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小中学校で卒業式が行われました

「富士山の日」関連イベントが開催されました

河口地区の額谷繁夫さんに山梨県知事より
交通安全功労表彰が贈られました

　3月11日に町内の中学校、19日に小学校で卒業式が挙行されました。
在校生や来賓の出席を見合わせ、国歌・校歌斉唱を省略し、また、学事報告や
祝辞をしおりに掲載するなど、今年も感染症対策のため規模を縮小して行われま
した。
　勝山中学校では、川手昌英校長がひとりひとりに卒業証書を授与したあと、
「挑戦を続けても困難を乗り越えられない時、人に頼ることのできる人間であっ
てほしい。そうして周りの力を借りて克服できたのならば、今度はあなたの力を、

困っている誰かに注いでほしい」と語りか
け、卒業を祝福しました。
　ある女子生徒の「この時代に卒業する者だからこそ持ち得る視点を、これか
らの道で生かしたい」という答辞での言葉がとても印象的でした。感染症が
いまだかつてない影響を及ぼす中、また、折しも東日本大震災からちょうど
10年が経過したこの日に卒業された皆さんが、時代の変化を受け止め、次の
時代の先端を走っていける存在であり続けることを祈っています。
　町内小中学校卒業生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。

　徹底した感染症対策マニュアルが整備された、安心安全で魅力的な
観光事業に対して観光庁が支援する「あたらしいツーリズム」として採択
された、「富士山の日クイズフェスティバル」が、富士山の日（2月23日）
に合わせて開催されました。
　クイズラリー、クイズ列車、クイズLIVEと感染症対策を実施しながら
多くの方々に町内を周遊し楽しんでいただきました。
　富士山の日PR隊のよしもとお笑い芸人3組（ニューヨークさん、ダン
ビラムーチョさん、世間知らズさん）は、中継先などから町内の魅力をたっぷりと全国へ発信してくれました。

　同じく採択された「富士河口湖スカイランタンフェスティバル」では、
保育所の園児の手形が描かれたオブジェや富士山型の巨大バルーンが
展示される中、参加した方々の願いが込められたランタンが、富士山の
麓の夜空に舞いあがりました。
　富士山クイズLIVEの当日の様子は、YouTube「吉本興業チャンネル」
内で見ることができます。また、保育所の園児の手形が描かれたオブ
ジェは、町役場エントランスホールに4月23日まで展示していますので、
ぜひご覧ください。

　長年にわたり、交通安全活動の積極的な実践、交通安全思想の普及高揚に努め
るなど、交通事故防止に貢献されている額谷さんに、山梨県知事より交通安全功労
表彰が授与されました。
　額谷さんは、富士吉田交通安全協会河口支部において23年もの長い間、交通安
全対策に尽力されており、現在は支部長としてご活躍されています。
額谷さん、おめでとうございました。
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北麓ファイターズが県大会優勝、
全国大会出場へ

ご寄付をいただきました

　町内小学校を中心とした富士北麓地域の児童で結成された
ドッジボールチーム「北麓ファイターズ」が2月に行われた山梨県
大会で見事優勝し、石川県金沢市で開催される全国大会への出場
権を獲得されました。
　3月12日に16名の選手の皆さんが出場決定の報告に来庁さ
れ、町長の激励を受けたキャプテンの宮下誠永さんは「チーム一丸
となって、優勝目指して頑張ります」と力強く決意を語ってくれま
した。
　日本代表選手を輩出している、北麓ファイターズOBメンバーの社会人チーム「風林火山」の一流の先輩たちと練習
試合を行うなど、夏場から精力的に鍛錬を重ねてきたファイターズの選手の皆さん。山梨県代表として全国の大舞台で
も躍動されることをお祈りしています。

大口 常男 様　（河口地区）より
　新型コロナウイルス感染症対策に充てる費用として　　100万円

貴重なご寄付をありがとうございます。

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

ボンジュールホストタウン

　3月7日（日）に町民体育館でブラインドサッカーイベントを開催しました。
　町では、東京2020パラリンピック競技大会でフランスのパラトライアスロ
ン代表チームの事前合宿地となっており、パラスポーツを通じて障害への
理解を深めてもらうために企画しました。
　地元サッカークラブの「FC LAGO河口湖」の小中学生約40名が参加し、
山梨ブラインドサッカークラブのオガルリーブレの皆さんやヴァンフォーレ
スポーツクラブのスタッフの皆さんに講師を務めていただきました。
　参加した子どもたちはアイマスクを着け、ボールに付いた鈴の音や、掛け声だけを頼りにプレーに挑戦しまし
た。はじめのうちは空振りしたり、人とぶつかったりして悪戦苦闘していましたが、徐々にコツをつかむと、最後に

は力強いシュートを放つまでに上達していました。
　体験を終えた中学生は「言葉だけで正確に伝えることの難しさを知った。
自分にとっては右でも正面のパートナーにとっては左。相手の立場になっ
て、思いやりの心を持つことが必要だと感じた」と感想を話してくれました。
　今回の教室を、ただの目隠し体験で終えず、『見えないからこそ見えたこ
と』を今後の生活の中で活かしたいですね。
　オガルリーブレ、ヴァンフォーレスポーツクラブの皆さん、ありがとうござ
いました。

問合せ：政策企画課政策調整係　０５５５－７２－１１２９
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令和３年４月より、乳幼児用おむつの
購入費一部助成が２歳までになります。

申請・問合せ先：富士河口湖町役場　子育て支援課　母子保健係　℡（０５５５）７２－１１７４

町内に住所を有する満２歳に達する日の属する月の月末までの間にある乳幼児。

町内に住所を有する対象児を養育する者。

対象児１人当たり月額３，０００円を上限。（越えた場合は自己負担）
　（※ただし支給の金額が３，０００円に満たない場合はその金額となります。）

対象児の出生日の翌月から満２歳になる月の末日まで。
 （＊ただし、転入者にあっては転入の届出をした日の翌月から対象児が満２歳になる月の
　　末日まで。）
　支給対象者又は対象児が転出等した場合は、その事実が生じた日の属する月まで。

支給を受けることができるおむつ用品は次のものです。
　（１）紙おむつ　　・　（２）布おむつ

　おむつ購入後、次の必要書類を子育て支援課へご持参いただき、支給申請書兼請求書
の記載をお願いします。（手続きの期限は購入の日から１年以内です。）
　　　□おむつ購入費用を支払ったことがわかる書類
　　　　（領収書等、購入先は富士河口湖町内の店舗に限ります。）
　　　□印鑑
　　　□振込先である銀行等の口座がわかるもの(通帳など)　

6
助成の
申請方法

5
支給の内容

4
支給期間

3
助成額

2

6

5

4

3

2

6

5

4

3

2
助成対象

111
対象児

　町では乳幼児期の子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長の促進と
子育て支援を図ることを目的として、平成31年4月1日以降に出生したお子さんを対象
に乳幼児用おむつの購入費用の助成をします。
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※「ひとり親等世帯」… 母子・父子世帯、または障害者同居世帯

令和3年度 保育認定　利用者負担額表 （予定）

令和3年度 教育認定　利用者負担額表 （予定）

　階層区分は、保護者及び保護者以外の扶養義務者（家計の主宰者である場合）の均等割・所得割
の額の合計額により決定されます。４月～８月分保育料は前年度分の市町村民税、９月～翌３月まで
の保育料は現年度分の市町村民税を元に算出されます。

　階層区分の認定は、保護者及び保護者以外の扶養義務者（家計の主宰者である場合）の均等
割・所得割の額の合計額により行います。４月１日から８月３１日までの間は前年度分の市町村民
税、９月１日から翌年３月３１日までの間は現年度分の市町村民税を基礎として、認定します。

生活保護世帯

町民税非課税世帯

児童の属する世帯の階層区分 利用者負担額 利用者負担額
【母子・父子世帯、障害者同居世帯】

市町村町民税
所得割課税額

77,100円以下

211,200円以下

211,201円以上

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

０～２歳児クラス
３～５歳児クラス

第１階層

第１階層

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯
うちひとり親等世帯※

市町村民税均等割課税世帯
うちひとり親等世帯※

第２階層

第２階層

第３階層

第３階層

第４階層

第４階層

市町村民税
所得割課税額

第５階層

第５階層

第６階層

第７階層

第８階層
第９階層

第１０階層
第１１階層
第１２階層

標準時間 短時間
児童の属する世帯の階層区分

0円

0円

0円

8,500円

3,500円

11,000円

5,000円

15,000円

7,000円

18,000円

8,000円

21,000円

9,000円

23,500円

37,500円

42,500円

43,500円

45,000円

0円

0円

0円

6,500円

2,500円

9,000円

4,000円

13,000円

6,000円

16,000円

7,000円

19,000円

8,000円

21,500円

35,500円

40,500円

41,500円

43,000円

0円

20,000円未満

ひとり親等世帯

48,600円未満

ひとり親等世帯

57,700円未満

ひとり親等世帯

77,101円未満

ひとり親等世帯

97,000円未満

169,000円未満

301,000円未満

397,000円未満

397,000円以上

■国の無償化施策「幼児教育・保育の無償化」
・令和元年１０月１日より３～５歳児クラスの保育料は一律無償化されました。
・「ひとり親家庭等世帯」で、「７階層以下」の世帯は、第２子以降無料。
■山梨県の無償化施策「やまなし子育て応援事業」
・「９階層以下」の世帯で、未満児クラスかつ第２子以降の場合、保育料が無償化されます。
上記の他「多子による保育料軽減」などがご家庭の状況により適用されます。

保育所・認定こども園（保育）

幼稚園・認定こども園（教育）

memo

標準時間（７：１５～１８：１５）／ 短時間（８：３０～１６：３０）
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令和3年度 町税等の納期限をお知らせいたします。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

納 

期 

月

原則納期限は月の末日となりますが、土日もしくは祝日の場合は翌日の平日となります。      
なお、１２月については２７日が納期限となりますのでご注意ください。      

固定資産税 令和３年４月３０日振替 
町県民税 令和３年６月３０日振替 

●口座振替　●コンビニ納付　
●スマホ収納：ＰayPay（ＰayPay請求書払い）・ＬＩＮＥPay（ＬＩＮＥPay請求書支払い）

※口座振替による全納

令和2年4月より税に加え、介護保険料・後期高齢者医療保険料もコンビニ又はスマホ収納でお支払いいただけます。

町税について  　　　　　税務課 0555-72-1113（直通） 
後期高齢者医療保険料について 　住民課 0555-72-1114（直通） 
介護保険料について  　健康増進課 0555-72-6037（直通） 

お問い合わせ先

便利な納付方法

税 目 別 納 期

町 県 民 税 固定資産税 軽自動車税
（種別割） 国民健康保険税 後期高齢者

医療保険料
介護保険料

令和3年4月30日

固定資産税
１期

令和3年8月2日

固定資産税
2期

令和3年12月27日

固定資産税
3期

令和4年2月28日

固定資産税
4期

令和3年8月2日

国民健康保険税
１期

令和3年8月2日

後期高齢者医療保険料
１期

令和3年8月2日

介護保険料
１期

令和3年8月31日

国民健康保険税
2期

令和3年8月31日

後期高齢者医療保険料
2期

令和3年8月31日

介護保険料
2期

令和3年9月30日

国民健康保険税
3期

令和3年9月30日

後期高齢者医療保険料
3期

令和3年9月30日

介護保険料
3期

令和3年11月1日

国民健康保険税
4期

令和3年11月1日

後期高齢者医療保険料
4期

令和3年11月1日

介護保険料
4期

令和3年11月30日

国民健康保険税
5期

令和3年11月30日

後期高齢者医療保険料
5期

令和3年11月30日

介護保険料
5期

令和3年12月27日

国民健康保険税
6期

令和3年12月27日

後期高齢者医療保険料
6期

令和3年12月27日

介護保険料
6期

令和4年1月31日

国民健康保険税
7期

令和4年1月31日

後期高齢者医療保険料
7期

令和4年2月28日

後期高齢者医療保険料
8期

令和4年1月31日

介護保険料
7期

令和4年3月31日

国民健康保険税
8期

令和4年3月31日

介護保険料
8期

令和3年5月31日

軽自動車税
（種別割）

令和3年6月30日

町 県 民 税
１期

令和3年8月31日

町 県 民 税
2期

令和3年11月1日

町 県 民 税
3期

令和4年1月31日

町 県 民 税
4期
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粗大ごみ出し困難者のための「収集支援事業」のご案内

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

① 電話で役場環境課（72-3169）に収集依頼を行ってください。
　 粗大ごみの種類と個数等を登録します。
　 収集個数は５個まで（使用済小型家電は除く）とします。
  （申し込み期間は、４月1６日まで。）
② 収集内容を整理し、町環境課または委託業者（収集業者）から
　 収集日の調整を行い、支援者に連絡します。
③ 委託業者が収集後（3年５月下旬を予定）に写真と一緒に
　 町に実績報告をします。
　(収集の際、写真を撮らせてもらいます。)

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

粗大ごみ

　粗大ごみのごみ出しに困窮している世帯に対して、春と秋の年２回、収集を始めています。
　春の回収は５月中旬頃に収集を予定していますので、申し込みを行う方は４月１６日までにお願いします。

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

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

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

指定ごみ袋に入らない大型のごみ

収集する粗大ごみの内容

収　集　方　法 （流れ）

対　象　世　帯

使用済小型家電（家電リサイクル法4品目を除く）

注意点

　次に該当する世帯で、自らがごみを集積所に出すことが困難な     
世帯とします。     
　なお、町内や近隣市町村に子供等がいる場合は、対象外とします。     
　⑴ 65 歳以上の者のみで構成される世帯
　⑵ 障がい者のみで構成される世帯
　⑶ その他町長が必要と認める世帯
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「春の全国交通安全運動｣
４月６日（火）から１５日（木）までの１０日間
～４月１０日（土）は「交通事故死ゼロを目指す日」～

１　子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
２　自転車の安全利用の推進
３　歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上
４　二輪車の交通事故防止

　全国での交通死亡事故のほとんどが、道路横断中、特に横断歩道を横断
中に発生しています。「ハンドサイン運動」を通して、ドライバー、歩行者と
もに安全な道路横断を心がけましょう。
　4月に入り、入学・進級を迎えた子供たちが元気に登校します。小学生の歩行中における交通事故は4月以降に
増加する傾向があります。どうぞ子供たちの安全を守ってくださいますようお願いします。
　高齢者の死亡事故件数は、交通事故死者全体の約半数を占めています。自転車については、自転車側に交通
ルール違反がある事故が後を絶ちません。後部座席シートベルトやチャイルドシートの着用率も依然として低く、
飲酒運転やあおり運転など、危険運転による悲惨な交通事故も依然として発生しています。
　ドライバー、歩行者、それぞれが交通ルールと交通マナーを守り、交通事故をなくしましょう。

運動の重点

～ＣＡＴＶ河口湖で放送中～
ふじぴょんが、警察官から交通安全を学びます。

数分間の放送で、お子さんから大人まで、楽しくわかりやすい内容となっています。
ぜひご覧ください！

ふじぴょんと交通安全を学ぼう！

　令和３年４月分から令和４年３月分までの国民年金保険料は、月額１６，６１０円です。
　保険料は、日本年金機構から４月の上旬に送られる納付書により、翌月の末日までに納めてください。金融機関・郵
便局・コンビニで納めることができます。納付書の他にクレジットカードやインターネット等を利用しての納付、そして便
利でお得な口座振替もあります。又、保険料は月々の納付のほかに割引のある前納制度もあります。
　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が
受けられなくなる場合がありますので、忘れずに納めてください。
　又、経済的な理由等で保険料の納付が困難な場合は、保険料の納付が免除される制度や猶予される制度があります
のでご相談ください。
　令和３年度分（令和３年７月分から令和４年６月分まで）の免除等の受付は令和３年７月１日から開始されます。

国民年金保険料は納付期限までに納めましょう国民年金保険料は納付期限までに納めましょう

●問合先　日本年金機構大月年金事務所　℡ 0554-22-3811
　　　　　町役場　住民課　年金担当　　℡ 0555-72-1114

〇歩 行 者：横断歩道を渡る時、ドライバーに手を挙げて合図を送りましょう。
〇ドライバー：横断歩道を渡ろうとしている人に「どうぞ」と手を差し出し、合図を送りましょう。

　横断歩道の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、横断者がいないか注意し、すぐに停止
できるよう準備をしましょう。

〇歩 行 者：横断歩道を渡る時、ドライバーに手を挙げて合図を送りましょう。
〇ドライバー：横断歩道を渡ろうとしている人に「どうぞ」と手を差し出し、合図を送りましょう。

　横断歩道の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、横断者がいないか注意し、すぐに停止
できるよう準備をしましょう。

ハンドサイン運動

ダイヤマークにも注目を！



　毎年4月中旬に開催しております富士河口湖町住民ゴルフ
会ですが、新型コロナウイルス感染症のまん延防止や参加者
の安全を考慮し、開催中止を決定いたしました。
　参加を予定されていた皆さまには、大変申し訳ありません
が、ご理解とご協力をお願いいたします。
●問合せ　地域防災課〔船津財産区事務局〕
　　　　　　℡ 0555-72-1170

　町では、身体障害者相談員が障害者のみなさんの相談・
支援活動を行っています。
■日　時　4月20日（火）　10時～15時
■場　所　富士河口湖町役場 1階 104会議室
■相談員
　渡辺 武士（℡72-0702　携帯080-6719-1614）
　三浦 清美（℡82-2984　携帯090-2458-4964）
　障害に関すること、障害者差別に関すること、どんなこと
でも結構です。お気軽にお越しください。
●問合せ　福祉推進課 障害福祉係　℡ 0555-72-6028 

　富士山世界文化遺産の環境保全のため、皆さんで富士河
口湖町をきれいにしましょう。
■日　時　5月30日（日）9時～ ※雨天中止
■主　催　富士河口湖町
　　　　　河口湖アレチウリ一掃作戦実行委員会
●問合せ　環境課 資源保全係　℡ 0555-72-3169

■混合ワクチンを接種しましょう
　混合ワクチンは接種が法律で定められているものではあり
ませんが、ワクチンを受けていないと宿泊できない施設もあ
ります。皆さんの飼われている犬にも、ワクチン接種をおすす
めします。
■フンの放置はやめましょう
　犬のフンには菌や虫がいるので、散歩時に放置すると思わ
ぬ感染症を引き起こしてしまう可能性があり、逆に感染症を
もらってきてしまうことも考えられます。自他の犬の健康や町
の景観を考え、フンの放置はやめましょう。
■放し飼いはやめてください
　犬や人を襲ってケガをさせてしまった場合は、飼い主として
の損害賠償を請求されます。交通事故に巻き込まれる危険
性もあるので、絶対にやめてください。
■飼い犬が逃げてしまったら
　以下の関係機関に連絡した上で、いつもの散歩コースを探
したり、周辺の方に聞きましょう。
　富士吉田警察署　℡ 0555-22-0110
　富士・東部保健所衛生課　℡ 0555-24-9033
　富士河口湖町役場環境課　℡ 0555-72-3169

①太いリードで繋いでください
　細いリードでは壊れて逃げてしまうケースが非常に多くあ
るため、犬の大きさを考え、壊れにくいリードを購入しましょ
う。
②鑑札を首輪に付けてください
　町で保護した場合に速やかに飼い主へ連絡ができますの
で、鑑札を首輪に必ず付けましょう。
③マイクロチップ装着の検討を
　長さ1cm、直径2mm程度の電子タグを埋め込むことで、
半永久的に飼い主の情報を記録します。迷子だけではなく災
害で離れ離れになってしまってもすぐに飼い主へ連絡を取る
ことができます。
●問合せ　環境課　℡ 0555-72-3169

　例年3月下旬に新しい国民健康保険証を発行しておりまし
たが、現在発行されております国民健康保険証から有効期
限が令和3年7月31日に変更となっておりますので、お間違え
ないようお願いいたします。
●問合せ　住民課 国保年金係　℡ 0555-72-1114

　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。
　通院1日から対象となり、見舞金額は、2万円から最高100
万円（死亡時）となります。
■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～令和4年3月31日
　　　　　　（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。
■申込方法　掛金を添えて、町役場地域防災課（2階）
　　　　　　または出張所へ申込みください。
●問合せ　地域防災課 防災係　℡ 0555-72-1170

　令和3年4月1日～9月30日までの間、中央公民館は新型コ
ロナウィルスのワクチンの集団接種会場となるため、通常の
施設の貸出を休止させていただきます。ご迷惑をおかけいた
しますが、ご理解とご協力をいただけますようお願い申し上
げます。
●問合せ　生涯学習課　℡ 0555-72-6053

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

5月6日㊍ 配布予定5月号広報

住民ゴルフ会の中止について

障害者相談日開設について

国民健康保険係からお知らせ

交通災害共済受付中

中央公民館の貸出休止について

第９回 一万人の清掃活動

犬を飼っている方へのお願い

未然に防ぐ、速やかに探すために…

お忘れではありませんか？今からでも加入できます！
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

■日　時　4月4日（日）9時～15時
　※雨天等の場合は予備日に延期
　　予備日：4月11日（日）
　※火入れ関係者(協力団体含む)以外、立入禁止
■注意事項　
　当日は、火入れ（野焼き）による灰が舞うことがあり、
洗濯物などに付着することがあるので注意してください。
●問合せ
　富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合　
　演習地対策課　℡ 0555-22-3355

■対象者　山梨県内の市町村国保加入者
　　　　　（19～74才）でkencomに登録している方
■エントリー期間　5月7日(金)まで
■イベント期間　5月12日(水)～6月11日(金)
■参加方法
　・kencomアプリをダウンロードして登録
　　以下のQRコードからダウンロードできます。
　・「お知らせ」からイベントにエントリーアプリ内の
　 「お知らせ」タブから「kencomウォーキングイベント
　　2021」エントリー受付中！を開いて、
　　エントリーフォームをタップ。入力後に
　　送信ボタンを押すとエントリー完了。
■賞　品　
　1位：5000ポイント
　2位：3000ポイント
　3位：2000ポイント
　ポイントはAmazonギフト券やnanacoギフトに交換
できます。（1ポイント1円）
※詳細は山梨県のHPをご確認ください。
●問合せ　山梨県国保援護課　℡ 055-223-1466

　山梨県では、適切にメンテナンスすることで発電量の
アップが期待できることをご理解いただくセミナーを動
画配信しています。
■セミナー　「太陽光発電事業を成功に導く、発電量を
　　　　　　最大化するメンテナンス」
■講　師　（一社）新エネルギーO＆M協議会

■HP掲載アドレス
　https://www.pref.yamanashi.jp/kankyo-ene/
　2020taiyoukousemina.html
●問合せ　山梨県森林環境部環境・エネルギー課
　　　　　地域エネルギー推進担当 ℡ 055-223-1503

　県では、富士河口湖町を含む富士北麓都市計画区域
の今後の都市計画の方針を示した「都市計画区域マスタ
ープラン」（案）を取りまとめましたので、次のとおり縦覧
に供します。

■縦覧期間　4月12日（月）～26日（月）
　　　　　　8時30分～17時15分（土日は除く）
■縦覧場所　山梨県県土整備部都市計画課、富士・東部
　　　　　　建設事務所都市計画・建築課、富士河口
　　　　　　湖町都市整備課
■案　件　富士北麓都市計画区域マスタープランの都
　　　　　市計画変更案について

　案について意見のある場合、意見書を提出することが
できます。
■対　象　富士河口湖町の住民及び利害関係者
■提出方法　意見の要旨及び理由、住所、氏名等を記載
　　　　　　した書面を持参、又は郵送にてご提出くだ
　　　　　　さい。
■提出期間　4月12日（月）～26日（月）
　　　　　　17時15分まで（郵送の場合 必着）
■提出先
　山梨県富士・東部建設事務所都市計画・建築課
　　〒401-0015　大月市大月町花咲1608-3
　　　℡ 0554-22-7836
●問合せ　山梨県県土整備部都市計画課
　　　　　　℡ 055-223-1716

■日　時　5月23日（日）13時30分～15時
■会　場　山梨県立男女共同参画推進センター
　　　　　ぴゅあ総合（甲府市朝気1-2-2）
■講　師　石井クンツ昌子氏（お茶の水大学副学長）
■定　員　一般県民50名
■その他　参加無料、持ち物なし、無料託児あり
●申込み・問合せ　ぴゅあ総合　℡ 055-235-4171

令和３年度 北富士演習場内
国有入会地等の火入れ
（野焼き）について

kenkomウォーキングイベント
2021　参加者募集

富士北麓都市計画区域マスタープランの
都市計画変更案の縦覧について

太陽光発電セミナーのお知らせ

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

アプリで歩数を競おう！

あなたの太陽光発電施設は健康ですか？
適切なメンテナンスでもっと発電しましょう！

ぴゅあ総合・峡南・富士共催事業
男女共同参画ネットワークセミナー基礎講座
「みんなが幸せになる 我が家の男女共同参画」

都市計画変更案の縦覧

意見書の提出
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i nformationnformation インフォメーション

　3か所のスタンプを押して道の駅かつやままたは冨士御
室浅間神社にご提示ください。先着300名様にプレゼン
トを差し上げます。　　
■日　時　4月3日(土)～11日(日) 10時～15時
■スタンプ設置場所
　①道の駅かつやま
　②冨士御室浅間神社
　③富士ビューホテル
■プレゼント
　冨士御室浅間神社：厄割の玉（厄難を打ち砕く御守）
　道の駅かつやま：ソフトクリーム
　※お1人様1枚につきどちらかお1つ
　※プレゼント配布時間 10時～15時
■主　催　一般社団法人 勝山観光協会
　　　　　冨士御室浅間神社　富士ビューホテル
●問合せ　道の駅かつやま　℡ 0555-72-5633

　食物アレルギー、アトピー性皮膚炎や喘息で悩んでい
る親子で様々な思いを共有、情報交換のおしゃべり会で
す。お子さんも参加できます。アレルギーを知りたいとい
う親子も大歓迎です。みんなでおしゃべりしましょう。
　会は毎月28日前後で開催しています。参加ご希望の方
はご連絡ください。
■日　時　4月28日（水）10時～正午
■場　所　勝山ふれあいセンター
■参加費　500円
●問合せ・申込み
　河口湖アレルギーの会
　担当：在原麻美
　Instagram　allergie.kawaguchiko.mama
　メール allergie.mama.kawaguchiko@gmail.com

　富士河口湖町レクリエーション協会では、一般初心者
向けグラウンドゴルフスクールの参加者を募集しています。
　※女性の方のみの募集となっています。
■開催予定日
　5月～11月までの第4水曜日　※8月は除く
（5月26日、6月23日、7月28日、9月22日、10月27日、
　11月24日）
■時　間　13時～15時
■場　所　富士河口湖町総合公園芝生広場
●問合せ　富士河口湖町レクリエーション協会
　　　　　　℡ 090-1032-9561（古屋）

　富士河口湖ウオーキング協会は、毎月健康づくりのた
め“月例ウオーキング”を行っています。日頃の運動不足を
解消されたい方、ウオーキングに興味のある方、いつでも
受け付けておりますのでお気軽にお申し出ください。心か
らお待ちしています。
■年会費　1,000円
●問合せ　富士河口湖ウオーキング協会 事務局
　　　　　　℡ 090-5498-2963（倉澤）

1.作品募集
■募集句　3句一組
　　　　　（四季雑詠、未発表作品に限る）
■応募期間　4月1日（木）～30日（金）
■参加費　一組1千円（何組でも応募可）
■送　金　郵便小為替で送付、切手不可
■作品の投稿方法
　　公募要領の投句用紙に記入し郵送してください。
　　公募要領は、町文化協会（河口湖ステラシアター内/
　℡0555-72-5577）にて配布または中央公民館に用意
　してあります。
■投稿先　〒401-0021　大月市初狩下初狩2053
　　　　　小林みほ子　℡ 080-5676-3910
2.俳句大会　コロナ感染拡大防止を配慮し中止
3.表　彰　個別郵送、応募句は特別賞他20名まで
●主催・問合せ先
　第35回郡内俳句大会大月市実行委員会
　実行委員長　小林勝子（大月市俳句連盟会長）
　　℡ 0554-25-6203

　北富士農業協同組合では、今年も下記日程にて、地元
野菜の苗の販売を行います。皆さまのご来所をお待ちして
おります。
■日　時　5月10日（月）9時より
■場　所　JA北富士　本所および小立支所
●問合せ　JA北富士本所　℡ 0555-72-1439

　今月も、かかし食堂を営業します。ぜひお越しください。
■日　時　4月11日（日）、29日（木）11時～14時
■場　所　かかしの家（船津5247-2）
●問合せ　NPO 法人富士と湖とかかしの里
　　　　　　℡ 0555-72-2989

勝山さくら祭りスタンプラリー ウオーキング協会会員募集

第35回郡内俳句大会

ニコニコかかし食堂

河口湖アレルギーの会

富士河口湖町レクリエーション協会
グラウンドゴルフ参加者募集

JA北富士 
地元野菜の苗販売について
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みなさんのやる気を応援します!

第 1 回

第 2 回

第 3 回

第 4 回

第 5 回

第 6 回

第 7 回

第 8 回

第 9 回

第10回

第11回

第12回

「大地の鼓動～富士河口湖町の地質と富士山の成り立ち～」　講師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）

「世界遺産富士山の自然景観」　講師：渡邊通人（ＮＰＯ富士山自然保護センター）

「縄文時代の富士山の火山活動と遺跡」　講師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）

「弥生・古墳時代の富士河口湖町と各地との交流」　講師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）

「古代の律令体制と富士山噴火」　講師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）　

「富士山における修験の展開」　講師：村石眞澄（文化財指導監・町史編纂室長）

「書き伝えられた室町・戦国時代の富士北麓～『勝山記』・『妙法寺記』」 講師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）

「戦国領主の富士信仰～「冨士御室浅間神社文書」から～」　講師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）

「川口（河口）御師の活動～御師集落と檀那場～」　講師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）

「富士山の登山道・参詣道を探る～忘れられた古道を求めて～」　講師：村石眞澄（文化財指導監・町史編纂室長）

「富士から生み出される芸術」　講師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）

「日本の近代化と富士山の観光地化」　　講師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）

令和3年  ４月21日㈬

令和3年  ５月19日㈬

令和3年  ６月16日㈬

令和3年  ７月21日㈬

令和3年  ８月18日㈬

令和3年  ９月15日㈬

令和3年10月20日㈬

令和3年11月17日㈬

令和3年12月15日㈬

令和4年  １月19日㈬

令和4年  ２月16日㈬

令和4年  ３月16日㈬

実施計画

■主催：富士河口湖町教育委員会・富士河口湖町中央公民館　■時間：午後７時～９時
■会場：第１回～６回（４～９月）：勝山地区公民館・多目的ホール
　　　　第７回～12回（10～３月）：富士河口湖町中央公民館　視聴覚室　
■定員：20名　参加費：無料（要・事前申込）

第１回の申込開始：令和３年４月１３日（火）　午前９時～　電話72-6053（生涯学習課）

　富士山のふもとで歴史を積み重ねてきた富士河口湖町について、そのあゆみをたどる講座として世界遺産富士山・郷土発見
講座を開講します。世界文化遺産に登録され人類共通の宝物となった富士山とその周辺の構成資産。信仰の対象・芸術の源泉
という文化的価値を生み出し続けてきた富士山を中心に郷土の歴史を探訪します。ふるさとの誇りを未来へ伝えるため、郷土
の魅力を再発見しましょう。

ワイワイくらぶワイワイくらぶワイワイくらぶ 親と子のリトミック教室親と子のリトミック教室親と子のリトミック教室
　親子で一緒に楽しめる表現遊び・リズム遊びなどを、成長の
発達に合わせて紹介しています。親子でにっこり笑いあえる時間
を体験してみませんか?

　リトミックは、音楽と体の動きを融合させたリズム遊びです。
豊かな感性と創造力を育てる効果があると言われています。
親子でリトミックの楽しさを感じて下さい。

●対象：2019.4/2～2020.4/1生まれの子と保護者
●日程：2021.5/7 6/4 7/2 8/27 9/3 10/8 11/5 12/3
　　　  2022.1/14 2/4 （金曜日）　全10回
●時間：10時30分～11時30分
　　　　 （開始10分前にはお集まりください）
●講師：山梨県立大学　高野牧子先生
●申込：4月12日（月）9時～

●対象:2歳になる子と保護者（2019.4/2～2020.4/1生まれ）
　　　 3歳になる子と保護者（2018.4/2～2019.4/1生まれ）
●日程:2021.5/17 6/14 7/12 8/30 9/27 10/11 11/8 12/13
　　　 2022.1/17 2/14（月曜日）　全10回
●時間:2歳の部　10時～10時50分
　　　 3歳の部　11時～11時50分
　　　（開始5分前にはお集まりください）
●講師:青空リトミックサークルの先生方
●申込:4月14日（水）9時～

2021年度 富士河口湖町 家庭教育事業2021年度 富士河口湖町 家庭教育事業2021年度 富士河口湖町 家庭教育事業2021年度 富士河口湖町 家庭教育事業

令和3年度　富士河口湖町　世界遺産富士山・郷土発見講座

「富士山と郷土の成り立ち～ふるさとの誇りを未来へ～」「富士山と郷土の成り立ち～ふるさとの誇りを未来へ～」「富士山と郷土の成り立ち～ふるさとの誇りを未来へ～」

●定員：各20組（先着順※定員になり次第締切）　●場所：子ども未来創造館　ホール
●参加費：2,000円（全10回分）　※申し込みは富士河口湖町民の方に限らせていただきます。
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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

●日時：5/29・7/31・9/25・11/27・1/29・3/26（土）　13時30分～16時35分　（1回40分）要申込
●場所：生涯学習館 学習室　●対象：中学生までの子どもを持つ保護者　●申込・問合先：生涯学習課へ

子育てのお悩みを専門家の先生に相談しませんか？川邉修作先生の何でも相談川邉修作先生の何でも相談川邉修作先生の何でも相談川邉修作先生の何でも相談川邉修作先生の何でも相談
個別相談
秘密厳守

富士河口湖町スポーツ推進事業富士河口湖町スポーツ推進事業
富士山
総合型

地域スポーツクラブ

クラブクラブ

富士山富士山

http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp
気軽にお問い合わせください！　

申込方法

申 込 先

メールまたは電話にてお申込み下さい。メールの方は受信設定をお願いします。
①参加希望プログラム　　②氏名（ふりがな）　　③電話番号（携帯番号）
総合型地域スポーツクラブ　クラブ富士山　　　club223@lcnet.jp　☎0555-72-4772

令和２年度の利用は，電話相談8件，来所９１１件，訪問26件（２月末現在。いずれも延べ件数）です。
ご理解，ご協力ありがとうございました。

　４月，新年度が始まりました。入園・入学・進級・進学・そして就職など，大きな節目を迎えた喜ばしい月です。ある学校の
校長先生が離任式に「竹は，とてもやわらかいがとても強い，それは，竹には節があるからです。人が成長するためには，そん
な節が必要です。卒業や進級，別れや出会いの節目は人間を強くしてくれます。」という話をしました。成長の節目となるよう
な新たな出発としたいものですね。
　新学期が始まり１・２週間が過ぎ，少し落ち着いたころに，とても疲れてしまったり，気持ちが乗らなかったり，体のリズムが
崩れたり，悲観的になったりということが見られてくることもあります。心と体が助けを求めている合図です。少しずつ新しい
環境を自分の一部にしていくために，周りの応援がほしいと知らせている信号でもあります。
　そんな様子が見られましたら，どうか早いうちに誰かに相談してください。町教育センターでは，教育相談，児童生徒の支援
を行っています。気軽に電話をしてください。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

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

☆競技志向ではなく楽しみたい方☆

子どもから大人までが楽しく走るマラソンです。
競技志向のマラソンではありません。

☆親子で運動しよう！　マット＆鉄棒＆ニュースポーツ☆

●対　象：中学生以上 （中学生は保護者の承諾が必要）
●期　日：4/7（水）～　毎週水曜日
●時　間：19：30 ～ 21：30　　●場　所：町民体育館
●持ち物：マスク、上履き、タオル、飲み物、ラケット（レンタルあり）
●参加料：200円／回　【当日専用チケット購入】

●期　日：4/15（木）～　毎週木曜日  ※4/29は祝日のためお休み
●時　間：20：00 ～ 21：00　　●場　所：町民体育館
●持ち物：マスク、上履き、タオル、飲み物　●参加料：300円／回

●対　象：ハイハイ前のベビーとママ　15組
●期　日：5/12（水）　以降毎月１回水曜日予定
●時　間：13：30 ～ 15：00
●場　所：町民体育館
●持ち物：マスク、上履き、飲み物、バスタオル

●期　日：4/10（土）・　5/8（土）　    ●時　間：10：30スタート
●場　所：勝山・小海公園　　　　　     ●持ち物：マスク、飲み物
●部　門：個人の部1㎞、 2.5㎞、 5㎞
●登録料：500円（初回のみ）　　　　　●参加料：300円／回

●対　象：年少・年中・年長児とその保護者
●期　日：4/18（日）　 ●時　間：10：00 ～ 11：20
●場　所：町民体育館　 ●持ち物：マスク、上履き、タオル、飲み物
●参加料：1名500円（保護者も有料）

☆やみつきになる面白さ☆

☆助産師とインストラクターによる産後のママとベビーのサポート☆

たのしいバドミントン

ＮＩＧＨＴ　ＺＵＭＢＡクラブ富士山月例マラソン

親子体操教室
ママ＆ベビーのキラキラビクス（産後ケア）
Ｓｍｉｌｅ　ｄｅｌｉ　Ｆａｃｅｂｏｏｋでもお知らせします！

◆ 節目　新たな一歩を ◆

FUJISAN
CLUB
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※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

新型コロナウイルス対策ご協力のお願い

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

　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。

ｆunfu
n 脳トレ２０２1❶脳トレ２０２1❶脳トレ２０２1❶

　おもしろクイズのプリントで君の脳みそを鍛える《脳トレ》！
日　時：4月17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：4月1０日（土） 10：00～

山グループ 【10：00～11：30】
湖グループ 【13：30～15：00】

◎日　時：４月 ９日（金） 申込み：受付中
◎日　時：４月23日（金）
　申込み：４月16日（金） 10：00～

＜休館日＞
4月4・11・18・25・29日
5月2・3・4・5日

4月4・11・18・25・29日
5月2・3・4・5日

令和3年 4月4日～5月8日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

54 6 7 8 9 10

1211 13 14 15 16 17

1918 20 21 22 23 24

2625 27 28 29 30 5/1

32 4 5 6 7 8

funfunくらぶ
 (脳トレ）（栄養相談）

（歯科相談）

つどいの広場
おもちゃ病院

つどいの広場
おもちゃ病院

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
（助産師相談）
つどいの広場

（助産師相談）
つどいの広場

ワイワイくらぶ

（お誕生日会）
つどいの広場

【湖⇒山】

【湖⇒山】

【湖⇒山】

【山⇒湖】 【山⇒湖】

【山⇒湖】

【山⇒湖】

つどいの広場 AM乳幼児親子
自由来館日
マムベビー

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

ブラウンベア

つどいの広場

端午の節句

（子育て相談）

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

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いております。
●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】
●当面の間、町民の方のみの利用とさせて頂きます。　　
　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。

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：4月8日（木）13：30～14：30
申込み：受付中

日　時：5月13日（木）1３：30～1４：３０
申込み：5月  6日（木）10：00～

…
…
…

…
…
…

定　員：12組　　持ち物：参加費：なし
日　時：4月13日（火）10：30～11：00
申込み：４月 ６日（火）10：00～

日　時：5月11日（火）10：30～11：0０
申込み：4月30日（金）10：00～

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア

端午の節句端午の節句端午の節句

　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・こどみら合同！

男の子も女の子も一緒に、お子様の成長をお祝いしましょう♪
必ず事前にご予約下さい。

日　時：４月28日（水）　11：00～11：40（20組）／ 13：30～14：10（20組）
持ち物：参加費：なし　　申込み：４月21日（水）10：00～

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

＊計測を希望する方はフェイスタオル1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

感染拡大防止の為の対策として予約制で実施致しております。
つどいの
広場

4月12日（月）より利用方法が追加されます！
予約は必要ありませんが、感染防止対策の為、人数制限
をさせて頂く場合があります。

下記の時間内のみ自由来館が可能になります。
毎月第２（木）の午後は教室実施の為、利用できません。
日時：毎週（火）（木）10：30～12：00 ／ 13：30～15：00

下記の時間内のみ勉強スペースを利用できます。
勉強以外の目的での利用はご遠慮ください。
日時：毎週（月）～（金）13：00～18：00 ※１人１日2時間まで

＊4月30日（金）に4月生まれのお子様のお誕生日会を行います。ぜひご予約ください。
　詳細はご予約の際にお伝えいたします。

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!!

☆乳幼児親子対象☆

☆中高生対象☆

日曜日、祝祭日は
休館です！

☆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
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生涯学習館生涯学習館生涯学習館

54/4

25 26

6 7 8 9 10

令和3年 4月4日 ～ 5月8日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

1211 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

2 3 4 5 6 7 8

5/12827 3029 ☎

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

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp

ibrary@fujikawaguchiko.ed.jp

●読書会 
　14:00～

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

憲法記念日
休館日休館日休館日休館日
みどりの日

休館日休館日休館日休館日
こどもの日

休館日休館日休館日休館日
昭和の日

読書会第166回 4/24㈯
　　14時～

『ねえねえあのね』　しもかわら ゆみ著

『残りものには、過去がある』中江 有里著

　かわいい動物たちがうれしい気持ちを、小さな体を目一杯使って表
現している絵本です。娘が覚えたてのひらがなを一文字ずつ読み、弟
に「だーいすき！」と抱きつくと、弟はほっぺに手を当てニコーっと笑い
ます。読み聞かせはもちろん、疲れた大人にも読んで欲しい一冊です。

ママさん職員おすすめの絵本

▶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。

■場　所：富士河口湖町生涯学習館 ※変更する場合があります。
■予約制：お申し込みは、生涯学習館カウンターまたは
　　　　　　　　　　　　　☎0555-73-1212　まで

iオンラインサービスをご活用ください 入館時の検温と手指の消毒にご協力ください
▶インターネットが使えるパソコン・スマート
フォンから、以下のオンラインサービスがご
利用いただけます。

図書館の本やCD・DVDなどの資料検索が、ご自宅や外出
先で調べることができます！

　
現在の貸出状況、返却予定日、予約状況を確認することがで
きます！

インターネットからのご予約も可能です！
ホームページからのご予約は、合計５点まで(「本・雑誌…５点ま
で」「CD/DVD…３点まで」)となります。
※「利用状況の照会」「蔵書の予約」をご利用いただくためには、
事前のメールアドレス・パスワードの登録が必要です。

▼ 蔵書検索 ▼

▼ 利用状況の照会※ ▼

▼ 蔵書の予約※ ▼

富士河口湖町生涯学習館ホームページ
富士河口湖町生涯学習館

▼図書館に入館される全ての方に
　[①検温 ②手指の消毒 ③マスクの着用]
　のご協力をお願いしております。

▶施設入り口にて「足踏み式消毒スタンド」
　を設置しました。
▶「サーモグラフィーによる検温」を開始し
　ました。
▶「入館のための予約」「入館票の記入」は、
　不要となりました。

▶今後の感染状況により、開館時間やサー
ビスの内容が変更となる場合がございます。
ご利用の皆様には大変ご不便をおかけいた
しますが、ご理解・ご協力をお願いいたしま
す。

〈開館時間〉火・木～日曜日 9時30分～17時、水曜日のみ ９時30分～19時※

※新型コロナウイルス感染状況により、開館時間が変更する場合があります。詳しくはお問い合わせください。
＜休 館 日＞毎週月曜日、4月29日（木)・５月4日（火）・５日(水）は祝日、館内整理日（毎月最後の平日：４月30日(金））



武田信玄生誕500年記念「信玄ゆかりの地を訪ねて」（第１回）  鎌倉街道

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

　本年、令和３年（2021）11月３日は、郷土の英雄・武田信玄（1521～1573）の生誕500年という記念すべき節目を迎えます。
わが富士河口湖町にも古跡・神社など信玄ゆかりの跡が数多く点在しています。どうぞ皆さん、この機会にハイキング気分で
その地を訪ね、戦国時代にタイムスリップして思いを馳せてみてはいかがでしょうか。

　船津の東端部にある丸尾地蔵堂（町指定有形文化財）付近と想定されるこの関所は、
富士山に登拝する人（道者）から通行税を取ることを目的とした道者関であった。この
地点を中心に石垣が延々と続き、石塁もあり大正頃までは月江寺にかけてその跡があ
ったという。
　弘治３年（1557）信玄は娘（北条氏政妻、黄梅院）の出産の平安と無病・延命を
富士浅間大菩薩に祈願した。この願いを聞き届けて頂けるなら、来年の夏以降この
関所を撤去する旨との、嫁がせる愛娘を思う信玄の細やかさと優しさが伝わってくる
願文がある（「武田晴信願文」（県指定有形文化財）冨士御室浅間神社蔵）。関所を
撤廃することで、来年夏以降の富士山登拝者が増加することを見込み、そのことを
富士浅間大菩薩への報謝と考えている晴信（信玄）の心中が分かり興味深い。また
関所を管轄していたのは小山田氏ではなく武田氏であったことが分かる。永禄２年
（1559）関所を廃した跡に戦死者追悼のための地蔵菩薩の等身立像を安置するため、
地蔵堂を建立したと伝えられている。

　今川、北条勢への防衛網の中核的防衛拠点が当跡だと考えられる。東側には「長馬
場」という字が残っており、弓馬を調練するための馬場や、西側には「馬込」の字もあ
り兵馬を養っていた様子が窺える。
　天文４年（1535）北条勢24,000人の大軍が籠坂峠を越えて攻めてきて、初日は
上吉田、翌日は下吉田が焼かれるが、吉田まで退却させている。その後も北条勢が
攻め込んでくるがこの鐘突堂を抜かれ、武田氏の本拠地国中まで侵入されたことは
無く甲斐の国を守る重要な防御基地であったことが分かる。

　富士山五合目の小御嶽神社から分祀した小御嶽神社が鎮座する主曲輪がある。
遺構は明確には現存していないが、主曲輪下方の帯曲輪が付帯し、北の御坂城と南東
の鐘突堂、吉田城山、小倉山、忍草鐘山をつなぐ通信の主要拠点だったと考えられる。

　甲斐と駿河を結んでいた鎌倉街道（往還）の最大難所の御坂峠に築かれた。古くは
烽火台や山砦が築かれていたものを武田氏滅亡後は北条氏忠が拡大改築し、徳川軍
に備えて天正10年（1582）に構築した。信玄が落城させた木曽氏の標高1,760メート
ルの贄川城（長野県塩尻市）に次ぐ標高1,570メートルと群を抜く標高である。曲輪
の配置は南北の長い尾根を利用し、南北両端の高所と尾根の鞍部に曲輪を配置した

独特の縄張りである。北条氏の城は虎口の前に四角の角馬出を築くことが多いが、御坂城には武田氏特有の丸馬出とその
外側に弧状の三日月堀が残っている。
　また、北曲輪は当城では一番大きな曲輪で西側に角馬出、北側には小さな馬出状の曲輪とその東面に竪堀が残っている。
北曲輪の北方の尾根筋は作家太宰治や井伏鱒二が滞在した天下茶屋へ続くハイキングコースとなっている。

　　　　【参考引用文献】 『古の小径　集成版』・『郡内研究』・『山梨の古城』・『郡内小山田氏』
（文化財審議会副会長　古屋幸男）

史跡位置図

○船津関所跡

○船津鐘突堂（鐘突堂スポーツ広場）

○天上山烽火台（天上山護国神社から約60分）

○御坂城跡（町指定史跡・新御坂トンネル河口湖側坑口横から約90分）
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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

○富士山自然保護センターの2021年度プロジェクト『富士山北部二次草原における絶滅危惧動植物の保全』が、イオン環
　境財団による活動助成に採択され（3年連続）、2月22日の新聞紙上（全国版）で紹介されました。
○4月20日刊行予定の「昆虫と自然」5月号に、富士山自然保護センターの渡邊の『富士山とその周辺地域におけるヒョウ
　モンチョウの現状と保全』と題した論文が掲載される予定です。

ショート
ニュース

　河口湖フィールドセンターがコロナ感染症予防の為休館中で、その裏にある水場は冬
の間ほとんど凍結していましたが、ここに設置したセンサーカメラの画像から、12月27日
～3月8日の冬の間でも多くの動物や鳥類が訪れていたことがわかりました。写真は、雪
が積もっていた2月１日に撮影された冬毛のきれいなテン（「黄テン」ともよばれます）で
すが、12月31日、1月6・15日、2月4・19日にも写っていて、頻繁にこの水場を訪れていた
ことがわかりました。その他にニホンジカやタヌキ・アナグマ、それにキジバト・シロハラ・
カケス・ツグミ・アトリなどの鳥類も写っていました。
　これらの写真から、河口湖フィールドセンター周辺の剣丸尾溶岩台地アカマツ自然林の
自然度の高さがわかるとともに、頻繁にテンが写っていたことから、テンが主に獲物とし
ているニホンリスも多いことが示唆されます。今後も毎月１～２回電池を入れ替えて画像
データを回収したいと思いますので、これから本格的な春を迎え、どんな動物や鳥に会え
るか楽しみです。

　広報２月号で、11月に富士風穴を訪れた時、通称「中央広場」の氷が前年に比べて全体的に
約50ｃｍ融けていたことを報告しましたが、この記事をみた山梨放送の記者が2月11日に現
地を取材して下さり、夕方のニュース・ワイドで放送されました。昨年の11月にも「中央広場」
に着くなり驚いたのですが、この日はさらに、いつもなら青々とした氷の床が広がっているはず
の「中央広場」に薄く土が溜まっていて、これまで見たことのない光景でした（写真）。産業遺
構でもある昔の蚕種を保存した建物の柱がむき出しになっているこの写真からも、2019年か
ら2020年の１年間に中央広場の氷面が約50ｃｍ下がったことがわかりました。
　この大規模な融氷の原因を探るために、富士風穴の中央広場と最深部（入口から170ｍ奥）
で測定した2012・2015・2019・2020

年の気温データを比較してみました（表と図）。その結果、中央広場は、2012年か
ら2015年は、春から秋までの7ヶ月間ずっと-0.1℃～0℃だったのに、2019年にな
ると6月以降上昇し、11月には0.9℃まで上がっていたこと、さらに2020年は6月以
降急上昇し、8~11月に1.4～1.5℃まで上がっていたことがわかりました。また、最
深部も、2012と2015年には7ヶ月間ずっと平均気温が-0.2℃だったのに、2019年
になると7月までは-0.2℃だったのが、11月には0.2℃まで上がっていたこと、さら
に、2020年には6月まではマイナスだったのに以降急上昇し、8～11月が0.6～0.9
℃まで上がっていたことがわかりました。この１℃に満たない変化でも、マイナスから
プラスの気温になると氷は融けてしまいますので、中央広場の2020年7～11月の
月平均気温が1～1.5℃で、それが約5ヶ月間続いたことが、中央広場全体の氷が
2019年から2020年の1年間で約50ｃｍも融解した大きな要因と考えられました。
　2月11日に富士風穴を訪れた時も「中央広場」の氷筍は例年に比べて小さく数も
少なかったので、この冬の平均気温もこれまで以上に上がっているのではないか、
その結果、冬に成長するはずの氷がほとんど出来ないことで、富士風穴内全体の
氷の量がさらに少なくなるのではと懸念されます。今後も、富士風穴内の氷の様子
に注目して行きたいと思います。

河口湖フィールドセンター裏の水場を訪れた動物や鳥

富士風穴の大規模な融氷の原因を探る
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富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　訪問介護サービス　らいふケア　介護福祉士　松浦裕子

訪問介護サービス訪問介護サービス訪問介護サービス訪問介護サービス
介護スタッフ（ヘルパー）がご自宅に訪問し、家事や調理、
身体介護などを行います。毎日の自宅での生活を普段通り
に過ごせるようご本人様やご家族様を力強くサポートをす
るサービスです

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

　　　　　　　食事や入浴などご本人様の身体（体）に直接触れて行う介助サービスのことを言います。
ケアマネージャーの作成するケアプラン（居宅サービス計画）に位置付けられればご利用できます。
＊トイレ介助・おむつ交換（排泄介助）
＊服薬介助（飲むお手伝いまたは正しく飲むことができたか確認をする）
＊食事介助（食べるお手伝い）　　
＊体位交換（体の向きを変えられない）のできない方の介助
＊身体清拭（体を拭く・足浴）　　　＊入浴介助（ご自宅のお風呂にて）
＊更衣・整容介助（着替えの介助や身だしなみを整える）

身体介護とは、

　　　　　　　ご本人様が主に利用する居室の掃除・衣類の洗濯・調理などご本人様のための日常生活
の支援のことを言います。ご本人様が一人暮らしやご家族様による家事が困難な場合にケアマネージャー
の作成するケアプランに（居宅サービス計画）に位置付けられればご利用いただけます。
＊ご本人が主に使用する居室・寝室・トイレ等の掃除　＊洗濯（洗う・干す・取り込み・収納
＊生活必要品の買い物（食材・日用品など）　　　　　＊薬の受け取り　　　　　　
＊一般的な食事の準備・調理・片づけ

生活援助とは、

× 店番・畑仕事・単なる留守番・来客の対応
× ご家族のための家事・ペットの世話・ワックスがけ
× 大掃除・家電の修理・模様替え・お正月料理
   （これらは介護保険サービスの対象外です）

例えばこのようなこと（×対象外）
＊ご本人様以外のためのこと
＊ヘルパーがしなくても日常生活に支障が
　ないと判断されたこと
＊日常的に行われる家事の範囲を超えること
＊ご本人が自宅にいないとき

介護保険の対象とならないもの 

◉住み慣れた自宅でお一人でも今まで通りの生活をしていけるように、また離れて暮らすご家族
　も安心して見守れるよう訪問介護のヘルパーがお手伝いをいたします。

　一人暮らしをしていた男性ですが認知症が進んでしまったため、心配になったご家族が自宅近
くに引っ越してもらったそうです。しかし、ご家族も仕事があり常に様子を見ることが難しいとヘ
ルパーの依頼がありました。一日おきにヘルパーが訪問して、調理・掃除・洗濯などをさせていた

だいています。
　ご本人ができることはしていただき、一人暮らしが継続できるように支援をさせていただいています。洗
濯物は洗濯機の使い方がわからなくなってきたので機械操作はヘルパーが行い洗濯物を干す、乾いたら取
りいれたたんで収納するところを声かけにてご本人にしていただいています。ガス使用は危険なので調理を
ヘルパーがしてお皿に盛りレンジの使用はできるので食べるときにレンジで温めて食べるようにしていただ
ています。このようにご家族が遠くにいても近くにいてもご本人の生活リズムを乱すことなく生活が送れる
　　　ように支援していきます。（サービスを利用するにはケアマネージャーや町包括支援センターに
　　　ご相談ください）

事 例
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原則納期限は月の末日となりますが、土日もしくは祝日の場合は翌日の平日となります。      
なお、１２月については２７日が納期限となりますのでご注意ください。      

社協だより社協だより
Social welfare council
社協だより
Social welfare councilSocial welfare council

　町民の皆様にご協力いただいた令和２年度共同募金
運動の実績額は、計4,046,171円になりました。皆様
の温かいご支援に対して心から厚くお礼申し上げます。
　なお、共同募金は地域づくり・ボランティア活動推進、
高齢者の敬老祝い品贈呈、低所得者への食料支援など
子どもから高齢者まで様々な福祉活動の財源として貢
献しています。
　
■家庭募金（自治会・区会を通じて）…2,622,000円

■職域募金（町役場職員等430人）…172,000円

■街頭募金（イベント等）…11,505円

■大口・事業所募金（企業）…1,082,172円

■その他（児童・生徒会）…158,494円

※目標額　4,762,000円（達成率85％）
※なお、寄附者の明細はボランティアだより4月号に
　掲載しております。

　緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の受付
期間が、６月末まで延長になりました。詳しくは、富士
河口湖町社会福祉協議会ま
でお問い合わせください。
　　　　　　　　　　　        
　　　　℡ 0555-72-1430

　町社協では、『手話奉仕員養成講習会（入門編）』を
5月２７日から全１８回３６時間で開催します。
　手話を覚えて聴覚障がい者の
方と話してみたい！自分にできる
ことで何か役に立ちたい！など、
関心のある方にとって身近な場
所で学べる絶好の機会です。
　基本から日常会話ができるま
でを、聴覚障がい者と手話通訳者がペアでわかりやす
く指導します。新しい「ことば」を学んで、世界を広げて
みませんか！

　■実 施 日：令和３年5月27日～10月14日
　　　　　　 毎週木曜日　計18回
　　　　　　 （7月22日、8月５日、9月23日はお休み）
　
　■実施時間：午後7時～9時

　■実施場所：町民福祉館ふじやま（小立2487）

　■対 象 者：富士河口湖町民　定員20名

　■受 講 料：無料。ただし、テキスト代実費。
　　　　　  （テキストは基礎・入門編共通3,300円）

　■申し込み：5月13日（木）まで

　■問い合せ：富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　　　　　（☎ 72-1430）

令和2年度共同募金実績額の報告
ご協力ありがとうございました

手話奉仕員養成講習会【入門編】

受講者募集

「生活福祉資金特例貸付」延長の

お知らせ

～山梨県共同募金会富士河口湖町分会より～
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たくさんのご応募ありがとうございました。
　第14回（令和２年度）男女共同参画啓発事業の一環として、「男女共同参画社会」をわかりやすく表現した「標語・

俳句・川柳」の募集を行ったところ、小・中学生、保育所園児の保護者、一般の方から1,484作品のご応募をいただきま

した。ご応募いただいた作品を男女共同参画推進委員会で審査し、入選作品を表彰しました。

　入選作品は、啓蒙活動及び「ぴゅあ富士フェスティバル2021」等で展示予定です。

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

最優秀参画賞

パパとまま　お家のおしごと　はんぶんこ　 （小立小学校 １年　宮下　瑠莉）

パパがほし　わたしがたたむせんたくもの　お日さまのにおいが　気もちいい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （大石小学校 １年　梶原　奈音）

主夫をして　主婦の妻に　感謝する 　　　　（一般応募　 渡辺　幹智）

優 秀参画賞

にちようび　きょうはおいしい　パパごはん  （船津小学校 １年　小俣　玲央菜）

こせいって　みんなのいろだ　カラフルだ     （小立小学校 １年　小池　更奈）

楽しみだ　はじめて食べる　パパチャーハン  （船津小学校 ２年　勝俣　太陽）

いいねがいっぱい　パパとママの　家事分担 （大石小学校 ５年　稲木　萌）

ＬＧＢＴ　勇気を出して　伝えてみよう        （河口湖南中学校 ２年　朝比奈　美弥）

赤ちゃんを　乳は出ないが　父が世話          （河口湖南中学校 ３年　渡辺　隼弥）

おもいやり　1人の意識が　変わるとき        （河口湖南中学校 ３年　後藤　いろは）

男女共同参画推進委員会だより

＊学年は、令和２年度です。
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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 2021.4月号

政策企画課　Tel: 0555-72-1129◎問い合わせ
……………………………………………………………………………………………………………

　私が2018年4月に富士河口湖町地域おこし協力隊に着任してから早3年が経ちました。2021年3月末日を持ち
まして、3年間の任期満了につき地域おこし協力隊を退任いたしました。今後は地域おこし協力隊としてではあり
ませんが、引き続き大石地区の住民の1人として大石紬の技術保存や後継者育成に携わらせていただきます。今ま
でと変わらず大石紬伝統工芸館と自宅にて日々コツコツと大石紬の生産技術を学びながら、ご要望に応じて販売
も行っていく予定です。現在私と一緒に研修を受けている3名も技術習得のための努力を続けていくこととなりま
すので、変わらぬ応援とともに今後とも暖かく見守っていただけましたらと思います。
　この３年間で町民の皆様を始め、山梨県内外の多くの方々から大石紬へ関心を寄せていただけている事がわか
りました。大石紬についてもっと知りたい・実際の生産工程を体験してみたいというご要望もたくさんいただいてい
るにも関わらず1人では中々対応しきれなかった点、申し訳ありませんでした。今後は小規模ながら「大石紬保存会」を
立ち上げ、大石紬の養蚕染織道具や技術を貴重な地域の財産として保存し、後世に継承するためのサポートをし
ていただける方 と々ともに盛り上げていければと考えています。「大石紬保存会」につきましては、後日広報を通じ
て改めてご案内させていただければと思います。会員になってくださる方、運営にご協力いただける方のご参加お
待ちしています。
　この３年間、地域おこし協力隊として富士河口湖町の多くの皆様に暖かく迎え入れ・応援していただけましたこ
と、本当に感謝しています。ありがとうございました。

左から、地域おこし協力隊 栗林茜、研修生 堀内汐夏さん、奥脇恵さん、
ふるさと振興財団職員(大石紬伝統工芸館) 堀内寛士さん

地域おこし協力隊
退任のご挨拶
(栗林茜）
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♪ 公演情報♪

MISIA 星空のライヴ ACROSS  THE  UNIVERSE
河口湖ステラシアター公演

国内最大級のストリートピアノイベント
『PIANIC -STREET PIANO Festival-』開催決定！

　毎年大好評の「MISIA 星空のライヴ」。
今年は河口湖ステラシアターがオープニングを飾ります！ 
あの時の感動をもう一度味わいましょう♪
[日程] 2021年4月29日(祝・木)　　開場/16：00　開演/17：00
     　　2021年5月  1日(土)　　　  開場/16：00　開演/17：00
　　　 2021年5月  2日(日)　　　  開場/16：00　開演/17：00
　　　　　　　　　　 ※5月1日・2日は昨年の振替公演となります。

[会場] 河口湖ステラシアター (野外音楽堂・可動式屋根付き)
[出演] MISIA、LITTLE BLACK DRESS(OPENING ACT)
[料金] 全席指定　9,900円(税込) ※3歳以上チケット必要　
[一般発売] 2021年4月17日(土) 10:00～ ※一般発売初日ステラシアター電話予約のみ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 他 ぴあ、ローソンチケット、ｅ＋にて受付
　　　　　　※河口湖ステラシアターでは4/29公演のみ販売

[日程] 2021年5月8日(土)　開場/11：00　開演/12：00　終演/18:00（予定）
        2021年5月9日(日)　開場/11：00　開演/12：00　終演/18:00（予定）
[会場] 河口湖ステラシアター (野外音楽堂・可動式屋根付き)
[出演] 菊池亮太、けいちゃん、ござ、さなゑちゃん、ハラミちゃん、よみぃ 
　　　and more ※50音順

[料金] 全席指定　
　　　 ◯一般チケット：5,500円（税込）　
　　　　 ＜内容＞・LIVEチケット
 　　　◯お土産付きチケット：9,800円（税込）
　　　　 ＜内容＞・LIVEチケット、出演者サイン入りピクチャーチケット、
　　　　　　　　  非売品お買い物バッグ
    　　 　 ※ステラシアターでの取扱いは一般チケットのみとなります。
　　　　　※3歳以上有料／3歳未満は膝上鑑賞無料(但し席が必要な場合は有料)
　　　　　※非売品グッズは会場でのお渡しのみとなります。
　　　　　※出演者は予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。

[一般発売] 2021年4月10日(土) 10:00～  ※ステラシアター電話予約のみ

　YouTubeで活躍するトップピアニストが集結！1日目と2日目でセットリストが異なるそれぞれの演奏の他、スペ
シャルなコラボ企画も実施予定。フェスはもちろん、周辺のストリートピアノや観光等をピクニック気分で楽しんで
いただける企画も予定しています。

2021年4月11日㈰ 10:00～17:00
受付電話番号：0555-72-5588  ※電話予約のみ　※おひとり様4枚まで★町民先行予約★
※予定枚数に達し次第受付終了とさせて頂きます。

2021年4月7日㈬12:00から4月8日㈭ 17:00まで
受付電話番号：0555-72-5588  ※電話予約のみ　※おひとり様4枚まで★町民先行予約★
※予定枚数に達し次第受付終了とさせて頂きます。
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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♪

シ ド
SID LIVE 2020 -Star Forest- 振替公演

[日程] 2021年5月15日(土)　開場/16：00　開演/17：00
     　 2021年5月16日(日)　開場/16：00　開演/17：00

[会場] 河口湖ステラシアター (野外音楽堂・可動式屋根付き)
[料金] 全席指定　8,000円(税込)
　　　　 ※4歳以上チケット必要　

[一般発売] 河口湖ステラシアター公式HPにてご確認下さい。

シドが河口湖ステラシアターに初登場！富士の麓でどんなパフォーマンスを見せてくれるのか必見です！

コンサートご来場の際は、各公式HPの感染症対策をよく読んでお越し下さい。

※延期となった2020年5月9日、10日の振替公演です。

あいみょん
AIMYON 弾き語りTOUR 2021

 “傷と悪魔と恋をした！” 
あいみょんの歌声が河口湖に響き渡ります♪お見逃しなく！

[日程] 2021年6月26日(土)　開場/16：00　開演/17：00
[会場] 河口湖ステラシアター (野外音楽堂・可動式屋根付き)
[料金] 全席指定　6,500円(税込)
　　　　 ※未就学児童入場不可 ※雨天決行・荒天中止　

[一般発売] 2021年4月24日(土) 10:00～
　　　　　チケット販売先：ローソンチケット

は安全安心な施設を目指します
● 基本的には野外音楽堂であり、またロビー等各施設も十分な喚起がされている状態でコンサートを行います。
● 出演者及び関係者など人と人が密接にならないよう社会的な距離を保ちます。
● 控室など各部屋の使用は、密集にならないように人数制限をしながら使用します。
● すべてのスタッフは常時マスクを着用し、咳エチケット対応を行います。
● すべての入館者に検温を行い、体調の確認を行います。
● 施設内では「手指消毒・こまめな手洗い」を行い、除菌対応を行います。

広報 232021年 4月号納期限　令和３年４月３０日（金）
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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

令和二年度 卒業式 挙行
令和３年３月４日、ハイランドリゾートホテル＆スパにて令和二年度　

健康科学大学卒業式を挙行し、２０９名の学生が晴れて卒業いたしました。
　感染症対策のために例年に比べ時間を短縮いたしましたが、渡辺 喜久男 町長

はじめ、市町村関係者、教育関係者、医療・福祉関係者など多くの方々に祝電を頂戴いた
しました。心より御礼申し上げます。
　笹本学長は、「他の専門職との違いと、お互いの役割をしっかりと認識し相互理解と

協力の上に立って、目標に向かって歩んで
行ってください。」と、羽ばたく若者たちに
メッセージを送りました。これに対し、
卒業生を代表して、理学療法学科 渡邉ひ
なのさんから「学び得た知識や技術を糧に
社会に貢献できるよう努力を重ね、将来
は、日本をリードするような医療、福祉の
プロフェッショナルを目指します。」との
答辞が述べられました。
　夢に向かって勉学に励み、時に現実に
苦悩しながらも、無事笑顔で巣立っていっ
た２０９名の卒業生を、健康科学大学では
これからもサポートしていきたいと思い
ます。
　地域の皆様におかれましては、在学中、温かく見守っていただき誠に
ありがとうございました。この場をお借りして御礼申し上げます。

～災害を体験した方のエピソード～  一日前プロジェクト」
『全部飛び出す開き戸は「だめやね」』
―平成19年能登半島地震（平成19年3月）―（輪島市 60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

　祭りに行く途中で友達のところに行くと、「お化粧まだやし、ちょっと待って」
と言われたので、しばらく待っていました。口紅つけて、眉毛書いて、「そんで、い
いよ」、「そんなら行くかんね」とやりとりしているときに、地震が起きたんです。
　こんなんじゃ祭りには行かれんわと思って、家にとんで返りました。戸をあけて
入ったら、本棚は倒れているし、台所の食器は全部、引き戸だったらいいんだけど
うちのは開き戸だったから、中のものが全部出てしまって、電子レンジの中の皿さえも飛んで出ていました。
　まったく手がつけられない状態でね。やっぱり、食器棚は引き戸にするか、開き戸なら何か地震対策をしないといかん
なと思いました。

お問い合わせ　■大学事務室　0555-83-5200（代表）
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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

4月14日㊌・28日㊌今月の相談日

時間:13時30分～／14時30分～
場所:予約時にお伝えします

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

神尾　桜羽　　　洋　・はる香　船津
白壁　礼菜　　竜　次・杏　奈　船津
渡邊　未菜　　　利　・寿美代　船津
渡邊　莉翔　　勇　太・礼　奈　船津
三浦　瑞稀　　広　之・みずほ　船津
工藤　香凜　　壮　大・絵梨香　小立
和田　　紬　　敬　吾・　純　　小立
伊藤　　律　　一　彦・真　歩　小立
新井　快芽　　禄　巳・智　子　小立
中村瑠唯斗　　卓　矢・璃　香　小立
浅田燈奈汰　　昌　智・玲　菜　河口
古屋　玖和　　哲　平・由希枝　河口
中村　陽皇　　征司郎・亜莉沙　河口
山根　鈴菜　　庄之助・早　紀　河口

小佐野慶治　　大　治・加奈恵　勝山
宮下　華弥　　崇　仁・真　衣　大嵐
三浦　　旭　　　慈　・　彩　　大嵐

上原　勝夫　76歳　上原はる子　船津
松永利根子　94歳　松永　雄三　船津
中村　　守　71歳　中村　伸輔　船津
渡邉まさ子　72歳　渡邉　真人　船津
三浦　雅子　84歳　三浦　　巧　船津
中村テルヱ　88歳　中村　俊二　船津
齊藤　福隆　76歳　齊藤　和子　船津
長山　喜信　64歳　長山由美子　船津
小池　宏明　84歳　小池　洋一　船津
渡邉ひろ子　87歳　渡邉　雄幸　船津
渡邊ゆかり　57歳　渡邊　喜仁　小立
齋藤　　太　50歳　齋藤　久美　小立
渡邉　千秋　99歳　渡邉　良作　小立

渡邊　　仁　65歳　渡邊　杏介　小立
宮下　常晴　95歳　外川　一雄　小立
川島　敏雄　79歳　川島佐智子　河口
中村　　榮　90歳　中村みちゑ　河口
髙橋　喜文　87歳　髙橋　喜信　河口
三浦　清花　50歳　三浦　誉英　長浜
伊藤　満三　86歳　伊藤　幸雄　本栖

野中　　肇　 ＝　 小林しのぶ　船津
小野　　仁　 ＝　 平柳　　愛　船津
宮下　　航　 ＝　 舟窪　里佳　船津
相澤　秀樹　 ＝　 大井　　恵　小立
渡邊　大河　 ＝　 水元裕美子　小立
林　　明徳　 ＝　 渡邉あゆみ　勝山
三浦　智也　 ＝　 三澤沙也加　大嵐

おめでた・おくやみ
〈～3/10〉

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　   町の行政相談委員さん

4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～12時
●勝山ふれあいセンター  13時～15時

　 ●足和田出張所　　 13時～15時
　 ●上九一色出張所　 13時～15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

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または後の平日）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5月6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

　　26,650人
(－34)

 

　10,961　
(－7)

　13,531人
　(－21)

　13,119人
(－13)

人口

男

女

世帯 世
帯

●日時・場所　4月14日㈬ 富士吉田商工会議所
　  　　　   5月12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）
●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。

3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／5月2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

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

る　い　と

ひ　な　た
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※上九一色地区の相談委員は未定
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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

くらし応援商品券くらし応援商品券くらし応援商品券
を配布します。

今年度も

　新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、売り上げが減少している町内事業者及び町民の生活を
支えるため、昨年度実施しました“くらし応援商品券”を今年度も配布いたします。

町民１人につき５,０００円
町に令和３年５月１日現在住民登録のある方
令和３年７月頃より順次配布いたします。
※郵便局より簡易書留で順次配達するため、全世帯に行き渡るのに約１ヶ月の期間が
　かかりますのでご理解ください。
富士河口湖町及び鳴沢村にある店舗。昨年度登録していただいた店舗では、手続き無しで
引き続き利用できるようにしたいと思います。
※新規登録希望、登録の廃止・振込先等の変更などがある場合は下記までご連絡ください。

配布枚数
配布対象
配布時期

利用店舗

問合せ先 富士河口湖町観光課商工係　☎ 0555-72-3168（直通）  ファクス 0555-72-3010
アドレス　kanko@town.fujikawaguchiko.lg.jp

TEL:0555-22-2161　https://www.yoshidagas.co.jp 

太陽光発電支援サービス
 

 

／

地元地域皆様のニーズにお応えできますよう
いろいろなサービスにチャレンジしていきます。
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