
節分豆まき会
災いを除けて、福を招く!

子ども未来創造館/つどいの広場 合同企画

鬼は外 
!

福は内 
!

・新型コロナ ワクチン接種の準備を進めています（P4）
・感染の事例と予防のポイント（P5）
・新型コロナの影響等における町税徴収猶予（P6）
・除菌水の無料配布について（P7）
・犬の登録と狂犬病予防注射について（P8）
・粗大ごみの拠点回収の場所・日程について（P9）
・令和3年度 固定資産税の縦覧について（P10）
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くぬぎ平スポーツ公園運動場（人工芝）
　　　　JFAロングパイル人工芝ピッチ公認取得

富士河口湖町オーストリア音楽国際交流委員会が
設立されました

　くぬぎ平スポーツ公園運動場（人工芝）の一般サッカーコート3面において、
JFA（日本サッカー協会）ロングパイル人工芝ピッチ公認を取得しました。
　サッカー競技者がより快適にプレーできる環境を提供するため、JFA公認制
度の定める、製品検査や敷設後のグラウンドでの検査を行い、基準を満たした
ことにより公認されたものです。また、この公認の取得により、JFAが主催する
競技大会（全国大会などの様々な公式戦）の会場としての利用が可能になります。
　※本工事は、スポーツ振興くじ（toto・BIG）の助成を受け、【くぬぎ平スポーツ公園運動場人工芝生化新設事業】を行い
　　ました。

　1月6日、オーストリアとの音楽交流を町民とともに推進していくことを目的
とした委員会が設立されました。今後は合唱団の相互派遣などを通して、「音
楽のまち・富士河口湖」を国内外に発信していきます。
　オーストリアと町はこれまでにも音楽交流を盛んに行っており、2000年6月
にはウィーン少年合唱団が来町し、ステラシアターにて河口小児童と共演した

ことを皮切りに、現在まで世界的なオーケストラであるウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のメンバーらが約30回に
わたり、円形ホールや町内小中学校で交流事業を行っています。
　今後は更に活発な交流を行えるよう、音楽を通じて国際交流の輪を広げてまいります。

◇スポーツ振興くじ助成金◇
（助 成 区 分）地域スポーツ施設整備助成
（事業細目名）人工芝生化新設
（事　業　名）くぬぎ平スポーツ公園運動場人工芝生化新設事業
（交付決定額）38,400,000円（予定）

　1月16日、17日に、第44回山梨県小中学生スピードスケート選手権大会が
八ヶ岳スケートセンターで開催され、町内の小中学生が活躍されました。
　本大会は、2日間わたって中学生は4種目、小学生は3種目を滑り、総合得点

で山梨県のナンバーワンを決める県下最
大規模の大会です。
　中学生男子では、勝山中学校3年の倉
沢伸太郎さんが4種目中3種目で1位となり総合優勝。小学生男子では、小立小
学校6年の山中颯さんが3種目中2種目で1位となり同じく総合優勝し、当町か
ら県のチャンピオンが2名誕生しました。大変おめでとうございました。
　町スピードスケート少年団、町内中学校スケート部のさらなるご活躍をお祈り
しています。

スピードスケート県大会で町内小中学生が活躍

■中学生男子
　優　勝　倉沢 伸太郎（勝山中）
　第4位　朝比奈 隆太（勝山中）

■小学生男子
　優　勝　山中　颯 （小立小）
　準優勝　三浦 友脩（船津小）

■小学生女子
　第4位　加藤　梓（船津小）
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子ども未来創造館・つどいの広場合同 豆まき会を開催しました

古屋たかのさん、百歳おめでとうございます

大石紬伝統工芸館西側駐車場 供用開始

　2月3日、就学前の子どもと保護者の皆さんを対象に、こどみら・つどいの広場合同企画の
「豆まき会」が行われました。
　鬼とお豆戦隊が戦う楽しい劇や、親子で一緒に鬼のお面の工作を楽しみました。最後は鬼

に向かって豆に見立てたカラーボールを元気よく投げ
て、心の中にいる悪い鬼と厄を払いました。
　新型コロナの影響により、定員を限定するなど規模
を縮小しての開催が続いていますが、今後も季節に合
わせた楽しいイベントを企画してまいります。ぜひ子ども未来創造館、つどいの
広場に足を運んでください。

　船津にお住まいの古屋たかのさんが1月に百歳の誕生日を迎えられ、町からお祝い
状と記念品をお渡ししました。
　ご長寿おめでとうございます。

　大石公園の混雑解消に資することを目的とした大石紬伝統工芸館西側駐車場整備工事が完了し、2月5日に普通車
駐車部分の供用を開始しました。
　当駐車場は、南側に普通車4台と、北側に大型バス3台が駐車できます。大型バス駐車部分は、現在、大石公園内に
ある路線バス停留所を当地に移し、本年4月から供用を開始する予定です。

　日頃の警察業務に対する当町の支援・協力が評価され、富士吉田警察署長よ
り感謝状をいただきました。

　また、各種イベント時に警察署と密に連携し、
万全な実施体制を整えて事故の無い安全な開催
に努めていることなども評価され、河口湖ステラ
シアターに感謝状をいただきました。
　今後も警察業務に支援、協力していくととも
に、安全で安心な地域社会の実現のため、町として防犯や交通安全活動等に積極的に
取り組んでまいります。

富士吉田警察署から感謝状をいただきました
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新型コロナウイルス
ワクチンの接種の

準備を進めています。

　令和３年４月から６５歳以上の高齢者向け
優先接種が始まる予定です。
　対象者には、順次個別に接種券（クーポン
券）と接種場所や予約方法等の詳細を記載し
た書類などを町より発送しますので、お待ちく
ださい。

問い合わせ先 ／ 富士河口湖町　健康増進課　TEL　72-6037

1ワクチン接種の時期

　高齢者向け優先接種の場所
は、準備ができ次第お知らせし
ます。
　また、その他の接種場所につ
いても、準備ができ次第お知ら
せします。

　新型コロナウイルスワク
チン接種の予約受付と一般
電話相談窓口については、
3月中旬を目途に設置する
準備を進めています。

　接種費用は無料となります。
　ワクチンの予約や接種にあ
たり、接種者ご本人に対し、国
や県、町が費用を請求すること
はありませんので、ワクチン接
種に乗じた詐欺にご注意くだ
さい。

　最新の情報は、随時町の
ホームページ、ＣＡＴＶなど
で公開をしていきます。

2ワクチン接種の場所

4予約受付と相談窓口 5情報発信

3接種の費用
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感染経路が判明した１５３例のうち、家庭内での感染が約６割　

症状のあった２２８例のうち、
発症から判明まで４日以上かかった例が約４割
　

 感染の事例と予防のポイント

家庭内の感染事例

世代ごとにみると、
１０～３０代は、
家庭外からの感染
１０～３０代以外は、
多世代が家庭内での感染

泫 １月１～１７日に発生した感染例２７８例を検証

泫 各事例は、感染予防のポイントを分かりやすく説明するため、実例を基に編集しています。

泫 １月１～１７日に発生した感染例２７８例の発症から判明までの平均日数は約３日

発熱・せきなど何らかの症状がある方

山梨県新型コロナ受診・相談センター
055-223-8896（24時間対応）

かかりつけ医等最寄りの医療機関
電話をして相談

かかりつけ医がいる かかりつけ医がいない
夜間、休日 など

　◆外国語対応を希望される方は092-687-7953

家庭内への持ち込み（感染リスクの高い場所から）
●３０代の男性は、県外で接待を伴う飲食店を利用。帰宅後、利用店舗においてクラスターが発生したことが判明し、
　検査の結果、無症状であったが感染が判明。濃厚接触者である家族全員が感染。

家庭内への持ち込み（感染拡大地域から）
●外出歴のない９０代の女性は、発熱や喉の痛みがあり受診の結果、感染が判明。濃厚接触者である家族全員が感染。
　このうち、孫が年末年始に東京から帰省。

家庭外の感染事例

感染予防のポイント

症状があったが出勤し、職場の同僚が感染
●５０代の男性は、４日前からだるさと鼻水があったが出勤。数日後、同じ部屋で仕事をしている同僚が発熱し、受診し
　た結果、感染が判明。濃厚接触者となった男性を含む同僚４人が感染。

カラオケをした仲間が感染
●７０代の女性は、微熱と軽い咳があったが、いつもの仲間とカラオケに行き、マスク未着用で歌いながら飲食。症状
　が改善しないため、発症８日後に受診し、感染が判明。濃厚接触者となったカラオケ仲間５人が感染。　

〇家庭に持ち込まない　　　〇家庭で拡げない
〇風邪のような症状（だるさ、微熱、鼻水等）がある場合は、仕事や学校を休み、人と会うことを控える
〇感染拡大地域との往来後や、感染リスクの高い場所に出入りした後に少しでも症状がある場合は
　早めに相談する

相談はお早めに

事例１

事例２

事例１

事例２

同居親族 ９４友人・知人 ２０

別居親族 ２０

職場同僚 １０
その他 ９
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新型コロナウイルス感染症の
影響等における

町税徴収猶予について

　新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予
制度がありますので、富士河口湖町税務課にご相談ください。
（徴収の猶予：地方税法第15条）

徴収の猶予

申請による換価の猶予

※eLTAXからも徴収の猶予や換価の猶予の申請は可能です。
詳しくは地方税共同機構のホームページ（http://www.eltax.lta.go.jp/news/03047）をご覧ください。

災害により財産に相当な損失が生じた場合
　新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたこと
により、備品や棚卸資産を廃棄した場合

お問い合わせ　税務課 収納係　電話72-1113（直通）

ご本人又はご家族が病気にかかった場合
　納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合　

事業を廃止し、又は休止した場合
　納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

事業に著しい損失を受けた場合
　納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合

ケース�

ケース�

ケース�

ケース�

　上記のほか、町税を一時に納付することができない場合、申請による換価の猶予
制度がありますので、富士河口湖町税務課にご相談ください。
（申請による換価の猶予：地方税法第15条の6）
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「　　　　  」無料配布のお知らせ

　12月の配布でご好評をいただきました「除菌水」を再度配
布いたします。今回も富士山の銘水（株）様より、除菌水のご
寄付をいただき、配布ができることとなりました。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、町民であるこ
とが証明できるものをご持参の上、お受け取りください。

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～

○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

●河口湖ショッピングセンターBELL 1階
　　　　　　　　　　　　　3月20日㈯～28日㈰　13:00～19：00

※各日５００個の配布となります。（配布数に達した場合は、配布を終了いたします。）

※各世帯1箱までとさせていただきます。代理受領は一切できません。

※富士河口湖町に在住していることが証明できるもの（免許証など）をご持参ください。

※BELＬまでお越しいただくことができない方は、地域防災課までご連絡をお願いします。
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環境課　生活環境係　７２－３１６９
問い合せ先

　９時３０分～　９時５０分

１０時０５分～１０時２５分

１０時３０分～１０時５０分

１１時００分～１１時４０分

１３時２０分～１３時４０分

１４時００分～１５時３０分

　９時００分～１０時３０分

１１時００分～１２時３０分

　９時００分～１２時３０分

１３時３０分～１５時００分

　９時４５分～１０時００分

１０時１５分～１０時４０分

１１時００分～１１時３０分

１３時００分～１４時００分

　９時００分～１０時３０分

１１時００分～１２時３０分

西 湖 公 民 館

リゾ ート くわ る び

西湖湖畔キャンプ場

足 和 田 出 張 所

大 嵐 出 張 所

勝 山 ド ー ム

大 石 出 張 所

河 口 出 張 所

　

精 進 諏 訪 神 社

精 進 出 張 所

本 栖 公 民 館

上 九 一 色 出 張 所

小 立 福 祉 センター

本町通り商店街駐車場

富 士 河口湖 町 役 場
（庁舎前東側駐車場）

４月 ８日㈭
（伊藤宗徳獣医師）

４月 ９日㈮
（伊藤宗徳獣医師）

４月１２日㈪
（山口弘司獣医師）

４月１３日㈫
（名執雅仁獣医師）

４月１５日㈭
（山口弘司獣医師）

登録手数料

予防注射料

注射済票交付手数料

合　　　　計

―

３，０００円

５５０円

３，５５０円

３，０００円

３，０００円

５５０円

６，５５０円

１，６００円

３，０００円

３４０円

４，９４０円

登録済 新規登録 再登録

犬の登録と狂犬病予防注射について犬の登録と狂犬病予防注射について犬の登録と狂犬病予防注射について
　令和3年度の犬の登録と狂犬病予防注射を下記の日程で行います。
生後3ヶ月以降の犬は、最寄りの会場で登録と注射を済ませて下さい。
　令和3年度の犬の登録と狂犬病予防注射を下記の日程で行います。
生後3ヶ月以降の犬は、最寄りの会場で登録と注射を済ませて下さい。

①マスクを必ず着用し、適切な距離を保って受付にお並びください。  
②発熱や咳など体調不良を感じられる場合は集合注射はお控えください。  
③接触時間を短くするため、下表を確認し釣銭が出ないようご準備ください。
※１４日（水）はありませんのでご注意ください。予定等が合わず集合注射に来れない場合は、かかりつけの
　病院で予防注射を行ってください。 
※犬を登録されている方には後日、狂犬病予防注射の案内を発送しますので必ず通知を持参してください。通知が送付
　されない場合は、犬の鑑札を持参してください。登録が確認できない場合、新規登録又は再登録となります。
※3月時点で犬の登録がある方に案内を発送します。既に犬が亡くなり、登録削除が済んでいない場合は下記まで
　お電話をお願いします。

新型コロナ感染予防対策のため、以下のことをお願いします。  

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

日時と場所

手数料等
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4月6日㈫／大石地区会場 4月8日㈭／小立・船津地区会場

「粗大ごみの拠点収集」の場所と日程についてお知らせします。
環境課からお知らせ

4月13日㈫／足和田地区会場 4月20日㈫／勝山・大嵐地区会場

4月22日㈭／河口地区会場 4月２7日㈫／船津東地区会場

勝山保育所

大石出張所

大石出張所駐車場

駐車場

会 場

会 場

自由広場

河口支所 神社

至 大石方面　

会 場
詰 

所
R137R137

まえふじ

吉田方面

鐘突堂
グラウンド鐘突堂グラウンド駐車場　鐘突堂グラウンド駐車場　

会 場

河口じん芥処理場：平日９時００分～１６時００分(昼除く)、土曜日９時００分～１１時００分、祝休日除く。

受付時間　８時３０分～１１時３０分までに持ち込んでください。

〇粗大ごみの出し方については、「家庭ごみ・資源物の分け方・出し方」のチラシを確認して出してください。
〇せとものの皿やびんなどは、不燃ごみの回収日に出してください。
〇段ボールやビニール袋などは、事前に取り除いて持ち込んでください。
〇小型廃家電（９４品目）の受け入れは、船津のリサイクルセンター、河口のリユースセンターでも随時
　回収しておりますので、そちらをご利用ください。
〇布団は５枚までとします。

駐車場

足和田出張所

至 元気丸

会 場足和田リサイクル
センター

足和田リサイクル
センター 勝山ふれあい

ホール駐車場

勝山ふれあいホール

　町内６か所での拠点収集を行います。河口のじん芥処理場へ直接持ち込めない場合、ご利用ください。
　小立・船津地区の収集場所がこれまでの場所から役場東側の駐車場に変更になりますので、ご注意ください。
　また、拠点回収に伴い「収集支援事業」についても５月の連休後に行います。
（申し込みは、４月下旬までの予定となります。環境課72-3169。）
　なお、粗大ごみの拠点収集は、一般家庭から排出されるものに限ります。事業活動
により発生した粗大ごみは有料処理となりますので、事業者は河口のじん芥処理場に
持ち込んでください。

役場入口
役場駐車場

中央公民館

河口湖消防署

富士河口湖町役場

会 場

注  意
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令和３年度の固定資産税の第１期の納期限は４月３０日（金）です。

令和３年度
固定資産税の縦覧について

●縦覧期間　令和３年４月１日（木）～４月３０日（金）
　　　　　　〔土・日曜日・祝日を除く〕　午前８時３０分～午後５時１５分

●縦覧場所　富士河口湖町役場１階　税務課窓口

●対 象 者　①富士河口湖町内に土地または家屋を所有する納税義務者
　　　　　　②①の方と同居されている親族
　　　　　　③①の方の納税管理人・相続人代表者
　　　　　　④納税者から委任を受けた代理人

●縦覧内容　[土地]　所在・地番・地目・地積・価格（評価額）
　　　　　　[家屋]　所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格（評価額）・建築年

●必要な物　・縦覧に来る方の本人確認ができるもの（免許証・マイナンバーカード等）
　　　　　　・印鑑（法人の場合は代表者印）
　　　　　　・代理申請の場合は委任状（印鑑証明添付）

●留意事項　・縦覧したい土地・家屋の所在・地番で申請して下さい。縦覧は無料ですが、コピー・撮影
　　　　　　　はできません。
　　　　　　・趣旨に反するような申請はお断りする場合があります。
　　　　　　・土地のみを所有されている方は、家屋の縦覧はできません。また家屋のみを所有されて
　　　　　　　いる方は土地の縦覧はできません。

●問 合 先　税務課　資産税第一係・第二係まで　　℡７２－１１１３（直通）

　縦覧は、固定資産税の納税義務者が「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により他の土地や家屋
の価格と比較し、自己の土地や家屋に関する価格が適正かどうかを判断する制度です。

固定資産税の縦覧



　令和3年8月に令和3年度全
国中学校サッカー大会の会場に
なる、くぬぎ平スポーツ公園の人
工芝運動場完成を記念して、完
成記念セレモニーを開催し県外
強豪チームと県内・地元チーム
を招待して試合を実施します。
■期　日　4月3日(土)、4日(日)
■会　場　くぬぎ平スポーツ公園　人工芝運動場
●問合せ　生涯学習課 社会体育係　℡ 0555-73-1220

　水道課では使用期限が経過したメーターの交換作業を行
っています。
　町指定の水道業者がメーター交換の対象となっているお
宅を訪問してメーターの取り換え作業を行っていきます。交
換対象となっているお宅を水道業者が事前に訪問し、現場
を確認し交換予定日時を予告します。交換当日は立会いは
不要ですが、ご不在の場合は交換作業完了の用紙を投函し
ます。
・交換時期につきましては、順次作業を進めていきます。
・交換作業中は30分～1時間程の断水になりますのでご了
　承をお願いします。
・メーター付近の配管状態によって交換が困難なお宅があ
　ります。その場合は水道課から交換作業に伴うメーター付
　近の配管整備工事のご相談の連絡をさせていただきます。
※基本的に工事費用は無料ですが、メーターボックスの交
　換が必要な場合、メーターボックス代は負担していただき
　ます。
　　メーターは使用量を計るだけではなく、宅地内の漏水の
　早期発見にも役立ちますのでメーター交換にご協力くだ
　さいますようお願いします。
●問合せ　水道課　上水道業務係　℡：0555-72-1620

　令和２年度会費納入のご報告をいたします。
　富士河口湖町の会費納入総額は4,920,300円でした。自
治会の集金については10パーセントの事務費交付金をお渡
しいたしました。
　ご協力ありがとうございました。
　日本赤十字社は、災害時は医療支援、こころのケア、救援
物資の配布などを、平時は救急法の講習普及、ボランティア
や青少年赤十字の育成などの活動を行っています。
　赤十字社は人道的救護機関であり、自主性、中立性を守
るため、この活動資金を国や特定の団体に頼るのではなく、
広く一般のみなさまにご協力を呼びかけております。日本赤
十字社の継続的な活動にご理解いただき、引き続きご協力
をお願いいたします。
●問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

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

・顔写真付の公的な身分証明書として使用できます。
・電子証明書（e-Tax等）が利用できます。
・マイナンバーの提示と本人確認が、カード両面で一度に済
　ませることができます。
・マイナンバーカードを使って住民票・印鑑証明がコンビニ
　で取得できます。
　交付手数料　200円（役場窓口：300円）
　利用時間　6時30分～23時（年末年始を除く）
・健康保険証としての利用ができるようになります（令和3
　年3月予定）。
・マイナポータル（政府が運営するオンラインサービス）が
　利用できます。

・マイナンバーカードを活用した消費活性化策の「マイナポ
　イント」が利用できます。
　（本年3月末までにカードの交付申請をいただければ、
　本年9月末までのマイナポイントの申込、決済サービスの
　利用によりマイナポイントが取得可能です）
■申請方法
　お手元のマイナンバー通知カードに付属の申請書で、郵送、
パソコン、スマートフォン等で申請ができます。
　令和2年12月よりマイナンバー未取得者の方に随時再発
送しておりますQRコード付き交付申請書でもご申請いただ
けます。
　初回の発行手数料は無料です。ぜひこの機会に申請しまし
ょう。
●問合せ　住民課 窓口係　℡ 0555-72-1114

くぬぎ平スポーツ公園
人工芝運動場完成記念大会

水道メーター交換について

日本赤十字社事業について

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

4月1日㊍ 配布予定4月号広報

国民年金保険料
学生納付特例制度のご案内

マイナンバーカードを作りませんか？
マイナンバーカードの使い道

まだ間に合います
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みなさんのやる気を応援します!

　夏の登山シーズンに数十万人もの登山者が訪れる富士山。その眼下に広がる富士五湖とともに国際的な
観光地として世界の人々に広く知られています。江戸時代までの信仰登拝の形態から観光登山への変遷、
山麓の開発と観光地化について殖産興業、欧米化に進む近代の日本の歴史の流れに合わせて考えます。世界
的観光地・富士山と富士五湖の成り立ちに迫りましょう。

「世界的観光地・富士山と富士五湖」
～近現代の開発と観光地化～

第11回
（最終回）

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3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：3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。

川邉修作先生の川邉修作先生の川邉修作先生の川邉修作先生の
何でも相談何でも相談何でも相談何でも相談

子育てのお悩みを専門家の先生に相談しませんか？
●日　時：3月27日（土）
　　　　  午後1時30分～4時35分（1回40分）要申込
●場　所：中央公民館　●申込・問合先：生涯学習課へ

個別相談
秘密厳守

※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

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「中央公民館利用サークル作品展」
　（染色・木彫り・書道・彩墨画）

３月１９日（金）～２７日（土）

②「第１回　富士山学習発表会」
　　町内小中学校の富士山学習の取り組みの様子を紹介

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

　柔らかな春の日差しとともに3月がやってきました。お子さんにとってどのような一年だったでしょう
か。がんばったことや成長したことだけでなく，うまくいかなかったこともあったかもしれませんが，その
どれもが大切な一歩であり，今後につながっていくことでしょう。
　「〇〇さんは，係の仕事を進んでやっていてすばらしいと思います。」「私が困っていたら助けてくれま
した。うれしかったです。」これは，町内の多くの学級で取り組んでいる「ほめ言葉のシャワー」です。この
取組により，自己肯定感が高まるだけではなく，友だちの良いところ探しの観察力が高まっています。ご
家庭でも1年を振り返り，がんばったところや成長したことを見つけ，「〇〇をがんばったね。」「〇〇を続
けられたね。」など，ほめ言葉をかけてみましょう。
　進級・卒業・進学・就職…と，大きな節目を迎えます。これまでの歩みを振り返るとともに明るく前向
きに新たな第一歩を踏み出したいものです。しかし，新たなスタートに不安を感じ，踏み出せないこともあ
ります。そんなときは，「あわてず・あせらず・あきらめずに」が大切です。そして，一人で悩まず，ご自分も
お子さんも良い方向に進めるように，教育センターの相談員に声をかけてください。一人ひとりの輝かし
い未来を，心から応援していきます。

○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

大切な一歩　この1年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

スプリング・フェス
タ

2021 はるだぞう！ うたうぞう！ おどるぞう！ たにぞうだぞう！はるだぞう！ うたうぞう！ おどるぞう！ たにぞうだぞう！はるだぞう！ うたうぞう！ おどるぞう！ たにぞうだぞう！
……………………………………………………………………………………………………………………

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

　生涯学習課窓口までお越しください。申込・参加費と引き換えに、整理券をお渡しします。
（譲渡は原則禁止）本年度のコンサートは新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、定員を
大幅に削減して開催いたします。
　整理券交換開始後すぐに定員に達してしまう可能性がございますので、お早めに窓口へ
お越しください。
　また、様々な感染症対策をして開催しますので、ご来場の皆様はご協力をお願いいたします。

●日　時：4月18日（日）　 開場　午後1時　　開演　午後1時30分（2時間程度）
●場　所：勝山ふれあいセンターさくやホール
●定　員：50組（混乱防止の為、整理券を事前に配布します。）
●参加費：中学生以上400円（町外の方500円）　小学生以下無料

※申込みの際に参加希望者の方全員のお名前・住所・電話番号・年齢をご記入いただきます。
※個人情報は、スプリング・フェスタ以外では使用いたしません。
※整理券がなくなり次第終了
（整理券がないと入場できません。紛失等にご注意ください。）

3月18日（木）～3月31日（水）　
平日　午前8時30分～午後5時15分
（土曜日は子ども未来創造館開館日の午前 9時～12時のみ受付 ※20日は春分の日のため閉館）

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況によっては中止・延期となる可能性がございますのでご了承ください。

☆
整理券
交換期間
☆ ※電話予約不可
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おしらせ
おはなし王国について

83/7

28 29

9 10 11 12 13

令和3年 3月7日 ～ 4月3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

34/13130 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 館内整理日館内整理日館内整理日館内整理日

●読書会 14：00～

生涯学習館生涯学習館生涯学習館

☎

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

〈開館時間〉火～日曜日 9時30分～17時　※新型コロナウイルス感染対策として開館時間を短縮しています。
＜休 館 日＞毎週月曜日、20日㈯は祝日のため休館、館内整理日（毎月最後の平日：今月は3月31日㈬）

i

春分の日

読書会第165回 3/27㈯
　　14時～

限られた人生の中で、運命の本に出会うには…。この本は、いろんな視
点から本の読み方や探し方を紹介している。次から次へと読みたい本
が増え、人とつながりを持ちたいと思わせたり、行動に移さなきゃとい
う気持ちにさせてくれる。読書好きにはたまらない一冊。

　毎年、0歳から12歳を対象にたくさん本を読んだり、イベントに参加
してくれた子どもたち上位10名を表彰し、100名までおはなし王国へ
招待していました。今年度と来年度も新型コロナウイルス感染拡大予
防として、イベントの開催は中止となります。ただ子どもたちにたくさ
ん本を読んでほしいため上位10名には、賞状と景品をお渡しする予定
でいます。読書記録ノートに記入していたら生涯学習館・大石・河口・
上九一色分館に提出お願いします。

■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。

▶『猫がこなくなった』  保坂 和志著　　  ▶『乱れ雲』 　辻堂 魁著

▶『渋沢栄一伝 日本の未来を変えた男』 　阿川 佐和子著

▶『ばあさんは１５歳』 竹信 三恵子著　　▶『図解SDGｓ入門』 村上 芽著

▶『世界一わかりやすいZoomマスター養成講座』 　タナカ　ミカ著

▶『教養として学んでおきたい神社』　島田　裕巳著

▶『なんにも考えたくない日はスープかけごはんで、いいんじゃない？』有賀 薫著

▶『おばけのジョージーこいぬをつれだす』 　ロバート・ブライトさく
▶『こども衛生学』　宮崎 美砂子著 　　　　　　　　　　　

新着資料

図書館の開館時間について

※新型コロナウイルス感染対策として、通常の開館時間を変更して
　おります。地域の感染状況により、変更する場合があります。ご了承
　ください。

●火～日　１０時 開館

●火～日 ９時３０分 開館（２月より）
『夢見る帝国図書館』中島 京子著

『わたしが知らない本は、きっとあなたが読んでいる』　
Dain著

NEW

▶皆さんが「春」と聞いてイメージするものは何でしょうか？
　「桜」、「卒業式」、「入学式」…なんだかワクワク季節ですね！
▶ポカポカとあたたかな陽気におすすめの絵本を集めて展示
　しています。お気に入りの一冊を見つけてください！

『春』がテーマの絵本
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＜休館日＞
3月7・14・20・21・28日

＜休館日＞
3月7・14・20・21・28日

※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・日曜日：9時～17時

開館時間開館時間83/7 9 10 11 12 13

2221 23 24 25 26 27

1514 16 17 18 19 20

4/13130 2 3

令和3年 3月7日～4月3日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

28 29

休館日

休館日 休館日

休館日

休館日

☆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

funfunくらぶ
 (ミニアドベンチャー）

（栄養相談）（助産師相談）
つどいの広場つどいの広場

（栄養相談）
つどいの広場 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 マムベビー

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

ワイワイくらぶ

【湖⇒山】【湖⇒山】

【湖⇒山】 【湖⇒山】 【湖⇒山】

【山⇒湖】

【山⇒湖】 【山⇒湖】 【山⇒湖】

（子育て相談） （歯科相談）

（※5組定員）

（※5組定員）
つどいの広場
（※5組定員）

つどいの広場
（※5組定員）

つどいの広場 つどいの広場

新型コロナウイルス対策ご協力のお願い

日曜日、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♥

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：3月11日（木）13：30～14：30
申込み：受付中

日　時：4月  8日（木）1３：30～1４：３０
申込み：4月  1日（木）10：00～

…
…
…

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

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・春休みの自由来館は、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】
●乳幼児親子の利用は完全予約制となります。
●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。

　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。

　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。

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ミニアドベンチャーミニアドベンチャーミニアドベンチャー

Mr.グルトンからの謎解きに挑戦しよう！
日　時：3月30日（火）

　　　　

定　員：各20名　
持ち物：水筒　参加費：なし
申込み：3月13日（土）　10：00～

◎日　時：３月12日（金）
　申込み：受付中
◎日　時：3月26日（金）
　申込み：3月19日（金）10：00～
◎日　時：4月９日（金）
　申込み：4月２日（金）10：00～

湖 【  9：50～11：30】
山 【13：20～15：00】
※時間内30分程度

受付時間が異なる為、ご予約の際にお伝え
致します。

日　時：３月９日（火）　10：30～11：0０
定　員：12組　持ち物：参加費：なし　申込み：受付中

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

「つどいの広場」は、就学前の親子があつまる場です。子ども同士遊んだ
り、親同士おしゃべりをしたりしてストレスを解消しましょう。遊びの時間、
身体測定、相談など、お気軽にご予約ください。
※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
　致しております。

＊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



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
東日本大震災から10年東日本大震災から10年
　平成23年３月11日（金曜日）の午後２時46分。三陸沖の太平洋の海底を震源とする未曾有のマグニチュード９．０の

大地震が日本列島を襲った。日本国内で観測された地震としては最大規模である。宮城県栗原市で最大震度７を観測

したほか、北海道から鹿児島県に及ぶ広範囲で揺れが観測された。富士河口湖町では震度５弱の揺れを観測。数分に

わたって横揺れが続いた。広域に及ぶ大規模な停電が発生して信号機も消え、翌日の朝まで多くの家庭で電気が使え

ない状態となった。停電の間、テレビからの情報が得られず、停電が復旧した翌朝、太平洋岸を襲った大津波の惨状の

映像をニュースで見て驚愕した方も多かったと思われる。情報が伝わるごとにその被害の甚大さが浮き彫りになり、

かつての姿とは大きく異なった被災地の状況を目の当たりにした。大津波をはじめとする原因で22,000人を超える

死者・行方不明者（震災関連死を含む）を出し、かけがえのない日常の生活の場を奪われた人々は長い避難生活を余儀

なくされた。そして、大津波による電源停止に伴う福島第1原子力発電所のメルトダウンの事故も発生し、地震、大津波、

原発事故の災害を合わせ「東日本大震災」として日本の災害史に残る激甚災害となった。各所の発電所の停止等によ

る電力供給の大幅な不足が生じ、輪番停電（計画停電）が実施されるなど、震災の発生からしばらくの期間は電力需要

の制限を強いられた。

　本震の動揺がまだ収まらない同月15日午後10時31分頃、静岡県東部を震源とするマグニチュード６．０の直下型の

地震が富士河口湖町を襲った。震源の深さが約10kmと浅く震源地からも近かったこともあり、11日の本震の横揺れ

とは異なり、突き上げるような縦揺れであり、揺れの時間は短かったものの町内の一部では本震を上回る震度５強を

観測した。

　富士河口湖町では、負傷等の人的被害、家屋の損壊等の被害は報告されていないが、富士山の吉田口登山道では

史跡富士山の構成要素である石造物などの文化財に大きな被害が生じた。

震災の発生から１ヶ月ほど経過した同年４月の下旬、山梨県教育委員会に

よる状況確認の結果、富士講の奉納碑や石灯篭など多くの石造物が倒壊

して破損していることが報告された。富士山二合目の冨士御室浅間神社付

近に所在する富士講の奉納碑も基壇から主体部が落下する被害があった。

11日の本震に加え、15日の直下型の地震により石造物が大きく揺さぶら

れ、広範囲に及ぶ倒壊を招いたと考えられる。同年２月7日に国から史跡

に指定されてからわずか１ヶ月という時点で震災が発生し、同年の６月に

は吉田口登山道の沿道に所在する石造物の復旧作業が実施された。

　東日本大震災から10年。震災以降も熊本地震、大阪北部地震などの大

地震、台風、豪雨、豪雪など多くの災害が起こっている。年月の経過ととも

に震災の記憶が失われないように、震災などの災害の教訓を活かして日ご

ろからの防災意識の向上を図り、つい先日の余震のようにいつまた起こる

か予測のできない災害に備えたいものである。過去の災害を知ることは、

将来起こり得る災害を想定し減災につながるのである。 地震で倒壊した富士山吉田口登山道
二合目の石造物（2011.4.21撮影）（生涯学習課文化財係　杉本悠樹）
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

　認知症はだれにでも起こりうる身近な「脳の病気」です。高齢者の約５人に1人が認知症またはその
予備軍。高齢化に伴い2025年には４人に１人になると言われています。自分も家族も認知症になる
可能性があります。
　さまざまな原因で記憶力・思考力・判断力などが低下し生活に支障がでます。
　

　　記憶力の低下 : 同じ話を何度もする。探しものが増える。水道の蛇口やガスの閉め忘れがある。
　　　　　　　　   食事をしたことを忘れる。
　　見当識の低下 : 現在の日時や場所、対応した相手がわからない。
　　意欲の低下  : 趣味をやめるなど閉じこもりがちになる。
　　　　　　　 　　整理整頓、掃除をしなくなる。身なりを気にしない。

　認知症は早期発見・早期対応が肝心です。地域包括支援センターは、高齢者の総合的な支援を行う
ための窓口です。
　認知機能の低下が心配なとき、どこに相談したらいいかわからないとき、認知症の人と家族を支える
制度やサービスについて知りたいときにはご相談ください。また、認知症の発症予防から進行段階に
応じ、ご本人の様子や症状、家族などの介護者の対応ポイント、地域で受けられるサービス・支援など
の流れをわかりやすくまとめた町の「認知症ケアパス」パンフレットなどもあり情報を提供しています。

　　〇相談日時 : 月曜日～金曜日  8時30分～17時15分 
　　〇相談場所 : 富士河口湖町役場 健康増進課内 地域包括支援センター  
　　〇お問合せ : TEL　0555-72-6037　　　　　　　　　　

●かかりつけ医の先生から認知症の専門医を紹介してもらう。
●精神科や心療内科などの医療機関を受診する。
●身近な医療や介護の関係者に相談する。
●町役場に相談する。

認知症とは？

認知症の相談・受診はどこに？

富士河口湖町地域包括支援センター　☆町の相談窓口

症状の例

地域で支える認知症地域で支える認知症地域で支える認知症地域で支える認知症地域で支える認知症地域で支える認知症
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　山梨県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感
染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資金で
お悩みの方々へ向けた、緊急小口資金等の特例貸付を
実施しています。

〇対象者
　　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収
　入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のため
　の貸付を必要とする世帯

〇貸付上限額
　20万円以内

〇貸付方法
　据置期間・・・貸付日から1年以内
　償還期限・・・据置期間終了後2年以内

〇対象者
　　新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や
　失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難
　となっている世帯

　※緊急的な貸付が必要な場合には、まず「緊急小口
　　資金」の申込を検討していただく場合があります。
　※償還開始までに自立相　
　　談支援機関からの支援
　　を受けることの同意が
　　要件です。

〇貸付上限額
　2人以上世帯：月20万円以内
　単身世帯：月15万円以内
　　　　　　　　※貸付期間：原則3カ月以内

〇貸付方法
　据置期間・・・貸付日から1年以内
　償還期限・・・据置期間終了後10年以内

《受付窓口》
　富士河口湖町小立2487
　社会福祉法人　富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　 町民福祉館ふじやま2階
　　　　　　　　　　　　 　（☎７２－１４３０）

《受付時間》 ８：３０～１２：００、１３：００～１６：００
《申込期限》 令和３年３月３１日（水）

　町社協では、来る3月26日（金）に「福祉・ボランティ
ア交流の集い」を開催いたします。
　午前10時から町内の福祉団体へご寄付をいただい
た方々への感謝状の贈呈とボランティア月間の一環と
して、小中学校児童生徒を対象にポスター及び福祉作
文の応募作品５３１点の中から審査した優秀作品の表
彰を行います。
　午前11時からは、ボラン
ティア交流の集いとして、
ボランティアロビーに登録
されている個人や団体・福
祉関係者が一堂に会し相
互の交流を深めるために
開催します。
　この集いは、社会福祉協議会に登録されたボランテ
ィア団体が毎年交代で企画から運営まで行っており、
今回はおもちゃ病院（鈴木禧昌代表）が担当します。
　内容は、武蔵野大学人間科学部社会福祉学科教授の
渡辺裕一先生にご協力いただき、『あなたのボランティ
ア活動と地域福祉活動計画』と題して、講演をしていた
だきます。
　参加ご希望の方は、3月19日（金）まで町社協までお
申し込みください。参加費は無料です。

●開催日時：令和3年3月26日（金）
　　　　　　　11時00分～11時50分
　　　　　　　（受付：10時45分～）

●開催場所：富士河口湖町勝山ふれあいセンター　　
　　　　　　さくやホール

●内　　容：『あなたのボランティア活動と
　　　　　　　　　　　　　　地域福祉活動計画』

●講　　師：武蔵野大学人間科学部社会福祉学科　　
　　　　　　教授　渡辺裕一

●問合わせ：町社会福祉協議会（電話：72-1430）

『福祉・ボランティア交流の集い』

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

緊急小口資金

総合支援資金

生活福祉資金

特例貸付の実施
緊急小口資金・総合支援資金

まもなく受付終了

開催します
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交通災害共済交通災害共済に
加入加入　　しましょう

　交通災害共済は、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。
　ご家族そろって加入しましょう。

勝　山

大　嵐

富士ヶ嶺

精進・本栖

大　石

河　口

船津・浅川・小立

長浜・西湖
西湖西・西湖南

３月１６日(火)

３月１６日(火)

３月１７日(水)

３月１７日(水)

３月１９日(金)

３月１９日(金)

勝山出張所

大嵐出張所

上九一色出張所

精進出張所

大石出張所

河口出張所

富士河口湖町役場
2階ホール(地域防災課前)

足和田出張所

９：３０～１１：４５

１３：３０～１６：００

９：３０～１１：４５

１３：３０～１６：００

９：3０～１１：４５

１３：３０～１６：0０

９：３０～１１：４５
１３：００～１６：００

 （両日とも）   
９：００～１１：４５
１３：００～１６：３０

３月２２日(月)
３月２３日(火)

３月１８日(木)

地　区 日　程 受付時間 場　所

※上の日程で都合の悪い方は、３月２４日（水）以降、役場地域防災課（２階）にて受付します。
　またはお近くの出張所に預けていただくことも可能です。

どんな交通事故でも警察に連絡を！どんな交通事故でも警察に連絡を！
自転車の単独事故などを含む交通事故が発生した場合、速やかに警察に連絡
し、事故の事実を確認してもらってください。
交通事故証明書が発行されないと、見舞金の支給が制限されます。

◇共済掛金／１人年額５００円（中途加入も同額）
◇共済期間／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、加入した翌日から令和４年３月３１日まで）
◇加入資格／富士河口湖町に住民登録されている方
　　　　　　学生については、他県等に転出していても加入できます。
　　　　　　また、加入者が途中他市町村へ転出した場合でも共済期間中は有効です。
◇加入申込／次の表の日程で受付をします。
◇問合せ先／地域防災課　防災係　℡７２-１１７０

  



県などからのお知らせ県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　研究所外部から講師をお招きして、富士山とその周辺
の自然ガイドに役立つ、最新の研究と実践を通してわかっ
てきたことをお伝えする講座です。本年度は、事前登録が
必要で、オンラインで以下の期間に動画を配信します。
■テーマ
　「戦国時代の富士信仰 ―〔勝山記〕を素材に―」
　「富士信仰の行事食 ―海産物に注目して―」
■講　師　堀内 亨（富士山世界遺産センター）
　　　　　堀内 眞（富士山世界遺産センター）
■参加費　無料
■予　約　事前申込み必須。詳細はHPをご覧ください。
■申し込み期限　3月10日(水)まで
■動画公開期間　3月14日～21日
●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

■日　時　3月20日(土)　13時30分～15時
■会　場　富士山世界遺産センター北館　2階研修室
■講　師　堀内 眞（センター学芸員）
■演　題　「東関東の富士信仰」
■概　要　富士山を大きくとりまく地域に成立した富士
　　　　　信仰について考察します。
■参加料　無料・事前予約制
※当面、事前予約制をとらせていただきます。下記までお
　申し込みください。また、聴講者数を制限させていた
　だくことがあります。
●問合せ・申込み
　調査研究スタッフ  ℡ 0555-72-2314

■日　程　5月10日(月)～21日(金)　8日間
■費　用　2,200円
■受付期間　3月10日(水)～4月26日(月)

■日　程　5月24日(月)～6月1日(火)　6日間
■費　用　2,200円
■受付期間　3月24日(水)～5月14日(金)
※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

　人事院は2021年度に次の国家公務員採用試験を行い
ます。

■受付期間　3月26日(金)～4月5日(月)
■第1次試験日　4月25日(日)

■受付期間　4月2日(金)～4月14日(水)
■第1次試験日　6月13日(日)

■受付期間　6月21日(月)～6月30日(水)
■第1次試験日　9月5日(日)
※申込みはインターネットにより行ってください。
　https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html

●問合せ　人事院関東事務局　℡ 048-740-2006～8

■引越しの準備は早めに行いましょう。入念に準備するこ
　とで、移転先での新生活を快適にスタートできます。引
　越先の状況（道路・建物の形状など）を前もって運送事
　業者に伝えるとスムーズです。
■トラブル防止のためにも見積りは重要です。電話・イン
　ターネットだけでは正確な見積りをとることができな
　い場合があります。運送事業者が下見をした場合は、
　利用者との合意の上で料金がかかることがあります。
■現金、宝石貴金属、預金通帳などの貴重品類は利用者
　が携帯しましょう。もし自分で運ぶことが困難な場合な
　どは、見積り時に運送事業者と相談して万全を期しまし
　ょう。
■荷物の破損を防ぐためしっかりと梱包をしましょう。特
　に壊れやすいパソコン、テレビ等の電子機器の取り扱
　いは、事前に引越運送約款を確認し、運送事業者と打
　合せをしましょう。
■エアコン等の取り外し・不用品の処分など付帯サービ
　スを依頼する場合は、あらかじめ料金等を確認しましょ
　う。
■家電リサイクル法に基づいて処分をする必要がある家
　電製品は、引越事業者ではなく、専門の業者に処分を
　依頼してください。
●相談窓口　一般社団法人 山梨県トラック協会　
　輸送相談本部 ℡ 055-262-5561
　山梨県県民生活センター　℡ 055-235-8455
　関東運輸局山梨運輸支局　℡ 055-261-0880

富士山自然ガイド 
スキルアップセミナー 2020

富士山世界遺産センターより

県立産業技術短期大学校より

国家公務員募集

引越しをご検討の皆さまへ
第5回世界遺産富士山講座

引越しのポイント

総合職試験（院卒者試験、大卒程度試験）

一般職試験（大卒程度試験）

一般職試験（高卒者試験、社会人試験 (係員級) ）

【ウィンドウズ】

都留キャンパス能力開発セミナー（5月開講講座）
【第二種電気工事士筆記試験準備講座［Ⅱ］】
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i nformationnformation インフォメーション

　アフターコロナ時代の地域社会や観光の在り方、方向
性など、実例を交えてお話をいただきます。「富士北麓地
域」の今後の観光のあるべき姿を、SDGsのフィルターを
通して参加者みんなで探ってみましょう。
■日　時　3月28日（日）開場12時30分
　　　　　開演13時30分（16時終了予定）
■場　所　勝山ふれあいセンター さくやホール
■講　師　織 朱實 氏
　　　　   （上智大学大学院地球環境学研究科・教授）
　　　　　山形 与志樹 氏
　　　　   （国立環境研究所GCP国際オフィス代表）
■対象・定員　中学生以上、100名　※先着順
■参加費　1,000円（大学生まで無料）
■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送付ください。
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、ご記入の上ご返送ください。
③申し込み確認のメールを送付します。
■主　催　富士山からサステナブル&SDGsを発信する会
●問合せ　℡ 090-3512-0536（中村） 10～17時
　メール　hi-nakamura@s9.dion.ne.jp

　経済的理由で、援助を必要とする高校生に対して、奨
学金を援助します。返済は不要です。
■金　額　毎年10万円×3年間　合計30万円
■対　象　学校長による推薦者の中から、公益財団の
　　　　　選考委員会で、15人を決定
■申込み　管内の高等学校へ入学後、4月末日までに学
　校に申し込み、学校長の推薦を受けること

　富士桜育英会は、富士北麓地域の有志の皆さんの善
意の持ち寄り金(賛助会費)により、昭和62年に発足し、
現在までに319人もの卒業生を送り出しています。一人で
も多くの苦学生を援助できるよう、賛助会員の募集を行
っています。
1口、毎月2,500円(何口でも結構です)となっています。詳
しくは、事務局までお問合せください。
●問合せ　公益財団法人 富士桜育英会 事務局
　　　　　　℡ 0555-24-2331

■講　師　
　特定非営利活動法人富士山自然保護センター　
　　　　　　　　　　　　　　　渡邊通人 様
■趣　旨　富士山が世界遺産になれたのは何故でしょ
　うか。「日本一」を冠するその景観故です、そしてその
　景観を作っているのは他でもない私達です。そしてこ
　の景観を次世代に継承していく責任が私達にはあり
　ます。富士五湖地域の観光、社会経済は何に支えら
　れているのか、原点に立ち返りましょう。
　　次世代継承のために私たちに何が出来るか、何を
　しなければならないのか、「富士山の今」を富士山自
　然保護センター室長渡邊様より語っていただきます。
■日　時　3月13日（土）開場13時（受付12時～）
■会　場　一般財団法人人材開発センター富士研修所
　　　　　大研修室（富士吉田市新屋1400）
■参加料　1,000円（当日現金清算）
■応募方法　富士研修所宛てのメールにお名前、ご連
　絡先、人数を明記の上お送りください。
　　また、参加者の皆様には事前の検温をお願いいた
　します。検温は開催1週間前からの記録が分かるもの
　をご持参ください。お忘れになった場合は参加を固
　くお断りします。また、当日におきましても玄関で検温
　を行います。
　　なお、該当期間中に一度でも37.5以上の数値が出
　た場合はご参加をお見送りください。
　　クラスター防止のためです。ご理解、ご協力をお願
　い申し上げます。
■定　員　60名（定員に達し次第募集終了、また開催
　3日前において20名未満の応募の場合は延期とさせ
　ていただきます）
●問合せ　一般財団法人人材開発センター富士研修所
　　　　　　℡ 0555-22-5156　
　　　　　　メール info@fujicalm.jp
　　　　　　　　　　担当　五味まで

■科　目　木造建築科・建築塗装科
■期　間　各科、夜間訓練2年間
■対　象　各事業所に勤めながら学ぶことのできる方、
　年齢、性別に関係なく知識、技能を身につけたい方
■月　謝　会員 3,000円　会員外 5,000円
■締　切　令和3年3月末
●問合せ
　富士吉田職業訓練協会　℡ 0555-22-5214
　ホームページ http://fyoshidakunrenko.jp

第3回 サステナブル&ＳＤＧｓの
学びと実践

エスディージーズ

公益財団法人富士桜育英会より

第35回奨学生募集

セミナー：世界遺産富士山に住む者の責任

令和3年度　普通課程訓練生募集奨学金賛助会員募集

【テーマ】
①アフターコロナ時代の超スマートSDGs地域を考える
②富士北麓の新しい観光のあり方について

人材開発センター富士研修所より

富士吉田職業訓練協会より
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
河口湖ステラシアター通信 3月号

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

主なお仕事

河口湖ステラシアターサポーターズクラブ募集
「サポーターズクラブ」とは？？
　河口湖ステラシアターや河口湖円形ホールで行われるコンサートの時に、運営スタッフとしてお手伝いしていただいて
いるボランティア団体です。また、観光イベントやショッピングセンターなどでのチラシ配布などの周知活動もございま
す。（主に土日の活動となりますが、富士山河口湖音楽祭期間中など平日のプログラムもございます。）6月には接遇の基
礎研修（※必修）、下半期には他県の文化ホール視察研修があり、初めての方でも安心してお仕事をしていただける環境
づくりを心がけています。

開場時のチケットもぎり ／ 場内案内 ／ 座布団の配布 ／ チラシの折込 ／ プログラム配布や
アンケートの回収　など

まずは河口湖ステラシアターサポーターズクラブ事務局までお電話にてご連絡をお願いいたします。
サポーターズクラブ事務局　ＴＥＬ：７２－５５８８［開館時間１０：００～１７：００　※火曜、祝翌日休館］

お申込
お問合せ

河口湖ステラシアターサポーターズクラブ『通訳スタッフ』同時募集

コンサートのチラシ
配布などのPR活動
も行います！

コンサート当日に
は入口に立ち、チケ
ットのもぎりやプロ
グラム配布等の活
動をしています！

６月には、お客様案内の
プロ（ホールレセプショ
ニスト）による接遇研修
を行っています。就職活
動や職場でも活かせる
スキルが身に付きます！

来場者をおもてなし
するために会場周辺
の花植えや清掃を実
施しています！

毎年夏に開催している富士山河口湖音楽
祭では、一緒に活動するジュニアスタッフ
も募集しています。チラシの配布、アンケ
ートの回収など、コンサートホールでしか
体験できないお仕事がたくさんあります！
　●対象：小学3年生～高校生
　※音楽祭は8月中旬開催予定です。

ジュニア
スタッフ
募集

　河口湖ステラシアター、河口湖円形ホールで開催されるコンサートや学校ミニ演
奏会の際、海外アーティストとの「橋渡し」として、通訳のお手伝いをしていただけ
る方を募集します。「インタープリター（通訳）」は登録制となり、公演によって参加

募集を行います。また、アーティスト滞在期間
中には同行をお願いする場合がございます。
「留学経験がある」「海外に住んでいたこと
がある」「仕事を通じて習得した」など、あな
たの素晴らしい経験を河口湖ステラシアター
や河口湖円形ホールで発揮してみませんか？？詳細につきましては、河口湖ステラ
シアターまでお問い合わせください。
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS

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

https://www.stellartheater.jp/

&
♪自然の香りが響きわたる♪ ♪優しい音が湖風に舞う♪

河口湖ステラシアターフレンドリークラブ新規入会/更新のご案内
　河口湖ステラシアターフレンドリークラブでは新規会員を募集しています。ステラシアター・円形ホールでのコンサート
を楽しんでいただくために、たくさんの特典をご用意しております！！

河口湖ステラシアター及び河口湖円形ホール

※公演によっては先行予約が行われない場合がございます。

※公演によっては先行予約が行われない場合がございます。

特 典
①チケットの先行電話予約

③チケットの割引き

②ダイレクトメール

④観光スポット・飲食店などのご優待

●入会金無料
●年   会   費 【一  般  会  員】1,000円（１公演につき２枚まで割引）
　　　　　　　【ファミリー会員】2,000円（１公演につき５枚まで割引）

お申込み方法

河口湖ステラシアター
℡：0555－72－5588

フレンドリークラブについてのご案内をお送りさせていた
だきます。まずは下記までご連絡をお願いいたします。

ステラシアターチケットセンター窓口のお申込用紙に必
要事項をご記入のうえ、年会費を添えてご提出ください。
その場で会員証を発行いたします。

資料請求 窓口来館

営業時間／10:00～17:00　休館日／火曜日・祝日の翌日

～災害を体験した方のエピソード～  一日前プロジェクト」
『いきなりドーンと来た ～直下型だと何もできない～』
―宮城県北部を震源とする地震（平成15年7月）― （東松山市 70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

　あの地震は直下型でしたから、お茶を飲んでいたら、思いっきり下からド
ーンと、一気にきましたね。
　もし、緊急地震速報が流れたとしても、心の準備をしてなければ、何かの
下にもぐるというのは、ちょっと大変じゃなかったかなと私は思います。た
だただ、そばのものにしがみついて、放り出されないようにしているしかなか
ったから。
　そのときは茶の間にいたからよかったのですが、部屋に行ってみると、私のベッドの上には、扉が開いたままのタンス
が、両側から倒れていました。もし寝ていたらと思うとゾッとします。
　結局、家を建て替えることになったのですが、今度は家具を全部留めました。仏間の花ビンも木のワクを作って倒れな
いようにしました。

納期限　令和３年３月３１日（水）
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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 , Instagram , LINE
でも情報配信しています

お問い合わせ　■大学事務室　0555-83-5200（代表）

納期限　令和３年３月３１日（水）今月の納税等

模擬講義動画　配信中！
「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！
「福祉心理学科」「看護学科」が

現在配信中♪

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
　開催します。

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

お仕事紹介 ｢公認心理師｣
　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「公認心理師」について。福祉心理学科にて取得を目指せる資格として、
2021年度からあらたに加わります。 
　「公認心理師」は、公認心理師法にもとづき2017年に誕生した、心理職におけ
る初の国家資格です。心の問題を抱えている人やその周囲の人に対して、解決で
きるための相談、助言、援助を行うこと、心の健康についての知識や情報の発
信、提供を行うことが主な業務として定義されています(厚生労働省ホームページ
より）。「公認心理師」と既存の民間資格である「臨床心理士」では、仕事内容に
それほど大きな違いが生じないのではないかと考えられており、教育現場におけ
るスクールカウンセラーや医療機関での心理カウンセラーなど、臨床心理士同様
幅広い場面での活躍が期待されます。また、国家資格という立場から、公的機関
を中心に公認心理師資格が求められるようになるのではないかという意見もあり
ます。

 本学含む4年制大学で指定の科目を履修したのち、大学院に進学して指定の科
目を履修するか、指定された施設で数年間の実務経験を積むことによって、受験
資格を取得することができます。

どうやったらなれるの？

大原　誠
　富士河口湖町男女共同参画推進委員に委嘱され、１年が
経とうとしています。「男女共同参画」についても具体的に
はほとんど理解していませんでした。委員会では、その共同
参画に「ＳＤＧｓ」を取り入れた取り組みをしていこうとスタ
ートしました。持ち寄った「ＳＤＧｓ」のタイトルがついた資
料を読ませていただき、「持続可能な開発目標」が、１７あ
ることを知りました。
　公・私立小中高の教員として、４０数年教鞭を執ってきま
した。仕事そのものが、ＳＤＧｓ目標４に該当していますが、
さらに深くごく一部ですが紹介します。小学校でＳＤＧｓに
密接している学習といえば、体験教室です。例えば、稲作体

験は、長期に渡り様々な作業があり、協力・協働や勤労の意
義・喜び、収穫祭を通じての地域（特にお年寄り）との交流
等、教室の机上ではできない学習をしています。中学校で
は、進路学習の一環として、職業体験があります。将来の
進路選択の一助としての学習活動です。また、外部講師を
招請し、ストレートに学習することも度々あります。自然保
護・いじめ・障害者理解、アスリートの体験から交通事故
問題まで、幅広い分野の講演を聴いています。次世代を担
う若い世代に、ＳＤＧｓを引き継いでいることになっている
と思います。以上は、ごく一部の学習活動です。
　さて、家庭についてみていくと、妻と二人暮らしです。ＳＤ
Ｇｓを学習し行動していく前に、男女共同参画推進の理念
にたちかえることが必要であると痛感しています。世代的に
言えば「男は、仕事。女は、家庭。」の考え方の中で育ち、
そのようにしてきました。家事に対して、協力・共働とまで
はいかなくても、そこを目指し、家事の一端でも担わせても
らえればと思っています。それにはまず、家事分担について
妻と話し合うことが第一歩であると思います。男女共同参
画の理念を更に深く学習していきたいと思います。

男女共同参画推進委員会だより

私とＳＤＧｓ

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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濱田　美紗　　健　夫・美　穂　船津

鈴木　瑛大　　睦　紀・　香　　船津

桑原　壱颯　　壱　成・千　香　船津

羽田　悦星　　陽　季・歩　建麗　船津

橋井　玲王　　智　哉・久　美　小立

村田　結香　　洋　崇・京　子　小立

小山田　航　　　光　・知　春　勝山

外川まさ子　95歳　三浦　信久　船津

宮下　武一　84歳　宮下　義幸　船津

杉本むつ子　67歳　杉本末二郎　船津

小林　昌子　88歳　小林　賢治　船津

塚原　君江　88歳　塚原　孝子　船津

三浦　資夫　87歳　三浦美代子　河口

林　　乾一　89歳　林　　　譲　河口

渡邊　元弘　98歳　渡邊　義道　河口

在原富美子　91歳　在原　清嗣　勝山

小佐野みどり　68歳　小佐野　真　勝山

宮下　　江　83歳　宮下　好広　長浜

梶原美代子　80歳　梶原　敏彦　長浜

三浦　糸江　79歳　三浦　義郎　西湖

伊藤　文男　97歳　伊藤　初子　富士ヶ嶺

髙木　貴信　 ＝　 髙石　侑季　船津

上村　崇人　 ＝　 三浦　眞子　小立

鈴木　優太　 ＝　 渡邊　真未　小立

渡邊　拓郎　 ＝　 小石川由紀　小立

おめでた・おくやみ
〈1/13～2/7〉

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

3月20日㈯ ●町民福祉館ふじやま　  10時～12時

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

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

弁護士相談

行政相談
心配ごと相談

　●勝山ふれあいセンター  13時～15時

　　26,684人
(－24)

 

　10,968　
(－13)

　13,552人
　(－11)

　13,132人
(－13)

人口

男

女

世帯 世
帯

●日時・場所
　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）
●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。

2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。

　「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）
※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。

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

◎ 国民健康保険税８期　　介護保険料８期

●相談日/4月4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。

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
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

時間:13時30分～／14時30分～
場所:中央公民館  第2会議室

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129

お気軽にご相談ください。
相談は予約制（無料）です。

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

今月の相談日

相談日時

　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4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

3月10日㊌・24日㊌

えい た

ゆい か

わたる

かず は

えっせい

み  さ

れ  お
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☎２３-４４４４ （富士五湖消防本部テレフォンサービス）
☎055-224-4199 （山梨県救急医療情報センター） 24時間対応

富士河口湖町とツェルマット（スイス）は、友好都市提携をしています。

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「身体的距離の確保」「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。
●基本的な感染症対策が行われていない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。

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。引き続き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。

新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
◎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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