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　本日、私達が新成人としての第一歩を踏み出すにあたり、昨
今の大変な状況の中、万全の態勢でこのように思い出深い式典
を挙行してくださった富士河口湖町の全ての関係者の皆様、そし
て町長様、ご来賓の方々からのお祝いや激励のお言葉に、新成
人一同を代表致しまして心よりお礼申し上げます。
　この1年を振り返ってみますと、今から丁度1年前に中国で初め
て新型コロナウイルスが確認されて以来、見る見るうちに世界中
に感染者が増加し、1年経った今も尚、感染者は減少するどころ
か益々増え続けています。
　私達にとって、そして世界中の人々にとっても、想像すらした事
の無い、目に見えない恐怖の中での生活が、既に1年も続いてい

ます。大学も長期休校となり、自宅において不自由なオンラインでの講義が始まりました。
　4月の緊急事態宣言の発令で、県をまたぐ移動が制限されていた頃、私の周りでも帰りたくても山梨に帰省できず、不安な気持ち
で県外で一人暮らしをしている仲間も多くいました。
　例年8月のお盆休みには中学校の生徒会執行部が
集まり、最も楽しみな謝恩会の計画を立てるのですが、
リモート会議をした結果、今年に限っては、謝恩会は
中止という苦渋の決断をしました。
　目には見えない新型コロナに怯えながら細心の注意
を払いつつ過ごす中で、9月になると、半年ぶりに一部
対面授業を再開する大学も出始めました。
　11月、町役場から成人式開催の通知が届きました。
ずっと心配していましたが、こうして私達新成人が元気
に、故郷の富士河口湖町に集えたことが、今、何よりも有
難いことだと思えます。本当に感謝の気持ちで一杯です。
　さて、私たちは5年前、この富士河口湖町の各中学校
を卒業し、高校に進み、2年前からそれぞれの道を歩み
始めました。仲間たちは私が知っている限りでも、それぞれの目標の為に、北海道から九州まで学びの場を広げています。又、既に
就職して自らの生計を立てている仲間も、結婚して家庭を築いている仲間もいます。
　私も大学生になり、憧れだった一人暮らしを東京で始めてみると、沢山の気付きが有りました。毎日の炊事や洗濯、ゴミ出しや家
の戸締り、生活費のやりくり、どれも家族と一緒の時には気にも留めた事が無いものでした。当たり前に飲んでいたふるさとの水の
美味しさを、どれだけ恋しく感じたことでしょう。
　離れてみて故郷を思うと、堂 と々雄大な富士山が町のどこからでも見えることや、沢山の野鳥や昆虫が住む自然豊かな公園や広場
が町のあちらこちらに有る事、美しい河口湖が生活と共に有る、この安全で素晴らしい環境の中で過ごし育ったことを、私は心から
誇りに思います。
　東京での毎日は全く自由で、誰にも管理されません。だからこそ全ての事を、自分の責任の下に決断し、節度ある行動をしなけれ
ばなりません。不安になる度に、家族の助けがどれだけ大きいものであったのかを実感しながら、日々学び、大学の学業に、部活動
に励んでいます。
　そして、いつでも、私達の成長を温かく見守り続けてくださった地域の方々や、私達を優しく強く、教え導いてくださった先生方、
そして子どもの頃から共に助け合い沢山の思い出を作った仲間達の存在が、いつでもお守りのように私の心の中にあります。
　今はこのように先の見えない不安な時ではありますが、私達には明るい夢があります。ここにいる仲間の数だけの、みんな違う
希望に満ちた夢があります。その夢を叶える為に、私達は常に感謝の気持ちと謙虚さを心に持ち、粘り強く努力し、丁寧に日々を
過ごしていきます。そして、いつか、ふるさと富士河口湖町に、これまで育てて頂いた御恩返しをしたいと思います。
　ここにお約束するとともに、誓いの言葉とさせていただきます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  令和3年1月10日　新成人代表　森　萌菜

　令和3年1月10日(日)に「令和3年成人者のつどい」が
勝山ふれあいセンターさくやホールにおいて行われました。
時間を短縮しての開催となりましたが、集まった新成人の
皆さんはマスクを着用し、感染を予防しながら旧友との
再会を喜び、責任ある大人としてのスタートを切りました。

●新成人代表　誓いの言葉●
富士河口湖町
令和3年（第18回） 

成人者のつどい
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成人おめでとうございます～276人の門出～

●シドニーオリンピック･パラリンピック開催
　　　　　　　　　　　　　　(マラソンの高橋尚子らが活躍)
●佐々木主浩投手（元横浜ベイスターズ）が
　　　　　 　　　　　　大リーグ、シアトル・マリナーズ入団
●白川英樹名誉教授がノーベル化学賞を受賞
●九州・沖縄で主要国首脳会議（九州・沖縄サミット）開催
●新紙幣2000円札、新500円硬貨発行
●BSデジタル放送開始

●日本初のディズニーホテル
　　　　　　　　  「ディズニーアンバサダーホテル」オープン
●ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）開業
●ハリー･ポッターと秘密の部屋（Ｊ･Ｋ･ローリング）、「捨てる!」
　技術（辰巳渚）などがベストセラーに
●「おっはー」（香取慎吾が扮する慎吾ママ）、「最高でも金、最低
　でも金」（田村亮子）、「ジコチュー」（「自己中心」の略）、「IT
　革命」などが流行語に

成人者の皆様が生まれた年の主な出来事 【2000年(平成12年) 4月～2001年(平成13年)3月】
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船津・浅川地区2船津・浅川地区2

船津・浅川地区1船津・浅川地区1
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小立・大嵐地区

大石・河口地区

勝山・長浜・西湖・根場・精進・本栖・富士ケ嶺地区勝山・長浜・西湖・根場・精進・本栖・富士ケ嶺地区

小立・大嵐地区

大石・河口地区
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はばたけ!  新成人!
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◆個室にしましょう。食事や寝るときも別室としてください。
　・子どもがいる方、部屋数が少ない場合など、部屋を分けられない場合には、少なくとも
　　2m以上の距離を保ったり、仕切りやカーテンなどを設置することをお薦めします。
　・寝るときは頭の位置を互い違いになるようにしましょう。

◆ご本人は極力部屋から出ないようにしましょう。
　・トイレ、バスルームなど共有スペースの利用は最小限にしましょう。

部屋を分けましょう

◆使用したマスクは他の部屋に持ち出さないでください。
◆マスクの表面には触れないようにしてください。
　・マスクを外す際には、ゴムやひもをつまんで外しましょう。

◆マスクを外した後は必ず石鹸で手を洗いましょう。（アルコール手指消毒剤
　でも可）
※マスクが汚れたときは、すぐに新しい清潔な乾燥マスクと交換。
※マスクがないときなどに咳やくしゃみをする際は、ティッシュ等で口と鼻を覆う。

マスクをつけましょう

◆こまめに石鹸で手を洗いましょう、アルコール消毒をしましょう。
　・洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。

こまめに手を洗いましょう

◆定期的に換気してください。
　・共有スペースや他の部屋も窓を開け放しにするなど換気しましょう。

換気をしましょう

感染者のお世話はできるだけ限られた方で

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合

家庭内でご注意いただきたいこと
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◆心臓、肺、腎臓に持病のある方、糖尿病の方、免疫の低下した方、妊婦の方
　などが感染者のお世話をするのは避けてください。
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◆共用部分（ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など）は、薄めた市販の
　家庭用塩素系漂白剤で拭いた後、水拭きしましょう。
　・物に付着したウイルスはしばらく生存します。
　・家庭用塩素系漂白剤は、主成分が次亜塩素酸ナトリウムであることを確認し、使用量の
　　目安に従って薄めて使ってください（目安となる濃度は0.05%です（製品の濃度が6%
　　の場合、水3Lに液を25mlです））。

◆トイレや洗面所は、通常の家庭用洗剤ですすぎ、家庭用
　消毒剤でこまめに消毒しましょう。
　・タオル、衣類、食器、箸・スプーンなどは、通常の洗濯や洗浄でかまいません。
　・感染者の使用したものを分けて洗う必要はありません。

◆洗浄前のものを共用しないようにしてください。
　・特にタオルは、トイレ、洗面所、キッチンなどでは共用しないように注意しましょう。

手で触れる共有部分を消毒しましょう

◆鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出す
　ときは密閉して捨ててください。その後は直ちに石鹸で手を洗いましょう。

ゴミは密閉して捨てましょう

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口

◆体液で汚れた衣服、リネンを取り扱う際は、手袋とマスクを
　つけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し完全に乾かしてください。
　・糞便からウイルスが検出されることがあります。

汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう
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（一般社団法人日本環境感染学会とりまとめを一部改変）令和2年３月１日版

～８つのポイント～～８つのポイント～ POINT

◎ご本人は外出を避けて下さい。
◎ご家族、同居されている方も熱を測るなど、健康観察をし、不要不急の外出は避け、特に咳や
　発熱などの症状があるときには、職場などに行かないでください。

◎発熱等の症状がある方（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）

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

山梨県新型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）
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令和3年安全祈願祭
　1月6日に河口浅間神社において安全祈願祭が執り行われました。
町長をはじめ、町議会議員や観光連盟関係者、消防団、安協など多くの関係者が集まり、
今年1年の各種イベント・事業の成功や団体等の発展、また、一刻も早い感染症の終息と景
気回復が併せて祈願されました。
　先の見えない状況が続きますが、この1年、町民の皆さんが笑顔でいられますよう願って
います。

ふじぴょんが「横断歩道安全利用推進大使」に
　ふじぴょんが、富士吉田警察署より「横断歩道安全利用大使」に委嘱されました。
　悲惨な交通事故は無くなることは無く、富士吉田警察署管内でも歩行者と車による交通
死亡事故が発生しています。歩行者が優先である横断歩道において、歩行者がいても停止し
ない車も見受けられ、横断歩道上での交通事故も発生しています。
　横断歩道を渡るときには、歩行者、運転者ともにハンドサインをし、安全な道路横断を
心がけましょう。また、横断歩道手前にはダイヤマークがあります。ダイヤマークを見たらす
ぐに止まれるように準備しましょう。
　　　　　　　　　　　　  　　　　　歩行者は横断前に軽く手を挙げて運転者に合図を送りましょう
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ドライバーは「どうぞ」と手を差し出して合図を送りましょう

　株式会社牧野フライス製作所様より新型コロナウイルス感染症対策として、足踏み式の消毒液用スタン
ドを20セットご寄付いただきました。地域の子供たちへの寄付を目的として、オリジナルのスタンドを
製作されたそうです。
　ご寄付いただいたスタンドは町内各保育所、学校等に配備させていただきました。
　貴重なご寄付をありがとうございました。

ご寄付をいただきました

足踏み式消毒液用スタンドをご寄付いただきました

　小立小学校では、児童が安心して登校できるように、PTAが中心となり登校時の見守り
活動が行われています。これまで利用していた横断用の旗が古くなったことを受け、3学期の
初日に安協小立支部支部長より小立小学校の校長先生へ横断旗が贈られました。
　交通事故は、一人ひとりがゆとりをもって交通ルールを守ることで防ぐことができます。
地域の交通安全のために皆さまのご協力をよろしくお願いします。

富士吉田交通安全協会小立支部より小立小学校へ横断旗が寄贈されました

　NPO法人  富士と湖とかかしの里様より生涯学習館、町内の小･中･高等学校、特別支援学
校へ自然科学系の本「土の中の美しい生き物たち」（町在住 萩原康夫氏編著）を寄付してい
ただきました。生涯学習館や学校の図書室等で貸出ができるよう届けさせていただきまし
た。
　貴重なご寄付をありがとうございました。

本をご寄付いただきました

社会福祉協議会へ
　真　如　苑 様 　　　　　　　 70万円
　富士レイクサイドカントリー倶楽部 様　　10万円
　富士桜カントリー倶楽部 様　　10万円
大石財産区へ　真　如　苑 様　　30万円
　　貴重なご寄付をありがとうございました。

富士桜カントリー倶楽部 様
富士レイクサイドカントリー倶楽部 様真如苑 様

ハンドサイン運動
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　今年度は、CATVでの放送による開催です。
■放送予定日　2月14日（日）～20日（土） 
■放送時間　行政番組「こうほう富士河口湖」
　　　　　　放送時間はいずれも30分

　　毎日：7時30分～、12時30分～、19時30分～、
　　　　  23時30分～

　　月～土曜日：
　　　9時～、13時30分～、16時～、19時～、22時～
　　日曜日：9時～、16時～、22時～
■内　容　男女共同参画に関する「標語・俳句・川柳」　
　　　　　入賞作品紹介、町男女共同参画推進委員会　
　　　　　活動報告 等

　男性の家事・育児への参加の促進を目的に、家事や育児
を楽しむ男性「カジダン・イクメン」と「男性が作ったお弁
当」のフォトコンテストを開催します。
■期　間　2月22日（月） ～ 26日（金）
　　　　　8時30分～17時15分（23日は閉庁）
■場　所　富士河口湖町役場　エントランスホール
　ご覧いただき、お気に入りの1枚に投票してください。
　ご来場の際は、感染予防対策をお願いします。
●問合せ　政策企画課内　男女共同参画推進委員会
　　　　　事務局　℡ 0555-72-1129

　税制改正により、令和2年分の確定申告・住民税申告か
ら基礎控除や給与所得控除、公的年金等控除など、大き
な変更があります。所得税（確定申告）の変更点について
は国税庁ホームページ、町県民税（住民税申告）について
は町ホームページをご確認いただくか、町役場税務課まで
お問い合わせください。
＜特に注意が必要な方＞
①医療費控除を受ける方
　　医療費控除を受ける為には「医療費控除の明細書」
　が必須となります。領収書では控除を受けられませんの
　で、必ず「医療費控除の明細書」の作成をお願いします。
　「医療費控除の明細書」の作成方法については、国税庁
　ホームページをご確認ください。
②給与所得と年金所得があり、それらの合計額が10万円
　を超える方
　　こちらに該当する方は、今回から新たに創設された
　「所得金額調整控除（年金等）」（上限10万円の控除）の
　対象となります。控除を受ける為には確定申告が必要と
　なりますので、期間内に申告をお願いします。
　　申告受付期間については、広報「富士河口湖」（1月
　号）または町ホームページをご確認ください。
●問合せ　税務課 住民税係　℡ 0555-72-1113

　75歳以上の方の医療費のお知らせについて、令和2年
1～12月診療の1年間分をまとめて令和3年2月末に発送し
ます。
※昨年度までは複数回に分けて医療費通知を発送してい
　ましたが、医療費控除の申告をされる方の利便性向上の
　ため年1回に回数を変更しました。
●問合せ　住民課 国保年金係（後期高齢者医療担当）
　　　　　　℡ 0555-72-1114
　　　　　山梨県後期高齢者医療広域連合（給付担当）
　　　　　　℡ 055-236-5671

　毎年納めていただく墓地管理料は、払い忘れのない口座
振替が便利です。振替日は事前に通知をお送りします。
　下記窓口、もしくは町内金融機関にある申請書に必要
事項を記入・押印し、金融機関へご提出ください。
【船津・小立公園墓地】　提出期限：2月末
●問合せ　環境課　℡ 0555-72-3169
【勝山公園墓地】　提出期限：7月末
●問合せ　勝山出張所　℡ 0555-83-2111

　本年度も富士北麓地域の市町村（富士河口湖町・富士
吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・鳴沢村）が連携し、新
型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで、地元企業へ
就職を希望する学生や一般の方を対象にした「富士北麓
地域合同企業就職セミナー」を開催します。富士北麓地域
にある企業での仕事に関心がある学生及び社会人の皆さ
んの参加をお待ちしています！
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により、延期
　または中止となる場合があります。開催状況について
　は、町ホームページをご覧ください。
■日　時　3月5日（金）
　　　　　10時～正午、14時～16時 の2部構成
　　　　　（受付は各開始時間の30分前から）
■場　所　ハイランドリゾートホテル＆スパ
　　　　　「バンケットホール」
■対　象　地元富士北麓地域での就労に関心のある学生
　　　　　（令和4年春、大学・短大・専修学校を卒業予
　　　　　　定の方）及び社会人
■内　容　企業担当者との個別面談方式による企業紹介
■参加料　無料
■申込み　不要（当日お早めに会場までお越しください）
●問合せ　観光課 商工係 ℡ 0555-72-3168

男女共同参画推進委員会から
お知らせ

墓地の管理料納付は口座振替が
便利です！

富士北麓地域合同企業就職セミナー
を開催します！

確定申告・住民税申告にあたっての
ご注意

「後期高齢者に係る医療費通知」の
  発送時期のお知らせ

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

3月4日㊍ 配布予定3月号広報

富士河口湖町男女共同参画推進委員会フォーラム2021

【河口湖有線テレビ放送（11ch）】

【北富士有線テレビ放送（10ch）】

「カジダン・イクメン」及び
　　　「男性が作ったお弁当」フォトコンテスト

広報 92021年 2月号
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　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者（※後期高齢者医療保険に限り世帯主とな
ります）が死亡、もしくは重篤な傷病を負った場合、または主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場
合に対する減免措置の対象となる方は、期間内に申請をお願いします。

　町ホームページトップ画面の組織タブから「税務課」を選択して、「国民健康保険税」のページから
「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免のご案内」を
お選びいただくとご覧いただけます。
●問合せ　税務課 住民税係　℡ 0555-72-1113

　町ホームページトップ画面の組織タブから「住民課」を選択して、「後期高齢者医療保険料」のページか
ら「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免のご案内」をお選びいただく
とご覧いただけます。
●問合せ　住民課 国保年金係（後期高齢者医療担当）　℡ 0555-72-1114

　町ホームページトップ画面の組織タブから「健康増進課」を選択して、「介護保険料の減免について」を
お選びいただくとご覧いただけます。
●問合せ　健康増進課 介護保険係　℡ 0555-72-6037

新型コロナウイルス感染症の影響による
税・保険料の減免申請について
受付期間：令和3年3月31日まで

町ふるさと納税での返礼品提供事業者を募集しています!町ふるさと納税での返礼品提供事業者を募集しています!町ふるさと納税での返礼品提供事業者を募集しています!
　富士河口湖町では、ふるさと納税として町へ寄附された方に感謝の気持
ちを込めて地域の特産品や宿泊券等を返礼品（お礼の品）として進呈して
います。
　町のＰＲやイメージアップ、並びに販路の拡大や地場産業の振興につな
げることのできる返礼品をご提供いただける事業者様を随時募集していま
す。新型コロナウイルス感染症の影響から、通常の販路に支障をきたして
いる事業者の皆さんからのご相談も是非ともよろしくお願いいたします。

応募可能な事業者様 ※下記の条件を満たす事業者

１　富士河口湖町取扱い品目に適合する返礼品（町内で生産されたもの、町内で生産されたものを主原料と
　　したもの、町内で製造・加工されたもの、町内で提供されるサービス等）をご提供いただける事業者
２　事業所にインターネット環境がある事業者
３　宅配便等で返礼品を寄附者へ直接配送できる事業者

《詳細については、下記連絡先までご連絡ください。》
富士河口湖町役場　政策企画課　ふるさと納税担当
TEL 0555-72-1129　FAX 0555-72-0969 ／ E-mail: seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

※対象者の要件等は広報「富士河口湖」（令和2年9月号）または町ホームページをご確認ください。ホームページの
　掲載場所は以下をご参照ください。

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料
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お問合せ先　地域防災課　地域係　72-1170

区・自治会に加入しましょう!!

　地域の代表として行政との橋渡しの役割をしていただく、新区長・自治会長をご紹介いたします。
1年間よろしくお願いいたします。
　また、町連合会長及び各地区の代表が選出されましたので、あわせてご紹介いたします。
　なお、大嵐区・富士ヶ嶺区の区長は任期の途中ですので、改選した際に改めてお知らせいたします。

令和3年　新区長・自治会長の紹介

■町連合会長　　　　　渡邉 　　充　（精進区）
　○船津地区代表　　　渡邊 　栄次　（七の四）　　
　○小立地区代表　　　渡邊 　　學　（八町屋区）
　○大石地区代表　　　堀内 喜久夫　（後藤区）
　○河口地区代表　　　山崎　 洋一　（河口第五自治会）
　○勝山地区代表　　　小佐野 勝重　（勝山第一区）
　○足和田地区代表　　渡辺 　　昇　（根場区）
　○上九一色地区代表　伊藤 太久夫　（本栖区）

船津地区 …………………………………………………………
　【揚　町】 小林 英樹　　　　【浜　町】 渡邉 　淳
　【若松町】 渡邉　智　　　　 【上　町】 成島 康一
　【松場一】 白壁 直久　　　　【松場二】 三浦 芳彦
　【湖南一】 堀内 敏彦　　　　【湖南二】 山下 　薫
　【湖南三】 野口 雄次　　　　 【本町二】 小佐野 茂雄 
　【七の一】 小野 礼司　　　　【七の二】 中村 克司
　【七の三】 内藤 　博　　　　【七の四】 渡邊 栄次　
　【南台一】 芳賀 　誠　　　　【南台二】 梶原 　充
　【七の中】 笠井 　淳　　　　【市　道】 外川 明治
　【富士見一】 井出 公一　　　【富士見二】 中嶋 政利
　【富士見三】 夏山 清志　　　【富士見四】 赤池 洋一　　  
　【本　町】 梶原 　元　　　　【上の段下】 中村 好文
　【上の段中】 小林 裕之　　　【上の段上】 渡邊 　久　
　【高尾町】 生田 　悟　　　　【県営住宅】 相馬 　博
　【高尾南】 渡邉 芳美　　　　【富士見タウン】 金子 基文
　【河口湖通】 白井 　茂　　　【大久保】 小林 正史　
　【宮　森】 渡邊 真男　　　　【大　池】 渡邉 治利
　【浅　川】 外川 和仁

＝行政区長＝
　【山　彦】 原 　利也　　　　【竹の子・松場】 中沢 憲一
　【湖　南】 堀内 敏彦　　　　【富士桜・スバル】 中村 克司
　【青空・うそぶき】 梶原 　元
　【富　士】 井出 清春
　【蜂の子】 渡邊 　久　　　　【浅　川】 外川 新𠮷
　【ひばり】 中沢 明男　　　　 【富士見】 赤池 洋一
　【高尾・ニュータウン】 富田 隆治
　【高尾南】 渡邉 芳美

小立地区 …………………………………………………………
　【乳ケ崎】 渡邊 桂司　　　　【林】 松井 一正
　【久　保】 渡邊 達也　　　　【八町屋】 渡邊 　學　
　【西】 三浦 勇一郎　　　　
　【町営住宅小立団地】 渡邊 昌志
　【河口湖ニュータウン】 手澤 千秋

大石地区 …………………………………………………………
　【中　沢】 古屋 武久　　　　【上　手】 梶原 　晃
　【東　村】 五味 菊広　　　　【下　条】 梶原 憲五
　【後　藤】 堀内 喜久夫　  　 【中　村】 渡邉 光昭
　【湯　口】 梶原 文教　　　　【ペンション村】 稲木 　歩 
　【松風台】 德山 博文

河口地区 …………………………………………………………
　【第　一】 飯高 一夫　　　　【第　二】 中村 信明
　【第　三】 倉澤 哲哉　　　　【第　四】 梶原 美夫
　【第　五】 山崎 洋一　　　　【第　六】 梶原 三快

勝山地区 …………………………………………………………
　【第一区】 小佐野 勝重　　　【第二区】 倉沢 和彦
　【第三区】 流石 　純

足和田地区 ………………………………………………………
　【長浜区】 三浦 孝明　　　　【西湖区】 三浦 　久　
　【根場区】 渡辺 　昇

上九一色地区 ……………………………………………………
　【精進区】 渡邉 　充　　　　【本栖区】 伊藤 太久夫

　町内には、６７の区・自治会（船津地区３５、小立地区７、
大石地区９、河口地区６、勝山地区３、足和田地区４、上九
地区３）があり、快適で住みよい環境づくりを進めるため、
各団体でさまざまな活動や行事を行なっています。普段から
育成会活動や公民館まつりなど地域間のコミュニケーション
の形成や、自主防災組織の確立など有事の際には地域の防
災力として非常に大きいものがあります。
　まだ加入されていない方も自治会活動に加わり、近隣の
方と親睦を深めながら地区共通の課題や防災活動に一緒に
なって取り組み、安全・安心で豊かな地域づくりに取り組み
ましょう。
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◎ お住まいの地区　（該当する□印に✓点をつけてください）
□ 船津　　 □ 浅川 　　□ 小立 　　□ 大石 　　□ 河口 　　□ 勝山 　　□ 大嵐 　　□ 長浜
□ 西湖 　　□ 根場 　　□ 精進 　　□ 本栖 　　□ 富士ヶ嶺 　　□ 町内在勤・在学

◎ 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。
メールでのアンケート配信にご了承いただける方はメールアドレスのご記入をお願いします。

アドレス　　　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※以下は、企業、教育機関、自治会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　                                                        　　　　

◎ 上の団体名を町ＨＰ等へ掲載してよろしいですか（該当する□印に✓点をつけてください）
□　はい　（希望します）　　　　□　いいえ　（希望しません）

シェイクアウト訓練　事前参加登録申込書
きりとりせんきりとりせん

令和3年３月１１日㈭ 午後１時

1.アプリをダウンロードする。

『事前参加登録』で参加意思を！

自分が無事ならば、まわりの人を助けることができ
ます。しかし、無事は当たり前ではありません。
大きな揺れに、自分が無事でいるために。地震か
ら身を守る訓練を行いましょう。

大きな揺れに
すぐ身を守れるようになろう！
「シェイクアウト訓練」

自分がケガをしない！

『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！訓練開始に
緊急地震速報の

音を！
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
・３月１１日(木) 
　午後１時
・訓練ID 200058　

〔訓練日時ＱＲコード〕 〔手動入力〕
2. アプリを開き、訓練日時QRコードを
　 読み取るか、入力する。

◎ 申込用紙から（下のきりとりせん部分） 
 　地域防災課 または 出張所に提出 または FAX（72-0969）
◎ 町HP内登録フォームから　◎ 電話から（72-1170）

皆さんそれぞれが別の場所からいっせいに訓練を行うことへの意識を高めるために、事前参加登録を
お願いします。
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　次の交通機関の交通途上における運航に起因する接
触、衝突、墜落、転覆等により生じた事故
（日本国内において発生したものに限ります。）

●自動車　●自動二輪車　●原動機付自転車　
●自転車　●電車　●ケーブルカー　●ロープウェイ　
●航空機、船舶　
●身体障がい者用の車いす（電動車いす等も含む）など

【ご注意】
次の場合は交通災害ではありません。（主なもの）
　　◎歩行中に誤って転倒
　　　（車両の運行に起因するものを除く。）
　　◎幼児用乗用具（玩遊具）による自損事故
　　◎一定の場所で停止して行う作業中の事故
　　◎駐停車中の交通機関の乗降時における事故
　　◎自宅敷地内、畑などでの事故
　　　（交通事故証明書が取得できる場合を除く。）

●対象となる交通災害

●対象となる交通機関

お申込み方法
お申込みには、以下の２点が必要となります。
①交通災害共済加入申込書の提出
②掛金（１人500円）の支払い

掛　　　金
年額（ひとり） 円500

富士河口湖町に住所を有し、
住民基本台帳に記載されている方
（県外に転出している学生は、加入できます。）

令和3年度令和3年度交通災害共済交通災害共済に
家族そろって　　しましょう加入加入

●交通災害共済とは
加入者が交通災害（交通事故による災害）にあった場合に被害の程度によって見舞金をお支払い
する相互救済の制度です。

身体障害者福祉法
に基づく身体障害者等級
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数

被害の程度（ケガの治療日数等）
死　　亡

1～3級の障害
4～7級　〃　

見舞金
100万円
30万円
20万円
18万円
9万円
16万円
8万円
14万円
7万円
12万円
6万円
8万円
4万円
6万円
3万円
4万円
2万円

等級
1
2-1
2-2
3-1
3-2
4-1
4-2
5-1
5-2
6-1
6-2
7-1
7-2
8-1
8-2
9-1
9-2

90日以上

75～89日

60～74日

45～59日

30～44日

15～29日

5～14日
1～14日

※見舞金を受け取るご遺族がいないときに
　葬祭執行者にお支払いするもの

※交通災害による死亡が自殺であった時、
　ご遺族にお支払いできるもの

弔慰金

葬祭費用 上限50万円

20万円

特例

①実治療日数とは、入院日数と通院日数を合算した日数です。
②1日に2つ以上の医療機関等で治療等を受けた場合の日数は、
　1日として計算します。
③見舞金は、入院日数または実治療日数にて算定した見舞金の
いずれか高い額をお支払いします。

備考

※令和3年度から共済見舞金が変わります。令和3年3月31日までの
　交通災害については、加入年度の見舞金の額となります。

受付日程は3月号広報でお知らせします。

●加入条件●

加入条件を満たしていれば
いつでもどなたでも加入OK!

請求
期間

交通災害が発生した日の
翌日から２年以内です！

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで
(中途加入の場合は、その翌日)共済

期間



みなさんのやる気を応援します!

　日本を代表する山岳である富士山は、記号化されて誰でも描くことができるほど日本人の心に姿が定着し
ています。古くから富士山は和歌に詠まれたり絵画の題材となり、その美しさは時代を超えて賞賛されてきま
した。火山の噴火によって形成された自然物でありながら、人々の心に感銘を与え、数々の芸術作品を生み出
してきた富士山。今回は、芸術の源泉としての富士山の価値について迫ります。

　本年度の中央公民館まつりは、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。ただ
し、作品展示については『中央公民館利用サークル作品展示』（3/5～18）として中央公民館ロビー
に展示いたします。ご理解ご協力をお願いいたします。

「芸術の源泉としての富士山」第10回

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

令和２年度
富士河口湖町世界遺産富士山・郷土発見講座

●日　時：令和３年２月17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
※新型コロナウイ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：２月９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。
※開催日に大雪注意報または大雪警報が発令された際は３月の第３水曜日に順延いたします。

中央公民館まつり第6回 中止のお知らせ

※休館日　日曜・祝日　　※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。平熱より1度以上高い場合はご遠慮ください。
詳しくは生涯学習課へ

1月18日（月）～2月17日（水）

社会福祉協議会への小中学生の応募作品
2月19日（金）～3月1日（月）

3月5日（金）～18日（木）
＊サークルによって18日以前に搬出する場合があります。

①テラウチマサト氏写真教室の撮影写真展

②ボランティア作品展（ポスター・作文）

③中央公民館利用サークル作品展（染色・木彫り・書道・彩墨画）

中央公民館ロビー展示
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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

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：3月17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

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

☆ 令和3年度の募集については来月お知らせする予定です。 ☆

クラブ富士山総合型地域スポーツクラブ
http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp
club223@lcnet.jp　☎0555-72-4772

　暦の上では春と言っても，寒さの厳しい月です。衣をさらに着込むことから「きぬさらにき＝衣更着」
(如月)となったなどの説もあるそうです。
　昔覚えたことや周知のことも，角度を変えると違った答えが見つかることがあります。子どもの性格や
行動も決め付けてしまわないで，少し角度を変えたら，今まで気付かなかったことが見えてくるのではな
いでしょうか。それが，子どもの自信ややる気につながったらいいですね。何でもこれと決め付けないこ
とも多様化の現代を生きて行く子ども達にとって大切な教えだと思います。
　センターにやってくる子ども達の中にも，枠の中にいること，枠から外れていることで辛い思いをして
いる子がいます。
　様々な考え方，生き方があります。自分に合った道が見つけられるように支えることが必要です。教育
センターでも少しでもそのお手伝いができればと思います。一人で悩まず，子ども達が良い方向に進める
ように，できることをしていきましょう。教育センターの教育相談では，秘密厳守で相談にのっています。

○時間帯 ／「月曜日～金曜日　午前９：００～午後４：００」
○場　所 ／「富士河口湖町中央公民館１階　教育センター」
○対　象 ／「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　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』教育相談の御案内

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

※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時までは外も含め閉館です。

　　　　
月～金曜日：9時～18時
土  曜  日：9時～17時

開館時間開館時間82/7 9 10 11 12 13

2221 23 24 25 26 27

1514 16 17 18 19 20

3/1 32 54 6

令和3年 2月7日～3月6日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

28

☆どなたでも☆電話予約

☆小学生対象☆電話予約 ☆乳幼児対象☆電話予約

リトミック

funfunくらぶ
 (脳トレ）

（栄養相談）
つどいの広場

（栄養相談）
つどいの広場

te to te

つどいの広場

つどいの広場

おもちゃ病院

おもちゃ病院
ブラウンベア

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

ふれあい教室
AB

ひなまつり会

【湖⇒山】

【湖⇒山】

【山⇒湖】

【山⇒湖】

（子育て相談） （歯科相談）

（助産師相談）

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

（さくやホール）

（さくやホール）

（発達・就園）

　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。

新型コロナウイルス対策ご協力のお願い
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。
●新型コロナウイルス感染防止対策として当面の間、日曜日を休館とさせていただきます。
●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】。
●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。

＊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

　　

つどいの広場

　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
が来てくれます！！ 困っている方は、ぜひどうぞ！

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。

毎週月・水・金
  9：３０～1０：３0（10組）
11：00～12：00（10組）
13：30～14：30（10組）（日  時

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!!

ｆunfu
n脳トレ２０２０❼脳トレ２０２０❼脳トレ２０２０❼

　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：２月２７日（土）

定　員：各12名　
持ち物：鉛筆、消しゴム、水筒　参加費：なし
申込み：２月２０日（土） 10：00～

山 【10：00～11：30】
湖 【13：30～15：00】 　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！

…
…
…

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア
　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！

英語であそぼうwith BB

　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。

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

毎週日曜日と、
祝祭日は休館です！

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
　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♥

日　時：３月11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：３月４日（木）10：00～

定　員：12組　　持ち物：参加費：なし
日　時：２月９日（火）　
　　　　10：30～11：0０
申込み：受付中

日　時：３月9日（火）　
　　　　10：30～11：0０
申込み：３月２日（火）10：00～

日　時：２月24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：2月17日（水）10：00～　参加費：なし

ひなまつり会ひなまつり会ひなまつり会

日　時：３月３日（水） ９：30～10：10（10組）　持ち物：参加費：なし
　　　　　　　　　　11：00～11：40（10組）
　　　　　　　　　　13：30～14：10（10組）
申込み：2月24日（水）10：00～　お問合せ：72-6053

つどい・こどみら合同！

　3密を避けて実施する為、必ず事前にご予約下さい。男の子も女の子も
成長をお祝いしましょう♪

◎日　時：２月１２日（金）
　申込み：２月  ５日（金）10：00～
◎日　時：2月２６日（金）
　申込み：2月１９日（金）10：00～
◎日　時：３月１2日（金）
　申込み：３月  ５日（金）10：00～

＜休館日＞
2月7・11・14・21・23・28日2月7・11・14・21・23・28日
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生涯学習館生涯学習館生涯学習館

82/7

28

9 10 11 12 13

令和3年 2月7日 ～ 3月6日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

1514 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

63/1 32 54

●読書会 14:00～ ☎

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

■場　所：富士河口湖町中央公民館　第１研修室

〈開館時間〉火～日曜日 10時～17時
＜休 館 日＞毎週月曜日、１１日㈭・２３日㈫は祝日のため休館、館内整理日(毎月最後の平日：今月は2月２6日(金))

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

休館日休館日休館日休館日

館内整理日

建国記念の日

天皇誕生日
※図書館脱出ゲーム※

展示コーナーSDGsって何だろう？ 読書会第162回 2/27㈯
　　14時～

誰もが「安心して暮らせる社会」を持続する

図書館からの挑戦状！

▶「【SDGｓ(エスディージーズ)】って聞いたことはある。」「でも、よくわ
　からない。」「何をするの？」「私たちに関係あるの？」
▶私たちが生活している地球では、「貧困」「紛争」「温暖化」…といった
　人類や環境などのあらゆる問題があります。
▶こうした課題を一人一人が協力をして解決していくために、１７個の
　目標が立てられました。この目標が「ＳＤＧｓ」です。
▶今回の展示では「まずSDGｓを『知る』こと」をご提案します。

　昆虫学者の著者は、バッタの研究をしています。食害に苦しむ人々
の為に、アフリカへバッタを倒しに行くお話です。ルビや用語説明があ
り、掲載写真は全てカラーになっており、子ども達にも大変読みやすく
なっています。新書版も発行されている１冊です。

　昨年より、入館時に入館票のご記入・検温・手指の消毒、館内トイレや
AVコーナーの使用制限など、図書館をご利用の皆様にはご迷惑をお
かけして大変申し訳ございません。また、ご協力いただきありがとうご
ざいます。
　今後も地域の感染状況を考慮した上でのサービスの内容を検討して
いきますので、何卒ご理解のほど宜しくお願いいたします。

▶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。

『天、共に在り アフガニスタン三十年の闘い』
中村 哲著

図書館脱出ゲーム

新着DVD 新型コロナウイルス感染感染症対策のお願い

2/23㈫
①10：00～ ②13：30～

■場　所：富士河口湖町生涯学習館
■対　象：小学３年生～6年生
■定　員：①午前の部②午後の部　各部１０名まで
■申　込：富士河口湖町生涯学習館カウンター
■持ち物：筆記用具
※感染状況により中止する場合があります。

児童向けイベント 『ウルド昆虫記 バッタを倒しにアフリカへ』
前野ウルド浩太郎著

脱出が成功し
た君には素敵
なプレゼント
があるよ！

▶『キングダム』（日本映画）▶『終わった人』(日本映画)
▶『ハルをさがして』（日本映画）　▶『家康、江戸を建てる』（日本ドラマ）
▶『コンフィデンスマンJP ロマンス編』（日本映画）
▶『風をつかまえた少年』(外国映画)　▶『グリーン・ブック』（外国映画）
▶『永遠の門 ゴッホが見た未来』(外国映画)　▶『九段羽生善治』(ノンフィクション)
▶『れっしゃだいこうしん　2020』（児童）
▶『ONE PIECE STAMPEDE 劇場版』（アニメ） 　…etc.

現在、図書館のサービスを一部縮小・停止しています。



「史跡富士山」国指定10周年を迎えて
芸術上又は観賞上価値の高いものとしての名勝指定は大正13年から

　史跡富士山は平成23年２月7日に指定され、この２月で10周年を迎える。これに対し名勝富士山は早くも大正13年に「富士
山麓」として仮指定、昭和27年10月に名勝指定、続いて11月に特別名勝に格上げされている。約100年の歴史がある。これに
対し「歴史上・学術上で価値の高いもの」としての史跡指定はまだ10年なのである。その頃といえば富士山の世界文化遺産
登録の２年前、登録推薦書提出の準備の真っ最中であった。そこで史跡富士山が生まれた経緯について述べてみたい。

　富士山はなぜ世界自然遺産でなく文化遺産なのか。自然遺産として通らなかったから文化遺産を目指したとの誤解もいまだ
に多い。自然遺産は手付かずの純粋な自然を保護するためのものである。富士山は古くから荒ぶる火の山として恐れられ人々の
信仰のよりどころとなっており人間活動との関わりが深く、自然遺産には不向きで文化遺産にこそふさわしくなるべくしてなった
といえる。
　登録推薦書準備中には、富士山にまつわる信仰が核になることは間違いないが、それをユネスコなど世界に向けてどのように
説明するのか、関係者の中で議論となった。そして浮かび上がってきたのが、富士山登拝を軸とする信仰の対象の場所であった。
北麓を拠点とする富士講の人々は麓から頂上に至る山域を大きく３つの領域に区分し、それぞれ「草山」、「木山」、「焼山」と
呼び分けてきた。山麓の御師の宿坊を出発し、浅間神社など信仰拠点での参詣、潔斎を行い、山頂での御来迎(来光）を目指
し、登拝道を先達に導かれながら登る富士山登拝は、人間の生活と密接に関係する領域から、火山礫に覆われた草木もない領
域に足を踏み入れ、死の世界を体験することであった。これは富士山の文化遺産としての核となる価値を説明できるものと考え
方が固まった。そして世界文化遺産登録には、麓の浅間神社などと登拝道が富士山信仰を証明することを明確にすることが求
められたのである。これを端的に達成するのは国の文化財指定である。つまり、国指定文化財として価値があることを証明し、
厳正な保護措置を取ることを国が約束することになるのであった。

　先に述べたように名勝指定の歴史は古く芸術上鑑賞上の価値は揺るぎないが、信仰的な価値についての証明は希薄なのであ
る。かくて急遽、特別名勝に重ねて歴史上・学術上で価値の高い史跡として、富士山域に点在する浅間神社や登拝道などを指定
することになったのである。指定範囲を特定し、関係者からの同意など多大な協力を得て、史跡指定に漸く漕ぎつけたのが
10年前であり、富士山の信仰を明らかにする骨格として世界文化遺産登録
の大きな柱となったのである。
　このように史跡富士山は世界遺産登録を契機に生まれたものではある
が、広域に点在する文化財を信仰の糸で結びつけて群として指定するという
新しい考え方が導入されたものとしても評価できる。
　史跡富士山は、史跡富士山全体図に示すように、山頂信仰遺跡、麓から
唯一連続する吉田口登拝道、甲府盆地から富士山を目指し最初に河口湖を
眼下に富士山の全容に向き合う御坂峠、９世紀の青木ヶ原樹溶岩流を鎮め
るために甲斐国に最初に置かれた河口浅間神社、山中に最初に置かれた
吉田口二合目の冨士御室浅間神社本宮とその里宮、吉田口入口の北口本宮
冨士浅間神社など富士山信仰の重要なものが北麓に集中している。富士山
のまわりを囲む浅間神社などを巡ることは富士山信仰の歴史に触れるよい
機会である。暖かくなりコロナ禍も過ぎ史跡探訪の季節が早く訪れること
が待ち遠しい。　　　　　　　   （生涯学習課町史編纂室長　村石眞澄） 史跡富士山全体図史跡富士山全体図
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史跡富士山の指定により富士山信仰を証明し保護する

富士山の文化遺産としての価値はどこにあるのか

いにしえの こみち

の小径の小径の小径富士河口湖
町の文化財紹介

古
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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

○2020年12月16日に予定されていた吉田高校「富士山学Ⅱ」の講話を、富士山自然保護センターの渡邊が「富士山の自然
　～その特徴と課題～」と題してZoomを利用してリモートで行いました。
○昨年まで2月23日の「富士山の日」前後に、“ふじさんめっせ”で実施されていた「なんでも富士山」の展示は、コロナウイ
　ルス感染拡大防止のため、今年は中止となりました。

　2019年に初めて実施した本栖高原の草刈りを、２年目となる2020年11月26日に実
施しました。参加者は、町民ボランティアの鈴木・外川両氏、生涯学習課の杉本係長と
村石氏、それに富士山自然保護センターの渡辺・宮下を加えた６名でした（写真）。昨年
は初めてだったので約1500㎡の範囲に留まりましたが、今年はさらに南まで広げ当初
予定していた1820㎡の範囲の草刈りを実施することが出来ました（図の破線が2019
年、実線が2020年の草刈り範囲）。

　ここの場所は、毎年10～11月に県有林課が業
者に委託して実施している防火帯の草刈り範囲と
連続した草地になっていて、2020年の春から夏
には、防火帯では見られてもここの場所では10年程確認されなかったギンイチモンジセセ
リやヒメシジミ、バアソブやスズサイコといった絶滅危惧のチョウ・植物が見つかりまし
た。2020年11月に2回目の草刈りを実施したことで、今年は更に多くの絶滅危惧動植物が
分布を広げて確認され、新たな生息（生育）地になるのではないかと期待されます。

　毎年11月下旬に富士風穴の、12月中旬に西湖コウモリ穴の調査を行っていま
すが、これは、富士山麓を代表する二つの溶岩洞穴内５～７ヶ所の気温の変化
を30分おきに連続測定して、それが富士風穴内の氷の変化や西湖コウモリ穴の
コウモリ類の越冬状況とどう関わっているのかを検討し、それらの保全に役立
てたいと始めたもので、富士風穴は１０年目、西湖コウモリ穴は６年目となりま
した。
　11月30日の富士風穴の調査では、前年も洞内の氷の融ける量が異常に多い
と思っていたのですが、2020年は前年の2倍以上融けていました。11月下旬の
最も氷が融ける時期でも、2018年までは入口から170ｍの最奥部には氷筍が
あったのですが、2019年からは氷筍がなくなり、中央広場の氷も全体的に融けて氷面が2019年に比べて50cmも下がっていて
（写真）、これまで氷で覆われていた岩や木材などが露出して、これまで見たことのない景色になっていました。

　12月17日の西湖コウモリ穴の調査でも、例年なら氷筍が見ら
れる入口付近も氷が出来始めの状態で、昨年は「巨人の足跡状
広場」のコウモリ保護区に409頭のコキクガシラコウモリの群
れがみられたのに、今年は64頭にとどまりました。奥の２ヶ所の
保護区内も含めてこの日に確認されたのは、コキクガシラコウ
モリ78頭、キクガシラコウモリ75頭で、ウサギコウモリやモモ
ジロコウモリは見られませんでした（図）。
　これらの変化が洞内の気温の変化とどのように関連している
かを、これから両日に回収したデータロガーのデータから解析し
て、今後の二つの溶岩洞穴とその環境の保全策検討の材料とし
たいと思います。

本栖高原での2年目の草刈りを行いました

2020年も富士風穴と西湖コウモリ穴の冬の調査を行いました



健康のまちづくり
Healthy community building

令和２年度定期接種対象者の接種期限は令和３年３月３１日までです。

詳しくは健康増進課まで　TEL　0555-72-6037

令和２年度対象者のみなさん
高齢者用肺炎球菌の接種は、お済みですか？

対象年齢 対　　象　　生　　年　　月　　日

６５歳

７０歳

７５歳

８０歳

８５歳

９０歳

９５歳

１００歳

昭和３０年４月２日生　～　昭和３１年４月１日生の方

昭和２５年４月２日生　～　昭和２６年４月１日生の方

昭和２０年４月２日生　～　昭和２１年４月１日生の方

昭和１５年４月２日生　～　昭和１６年４月１日生の方

昭和１０年４月２日生　～　昭和１１年４月１日生の方

昭和　５年４月２日生　～　昭和　６年４月１日生の方

大正１４年４月２日生　～　大正１５年４月１日生の方

大正　９年４月２日生　～　大正１０年４月１日生の方

　肺炎は日本人の死因の第３位であり死亡者の９５％が６５歳以上の方です。肺炎で一番多い病原菌は肺炎球菌です。
肺炎球菌ワクチンを接種しておくと、肺炎の予防や肺炎にかかっても軽い症状ですむ効果が期待されます。成人用肺
炎球菌ワクチン接種は、平成２６年度から令和５年度までの１０年間は国で定めた経過措置があり、接種対象者が決まっ
ています。
　すでに令和２年度の接種対象者には予診票を交付してあります。接種期限を過ぎてしまうと、その後の接種は任意
接種（全額自己負担）となりますのでご注意ください。

【接種回数】公費助成は生涯1回限りです。５年後は定期接種の対象にはなりませんのでご注意ください。

【持 ち 物】予診票・健康保険証・接種費用（自己負担分）

【接種費用】予防接種費用のうち町の助成額は４０００円です。差額は自己負担となりますので医療機関へお支払いください。
【注 意 点】・これまでに１度でも肺炎球菌ワクチン（２３価）を接種したことがある方は定期接種の対象外となります。
　　　　　　・５年以内に再接種を行うと副反応が強く出ることがあります。かかりつけ医で必ず接種歴を確認してください。
　　　　　　・接種料金は医療機関によって異なりますので、予約の際に接種料金の確認をしてください。

令和２年度定期接種対象者
対象年齢になる方のうち、これまでに高齢者肺炎球菌の予防接種を受けたことがない方
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　何らかの理由で日常生活が不活発になり『動かない』状態が続くと、体力や筋力が衰えて『動けない』状態
になります。そうすると、『動けない』ので、ますます『動かない』状態に陥り、悪循環となってしまいます。この
ような状態を、“生活不活発病”と言います。
生活不活発病を防ぐためには運動をすることを推奨しています。自宅で簡単にでき
る運動を紹介しますので参考にして頂けると幸いです。

ウォーキングを一日5000～7000歩を目安に歩くことができると良いと思います。
コロナ禍でも３密(密閉・密集・密接)を避けられるので安心です。
　家事など身体を動かしている人は、家事の時間なども含め1日40分以上、身体を
動かすと良いと思います。みんなで協力して身体を動かしましょう。

　代表的な筋力トレーニングに、スクワットとヒールレイズ(かかと上げ)があります。日常生活に必要な、太も
もやふくらはぎの筋力トレーニングで、筋力やバランス機能を改善し、転倒を予防する効果もあります。できる
範囲で、無理なく行ってください。

　両足を肩幅よりやや広めに開きます。やや前かがみになり、腰を引くようにしながら
膝をゆっくり曲げます。背中が丸まらないように注意してください。回数は、5～6回を
目安に、ゆっくり膝を曲げて、伸ばしてみてください。立ち座りが大
変な場合は、椅子などに掴まって行います。
　体全体を持ち上げるように、両足のかかとを上げる。その後、か
かとをゆっくりと下ろす。
回数は、10回を目安にして、出来るようなら20回を目標にしてくだ
さい。歯を磨いているときや、キッチンで立っているときなど、日常
生活の合間で行い、習慣にしましょう。

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　理学療法士　舟久保　一也

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

『動かない』と『動けない』『動かない』と『動けない』
～コロナ禍に伴う社会制限による“生活不活発病”を予防しよう～

 リハビリテーションに関する事柄で専門のスタッフが電話で相談に応じます。
富士・東部地域リハビリテーション広域支援センター(健康科学大学クリニック内)

 　℡ 0555‒73‒9300 （センター直通）

体力の維持のために身体を動かす！

筋力・バランス機能の維持には筋力トレーニング！
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　富士河口湖町に暮らして数十年、自分も社会を形成して

いる一員であるという自覚も薄く毎日なんとなく過ごしてき

ました。しかし、この度、男女共同参画推進委員をさせてい

ただくことになり、自分ができること、しなければならない

ことを考えるきっかけをいただきました。

　なかでも「ＳＤＧｓ」についてです。最近あちらこちらで目

にしたり耳にしたりしますが、私は、具体的なことを何も知

りませんでした。推進委員会の学校・社会部会で「ＳＤＧｓ

を取り入れた取り組み」をテーマに活動することになり学ぶ

機会ができました。ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）につい

て基本的なことですが、「持続可能な・・・将来に向けて、

いい状態で、続けることができるような」、「開発・・・今あ

る状態から、もっとよい形に変わること、変えていく」目標

（ゴール）そして、「誰ひとり取り残さないことを目指し、先

進国と途上国が一丸となって達成すべき目標で構成されて

いる」ということを知り、もっとしっかり学び自分にできる

ことから実践しなければならないと感じました。

　ＳＤＧｓは、17の目標と169のターゲットを掲げ、「経済」

「社会」「環境」の３つのバランスがとれるように設定され

ています。今の自分たちが良ければよいという考えを捨て、

子々孫々の時代まで安全に安心して生活できる社会を作る

ための取り組みを皆が理解し、まずは身近なことから取り

入れ実践していけるようになれば良いと思います。具体的

に何ができるか、どうするべきか、簡単なことではありませ

んが、全てが他人ご

とではなく、相手の

こと、周囲のことを

考え、行動していく

ことが大切だと思い

ます。

…
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男女共同参画推進委員会だより

城之内 幸子
社会の一員として

　富士北麓地域高齢者作品展は、県老連富士北麓ブロ

ック7市町村（富士河口湖町、富士吉田市、西桂町、忍

野村、山中湖村、鳴沢村、道志村）の代表理事の市町村

が担当し、今年度は富士吉田市で開催予定でしたが、

新型コロナウィルス感染拡大防止のため中止になりま

した。

　富士河口湖町社協主催で昨年７月16日より開催して

いました「手話奉仕

員養成講習会（基礎

課程）」が全日程を終

了しました。８名が受

講をし、全員が修了

証を授与されました。

　最終日の12月24日は、地域の聴覚障がいの方といま

まで学んだ手話を使って交流しました。半年にわたり一

緒に学んだ受講

者の皆さんは、

名残惜しそうに

会場を後にして

いました。

『富士北麓地域高齢者作品展』
開催中止

『手話奉仕員養成講習会』
全日程終了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社協だより社協だより
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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 2021.2月号

〜
大
石
紬
の
今
後
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　  

ご
意
見
を
く
だ
さ
い
〜

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

　少し前まで、産地として沢山の大石紬が織られ
ていた頃、大石に住む女性にとって機織りは「出来
て当たり前」で、機織りが「仕事」でした。それは、
生まれた家の家業であり、嫁ぎ先の家業であった
ことから養蚕や機織りが義務のようなものだった
と伺っています。恐らく、郡内地域の至る所で同じ
ような光景が広がっていたとは思いますが、山梨
県内唯一の手織りの産地として大石紬の手仕事／
技術が現代に至っても残っていることは、大石とい
う土地／地域に何か他とは違う特徴があったので
はないかと思っています。ちなみに、大石紬の生産
量が著しく減った頃と同じくして、観光業が盛んに
なったということがあるようですが、観光業に従事
しながらも尚、平成初期頃までは機織りを止める
ことはなかったようです。ただ、全員が全員という
わけではないとは思いますが、私が聴いたお話で
は、全国的に反物の需要が減ったということや手
間暇のかかる養蚕・染織よりも観光業等に従事し
た方が安定した賃金が得られたということから、
現在の70代以下の世代には養蚕や染織は家業と
してあえて引き継がなかったと伺いました。織れば
織るだけ売れていた時代が終わり、織っても売れ
ない時代、織らなくても稼げる時代になったことで、
自然と織り手が減少していったというのは、仕方の
ないことなのかも知れません。

　これからの大石紬について個人的にまず考えた
ことは、今まで大石紬は大石地区の中で継承され、
技術が守られてきましたが、大石内で継承者が途
絶えつつある今は、富士河口湖町の文化として継
承して行く必要があるのだろうということです。地
域全体が高齢化している今、また、専業として生計
を立てていくことが難しいということを考えると、
計画的に技術継承や保存をして行かない限り、結
果として近い将来には文化が失われてしまうという
ことになるのではないでしょうか。ただ今までの2
年半、地域おこし協力隊として大石紬に携わってき
ましたが、ワークショップを開催すれば大石の内外
を問わず多くの方に参加していただけますが、残
念ながら大石紬の今後について積極的なご意見を
いただく事はありませんでした。恐らく、長らく地
域で守られていた文化の為、大石以外の地域の方
が関わる事ができなかったという事もあるのだと
は思います。また、何かあっても窓口がわからない、
というお話を良く耳にします。大石紬手織り組合の
事務局は大石紬伝統工芸館です。大石紬について
ご意見をいただける方、
今後の大石紬に積極的
に参加していただける方
のご連絡をお待ちしてい
ます。

～災害を体験した方のエピソード～  一日前プロジェクト」
『親の教えを思い出す～枕元に翌日着る服を用意～』

―新潟・福島豪雨（平成16年7月）― （三条市 40代 女性）

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

　私たち、小さいころは、寝るときに、翌日着る服とかを枕元に用意しなさいみたい
なことは、結構言われていたんだけど、いつの間にやら、そんなの、もうどこかに飛ん
じゃっていました。
　だけど、近所のひとり暮らしのお年寄りの方で、常に登山用みたいなリュックに、貴重品とか下着1枚とかティッシュと
か、最低限のものを詰めていて、それを持っているという方がいたんです。
　その方のおうちが、やっぱり170センチぐらい水が上がったんですね。だから、それを持って2階に上がったそうです。ほ
かの電化製品なんかは、上げている余裕はないんだけど、とにかくそれを持って2階に上がったそうです。
　昔、よく親から、「夜、寝るときには、服をきちんと枕元に置きなさい」と言われたのを思い出して、「ああ、やっぱりしな
きゃいけないんだな」と思いました。

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



県などからのお知らせ県などからのお知らせ

■日　時　2月9日（火）
　　　　　13時30分～16時（入場時間指定）
■場　所　山梨県地場産業センターかいてらす
　　　　　3階大ホール
■対　象　55歳以上の求職者（定員：100名）
　　　　　※参加無料、事前申込必要
●問合せ・申込み
　やまなしシニア世代就労推進協議会
　　℡ 055-223-1777

　新たな生きがいづくりと仲間づくりで、健康で活力に
満ちた、地域に貢献できる人材の育成を目指します。シ
ニアの生涯学習の場「山梨ことぶき勧学院」で学びませ
んか。
■入学案内・募集要項
　富士河口湖町教育委員会生涯学習課で配付中
■出願受付　2月1日（月）～3月15日（月）
■修業年限　2年（1年間で25講座実施）
■講座日　原則として火曜日（月平均2回）
■費　用　入学後に基本学習費として16,000円
※詳細は、県ホームページ「山梨ことぶき勧学院」をご覧
　ください。
●問合せ　山梨ことぶき勧学院 
　　　　　（甲府方面）℡ 055-233-6947
　　　　　（都留方面）℡ 0554-45-7335

【新入社員研修】
■日　程　4月6日(火)、7日(水)　2日間
■費　用　1,100円
■受付期間　2月8日(月)～3月26日(金)

【初心者のためのパソコン】
■日　程　4月12日(月)～16日(金)　4日間
■費　用　2,200円
■受付期間　2月12日(金)～4月2日(火)
※対象者・内容・定員・会場等の詳細は以下までお問い
　合わせください。
●問合せ　山梨県立産業技術短期大学校
　　　　　都留キャンパス　℡ 0554-43-8911

　富士山科学研究所と富士山世界遺産センターでクイズ
ラリーに挑戦し、富士山について学びましょう。2施設両
方のクイズラリーに挑戦した方には、オリジナルグッズを
プレゼントします！
■日　時　2月20日（土）～23日（火）9時～17時
■場　所　山梨県富士山科学研究所
　　　　　山梨県立富士山世界遺産センター
■対　象　中学生以下
■定　員　なし
　　　　　 ※プレゼントは2施設ともに先着25名まで
■参加費　無料
●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
　　　　　富士山世界遺産センター
　　　　　　情報発信スタッフ　℡ 0555-72-2314

　今年、新たに成人式を迎えられた「はたち」の皆様を
中心に献血へのご協力をお願いします。
　献血された血液は血液製剤としてがん等の治療に用い
られていますが、少子高齢化社会の日本では血液製剤を
必要とする人が増加する一方で、献血可能な若年層が減
少しています。この問題を乗り越えるためには、若者を中
心に多くの方から継続的に献血へのご協力をいただくこ
とが必要です。
　山梨県内では、献血バスや甲府市丸の内の献血ルーム
で献血を行うことができます。命を救う身近なボランテ
ィアとして献血にご協力いただけると幸いです。

■献血バス
　山梨県赤十字血液センターHPで運行
スケジュールを確認できます。
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/yamanashi/index.html
■献血ルーム　甲府市丸の内1-16-20 ココリ2階
●問合せ　富士・東部保健所　℡ 0555-24-9035

■山梨県最低賃金
　時間額 838円（効力発生日：令和2年10月9日）
■山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
　情報通信機械器具製造業最低賃金
　時間額 914円（効力発生日：令和3年1月14日）
■山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金
　時間額 919円（効力発生日：令和3年1月14日）
詳しくは以下までお問い合わせください。
●問合せ　山梨県労働賃金局　　℡ 055-225-2854
　　　　　都留労働基準監督署　℡ 0554-43-2195

富士山の日クイズラリー

はたちの献血キャンペーン

山梨県の最低賃金が改正されました

山梨ことぶき勧学院より

県立産業技術短期大学校より

シニア世代（55歳以上）
合同就職面接会
シニア世代と企業との合同就職面接会を開催します。

令和3年度の学生募集について

都留キャンパス能力開発セミナー（４月開講講座）
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i nformationnformation インフォメーション

　町観光連盟では、各種新規イベントを計画しています。町
民の皆さまもぜひご参加ください。

　「リアル」と「オンライン」を組み合わせた、誰でも参加で
きるクイズイベントです。
①富士山クイズLIVE
　富士山や富士河口湖町に関するクイズを、吉本興業の芸
人さんが出題します！自宅からオンラインでも参加OK！
■開催日　2月23日(火･祝)
■会　場　勝山ふれあいセンター さくやホール、 吉本興業
　　　　　YouTubeチャンネルでのLIVE配信
■出演者　ココリコ遠藤、レイザーラモン、天津木村、尼神
　　　　　インター、ニューヨーク
②富士河口湖クイズラリー
　　各会場に設置されたQRコードをスマホの専用アプリを
　用いて入手し、クイズに挑戦しよう！
■開催日　2月19日(金)～23日(火･祝)
■会　場　富士河口湖町内10カ所
③吉本芸人と行く！富士急行クイズ列車
　吉本人気芸人と一緒に車内でクイズを楽しもう！
■開催日　2月20日(土)、21日(日)、23日(火･祝)
　　　　　1日2便　※23日は午前の1便のみ
　　　時刻 AM　9:54 大月　→　10:55 河口湖
　　　 　　PM 13:24 大月　→　14:34 河口湖
■会　場　富士急行列車内（大月～河口湖間）
■申　込　町観光連盟にお電話もしくはHPよりお申し込み
　　　　　ください。※事前申込が必要です。
※当日の運行状況により時刻等が変更になる場合があります。

　参加者みんなでスカイランタン(LED)を一斉に灯し、コロ
ナ収束を祈願するふっこうイベント。
■日　時　3月6日(土)　日没前～
■場　所　大池公園、河口湖音楽と森の美術館
■申　込　町観光連盟までお問い合わせください。
※スカイランタンは環境配慮型、お持ち帰り可。
●問合せ　(一社)富士河口湖町観光連盟　
　　　　　　℡ 0555-28-5177
　　　　　　URL　https://www.fujisan.ne.jp

　里山ハイキングクラブでは、広報12月号で募集した新年
参拝ウォークを20名の参加のもと実施しました。
　神社や御堂を参拝し、句碑や文学碑など歴史に触れなが
ら、富士山、御坂連山、湖畔の眺望を楽しみました。
「歩かなければ歩けなくなる・歩けなくなれば寝たきりにな
る・歩いて健康なからだを作ろう」をモットーに第一日曜日
に歩いています。一緒に歩きませんか。
●問合せ　里山ハイキングクラブ
　　　　　　℡ 090-8873-2443（長山）

■場　所　かかしの家
■時　間　11時～14時
■日にちとメニュー
　　2月11日（木）、2月23日（火）
　※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

　富士山五合目周辺において、自然保護の啓発や自然解説
等を行う富士山五合目公園利用指導員及び富士山五合目自
然解説員を募集します。
■募集人員
　富士山五合目公園利用指導員　 5名程度
　富士山五合目自然解説員　　　20名程度
■勤務期間　令和3年5月1日から10月31日まで
　　　　　  （事務局の要請により、勤務していただきます。）
■勤務時間　9時から16時30分まで
■勤務地　富士山五合目総合管理センター及び
　　　　　富士山五合目周辺
■賃　金　日給7,450円 ※交通費の支給はありません
■募集締切　3月5日（金）当日消印有効
■応募方法　申込書に必要事項を記入し、関係書類を添付
　の上、郵送又は持参してください。
　　詳しい内容は、ホームページをご覧になるか、電話また
　は電子メールにてお問い合わせください。
●問合せ・応募先
　富士山五合目周辺公園利用協議会
　富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合
　森林事業部森林環境課　℡0555-22-3355
　　メール　shinrinbunka@onshirin.jp
　　URL　http://www.onshirin.jp/

町観光連盟より新規イベントの
お知らせ

令和3年度富士山五合目公園利用指導員
及び富士山五合目自然解説員募集

富士と湖とかかしの里より

健康のために一緒に歩きませんか？

「ニコニコかかし食堂」

「ニコニコかかし教室」

富士山の日クイズフェスティバル

富士河口湖スカイランタンフェスティバル
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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）

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」！

LINE 個別相談
２４時間受

付！

キャンパスの様子や教員のアッ
トホームな雰囲気を実際に体験
しましょう！
いよいよ新学期…
健康科学大学であなたの「なり
たい」を見つけませんか？
申込みは本学ホームページから。
※感染症対策として、完全申込制で
　開催予定です。

お仕事紹介「保  健  師」
　健康科学大学で目指せる国家資格をご紹介します。

今回は「保健師」について。
　人が病気になるのを予防し、心身ともに健康な状態で生活ができるようにサポー
トするのが保健師です。健康診断により病気や放っておくと病気になりそうな
「予備軍」を発見し、食事や生活の指導を行います。また、健康に関する心配事に
ついて相談にのり知識を広める役割も担います。乳幼児から高齢者まで幅広い年
齢層の相談を受けるため、多くの知識と広い視野が求められます。個人の健康管理
に加え、「企業」「地域」などコミュニティ全体の健康を推進していくという働きも
担っています。
　感染症対策が取り沙汰される今日、安全・安心で健康な生活を守るために、保健
師の仕事の重要性が高まっています。

オープンキャンパス開催オープンキャンパス開催オープンキャンパス開催
来校型

３/１３sat

公務員として都道府県の保健
所・市区町村の保健センター
に勤務しています。育児の相
談や自宅療養している方を訪
問したりと地域住民に密着し
たサポートを行います。

民間企業や団体組織に勤め
る保健師です。産業医や人事
担当者と共に職員の健康維
持に努め、衛生管理に関して
専門的な見解や問題点を調
査し対策を考案します。

保健師の資格だけで働ける
のは大学・専門学校のみ。小・
中・高等学校では、保健師資
格取得後、都道府県教育委員
会への申請を要する「養護教
諭」の資格が必要です。

●回答時間● 平日9：00～17：00

行政保健師 産業保健師 学校保健師・養護教諭
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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

富士吉田市役所　東庁舎1階

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

2月10日㊌・24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

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

野木　琥翔　　隼　人・　彩　　船津
岡　　佑星　　裕　介・安　奈　船津
宮下　陽音　　陽　介・美　有　船津
渡邊　冬真　　裕　介・美　月　船津
酒井　　律　　　遼　・真　紀　船津
齋　　　駿　　　翔　・美　穂　船津
小林　絢陽　　挙　人・柚　那　船津
秋山　叶向　　嘉　弘・光　里　船津
和光琥太郎　　悠　太・沙　枝　船津
宮下千紗季　　知　久・育　美　船津
宮下　來叶　　大　輔・摩　耶　小立
福留　琉望　　輝　彦・　瞳　　小立
古屋　斗愛　　拓　夢・美　鈴　小立
中村　涼音　　　守　・歩　加　小立

渡邉　茜凛　　　俊　・奈　々　勝山
小佐野朔來　　航　平・結　衣　勝山
三浦　出真　　　真　・香　織　長浜
三浦　大雅　　正　史・弥　生　西湖

古屋　音江　85歳　古屋　伸彦　船津
外川　絹江　83歳　外川　　誠　船津
梶原　亀雄　102歳　笠井　　淳　船津
古屋ツタヱ　77歳　古屋　久雄　小立
渡邊　源彦　63歳　倉澤いさ子　小立
大竹なかゑ　85歳　大竹　和季　小立
山中　高夫　85歳　山中　一敏　小立
梶原　喜昭　92歳　梶原　義子　小立
大石セツ子　97歳　大石　幹男　小立
渡邊　良子　77歳　渡邊　公弘　小立
堀内　　明　85歳　堀内　玲児　大石

貴家　清隆　90歳　貴家　知信　大石
梶原　松𠮷　101歳　梶原　　央　大石
堀内　宏巳　84歳　堀内壽美子　河口
中村　謹𠮷　96歳　中村　𠀋夫　河口
倉澤　　信　90歳　倉澤　　聖　勝山
渡邉　かる　101歳　渡邉　與一　勝山
倉澤　美津　87歳　倉澤　　秀　勝山
渡邉　達子　88歳　渡邉健次郎　精進
渡邉　　淳　84歳　渡邉　　薫　本栖
伊藤　正夫　75歳　伊藤　初子　富士ヶ嶺
遠藤　孝重　91歳　遠藤　　輝　富士ヶ嶺
渡辺　千鶴　89歳　渡辺　吉人　富士ヶ嶺

渡辺　弘樹　 ＝　 宮下美沙紀　船津
泉名　秀明　 ＝　 江原　瑞貴　船津
中川　祥一　 ＝　 古屋　涼子　小立
海野　桂太　 ＝　 荻野　利恵　勝山

おめでた・おくやみ
〈12/9～1/12〉

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

2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

　　　　●足和田出張所　　 13時～15時

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。

　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3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。

生活困窮者・母子世帯等の
就業相談について

相談専用ダイヤル ℡0555‒22‒1577

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

ゆうせい

たいが

せんり

いづま

たいが

はるひ

かなた

すずね

らいと

こ　た　ろう

ち　さ　き

とうま

りつ

しゅん

ひ  お

さ  く

る  の

と  あ

　　26,708人
(＋21)

 

　10,981　
(＋18)

　13,563人
　(＋5)

　13,145人
(＋16)

人口

男

女

世帯 世
帯

●日時・場所　2月10日㈬ 富士吉田商工会議所
　  　　　   3月10日㈬ 河口湖商工会
   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）
●問合せ・予約／日本年金機構  大月年金事務所 TEL 0554‐22‐3811

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。

１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

・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）

●相談日／3月7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（７２-１４３０） ●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。

●主な相談内容

※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。

年金相談【要予約】

結婚相談日

自殺予防のための相談
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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

感染者は被害者です。
感染者を特定するような情報や噂を広げることは絶対にやめてください。

●日ごろから「人と人との距離の確保」「マスクの着用」「手洗い」などの基本的な感染予防対策
　および「十分な換気」に配慮しましょう。
●人混みへの外出、密閉・密集・密接の「三つの密」のある場への外出を自粛しましょう。
●令和３年１月８日から２月７日までの間、やむを得ない事情がある場合を除き、緊急事態宣言対象
　区域への移動を自粛しましょう。
●大人数での会食や不特定多数の人が集まる場への参加など、感染リスクの高い行動を自粛しま
　しょう。
●基本的な感染防止対策が行われていない施設の利用は避け、山梨県が休業協力要請を個別に解除
　した施設または山梨県のグリーン・ゾーン認証制度により認証を受けた施設を利用し、施設が
　定める感染防止ルールを厳守しましょう。
●スマートフォンを活用して感染者と接触した可能性がわかる接触確認アプリ（COCOA）を利用
　しましょう。

富士河口湖町の新規患者数（週累計）

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症
～感染予防対策を強化してください～～感染予防対策を強化してください～
　町では、「命を守る」感染症予防対策と「暮らしを守る」経済対策の両面から新型
コロナウイルス感染症対策に取り組んでおります。政府からは一部都府県に緊急事
態宣言も発表され、国内での感染拡大が心配されています。町内での新規感染者も
確認されておりますので、一人ひとりがこれまで以上に感染予防対策を心がけるよう
お願いいたします。

地域防災課　72-1170

最新のデータは町ＨＰで公開しております。

1月  1日 ～ 1月 7日
1月  8日 ～ 1月14日
1月15日 ～ 1月21日

警 告
警 告
要注意

10人
9人

　4人

3.9人
3.5人

　　1.6人

人口1万人あたり人 数期　　　間 レベル
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