔
魔王神社魔王神社魔王神社

乳ヶ崎南乳ヶ崎南乳ヶ崎南

N

　長浜街道は小立に入ると法華院（法華堂）があり、別名 法華堂街道ともいわれています。長浜街道の経
路は、長浜で若彦路と結ばれ→みつまた（小海）（ここで吉田道とつながる）→交差点小海→勝山小中学校
→勝山郵便局→法華院（法華堂）・鼻曲がり石→馬頭観音→スーパーストア南東の交差点→船津西端の祖
師堂（宝塔がある）までであり、祖師堂から少し手前のス－パーストア南東の交差点で吉田道とつながります。

　『村絵図』に描かれているように長浜～小海までの間は、湖沿いの道です。長浜と小海の堺付近にはふた
つの巨石があり、ひとつは「笠石」といわれる岩で、勝山道の駅近くにあるポンプ小屋（今はない）の取水口
の西側にあります。もうひとつはその少し長浜側にある「くらかけ石」といわれる岩です。
　湖沿いの道には湖にせり出した岩尾根を回るカーブが２か所あります。長浜から向かって手前が小つぶれ、
その先が大つぶれといわれています。戦国時代の明応大地震（明応七年（1498））により足和田山が崩れた
ため、地震発生当時は道路が通行不可能となったようです。前述の「笠石」と「くらかけ石」もその時に落下
したもの、またその時、足和田山は大嵐と大田和側でも山崩れが発生したと伝えられています。
　昭和三年（1928）に完成した以前の河口湖南岸地域の上水道は、甲府市に次ぐ県下２番目の古い歴史を
持ちますが、この上水道は西湖から取水しており、長浜街道には上水道用の土管が埋設されていました。
　そして現在の長浜街道は、交通量の多い県道や国道を避けての通勤等と小中学生の通学等の生活道路
として多くの住民に利用されています。

　経路は、みつまた（小海）→小海の八王子神社→妙本寺→浄蓮寺跡北→冨士御室浅間神社→常在寺→円
妙坊跡と馬頭観音→妙法寺参道入口の大宝塔と馬頭観音→小立保育所の角で現在の県道714号線に入る
→元日赤病院北→千部供養塔→魔王神社→交差点乳ヶ崎南から東へ50ｍ先を右折後南進（県道714号線
から外れる）→スーパーストア南東の交差点（長浜街道とつながる）→船津の西端にある祖師堂（県道714
号線に再び入る）→船津三差路（『村絵図』には「船津高札場」とある）→鎌倉街道（国道137号線とほぼ
重なる経路）を通って吉田まで続きます。歴史のある神社・寺や石造物と旧跡が数多く残り、古道の面影が
残る道です。馬頭観音もいくつかあり、農耕や荷物運搬に馬が活用されていたこともわかります。

＜長浜街道＞

＜長浜街道の大つぶれと小つぶれ＞

＜吉田道＞

ながはまかいどう　　よし  だ  みち
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ながはまかいどう

よし  だ  みち

おお こ
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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

○船津胎内神社で9月11日にウサギコウモリが１頭確認されましたが、10月～11月には見られませんでした。
○「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」の一環
　として、9月8日に甘利山でシカ柵の更新を行い、10月21日にはその中で食草クガイソウの調査を、10月13日には櫛形山
　系で越冬幼巣の調査を行いました。

　10月28日に、河口湖畔で今年度３回目のアレチウリと絶滅危惧湿性植物の調査を行いました。アレチウリも、6月は湖水の水
位が高く広瀬地区の一部で見られただけでしたが、８月には水位が下がり大石地区と八木崎地区で大きな群落が見られました。

今回は8月より水位が上がったものの、河口地区では草刈りが行われた後に新たに芽生えたと
思われるアレチウリの小さな株が約70株あり（左写真）、全て防除しました。しかし、河口地区
では絶滅危惧湿性植物のカンガレイやスジヌマハリイが復活し、３年ぶりにマツカサススキ（右上
写真）の100株以上の群落も見られました。
　8月にアレチウリの大きな群落が見られた大石公園地区では、10月に
は水位が上がったためか全く見られなくなり、絶滅危惧湿性植物も見ら
れませんでした。勝山地区は、１０年前からアレチウリは見られていませ
んが今年も見られず、水位も上がったので絶滅危惧湿性植物も見られま

せんでした。八木崎地区では、8月に湾処の奥に見られたアレチウリの群落は水位が上がったため衰退して
いましたが、今回は草刈りされた土手下の場所にアレチウリの小さな株が約80株あり、全て防除しました。
八木崎地区では、８月に幼苗だった環境省絶滅危惧Ⅱ類のオナモミが４株だけ残っていて、湖水に浸かり
ながらも健気に実を付けていました（右下写真）ので、これらの実が湖水によって運ばれればいいなと思
いました。
　さらに、今回は10月に地元の方から、「昨年から浅川の湖畔道路にアレチウリの大群落が出来ていて、
今年もすごい状態になっているので見てほしい」との電話がありましたので、浅川地区の湖畔道路も調査
しました。確かにアレチウリの大きな群落の名残がありましたが、枯れていたりして防除しきれず、湖畔道
路より東側は草刈りされたためか全く見られませんでしたので、カエデの木にかかっていたものなど8株程
を防除するに留めました。
　今回の調査で、草刈りの行われている場所ではアレチウリは繁茂しにくいが、定期的に草刈りが行われ
ないと、水位の変化によってはアレチウリが夏以降に芽生えることも判りましたので、今後は、湖水の水位
と同時に、草刈りの時期や頻度も気にかけながら調査と防除を根気よく継続して行きたいと思います。

　夏にシベリアなどで繁殖し、秋の終わりに日本に渡ってきて冬を越す鳥を「冬鳥」といい
ます。代表的なのは、富士五湖に毎年やってくるカモの仲間などですが、富士山麓の畑から
山林に多くみられる冬鳥の代表がアトリ・マヒワ・カシラダカです。これらの冬鳥は群れで
行動するのが特徴で、今年はすでにアトリの100羽を超える大群が到着しました。11月１日
に自然共生研究室の周りに30羽位の群れがいたのには気が付いていたのですが、2日に
河口湖フィールドセンターの職員の方々が、「鳥の大群がワラワラいました」といっていたの
で、創造の森に行ってみましたら、アトリの30羽程の群れが数グループ、松ぼっくりの中や
地面に落ちたアカマツの実を食べていました（写真）。顔の横が黒いのが雄で、黒味が少な
いのが雌です。さらには、この中の１グループを追いかける最も小さな猛禽ツミも見られましたが写真には撮れませんでした。
河口湖フィールドセンター裏の水場に設置してあるセンサーカメラには10月27日から11月2日まで、アトリが大群で水を飲みに
飛来していた画像が記録されていましたので、この頃に初めて到着したものと思われます。
　10月18日には、梨ケ原において冬鳥で山梨県RDB情報不足のハイイロチュウヒの雌雄が巡回飛翔しているのを見ましたし、
10月28日には河口湖でオオバンやマガモなどのカモ類の大群が見られましたので、今年の冬は、富士山麓では冬鳥が多く見られ
るのではと期待されます。

今年度第３回のアレチウリと絶滅危惧湿性植物の調査を行いました

冬の訪れを知らせる冬鳥アトリの大群が到着しました



健康のまちづくり
Healthy community building

年末年始、お酒を飲む機会が増える季節になりました

歯周疾患検診をお忘れではないですか？

●「わかっちゃいるけど、つい飲み過ぎてしまう。」
●「お酒を飲むと、食べる量が増えちゃう。」
●「お酒を飲むと、食事は摂らない。」
●「ついつい毎日飲んでしまう。」
●「健診結果で脂肪肝がひっかかる。」

こんなこと、ありませんか？

健康維持のポイントは３つ

※飲み過ぎないようにちょっぴり注意して、
　楽しくお酒とお付き合いしてください。

飲酒は適量に。
ほどほどの量で楽しみましょう！

飲酒した後、肝臓は一生懸命アルコールの分解に努めていますが、多量飲酒を長時間続けると、肝臓に大きな負担
をかける事になります。しかもアルコールはかなり高カロリー。飲み過ぎると内臓脂肪を増やします！そうすると…
　脂肪肝 → アルコール性肝炎 → 肝硬変　へと進行するリスクが増大。

１.　事前に必ず歯科医院へ電話予約してから受診してください。受診できる歯科医院は受診票に記載してあります。
２.　受診には「歯周疾患検診受診票」の他に「健康保険証」が必要です。
３.　検診料は無料です。ただし、治療にかかる費用、重複して受診した場合の費用はご負担頂きます。
※対象の方で、お手元に受診票が見当たらない方は、お手数ですが健康増進課までお問い合わせください。

　歯周疾患検診が無料で受診できる「歯周疾患検診受診票」を今年度４月末に送付しています。

お問い合わせ先
健康増進課　健康増進係  0555-72-6037

お問い合わせ先／健康増進課　健康増進係　0555-72-6037

【注意事項】

富士河口湖町に住民登録をしており、本年度中に40歳、50歳、60歳、70歳になる方

４０歳
５０歳
６０歳
７０歳

昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日生まれ
昭和４５年４月２日～昭和４６年４月１日生まれ
昭和３５年４月２日～昭和３６年４月１日生まれ
昭和２５年４月２日～昭和２６年４月１日生まれ

年　齢 生　年　月　日
歯周疾患
検診対象者

　受診票の利用は 令和３年２月２８日 までになります！

「適量を守る」
「休肝日をつくる」
「生活に運動を取り入れる」

その１
その２
その３
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自分の体その場の楽しさ？ ＜ 自分の体
より



健康のまちづくり
Healthy community building

健康のまちづくりキャッチフレーズ入選者
たくさんのご応募ありがとうございます。

小・中学生のみなさんなどから健康に関する作品が792作品寄せられました。

入選作品は、健康の町づくりキャッチフレーズとして、広報やカレンダーなどに使用します。
問合せ　健康増進課　ＴＥＬ72-6037

大丈夫？ちゃんと食べてる？朝ご飯
食生活　見直し作ろう　未来の健康
運動で　心も体もリフレッシュ
外へ出る　体力づくりの　第一歩
歯の健康　人生楽しむ　元になる
食後には　歯みがき、うがい、　虫歯予防
休むこと　それもりっぱな仕事です
無理せずに　明日のために　心の充電
そのたばこ　病気につながる　第一歩
受動喫煙　自分だけじゃない　気をつけて
うまい酒　たしなむ程度に　ほどほどに
「あと少し」　その一言が　飲みすぎに
自粛の輪　１人のがまんは　世界をすくう
適度な運動　自分の安心　まわりの笑顔

飯田玄都さん
杉﨑楓花さん
小林未実さん
霜村陸乃心さん
堀内輝琉さん
在原橙香さん
篠田和武さん
外川陽向さん
𠮷野ハルさん
渡辺莉野さん
渡辺隼弥さん
星野栞さん
荒井葵夏さん
川島蒼南さん

優 秀 作 品
(河口湖南中) 
(勝山中)
(勝山中)
(河口湖北中)
(河口湖北中)
(船津小)
(勝山中)
(勝山小)
(河口湖南中) 
(河口湖南中) 
(河口湖南中) 
(船津小)
(河口湖南中) 
(河口湖南中)

健 康 プ ラ ザ TEL 73-3738
午前10時～午後６時

休 館
休 館
休 館
休 館
休 館
休 館
休 館
定休日
平常営業

12月27日
12月28日
12月29日
12月30日
12月31日
1月　1日
1月　2日
1月　3日
1月　4日
1月　5日

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

富士河口湖町役場　健康増進課　ＴＥＬ 0555-72-6037
※新型コロナウィルス対策として、利用時間の制限を実施しています。

　年末年始は、下記のとおりの営業となります。ご利用ください。
芙　蓉　の　湯 TEL 72-6626

午前10時～午後６時
休 館
休 館
休 館
休 館
休 館
休 館
休 館
平常営業
定休日

12月27日
12月28日
12月29日
12月30日
12月31日
1月　1日
1月　2日
1月　3日
1月　4日
1月　5日

日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

♨ 健康プラザ・芙蓉の湯をご利用の皆さまへ

■広報誌 富士河口湖 11月号（№204）掲載内容の誤りについて
　11月5日発行の広報誌　富士河口湖（№204）の下記ページにつきまして、内容に誤りがありました。
　読者の皆様、関係者の皆様に深くお詫び申し上げますとともに、次のとおり訂正させていただきます。
　　　 17ページ：第34回山梨県高齢者よい歯のコンクール受賞者発表　山梨県歯科医師会長賞【75～79歳の部】入賞者
　　　　　　　　　　　　　　　正）越石　節代 様（船津）　　　誤）輿石　節代 様（船津）
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

介護や医療が必要になったら…
  お早めにご相談ください。
介護や医療が必要になったら…
  お早めにご相談ください。
介護や医療が必要になったら…
  お早めにご相談ください。
介護や医療が必要になったら…
  お早めにご相談ください。

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　介護支援専門員　丸山春美

………………………………………

………………………………………
どこへ相談したら良いの？　　　　

まず、身近にいる医療・介護の関係者で良いんです。

そこからどうなるの？

どこからでも、誰からでも、必要な人につながります。

Q１

A1

Q２

A2

＊富士河口湖町協議会のメンバーはあなたの身近にいます。
＊寒くなります、健康と生活を守るため、心配な事や不安な事は
　お気軽にお声かけください。

住み慣れた地域で自分らしく過ごすために、高齢者の生活に関する事で何かお困りごとがありましたら
富士河口湖町　地域包括支援センターまでご相談ください。　電話　0555-72-6037

包括支援
センター

歯科医師

診療所

病  院

訪問看護

訪問介護
通所
サービス施  設

社会福祉
協議会

民生委員

自治会

福祉用具

リハビリ

薬  局 医  師
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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

　令和3年２月5日（金）～7日（日）の３日間富士吉田市
民会館にて富士北麓高齢者作品展を開催します。対象者
は、60歳以上でアマチュアの方の作品を募集します。
　申込みは、令和3年１月15日（火）～25日（金）に老人
クラブ会員は所属する老人クラブ会長へ、また、会員以
外は町老連事務局（町社協）へお願いします。
　なお、出品される方は、出品種目、作品規格など詳細
がありますので事務局にお問い合わせください。

　　　　　　　　町老連事務局（町社協）☎72－1430

　

　町内の障がいをお持ちの方が制作した作品展示会で
す。文化芸術活動の成果を発表する機会を通じて、障が
いのある人もないひとも、ともに出会いとふれあいの輪
を広げる場です。
　ぜひ、会場に足をお運びになり、皆さんの力作をご覧
ください。

『富士北麓高齢者作品展』
60歳以上で

アマチュアの作品を募集します！

第１回 障がい者作品展
開催のお知らせ

日　時：令和２年１２月７日（月）13：00～
　　　　　　　　　　１２月１３日（日）15：00まで
場　所：勝山ふれあいセンターロビー
　　　　（さくやホール）
主　催：富士河口湖町障害者福祉会
問合せ：富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　☎７２－１４３０　担当：外川

男女共同参画推進委員会だよりふじサンサン

長田 奈央美…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

推進委員になって

　男女共同参画…ってなんだっけ？そんな基本的なことも
あやふやなまま本年度から男女共同参画推進委員会に入
りました。男女共同参画という言葉は、社会の授業で出て
きたような記憶があるけど説明するのは自信がない状態
でしたが、調べたり周りから教えてもらったりして学んでい
るところです。
　男女共同参画社会基本法第2条によれば、『男女共同
参画社会とは、男女が、社会の対等な構成員として、自ら
の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画
する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、
社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に
責任を担うべき社会』とあり、今までは男性中心主義的な
社会でしたが、男女が共に仕事や家庭、地域生活など、あ
らゆる分野で活躍でき夢や希望を実現できる社会にしよ
うということです。家庭でも仕事でも、普段の生活の中の
ことが男女共同参画にかかわっています。
　テレビやＳＮＳでもいろんなことが話題になりますが、
育児中の友達から産後うつ（子育てうつ）になってるとき
きました。医者からは一日のしゃべる量が減ったことが大
きいとのことで、外に出たり、大人と会話したりすることを

心掛けてと言われたそうです。出
産のために仕事を辞めていて子ど
もは生後５か月で一方通行の会
話が中心。子供を産むまでは接
客業で働いていたので人と会話
することが多く、その差は大きか
ったと思います。加えて家事もほ
とんど一人でこなしていたため、
負担が集中してしまいストレスが重なったようです。今は、
子どもが大きくなってきたので外に出やすくなって以前よ
りはましになりそうですが、旦那さんの協力も必要に思い
ます。
　仕事と違い、育児と家事は自分の時間と区切るのが難
しいです。仕事があるその時間にも家では家事と育児があ
りますので家庭では協力しあうことが大事だと思います。
最近は男性も育児休暇がとれるという話もありますが、仕
事をしている人も家庭に協力しやすいように社会からの支
援も必要だと感じました。
　今は学んでいる最中ですが、社会の取り組みなどもあわ
せて活かしていけるように考えていきたいです。
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～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」

内閣府「一日前プロジェクト」　http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/ichinitimae/　 地域防災課　防災係 ７２-１１７０

『「倒れたらあぶないな」と家具固定 ～前の地震が教訓に～』
―宮城県北部を震源とする地震（平成15年7月）―（石巻市 50代 女性）

　地震があったときには、私とおばあさんは台所で朝ご飯の用意をしていました。主人と娘は座敷のほう
で、お布団でまだ寝ていた状態だったんですけれども、急に、ガ、ガ、ガーっと来たものですから、私は柱
にしがみついて、お父さんと娘の名前を叫び続けていただけでした。動こうにも動けなかったのです。
　母のほうは、とっさにやかんを火にかけていたので、火をとめなきゃと思ったらしくて、流しのほうに
行ったとたんに飛ばされて、台所のレンジのところに腰をぶつけていたんです。「大丈夫？」って聞いたら、「大
丈夫」って言ったけれど起きあがれないような感じでした。
　食器戸棚とかがいっぱいあるんだけれども、5月に大きい地震があったときに、これが倒れたら危ないなと思って、ヒートン
（ネジ）を戸棚につけて、壁の柱みたいになっているところに、全部たこ糸でくっつけていたんです。たったそれだけなんですけ
れども、倒れなくてすみました。やっていてほんとうに良かったなと思います。

問合せ：政策企画課政策調整係　０５５５－７２－１１２９

ボンジュールホストタウン
～東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて～

　子ども達の描いたフランス、トライアスロン・パラトライアスロン競技の絵画を動
画にし、動画投稿サイトYouTubeの町公式チャンネルにアップいたしました。また、
その動画をフランストライアスロン連盟へ送付したところ、みなさんの心に響きと
ても感動されたようです。そして、フランストライアスロン・パラトライアスロン代表
チームの両監督からも心温まるお礼のメールが届きました。フランストライアスロ
ン連盟の公式ＨＰにも動画をアップしていただけるようです。
　みなさまもこの機会に一度動画をご覧になってみてはいかがで
しょうか。

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 2020.12月号
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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

　先日玉糸作りワークショップに参加してくれた大石
出身の堀内汐夏さんという20代の女性が、大石紬を
織っていきたいと申し出てくれました。お話を聴くと
「お家に機があってずっと大石紬を織りたいと思って
いたけれどなかなかきっかけがなかった」という事。
待望の大石の後継者です！早速11月から座繰りの練
習を始めてもらうことになりました。最終的には着尺
の大石紬を織れるように、長い目で見ながら一緒に少
しずつ学ぶことが出来れば嬉しいな、と考えていま
す。今はお友達と一緒に週に1回大石紬伝統工芸館
で慣れない座繰りの練習をしてくれています。見かけ
られた際には是非応援してあげてください！
　そして、11月からは大石紬伝統工芸館に織り道具
を設置して作業をさせていただけることになりました。
今までは座繰りと染めと糊付けは大石紬伝統工芸館、
大きな道具が必要な撚糸や整経、緒巻きの巻取りは
別の場所、織りは家、と３箇所に別れていた作業が
一箇所にまとまった事で作業がしやすくなると思うと

とても嬉しいです。撚糸機だけは大きな音が出るため
今でも別の場所にありますが、いずれ全ての工程が大
石の中で出来るようになれば、と思います。今年は大
変な事が多くなかなか作業も思うように進みませんで
したが、ゆっくりとでも前に進める事が出来ているよ
うな気がしています。

手前が堀内汐夏さん

はた
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The Kawaguchiko Stellar Theater. The DECEMBER issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The DECEMBER issue.

河口湖ステラシアター通信 12月号

このページについてのお問合せは、河口湖ステラシアター  ７２－５５８８までどうぞ

https://www.stellartheater.jp/

&
♪自然の香りが響きわたる♪ ♪優しい音が湖風に舞う♪

クリスマスコンサート２０２０

ピアノ、ベース、ドラム新ユニットデビュー「ザ・ダイバージェンツ」
　今年のクリスマスは、都会にはない自然のすばらしさが広がる河口湖畔。。。でいかがですか。ポーランドの音楽の
至宝ピアニスト ミハウ・ソブコヴィアクが、ベース、ドラムと新しいユニットを結成！！クラシックの名曲からクリスマ
スソングまで、幅広い世界をあらゆる楽曲を奏でながら珠玉の世界に届けるエンターテイナーとして、どんな感動的
なステージが繰り広げられるかお楽しみください。

ミハウ・ソブコヴィアク（ピアノ）　
ポーランドの音楽家の家庭に生まれる。10歳でピアニストとしてデビュー。その後、多く
のコンサート・ホールで演奏し、海外の国際音楽祭にも多数参加する。2018年公開の映
画「羊と鋼の森」にピアニスト役として出演。現在、福島学院大学教授、昭和音楽大学講
師。ピティナ、ショパン国際ピアノコンクール　in ASIAの審査員、ヨーロッパ国際ピアノ
コンクール in Japanの審査員長。

ディーン・トンプソン（ドラムス）　
パーカッショニストとして活動する。主にジャズやファンクを演奏してきたが、ラテン、エ
レクトロニカ、ワールドミュージックなどの現代音楽も演奏している。オーストラリア滞在
中は、Josue Vilchesと一緒に演奏、作曲、レコーディングを行い、ビデオゲームのジャズ
カバーバンド「The Consouls」でも演奏した。現在は東京に住み、世界的に有名なミュ
ージシャンと演奏をしている。

ダニー・スチュアート（ベース）　
スコットランドのエディンバラで生まれる。結婚を機に、2003年に東京に移住。BBC、ニコロ
デオン、コナミ、カプコン、英国大使館などのCM作曲、サウンドデザインを中心に活動。
2015年に日本製のベースギター輸出会社Bass Japan Directを設立し、そのYoutubeチャン
ネルの閲覧数はミリオンビューをはるかに超え、今では千本以上の動画がアップロードされて
いる。

[日時] 2020年 12月12日（土）　開場／PM3：30　開演／PM4：00
[会場] 河口湖円形ホール（富士河口湖町河口3030）
[出演] The Divergents【ザ・ダイバージェンツ】
　　　ミハウ・ソブコヴィアク（ピアノ）、 ダニー・スチュアート（ベース）、ディーン・トンプソン（ドラムス）

[曲目] ラベル：ボレロ、リスト/.パガニーニ：ラ・カンパネラ、　
　　　モーツァルト：トルコ行進曲、サンタが街にやってくる　他

[料金] 全席自由　町民3,600円   一般4,000円　
　　 　　　　　　高校生以下 町民1,300円　一般1,500円 　

※都合により曲目の一部が変更になる場合があります。予めご了承ください。

※３歳以下のお子様の入場はご遠慮願います。

※ご入場の際はマスクの着用やチェックシートのご提出をお願いしております。
河口湖ステラシアターHPの感染症対策をよく読んでお越し下さい。

他にもクリスマスソングが

盛りだくさん！

大人から子どもまでお楽しみ頂けます♪

チケット好評発売中！
お申込：0555-72-5588
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■時　間　11時～14時
■日にちとメニュー
　　12月6日(日) 、12月20日(日)
　※メニューが決まり次第LINEでお知らせします。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・時間　かかしの家　　正午～14時
　中止となる場合はLINEにてお知らせします。
■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

　富士河口湖町女性団体連絡協議会について、ご紹介い
たします。
　当会は、現在9団体が所属しており会員数約520名で
す。それぞれのグループは、特色ある活動内容で、女性の
自立、社会貢献や福祉施設でのボランティア、環境問題
への取り組み、町づくり参画など行っており、会員相互に
連携しながら町のイベントにも積極的に参加し協力してお
ります。
　各団体では、随時会員を募集しているとともに、富士河
口湖町女性団体連絡協議会でも加入団体を募集しており
ますので、お気軽にお問い合わせください。

現在の加入団体
・食生活改善推進員会
・花を育てる会河口湖支部
・レクレーション協会
・ひまわりの会
・ひとみ会
・童謡と唱歌の会 月見草
・みずうみ
・手話サークル ふじざくら
・ラベンダー会

●問合せ　富士河口湖町 政策企画課
　　　　　　℡ 0555-72-1129

　

■主　催　都留文科大学管弦楽団
■日　時　12月20日（日）
　　　　　開場14時00分　開演14時30分
■会　場　都の杜うぐいすホール　大ホール
　　　　　（富士急行線 都留文科大学前下車 徒歩20
　　　　　分 中央自動車道都留ICより自動車で10分）
■費　用　無料（全席自由）
■曲　目
　モーツァルト／歌劇「魔笛」序曲
　ワーグナー ／ジークフリート牧歌
　ベートーヴェン／交響曲第六番ヘ長調作品68「田園」
●問合せ　団長 中田　℡080-5837-735
　メール tsuru.orchestra.dancho@gmail.com

　商工会は、地域商工業者や創業予定者の経営や販路
開拓などを支援している地域総合経済団体です。
■募集職種　経営指導員
■勤務地　県内の商工会（23か所）
　　　　　又は山梨県商工会連合会
■採用予定人員　若干名
■受験資格　山梨県商工会連合会のホームページを
　　　　　　ご確認ください
■採用予定日　令和３年４月１日
■募集期間　11月9日（月）～12月28日（月）
●申込み･問合せ　山梨県商工会連合会　総務課　
　　　　　　　　　℡ 055-235-2115

　新年を祝し、古の径、鎌倉街道を歩き神社、仏閣を参
拝します。
　里山ハイキングクラブ、ふるさとガイド会OBの皆さまを
はじめ、ご関心のある町民の皆さま、どうぞお気軽にご参
加ください。
■日　時　1月3日（日） 9時
■集合場所　天上山護国神社下大久保駐車場
■コース　駐車場～護国神社～白山神社～山神社～阿弥
　　　　　陀堂～追坂峠～浅間神社～湖畔のウォーキン
　　　　　グトレイル～八王子神社～大久保駐車場
　　　　（4時間）
■申込み　不要
■その他　軽食持参・荒天中止
●問合せ　090-8873-2443　長山

■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。）　

商工会職員募集

新年参拝ウオークしませんか

富士と湖とかかしの里より

都留文科大学管弦楽団
第4５回定期演奏会

富士河口湖町女連協より

「ニコニコかかし食堂」

「ニコニコかかし教室」
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に応じて法律専門家を紹介します。一人で悩まず、ご相談
ください。秘密は厳守します。
■受付時間　月～金（祝日を除く）
　　　　　　8時30分～正午、13時～16時30分
■相談料　無料
■申込み　不要
●問合せ　財務省甲府財務事務所 債務相談窓口
　　　　　　℡ 055-253-2261

　美しい富士山を守り、未来へ引き継いで行くために。
富士山あての年賀状を全国から募集します。

■応募規定
・年賀状として創作されていること。
　（新年を祝う気持ちが表されている等）
・富士山のイラストと富士山へのメッセージが書き添えら
　れていること。
・応募作品は１人１点のみ。
・郵便はがき、または同サイズ(100㎜×148㎜)の用紙を
　使用すること。
・画材や画法は自由。展示することを想定し平面な作品
　に限る。
・写真や既製のイラストの使用は不可。応募者本人が著
　作権を所有し、未公開のデザインに限る。
・はがきのあて名面に以下の応募者情報を明記すること。
　　①氏名 ②年齢(学校名/学年) ③住所 ④TEL
　　⑤募集を知ったきっかけ

■審査等　予備審査において、年代別の応募数を参考に
　選出数を決定し、応募規定を満たした作品の中から入
　選作品200点を選出し、その中から本審査において20
　点（最優秀賞、優秀賞、審査員長賞、審査員特別賞、企
　画力賞、表現力賞、メッセージ賞）の入賞作品を決定し
　ます。

【年代別3部門】小学生の部（低学年・高学年）、中学生
　　　　　　　・高校生の部、一般の部

■発　表　2月中旬に富士山ボランティアセンターのホー
　　　　　ムページで入賞作品を発表します。また、入賞
　　　　　及び入選者へは、賞品・記念品の発送をもっ
　　　　　て通知します。※選外の方へは通知しません。

■その他　賞の詳細や作品の取り扱い、応募に際しての
　　　　　注意事項等はHPをご覧いただくか、下記まで
　　　　　お問い合わせください。

●応募先・問合せ　
　富士山ボランティアセンター「富士さんへ謹賀新年」係
　　℡ 0555-20-9229
　　〒401-0301 富士河口湖町船津6663-1
　　(山梨県立富士山世界遺産センター北館内)
　　https://www.yamanashi-kankou.jp/volunteer/

　林退共は昭和57年に発足した林業界で働く方のための
退職金制度です。
　この制度は、事業主の方々が、従事者の働いた日数に
応じて掛金となる共済証紙を共済手帳に貼り、その従事
者が林業界をやめたときに林退共から退職金を支払うと
いう、いわば林業界全体の退職金制度です。
○掛金は、税法上について、法人では損金、個人企業で
　は必要経費となります。
○掛金の一部を国が免除します。
○雇用事業主が変わっても退職金は企業間を通算して計
　算されます。　
事業主の皆さまへ
・共済証書は労働日数に応じて適正に貼付してください。
・共済手帳を所持している従事者が林業界を引退する時
　は、忘れずに退職金を請求するように指導してください。
　詳細は最寄りの支部または本部へお問い合わせくださ
　い。
●問合せ　独立行政法人勤労者退職金共済機構　
　　　　　林業退職金共済事業本部 ℡03-6731-2889

　放送大学は、2021年4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　2月28日まで
　第2回　3月16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

　甲府財務事務所では無料の債務相談窓口を開設して
います。相談内容により解決のための助言を行い、必要

林業退職金共済制度
　　　（林退共）について

富士さんへ謹賀新年
～富士山あて年賀状～ 作品大募集

返しきれない借金で
　　　　悩んでいませんか

放送大学4月入学生募集

募集期間　令和２年１１月１０日（火）～
　　　　　令和３年１月1５日（金）消印有効
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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,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１２月２５日（金）　◎固定資産税３期今月の納税等
１2月は 町税等滞納整理強化月間 です。納め忘れはありませんか？

　健康科学大学学生宿舎組合（以下、「宿舎組合」）様から、今年度も
多大なるご寄附を賜りました。お受けしたご寄附は、富士山キャンパス
の教育環境の充実のために使用させていただきます。
　今年度は残念ながら中止となってしまいましたが、宿舎組合の皆様
には例年地域の方々と本学学生及び教職員の交流を深めることを目
的とした「ほうとう会」を主催していただくなど、本学学生のためにあ
らゆる面でご尽力いただいております。
　宿舎組合の方々はじめ町民の皆さまには、日頃より本学学生を温か
く見守っていただき、感謝に堪えません。
　健康科学大学では今後も
教育環境・教育内容の充実
を図るとともに、宿舎組合
様と相互に連携し、富士河
口湖町と健康科学大学のさ
らなる飛躍を目指していき
たいと思います。

学生宿舎組合様よりご寄附をいただきました 模擬講義動画模擬講義動画模擬講義動画
　本学ホームページの「WEBオープンキャンパス」
ページにて、模擬講義の動画を期間限定配信して
います！「大学の講義ってどんな感じ？」「医療の勉強
ってどんなことするの？」高校生以外の方も大歓
迎です。興味のある学科を気軽にのぞいてみてく
ださい♪

　今後も各学科の学びが分かる動画を配信予定！
　　12月中旬　作業療法学科
　　　2月　福祉心理学科・看護学科

（宿舎組合の皆様と笹本学長）
模擬講義はこちらのQRコードから！

現在配信中（12/10まで）
理学療法学科 　粕山准教授

「理学療法の可能性
　　～理学療法士とトレーナーの違い～」

配信中！

　平成27年に町教育委員に選任され、任期中には学校教育・社会教育・文化振興について真摯に向き
合い町教育行政の発展に貢献されました。
　また、町村合併以前から船津地区体育協会、町体育指導員として地域へのスポーツの普及に貢献され、
現在は町体育協会副会長を努める等幅広い分野でご活躍されています。

白鳥　正彦 さん （船津地区在住）

　勝山地区の主要な伝統工芸であり、地域の生業でもあるスズ竹伝統工芸の製作に長年にわたり従事さ
れ、技術の継承のため町勝山スズ竹伝統工芸センターにおいて後継者の育成に尽力されてきました。
　また、町文化財審議会委員として町の歴史・文化の保存活用にも大きく寄与する等町の学術及び文化
の発展のために貢献されています。

在原　建男 さん （勝山地区在住）

　教育功労者表彰は、町の教育文化の向上及び文化の振興にご尽力され、その功績が顕著である個人
に対して表彰するものです。
　今年度は、2名が受賞されました。

町教育功労者表彰受賞
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小佐野桔平　　慎　平・夏　湖　船津

齋藤　妃来　　光　宏・沙緒理　船津

平田　一生　　大　地・紗央里　船津

小佐野紡希　　良　太・結　加　船津

丹澤　　想　　一　道・葉　月　船津

伊東　菜葉　　　明　・葉　月　船津

佐藤　湊介　　豊　基・理　沙　船津

井出　鈴乃　　大　貴・公　子　船津

久保川もか　　智　也・奈奈実　小立

坂本　壮佑　　洋　基・衣　里　小立

小川　　信　　　星　・愛　美　小立

稲葉　　春　　雄　飛・美　香　勝山

稲葉　　岳　　雄　飛・美　香　勝山

和田　陽光　　秀　和・春　菜　西湖

小佐野末之　93歳　小佐野孝良　船津

渡邊　源吾　72歳　渡邊　勝子　船津

渡邊　周次　78歳　渡邊　康博　小立

堀内　利弥　63歳　堀内貴代美　大石

梶原　靜秋　72歳　梶原　京子　河口

古屋　末子　89歳　古屋　弥生　河口

宮下　孝子　91歳　宮下　光久　河口

流石　一夫　82歳　流石　隆仁　勝山

三浦　達男　77歳　三浦　達耶　長浜

長山　　潤　 ＝　 渡邉　咲桜　船津

眞田優太郎　 ＝　 山口　晃沙　船津

渡邊　剛正　 ＝　 志村奈津美　船津

金子　　亨　 ＝　 ポンスワン　キンケオ　小立

渡邊　純一　 ＝　 竹内　要子　小立

佐藤淳三郎　 ＝　 渡邊　望早　小立

おめでた・おくやみ
〈10/13～11/10〉

お子さん　　　　　　父　　　　 母
おめでた（出生）

●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1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。

12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

●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

　　26,666人
(＋4)

 

　10,953　
(＋14)

　13,550人
　(－8)

　13,116人
(＋12)

人口

男

女

世帯 世
帯

●日時・場所
　１２月　９日㈬ 河口湖商工会
　  １月13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

●問合せ・予約/日本年金機構　
　大月年金事務所  TEL 0554‐22‐3811

自殺予防のための相談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。

11月１日現在の
人口・世帯

実施日

※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。

お願い

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

12月9日㊌・23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

　「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

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

・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。

●相談日/1月10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。

つむ ぎ

りん の

なの は

ひかる

そう

しん

はる

がく

ひ  な

きっぺい

そうすけ

そうすけ

いっせい
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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

　自治会加入世帯には自治会より配付します。未加入
世帯については以下のとおり町役場または各地区
出張所の窓口での受け渡しとなります。

2021年
町民カレンダーの
配付・窓口受け渡しが始まりました

販売も開始
しています！！

●受取場所／富士河口湖町役場（2階／政策企画課）
　　　　　　勝山出張所　足和田出張所　上九一色出張所　大石出張所　河口出張所
●受取方法／必ず免許証・保険証などの住所が明記されているものをご持参ください。
●配付期間／12月3日(木)～　8時30分～正午、　13時～17時15分（土日祝日を除く）
　　　　　　※正午～13時の間は受け渡しを行っておりません。
●料　　金／富士河口湖町民の方は無料（1世帯1部　※2部目以降は有料）
※「免許証を忘れた」などと提示せず、町外の方が「町内在住」と偽って受け取りに来る例があります。このため、
　ご持参いただけない場合は受け渡しは行いません。大変ご面倒ですがご持参のうえ再度ご来庁いただくことに
　なりますことをご承知おきください。

●販売場所等／富士河口湖町役場2階　政策企画課
　　　　　　　8時30分～正午、13時～17時15分（休日は販売していません）
　　　　　　　河口湖美術館、河口湖ハーブ館、道の駅かつやま、県立富士山世界遺産センター
　　　　　　　※町役場以外の各施設の開館状況や在庫状況等については、個別にお問い合わせください。
●販売価格／1部　500円
●購入方法／上記販売場所にて直接お買い求めください。町外の方や販売場所に来られない方は、カレンダー
　　　　　　代金と送料を現金書留で下記送付先住所までお送りください（郵便小為替は不可）。
　　　　　　代金が届き次第発送します。原則1人（1世帯）6部までとさせていただきますが、数に限りがある
　　　　　　ため在庫状況により制限させていただく場合がありますのでご了承ください。
　　　　　　　送料につきましては、居住地域や部数によって細かく変動しますので、大変お手数ですが、まず
　　　　　　は下記までお問い合わせください。

〒401-0392　南都留郡富士河口湖町船津1700　富士河口湖町役場 政策企画課
　　　　　　「町民カレンダー購入希望」宛　℡ 0555-72-1129

無料配付・受け渡しについて

販売について

送付先住所・問合せ

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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