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町内ボーイスカウトが山梨赤十字病院へ　
激励のオブジェを贈呈

くぬぎ平スポーツ公園人工芝運動場完成式典ならびに記念大会が開催されました

ご入園・ご入学おめでとうございます

女性活躍支援講座
「海外視察研修報告会及び学習会」が開催されました

　コロナ禍の中でご尽力されている医療従事者の皆さんを少しでも励まそう
と、町内の子どもと指導者の計23名が所属する「ボーイスカウト河口湖第2
団」から、山梨赤十字病院へ激励の手作りオブジェが送られました。
　3月19日に贈呈式が行われ、「これを見て皆さんの心が少しでも癒されれば」
と団長が挨拶したあと、団員代表の三浦佑昌さん（小立小6年）から今野述院

長に手渡されました。
　今野院長は「厳しい状況が続き、患者が増えることも予想される中、励まし
を受けありがたい。この思いを院内職員に伝えてこれからも頑張りたい」と話
されました。
　お花紙などの光が透ける紙を使ったステンドグラス風のとてもきれいな吊る
し飾りは、病院1階ロビーの大きなガラスに飾り付けられ、さっそく職員や来院
者を笑顔にしていました。

　４月３日関係者を集め「くぬぎ平スポーツ公園人工芝運動場完
成式典ならびに記念大会」が行われました。
　式典後の３日、４日には運動場の完成を記念して、県外強豪
チームと地元・県内チームとの試合が行われ、全国トップレベル

の実力を見せ決勝リーグを２連
勝した青森山田中学校が優勝し
ました。
　今後は全国中学校サッカー
大会の開催や、標高１０００メート
ル以上で夏場も涼しい環境をアピールし、さまざまな種目の試合や合宿の誘致が期待
されます。

　町内の保育所・小中学校で入園式・入学式が感染防止対策を実施し規模を縮小
した中、行われました。
　期待に胸を膨らませ入学した新１年生達は、担任の先生から名前を呼ばれると、
手を挙げマスク越しに元気よく返事をしていました。
　また、在校生が学校での過ごし方の出し物をして、学校での様子をわかりやすく
伝え新入生を迎え入れていました。

　3月30日、女性活躍支援講座「海外視察研修報告会及び学習会」が、勝山ふれあいセン
ターにおいて開催されました。
　（一社）国際女性教育振興会主催の「男女共同参画学習アドバイザー海外研修～バルト
三国～」に日本代表として参加された男女共同参画学習アドバイザーである堀内詠子さん
を講師にむかえました。現地の大使館や企業、教育現場など訪問された際に感じた、女性
の社会進出などについてお話いただき、男女共同参画に基づく女性活躍の現状を知ること
ができました。
　今回の講座は、男性の参加者も多く男女共同参画の在り方をお互いに学び、考える機会
になりました。
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問い合わせ先 ／ 富士河口湖町　健康増進課　TEL　72-6037

令和３年５月２４日㈪の週から開始
●7５歳以上の高齢者集団接種の開始時期について1

2
3

4

5
6

富士河口湖町中央公民館（５月２４日の週から接種開始）
上九一色コミュニティセンター（5月下旬から接種開始）

●接種会場

７５歳以上の高齢者から４月下旬に発送開始
６５歳～７４歳の高齢者　5月下旬以降発送予定

●接種券及び予診票について

5月6日㈭ 9：00～　予約受付開始
予約受付時間　月曜日から金曜日　9：00～17：00
※予約専用電話番号　0570-088-944 （6日以前は電話回線が繋がりません）
※接種券が届いている方のみ予約可能です。
※相談専用電話番号　0555-72-6037 (予約受付はできません)

●予約受付について

特別養護老人ホーム、老人保健施設に入所する高齢者は、４月中旬
以降から優先的にワクチン接種を実施しています。

●高齢者施設入所者のワクチン接種について

詳細が決まり次第、広報、町公式ホームページ、CATVなどでお知らせします。
●65歳以下の方の接種体制について

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）

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）

⬅
⬅

◎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）
「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時30分～17時15分（平日）

11月から新しい相談体制に変わっています

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

新型コロナウイルス
ワクチンの接種の

準備を進めています。

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。

ワクチン供給量を踏まえて75歳以上の方から段階的に接種を開始します。

納期限　令和３年５月３１日（月）



令和３年度　町県民税の税制改正について

１．給与所得控除の改正
　（1）給与所得控除を一律10万円引き下げ
　（2）控除が適用される収入金額の上限を850万円に、控除額の上限を195万円に引き下げ
２．公的年金等控除の改正
　（1）公的年金等控除額を一律10万円引き下げ
　（2）公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額上限を195万5千円に設定
　（3）公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には一律10万円を、2,000万円
　　　 を超える場合には一律20万円を控除額から引き下げ
３．基礎控除の改正
　（1）基礎控除額を10万円引き上げ
　（2）合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額によって控除額を段階的に引き下げ、合計所得金額が
　　　 2,500万円を超える場合には、基礎控除の適用外
４．所得金額調整控除の創設
　下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
　　❶ 給与収入が850万円を超え、次のａ～ｃのいずれかに該当する場合
 　　　ａ．特別障がい者
 　　　ｂ．23歳未満の扶養親族を有する者
 　　　ｃ．特別障がい者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

　　　 (※1)…1,000万円を超える場合は、1,000万円で計算

　　❷ 給与所得と公的年金等雑所得があり、それらの合計所得金額が10万円を超える場合

　　　  (※2)、(※3)…10万円を超える場合は、10万円で計算
◇　❶、❷の両方に該当する場合は、❶の控除後に❷の金額が控除されます。
５．調整控除の改正
　  合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除は適用されません。
６．扶養控除等の所得要件の見直し
　（1）扶養控除、配偶者(特別)控除、勤労学生控除の対象となる合計所得要件をそれぞれ10万円引き上げ
　（2）家内労働者等の必要経費の特例に係る必要経費の最低保証額を10万円引き下げ
７．寡婦(夫)控除の見直し（ひとり親控除の創設）
　（1）婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子（総所得金額48万円以下）を有し、本人の合計所得金額が500万円以下
　　　の単身者に対して「ひとり親控除」（控除額30万円）が適用されます。
　（2）扶養親族のいない死別の単身女性、子以外の扶養親族を有する死別・離別の単身女性のうち、本人の合計所得金額
　　　が500万円以下の方には引き続き「寡婦控除」（控除額26万円）が適用されます。
　　◇(1)、(2)いずれの場合も、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある者（本人が世帯主である場合には同
　　　一世帯に上記の続柄の者がいる場合）は対象外となります。
８．非課税措置の改正
　（1）非課税措置の合計所得要件をそれぞれ10万円引き上げ
　（2）障がい者、未成年者、寡婦に加えて前年の合計所得金額が135 万円以下であるひとり親に対しても、非課税措置を適用

◆ 詳細は富士河口湖町ホームページをご覧いただくか、下記までお問合せください。
　　　　　　　　　　（お問合せ先）富士河口湖町役場 税務課 住民税係　℡ 0555-72-1113

○働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除
　及び公的年金等控除の控除額を一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額を10
　万円引き上げます。また、改正に伴い子育て世帯・介護世帯に負担が生じないよう措置が講じられるとともに、寡
　婦等控除が見直されます。

控除額 ＝（給与等の収入金額(※1)－850万円）×10％

控除額 ＝ 給与所得控除後の給与等の金額(※2)＋公的年金等雑所得の金額(※3)－10万円

町民税
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くらし応援商品券くらし応援商品券くらし応援商品券
新規取扱店を募集します！

　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、 “くらし応援商品券”を昨年度に引き続き実施します。また、新たに利用できる店舗を募集します。

※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ます。
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：町民１人につき５,０００円
配布対象：町に令和３年５月１日現在住民登録のある方
配布時期：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。

登録できる店舗：富士河口湖町及び鳴沢村にある店舗。（町内に事業所があれば業種は問いません。）
　　　　　　　  ただし、暴力団等反社会組織関係者、風営法等に関する業種や公序良俗に反する店舗は除きます。

☆くらし応援商品券について☆

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

問合せ先

取扱店申込書

※通帳のコピー（１ページ目の見開き部分）を持参してください。

取
扱
店
舗
内
容

送
金
指
定
口
座

店　舗　名

金融機関名

支　店　名

預 金 種 別

口 座 番 号

口　座　名

所　在　地

担　当　者 役職名 氏　名

FAX番号

店舗面積

電 話 番 号

業　　　種

主要取扱品・
サービス内容

㎡

山梨中央銀行 ・ 山梨信用金庫 ・ 都留信用組合 ・ 山梨県民信用組合
北富士農業協同組合 ・ 鳴沢村農業協同組合 ・ 山梨みらい農業協同組合
その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

本店　・　支店　・　支所

普通預金　・　当座預金

（いずれかを〇で囲んでください。）

フリガナ

（いずれかを〇で囲んでください。）
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年度当初表彰等
令和3年度　富士河口湖町消防団

　新型コロナウイルス感染症対策として、令和３年度富士河口湖町消防団出初式は、中止となりました。
年度当初の表彰等をご紹介させていただきます。

　昨年度に続き、消防団出初式を中止とさせていただきましたのは、苦渋の決断でございました。住民の皆様の生命
財産を守る最前線で活動する消防団としては、感染症対策も大きな課題であり、現在のコロナ禍で出初式を実施す
るという判断はできませんでした。何卒、ご理解をお願いいたします。
　渡辺町長をはじめ、町当局、町議会、並びに関係各位の深いご理解をいただき、県下でも有数な消防力を整備、
維持していただいていることは非常に心強く、厚く御礼申し上げます。
　富士河口湖町消防団は、３００名の団員が所属する大きな組織です。この３００名で２６，０００人を超える町民と
当町を訪れる、年間５００万人の観光客の安全安心を守る最前線で活動しております。
　新型コロナウイルス感染症により、例年実施できていたことができない状況が続いております。いまだ全容が解明
されていないウイルスが、人類を脅かしている今の時代は、「何が正しいのか」「何をしなければならないのか」「何を
してはいけないのか」毎日変化する状況に対応しなければいけない大変さを皆様方も痛感している事と思います。
１０年後の世の中がどうなっているか、今を生きる私たちには分かりません。現在の対策が正しいのか、間違っている
のかその答えは１０年後になればわかるかもしれませんが、今の時代を精一杯生き抜くことが、今を生きる私たちに
課せられた使命ではないでしょうか。当たり前のことが、当たり前に出来ない今だからこそ、私たち、消防団に期待
する声が大きくなっているのかと感じております。
　東日本大震災以降、国内各地で大規模な地震も発生しております。発生が懸念されている「南海トラフ地震」が起
きた場合、首都機能が麻痺し、日本全体に大きな影響が想定されます。「当たり前の生活」ができなくなることを想定
しなければなりません。
　また、昨年度は、雨も少なく乾燥した日が続いたこともあり、町内で多くの火災が発生しました。火災は文字通り、
「火の災い」であり、炎が全てを焼き尽くしてしまいます。幸いにして人命に被害はありませんでしたが、大切な財産
が焼き尽くされていく状況を目の当たりにしますと、火災の恐ろしさを再認識いたします。被害を最小限に食い止める
ため、指揮命令に従い、真剣に消火作業に取り組んでいる消防団員は、私の誇りです。
　災害の規模が大きくなりますと、消防団員も被災者になります。国内の大規模災害の様子を伺いますと、家族を
失った消防団員が、消防団活動をしていたということもあったそうです。想像しただけで、心が痛みます。大規模災害
が起きないことを願うだけでなく、災害が発生した時にどのようになるのかを真剣に考え、被害を最小限に食い止め
るために何が必要なのかを考えなければなりません。昨年度、町から全ての消防団員の家族向けに非常持出品を
ご用意いただきました。消防団員一人ひとりのご家族に目を向けていただき、このような対応をしていただいている
市町村は、日本全国どこにもないと思います。心より感謝申し上げます。
　災害が発生しますと、私たち、消防団員も被災者となります。被災者が被災者を助け
なければならない状況も想定しなければなりません。そのためには、一人ひとりが
「他人任せの防災」から脱却し、「助け合う防災」という考えに切り替えなければなり
ません。
　住民の皆さんと消防団が力を合わせて地域防災力の強化を進めることが求められて
おります。私たち消防団は、住民の生命・財産を守るための初動活動が、迅速かつ的確
に行えるよう、教育・訓練に励むとともに、消防団組織の強化に努めてまいります。これ
からもなお一層精進し、誰もが安心して暮らせる町を目指し、消防団活動を推進してい
く所存であります。
　今後とも、消防団活動に格別のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　富士河口湖町消防団長　渡辺　敏朗

～令和3年度　導入新車両～
救助資機材搭載消防タンク車
　　 総 重 量：8,000kg
　　 積載水量：1,500ℓ
　　 乗車定員：7名
　　 配備分団：船津分団

富士河口湖町消防団の状況
　　分団数　　7分団
　　団員数　　292名
　　車両数　　23台
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年度当初表彰（敬称略）
長年にわたり消防・防災活動に従事され、貢献された方々への表彰についてご紹介いたします。

■勲功章　
　・副団長　　　　渡辺英之

■甲種功労章
　・副団長　　　　渡辺英之
■乙種功労章
　・前副分団長　　渡辺勝美
　・前部長　　　　渡辺亮
　・前部長　　　　堀内研太
　・前部長　　　　梶原千宏
　・前部長　　　　佐野裕児
　・前部長　　　　渡辺努
　・前部長　　　　伊藤一寿

　・副団長　　　　渡辺英之
　・前副分団長　　渡辺勝美
　・前部長　　　　宮下徳一

■特別功労章
　・前分団長　　　古屋伸彦
　・前分団長　　　渡辺龍美
　・分団長　　　　貴家明良
　・分団長　　　　堀内忠雄
■功績章
　・分団長　　　　渡辺幸明
　・分団長　　　　小林正一
　・前副分団長　　渡辺勝美
　・前副分団長　　渡辺聖一
　・副分団長　　　小佐野直彦
　・副分団長　　　渡辺健司
　・副分団長　　　山内幸男
■一種功労章
　・前部長　　　　北澤晋一、小林　広
　・部長　　　　　梶原俊之、堀内裕太、堀内昌人
　・前班長　　　　伊藤勝幸、楠　祐也
　・班長　　　　　倉澤良介、小佐野和也、
　　　　　　　　　小佐野建太、渡辺浩司
■二種功労章
　・前班長　　　　渡辺智人、三浦秀樹
　・班長　　　　　外川翔太、堀内信哉、堀内太一、
　　　　　　　　　渡辺研史、渡辺則和
　・団員　　　　　小林　弘、小佐野勇、大石将城
　　　　　　　　　三浦孝二、小佐野俊之、
　　　　　　　　　小林利仁剛、中森慎二

■退職消防団幹部
　・前分団長　　　古屋伸彦、渡辺龍美

■火災早期発見者
　・森屋茂正

■防犯功労章
　・前分団長　　渡辺龍美（小立分団）
　・前部長　　　渡辺源水（小立分団）
　・前部長　　　相澤秀樹（小立分団）
　・前部長　　　外川洋一（小立分団）
　・前部長　　　堀内研太（大石分団）
　・前部長　　　梶原千宏（河口分団）
　・前部長　　　和田尚之（河口分団）
　・前部長　　　佐藤高志（河口分団）
　・前部長　　　中井優也（河口分団）
　・前部長　　　流石　泰（勝山分団）
　・前班長　　　古屋侯治（小立分団）
　・前班長　　　大石青海（小立分団）
　・前班長　　　渡辺純人（小立分団）
　・前班長　　　渡辺和久（小立分団）
　・前班長　　　坂本博之（小立分団）
　・前班長　　　山中隆広（小立分団）
　・前班長　　　大石貴正（小立分団）
　・前班長　　　相沢英和（小立分団）

■精勤章
　・前部長　　刑部陽介
　・部長　　　中原　崇
　・前班長　　倉澤芳樹、大石憲右、長田成和起、
　　　　　　　阪野祐基
　・班長　　　井出圭亮、細井一宏、渡辺和馬
　　　　　　　伊藤天心、長田英真
　・前団員　　渡辺佑樹、梶原賢悟
　・団員　　　渡辺　卓、渡辺樹林、渡辺耕太、
　　　　　　　渡辺　翔、外川秀一、渡辺慶太、
　　　　　　　渡辺高貴、渡辺湧哉、倉澤寿英、
　　　　　　　渡辺昭仁、佐藤真司、遠藤洋祐
■勤続章
　・班長　　　勝俣　航、外川雄一郎
　・前団員　　鈴木　嬢、中山明憲、早川義覚
　　　　　　　梶原直樹、林　昌弘、梶原　駿
　・団員　　　田中暁之、渡辺亮介、西村遼人、
　　　　　　　梶原寛夫、中村征司郎、三浦正也、
　　　　　　　渡辺　光、小林尚聖、間山誉逸
　

山梨県知事表彰 富士五湖消防本部消防長表彰

富士吉田警察署長・防犯支部長表彰

団長表彰

山梨県消防協会長表彰

富士・東部地域県民センター所長表彰

町長表彰

町長感謝状 表彰された皆様
大変おめでとうございます。



町役場職員の異動について
【昇　任】
地域防災課長 　土屋　昇 （総務課長補佐兼職総務係長）
税務課長 　古屋　昌浩 （観光課長補佐兼職商工係長）
農林課長 　渡辺　光夫 （都市整備課長補佐兼職用地係長）
都市整備課長 　流石　国男 （水道課長補佐兼職上水道施設係長）
生涯学習課長 　外川　正和 （水道課長補佐兼職上水道業務係長）
  【配置換】
住民課長 　高山　美恵 （健康増進課長）
健康増進課長 　渡辺　勝保 （環境課長）
環境課長 　堀内　淳 （文化振興局長）
観光課長 　清水　勝也 （学校教育課長）
【出　向】  
学校教育課長 　渡辺　幹雄 （税務課長）
文化振興局長 　梶原　浄 （住民課長）
  【兼　職】  
政策企画課長兼職ふるさと納税推進室長 　渡辺　昭一 （政策企画課長）
  
  【昇　任】  
健康増進課長補佐兼職介護予防係長 　梶原　眞由美 （健康増進課介護予防係長）
福祉推進課長補佐兼職障害福祉係長 　深沢　和美 （福祉推進課障害福祉係長）
観光課長補佐兼職観光施設係長
　　兼職西湖ネイチャーセンター所長　　　　　三浦　浩　　　（環境課環境整備係長）
文化振興局長補佐兼職文化振興係長 　野澤　藤司 （文化振興局文化振興係長）
  【配置換】  
水道課長補佐兼職下水道係長 　　　　　岡村　等 （水道課長補佐兼職下水道施設係長）

  【昇　任】  
水道課上水道施設係長 　　　　　　　　　渡辺　尚樹 （水道課上水道施設係）
健康増進課健康増進係長 　　　　　　　　　渡辺　里恵 （子育て支援課児童福祉係）
富士ヶ嶺保育所長 　　　　　　　　　　　　　宮下　きよみ （小立保育所）
【配置換】  
総務課総務係長 　　　　　　　　　　　　　小林　雅俊 （都市整備課公園管理係長）
政策企画課政策調整係長
　　　兼職企業誘致まちづくり推進係長 　半田　一幸 （税務課資産税第１係長）
政策企画課広報統計係長 　　　　　　　　　高橋　幹雄 （観光課観光振興係長）
政策企画課男女共同参画国際係長 　　　　　五味　裕子 （子育て支援課母子保健係長）
政策企画課ふるさと納税推進室　
　　　　　　　　ふるさと納税推進係長　　　久保　拓夫　　（政策企画課企業誘致まちづくり推進係長）
税務課資産税係長 　　　　　　　　　前嶋　富和 （農林課農政係長兼職地籍調査係長）
健康増進課介護保険係長 　　　　　　　　　堀内　拓 （政策企画課政策調整係長）
子育て支援課母子保健係長 　　　　　古屋　春美 （政策企画課男女共同参画国際係長）
環境課環境保全係長 　　　　　　　　　流石　良一 （環境課資源保全係長）
農林課農政畜産係長兼職地籍調査係長 　鎌倉　修 （農林課畜産係長）
観光課商工係長 　　　　　　　　　　　　　堀内　進 （水道課下水道業務係長）
都市整備課用地係長 　　　　　　　　　小佐野　俊之 （政策企画課広報統計係長）
船津保育所長 　　　　　　　　　　　　　小佐野　圭子 （勝山保育所長）
勝山保育所長 　　　　　　　　　　　　　高野　由紀子 （富士ヶ嶺保育所長）
【出　向】  
議会事務局議会事務局係長 　　　　　小佐野　一磨 （福祉推進課社会福祉係長）
学校教育課学校教育係長 　　　　　　　　　萱沼　千鶴子 （健康増進課介護保険係長）
生涯学習課社会教育係長 　　　　　　　　　渡辺　浩基 （税務課資産税第２係長）

課　長

課長補佐

係　長
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再任用職員 退職者

【出向解除・配置換】  
総務課秘書係長 　　　　　　　　　　　　眞田　晴乃 （学校教育課学校教育係長）
  【派　遣】  
山梨県後期高齢者医療広域連合 　　　　有泉　いづみ （総務課秘書係長）
  【派遣解除】  
水道課上水道業務係長 　　　　　　　　相澤　幸治 （富士五湖広域行政事務組合）
  【兼　職】  
住民課窓口係長兼職戸籍係長 　　　　古屋　真由美 （住民課戸籍係長）
  【兼職解除】  
観光課観光係長 　　　　　　　　　　　　朝比奈　伸次 （観光課観光係長
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兼職西湖ネイチャーセンター所長兼職観光施設係長）

生涯学習課文化財係長 　　　　　　　　杉本　悠樹 （生涯学習課社会教育係長兼職文化財係長）

【出　向】  
議会事務局 　駒谷　悦示　    （地域防災課）
  【出向解除・配置換】  
総務課 　　　　　大石　将城      （議会事務局）
都市整備課 　渡辺　映里奈    （生涯学習課）
  【派遣解除】  
地域防災課 　渡辺　健太郎 
　　　　　　　　　（山梨県後期高齢者医療広域連合）

【採　用】  
政策企画課 　堀内　貫汰 
税務課 　　　　　流石　匠 
健康増進課 　川村　有希 
環境課 　　　　　草田　弥築 
都市整備課 　藤原　大智 
出納室 　　　　　小林　洸 
船津保育所 　小池　沙代子 
 

【採　用】  
税務課　 　渡辺　勇人 
勝山出張所 　渡辺　澄男 
こもも保育所 　三浦　ひろみ 
勝山保育所 　梶原　勝美 
小立小学校 　山中　由美子 
河口湖北中学校 　堀内　仁志

渡辺　澄男 　地域防災課長 
渡辺　勇人 　農林課長 
三浦　吉彦 　観光課長 
渡辺　洋文 　都市整備課長 
中村　拓郎 　生涯学習課長 
郷田　よしみ 　住民課長補佐兼職窓口係長 
梶原　勝美 　船津保育所長 
渡辺　優 　船津保育所 
山中　由美子 　小立小学校
古屋　加奈 　小立小学校
堀内　仁志 　河口湖北中学校

【配置換】  
総務課 　　　　　中村　春香 　（住民課）
総務課 　　　　　雨宮　恭平 　（政策企画課）
総務課 　　　　　羽田　遥 　（地域防災課）
総務課 　　　　　渡辺　麻也 　（住民課）
総務課 　　　　　高村　由香 　（税務課）
政策企画課 　渡辺　久高 　（総務課）
住民課 　　　　　中川　涼子 　（総務課）
住民課 　　　　　渡部　礼佳 　（総務課）
住民課 　　　　　渡辺　梨花 　（出納室）
健康増進課 　大石　紗輝子 　（住民課）
福祉推進課 　小河原　司 　（観光課）
福祉推進課 　堀内　康輝 　（都市整備課）
子育て支援課 　渡辺　慶太 　（健康増進課）
子育て支援課 　高根　達哉 　（水道課）
農林課 　　　　　在原　隆介 　（健康増進課）
都市整備課 　渡辺　智之 　（福祉推進課）
水道課 　　　　　倉澤　芳樹 　（子育て支援課）

水道課 　　　　　細井　一宏 （都市整備課）
水道課 　　　　　渡辺　和馬 （総務課）
こもも保育所 　渡辺　千尋 （足和田保育所）
小立保育所 　大石　まゆみ （こもも保育所）
大石保育所 　小佐野　芳保 （河口保育所）
足和田保育所 　丹沢　智美 （大石保育所）
船津保育所 　長田　奈緒 （こもも保育所）
船津保育所 　西村　里奈 （勝山保育所）
こもも保育所 　古谷　華奈子 （小立保育所）
こもも保育所 　仲野　優花 （船津保育所）
小立保育所 　浜　るり （船津保育所）
河口保育所 　高尾　貴子 （勝山保育所）
河口保育所 　井上　奈緒 （小立保育所）
勝山保育所 　山中　昭美 （富士ヶ嶺保育所）
勝山保育所 　石井　理沙 （船津保育所）
富士ヶ嶺保育所 　権正　美奈 （河口保育所）

副主幹・主査・主任・主事他
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　農業用ビニ－ル・マルチの回収を下記日程のとおり行いますので、最寄の場所にて、受付のうえ、持ち込みをお願いしま
す。（※回収物の処理に係り、持ち込む方を把握する必要がありますので、必ず受付のうえ、持ち込みいただきますよう
皆様のご協力をお願いします。）

農業用ビニ－ル・マルチの回収について

5月25日㈫

5月26日㈬

野菜用マルチ
育苗プラグ苗トレイ・育苗連結トレイ
茶色に劣化、泥等が付着したハウスビニ－ル
花き苗・野菜苗の鉢
飼料用ロ－ルのラップ
ブルーシート

  ８時～ ９時３０分
１０時～１１時３０分
  ８時～ ９時３０分
１０時～１１時３０分
１３時～１４時３０分

河口多目的広場前
大石公園駐車場
中央公民館前駐車場
勝山ふれあいド－ム駐車場
富士ヶ嶺公民館前駐車場

月　日 時　　間

品　　目 方　　法

場　　所

（回収日程）

（持ち込みのできる品目及び持ち込み方法）

農協で販売している専用の廃プラ回
収袋に入れる
（他の袋では回収しませんので、ご注  
　意ください）

※上記状態になっていない場合は、手直しをしていただきますのでご了承願います。
（お問い合わせ先）　富士河口湖町農林課　　　　　７２－１１１５
　　　　　　　　　　ＪＡ北富士本所　　　　　　　７２－１４３９
　　　　　　　　　　ＪＡクレイン富士豊茂支店　　８９－２０１１

肥料・土壌改良剤等の袋
花き出荷用かごケ－ス

ハウス用ビニ－ル
（糸入りハウス用ビニ－ルは回収しませんので、ご注意ください）

折りたたみ、紐で十字に縛る

重ねて、紐で十字に縛る

※農ビについては、農協で販売している
　専用の廃プラ回収袋に入れる

～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」
「川があふれてます！」と必死で玄関のチャイムを鳴らす
　　　　　　　　　　～緊急時には、声をかけあって～

―平成17年台風第14号（平成17年9月）―（杉並区 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

　とにかくすごい雨音だったし、みんな雨戸やシャッターを閉めているから、外が
どうなっているのかわからないんですよ。私も外に出て初めて大変な状況になって
いることに気がつきました。
　私は膝ぐらいまで水につかりながら、うちの前の通りを端から1軒1軒ピンポンを押して、「今、川があふれています。ガ
レージの車をとにかく早目に上げたほうがいいですよ」と言って回りました。
　あの時ほど、スピーカーが欲しいと思ったことはありませんでしたね。私が玄関でワーワー言っていると、何事かと思っ
て雨戸がガラガラっとあき、「おーっ」と初めて状況がわかったというお宅が何軒もありました。
　今は住宅の防音も良いので、やはり、緊急時には、となり近所に声をかけあわないと、大変なことになると感じました。



　富士河口湖町では、ふるさと納税として町へ寄附された
町外の方に感謝の気持ちを込めて地域の特産品や宿泊券な
どを返礼品（お礼の品）として進呈しており、提供事業者を
随時募集しております。
　ふるさと納税制度は、町のＰＲやイメージアップだけでな
く提供事業者の販路の拡大や地場産業の振興という側面
も持っています。新型コロナウイルス感染症の影響から、普
段とは異なる販路の開拓に意欲がある事業者の皆さんから
のご相談もお待ちしております。

　
※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。》
　政策企画課　ふるさと納税推進室
　　℡ 0555-72-1129　 Fax 0555-72-0969
　　メール seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

　新型コロナウイルス感
染症生活支援対策として、
生活に困窮されている方
向けに防災備蓄品を活用
し、衛生用品等を配布い
たします。
　ご利用を希望される方
は、 町役場2階の地域防災課で受け取りをお願いいたします。
○対象者：富士河口湖町に住所を有し、生活に困窮されて
　　　　　いる女性
○配布物：生理用品、マスク、除菌水、備蓄食料
○配布数：100セット
○配布日：5月17日（月）～6月25日(金)
※数に限りがありますので、お一人様１回までの受け取りで
　お願いいたします。
※受け取り時に住所が確認できるものをご持参ください。
●問合せ　地域防災課　防災係　℡ 0555-72-1170

　「梶原林作基金助成事業」とは、富士河口湖町地域づく
りのために、町民の皆さん、または町に縁のある個人及び団
体が行う地域づくり事業に対し、助成を行う制度です。対象
となる事業は以下のとおりです。
※令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に行われる
　事業が対象です。
　①地域の文化振興に資する事業
　②文化芸術の創作及び成果の発表等
　③活力ある地域づくりのための事業
　④個性豊かで魅力ある地域づくりのための事業
■受付期間　5月10日（月）～5月31日（月）
■助成までの流れ　
　①申請書提出
　②締切後、審査会を開催（6月予定）
　③各個人、団体は事業を実施
　④実績報告書提出
　⑤助成金交付
■申請方法
　指定の申請書に必要事項を記入して、町教育委員会文化
振興局（河口湖ステラシアター内）まで直接お持ち下さい。
（郵便、その他の方法では受付できませんのでご了承ください。）
　また、申請代表者には審査会にて助成事業の説明をして
いただきます。
※申請書は町教育委員会文化振興局（河口湖ステラシアタ
　ー内）にございます。 ご希望の方はお問い合わせください。
■お知らせ
　本年度の事業助成は今回で終了する予定ですが、助成状
況により再度募集を行うことがあります。詳しくはお問い合
わせください。
●問合せ　町教育委員会
　　　　　文化振興局（河口湖ステラシアター内）
　　　　　　℡ 0555-72-5577（火曜日定休日）

　児童手当の支給を受けている方は、毎年6月中に「現況
届」の提出が必要となります。この届は、毎年6月1日におけ
る状況を提出し、6月以降の児童手当を引き続き受ける要件
があるかどうかを確認するためのものです。現況届の提出が
ないと6月以降の手当が受けられなくなりますので、必ず提
出してください。対象となる方には6月初旬に通知します。記
入事項、添付書類、提出方法等の詳細につきましては現況
届と一緒に同封しますのでご確認ください。
　なお、5月以降に富士河口湖町に認定請求された方（5月
以降に第1子が生まれた方または転入された方）は今回の現
況届の提出は必要ありません。

町ふるさと納税制度の
返礼品提供事業者を募集します！

梶原林作基金助成事業について
令和3年度助成の申請受付を行います

新型コロナウイルス感染症生活支援対策
レディース・セーフティ・ライフセット 
～衛生用品等の配布～

児童手当についてのお知らせ

■6月は児童手当の現況届の提出月です

【応募可能な事業者様】
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　6月10日（木）は児童手当の支給日です。
　支給額の内容については、令和3年2月～5月の4ヶ月分です。

※所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律
　5,000円
●問合せ　子育て支援課　℡ 0555-72-1174

　町営住宅の入居者を募集します。（※町営住宅は住宅に困
っている一定の基準内所得の人たちに低廉な家賃で供給す
るものです。そのため公営住宅法や町条例で定められた入
居資格を満たしていなければ入居することができません。）
１．募集住宅・戸数
○町営住宅大嵐団地　2戸（3DK×1、2DK×1）
　（鉄筋コンクリート造、3DK(71.7㎡)、オール電化仕様、
　　駐車場2台）
　（鉄筋コンクリート造、2DK(58.2㎡)、オール電化仕様、
　　駐車場2台）
○町営住宅小立団地　1戸
　（鉄筋コンクリート造、3DK(53.0㎡)、駐車場2台）
２．入居資格
(1)町内に住所又は勤務場所を有する方で、住宅に困窮して
　いることが明らかな方。（原則として、持ち家のある方、公
　営住宅など公的な住宅にお住まいの方及び過去に公営住
　宅を不正に使用したことのある方は申し込むことができま
　せん）
(2)現に同居し又は、同居しようとする親族（婚約者を含む）
　があること。
(3)同居しようとする家族を含めて、町税等の滞納がない方。
(4)その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族
　が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規
　定する暴力団員でないこと。
(5)その他　法令等に定められている方。
３．申込方法及び必要書類
　　申込書に必要事項を記入及び必要な書類をそろえ、申
　込受付期間内に都市整備課に申し込みをしてください。
　（※申込書は、町役場3Ｆ都市整備課にあります。）
４．入居申込受付期間及び場所
　・町営住宅大嵐団地
　　5月6日（木）～5月31日（月）
　・町営住宅小立団地
　　5月14日（金）～
　8時30分～17時15分まで（土・日曜・祭日及び昼休みの
12時～13時の間は除く）の間に、町役場都市整備課へ直接
提出（※郵送不可） 
※小立団地の空き状況については確認をお願いします。
●問合せ　都市整備課　℡ 0555-72-1179

　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。交換当日の立会いは
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

　世界文化遺産である富士山の環境保全のため、
　皆さんで富士山・河口湖をきれいにしましょう。

　本年の活動は、
感染防止対策とし
て、会場を設けま
せん。
　皆様の周辺の
清掃を各自で行っ
ていただき、翌月
曜・火曜（5月31
日、6月1日）の収
集日に自治会ゴミステーションに出してください。
　各種ボランティア団体、企業様に於いては、環境課にご相
談ください。ゴミ
袋や収集について
対応します。
　河口湖周辺の
「アレチウリ除去」
「プラスチックゴミ
回収」は、例年通り
の活動となります。

■児童手当支給日について

町営住宅入居者募集

水道メーター交換について

第９回 一万人の清掃活動

[支給額]

3歳未満
3歳以上小学校修了前

中学生

一律　15,000円
10,000円（第3子以降は15,000円）

一律　10,000円

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)

世界文化遺産「富士山」環境保全活動

5月30日（日）を中心に適宜に実施
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●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
　（富士山科学研究所、富士山レンジャー、NPO法人富士
　　山クラブ）
　水辺環境保全プロジェクト
　（認定NPO法人日本釣り環境保全連盟）
●問合せ　環境課　環境保全係　　
　　　　　　℡ 0555-72-3169

　町では、（株）アールビーズと地域協働事業に関する包括
連携協定を結んでおり、マラソン大会等の各種イベントと協
働して取り組むことにより地域活性化と町民の健康づくり
の推進を図ることとしております。
　この協定の一環として昨年１０月にも実施した、インターネ
ット上で走行・歩行距離を競うイベントです。「さつき・ラン
＆ウォーク2021」は、2021年5月の1カ月間に走った距離や
歩いた歩数をアプリ上で競うオンラインイベントです。
　新緑の5月は散歩やランニングをアプリで記録しながら、
運動習慣を身につけましょう。
■開催期間　5月1日（土）～5月31日（月）
■エントリー期間　3月1日（月）～5月31日（月）
■種　目　①ウォーキングの部　個人戦（歩数）
　　　　　②ランニングの部　　個人戦（走行距離）
■参加料　無料
■参加資格　下記アプリをダウンロードできるスマホをお
　　　　　　持ちの方
■使用アプリ　
　ウォーキングの部『スポーツタウンWALKER』　
　ランニングの部『TATTA』
●問合せ　富士河口湖町民体育館　℡ 0555-73-1220

　6月20日（日）に開催を予定しておりました「西湖ロードレ
ース大会ですが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防
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様には、2年連続となり大変申し訳
ございませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。
●問合せ　西湖ロードレース大会事務局
　　　　  （富士河口湖町民体育館）℡ 0555-73-1220

　近年、農作業中の事故が多発しています。
　なれ親しんだ機械の操作であっても、わき見や他のことに
気を取られると、重大な事故につながる危険性があります。
作業前には、十分に周囲の安全を確認するとともに、慎重な
操作をお願いします。

〇作業時に適した服装とする。
〇ほ場の出入り、あぜ越えに注意する。
〇移動走行時には人や車に注意する。
〇点検・整備はエンジンを停止する。
〇取扱説明書・安全ラベルを理解する。
〇棚・支柱・針金等は目印等で目立たせる。
〇できる限り一人で作業しない。
　少しの油断が大きな事故を起こします。「農作業は、焦ら
ず、急がず、慎重に！」を合言葉に、農作業安全に努めてくだ
さい。
●問合せ　農林課　℡ 0555-72-1115

　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
　　　　　　は出張所へお申込みください。
●問合せ　地域防災課 防災係　℡ 0555-72-1170

　大嵐区並びに富士ヶ嶺区で新たに区長が選出されました。
　一年間地域の代表として、行政との橋渡し等の役割をして
いただきます。よろしくお願いいたします。
　大嵐区　　　　朝比奈　　誠
　富士ヶ嶺区　　水越　富志夫
●問合せ　地域防災課　℡ 0555-72-1170

さつき・ラン＆ウォーク2021

交通災害共済受付中

令和３年度の区長が選出されました

【中止】西湖ロードレース大会

農作業は安全第一に

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

6月3日㊍ 配布予定6月号広報

お忘れではありませんか？今からでも加入できます！

広報 132021年 5月号



みなさんのやる気を応援します!

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～」

　「富士山」が、信仰の対象と芸術の源泉として世界文化遺産となり、“日本人の心のふるさと”ともいわれるの
は、“世界で最も美しい火山”と称されるその壮大で優美な景観が、日本の代表的な風景として描かれ、信仰の対
象になってきたからです。
　実は、その「富士山」の景観を支えているのが、富士山の生物多様性の高さであり、地元に住む私たちを含め
た「富士山の自然」であることをお伝えしたいと思います。

●日　時：令和３年５月19日（水曜日）　19時～21時
●会　場：勝山地区公民館　多目的ホール 
●講　師：渡邊通人氏（NPO富士山自然保護センター　理事・自然共生研究室長）
●参加費：無料
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため講座の参加は予約制とし、受講人数を制限させていただきます。
●申込み：0555-72-6053（生涯学習課）　先着20名　申込み受付開始：5月11日（火）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。

第２回 「世界遺産富士山の景観を支える生物多様性」

　昨年度１１月に実施した「整理収納のすすめ」講座
受講者の要望により計画しました。新年度が始まり、
各種書類も溜まっていきます。整理収納の方法を知
り、すっきりと心地よい暮らしを手に入れましょう。

　令和3年4月1日～9月30日までの間、中央公民館
は新型コロナウイルスワクチンの集団接種会場となる
ため、通常の施設貸出を休止させていただきます。ご
迷惑をおかけ致しますが、ご理解とご協力をお願い致
します。

●日　時：5月21日（金）　13時30分～15時　　　　　　　　　　　　
●場　所：河口地区公民館　交流ホール
　　　　（河口浅間神社入口　門を入って右側です）
●講　師：上田五月氏（整理収納アドバイザー）
●定　員：１５名（１０日（月）より申込受付）
●申込・問合せ先：生涯学習課　℡ 0555-72-6053
　※定員になり次第締切

中央公民館講座

『書類の整理』
（「整理収納のすすめ」シリーズ）

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：5月29日（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　
●申込・問合先：生涯学習課へ

個別相談
秘密厳守

※問合せ：生涯学習課　Tel　0555-72-6053

中央公民館の貸出休止について
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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

　新緑も鮮やかに初夏に向かう季節。これから草木が伸びて輝
いていきます。
「うちの子も〇年生になったなあ」など、子どもの成長を実感
している保護者の皆様も多いことと思います。
　一方、新年度が始まって一ヶ月。気持ちも新たにスタートした
はずなのに、分からないことや初めてのことが多く、変化を大
きく感じ、気づかないうちに疲労やストレスがたまってしまった
ということも少なくありません。子どものなかには変化に弱か
ったり、ストレスをうまく発散できなかったりして、どんどんた
め込んで辛くなってしまう子もいます。周りの大人が気づいた
ら，早めの対応をしていくことが必要です。
　教育センターでは、保護者の悩みを受け止めたり、アドバイス
をしたりするだけでなく、児童・生徒の相談相手になったり、学
習支援を行ったりしています。
　悩みは、人に話すだけでも心が軽くなります。子どもの心の
ＳＯＳを察知したらお電話ください。秘密は厳守いたします。

【教育相談のご案内】  
　『困っていること 悩んでいること 
　　　　　　　　　　　相談してみませんか』
【時間帯】月曜日～金曜　午前9時～午後4時
【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】富士河口湖町教育センター
　　　　　℡0555-83-3022
　E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

【教育相談のご案内】  
　『困っていること 悩んでいること 
　　　　　　　　　　　相談してみませんか』
【時間帯】月曜日～金曜　午前9時～午後4時
【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】富士河口湖町教育センター
　　　　　℡0555-83-3022
　E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

子どもの心のＳＯＳ  困ったらお電話ください
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

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　

新型コロナウイルスの影響で中止になる場合もありますので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 FUJISAN

CLUB
（留守番電話になっておりますので用件を入力してください。折り返しご連絡いたします。）

☆競技志向ではなく楽しみたい方☆
たのしいバドミントン

☆親子で運動しよう！　マット＆鉄棒＆ニュースポーツ☆
●対　象：年少・年中・年長児とその保護者
●期　日：6/13（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）

親子体操教室

メノポーズ　ケア

●期　日：毎週水曜日　　●時　間：19：30～21：30　　
●場　所：町民体育館
●持ち物：マスク、ラケット、上履き、タオル、飲み物　　
　　　　  ＊ラケットのない方はレンタルあり
●参加料：200／回　＊当日専用チケットを購入してください

☆更年期世代の女性のためのエクササイズ☆
●期　日：5月10日(月)、17日(月)、24日(月)　
●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、
　　　　  ヨガマット（なければ床に敷くもの）
●参加料：チケット1枚／回（4枚綴り2,000円）　●定　員：15名

●対　象：ハイハイ前のベビーとママ　15組
●期　日：6/9（水）　以降毎月第2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
●参加料：1000円／回

☆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☆

クラブ富士山月例マラソン

ＮＩＧＨＴ　ＺＵＭＢＡ

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。

●期　日：6/12（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

☆やみつきになる面白さ☆
●期　日：毎週木曜日　●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、
●参加料：300円／回　　　　　　飲み物

ママ＆ベビーのキラキラビクス（産後ケア）
Smile　deli　Instagram でもお知らせします！
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＜休館日＞
5月9・16・23・30日
＜休館日＞

5月9・16・23・30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105/9 11 12 13 14 15

2423 25 26 27 28 29

1716 18 19 20 21 22

6/1 2 3 4 5

令和3年 5月9日～6月5日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

30 31

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
（外遊び）

（栄養相談）

（遊び）

（遊び）

（助産師相談）

（助産師相談）

（栄養相談） （誕生日会）

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

つどいの広場 つどいの広場 つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場

エコフェスタ

リトミック

つどいの広場 つどいの広場 やったね！1年生乳幼児親子
自由来館

乳幼児親子
自由来館

乳幼児親子
自由来館

乳幼児親子
自由来館

乳幼児親子
自由来館

ぷち相談会

乳幼児親子
自由来館

乳幼児親子
自由来館

AM乳幼児親子
自由来館

ワイワイくらぶ

【湖⇒山】

【湖⇒山】

【山⇒湖】

【山⇒湖】

（子育て相談）（歯科相談）

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！

ふれあい教室A

ふれあい教室A

ふれあい教室B

ふれあい教室B

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。

学校や家ではできない楽しい体験学習をするのが
「　　　　　　　　 」ですfunfunくらぶfunfunくらぶfunfunくらぶ

日　時：5月15日（土）　

対　象：1年生　　持ち物：マスク・水筒・タオル　参加費：なし
申込み：5月8日（土）10：00～　定　員：山・湖　各20名

やったね！1年生やったね！1年生やったね！1年生
　レクゲーム＆funfunクラフトビュンビュンターゲット！
ピカピカの1年生だけの☆特別イベント☆にご招待します。

山 【  9：30～11：15】
湖 【10：00～11：45】

ｆunfun外レクゲームｆunfun外レクゲームｆunfun外レクゲーム
　こどみらの外でいろいろなゲームをしよう！雨☂が降ったら室内
ゲームになるよ。

湖 【10：00～11：30】／山 【13：30～15：00】日　時：6月5日(土)
申込み：5月29日（土）　10：00～　参加費：なし
定　員：湖・山　各20名　持ち物：汗ふきタオル・帽子・飲み物　

日　時：5月19日(水) 10：00～16：00　持ち物：エコバッグ 
申込み：5月12日(水) 10：00～　[30分毎20組入替制]

おもちゃ病院のスーパードクター！！おもちゃ病院のスーパードクター！！おもちゃ病院のスーパードクター！！
　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
してくれるスーパードクターたちが来てくれます！　　
日　時：５月14日（金）
申込み：受付中　　　

5月28日（金）  6月11日（金）
5月21日（金）  6月 4日（金）
   10：00～　　　10：00～　　　　　　

…
…
…
…

…
…
…
…

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。

エコフェスタエコフェスタエコフェスタ
　小学生までのお子さんが使える服、おもちゃ等の無料フリーマー
ケット。食品・洋服以外で持ち寄ってもらえる物があれば事前に連
絡をお願いします。

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会
　カウンセラー川邉修作先生をお招きして、テーマに沿いながら子育ての
あれこれを相談したり、一緒に考えます。目から鱗が落ちたり、心が軽くな
ったりします☆
日　時：6月  1日（火）10：30～11：30　　定　員:乳幼児親子（５組）
申込み：5月25日（火）10：00～　　持ち物：参加費：なし

テーマ『子どもの信頼感を育む為に』

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♥

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア 英語であそぼうwith BB
　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！
定　員：12組　持ち物：参加費：なし　
日　時：5月11日（火）10：30～11：00 ／ 6月8日（火）10：30～11：00
申込み：受付中／6月1日（火）10：00～　　　　　　　

定　員：10組　持ち物：バスタオル
対　象：0歳親子（ハイハイ前まで）　参加費：なし
日　時：5月13日（木）13：30～14：30 ／ 6月10日（木）13：30～14：30　
申込み：受付中／6月3日（木）10：00～　　　　　
　　　　　　　　　　　　

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。

毎週月・水・金   ①  9：30～11：30（15組限定）
  ②13：00～14：30（15組限定）（日  時

《4/26より時間・対象人数が変更になりました。
　　　　　　　最新の情報はホームページでの確認をお願いします。》
＊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。《子育て支援課　☎72-1174》

日　時：令和3年　6/22㈫ ・ 10/26㈫ ・ 2/22㈫  〈全3回〉
　　　  13時30分～15時（時間内、出入り自由となります。）
場　所：子ども未来創造館　プレイルーム
＊身体測定を希望の方はフェイスタオルを1枚持参してください。

集まれ！双子ちゃん親子集まれ！双子ちゃん親子集まれ！双子ちゃん親子
双子（多胎児）限定のつどいの広場です！気軽に遊びに来てくださいね。
つどいの広場

＊5/28（金）はおたんじょう会です。
　5月生まれの方は9：30～11：30にご予約下さい。＊

…………………………………………………………………………

つどいの広場
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6/130 31

11 12 13 14 15

令和3年 5月9日 ～ 6月5日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

1716 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

532 4

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 15：00～

●小さな春の
　　　　朗読会
　　　　14：00～

　  パパの
　　 絵本タイム　
　　　　13：30～

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〉火曜日、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、祝日、館内整理日（毎月月曜日を除いた最後の平日：5月28日(金））

読書会第167回 5/22㈯
　　15時～

i 学習室１のご利用について
▶今年度は感染症対策として、屋外での開催も計画しております。
▶当日の状況により、場所の変更・中止等もございます。ご了承くださ
　い。詳細につきましては、お問い合わせください。

　心理学者の著者が体験した強制収容所での過酷な環境と人間の内面
の変化を綴ったロングセラー。悲惨な日々を過ごしながら、心は自由で
いた著者の言葉は、コロナ禍で制約された生活をする現代にも多くの気
づきや学びを与えてくれます。写真図番のない新版がおすすめです。

▶令和３年５月より、一般利用の申請を再開します。
▶利用人数など通常の利用方法とは異なるものもございますので、
　ご注意ください。
▶マイクや音響機器の使用、営利目的の利用、飲食・喫煙・携帯電話は
　ご遠慮ください。
▶ご不明な点等ございましたら職員までお尋ねください。

*申請書・ご利用についてのご案内(書類)は、カウンターにて管理して
　おります。
※電話でのお申込みは行っておりませんのでご注意ください。■場　所：富士河口湖町生涯学習館

■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
▶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。
▶課題本は図書館カウンターにてご用意しております。

耳から楽しむ　本の世界

『モ モ』ミヒャエル・エンデ著

『夜と霧』V.E.フランクル著, 池田 佳代子訳 〈新版〉

P

P

P

P

P

小さな
おはなし広場
　   10：30～
河口分館
　　15：50～
（読み聞かせ）
大石分館
　　16：45～
（読み聞かせ）

P

P

上九分館
　　1５：３０～
（読み聞かせ）

ピーカーブー
　　10：30～

　うさぎのおやこ
10：30～

読み聞かせ会の再開について

小さなおはなし広場　　　毎月第3火曜日
うさぎのおやこ　　　　　毎月第4火曜日
パパのえほんタイム　　　毎月第4土曜日
ピーカーブー（英語）　　 毎月第１火曜日
そのほか読み聞かせ         随時開催予定

※変更する場合があります。

利用人数
利用時間

申請方法

8名まで
2時間まで（※開館時間内に限ります。）
申請書*に必要事項をご記入の上、生涯学習館
カウンター職員まで直接お申込みください。
・使用日の1か月前から受付が可能です。
・当日の申請も可能です。

第56回小さな春の朗読会 5/22㈯
　　14時～

・「春小袖」 　　  稲見　一良 著,　読み手：古屋　さき子 さん
・「あやかし」 
　　　夢枕　獏 著, 『鳥葬の山』より， 読み手：外川　佐智子 さん
・「少年行」　　　中村　星湖 著,　読み手：松浦　敬子 さん
・「一枚の葉」　　東山　魁夷 著,　読み手：松浦　敬子 さん
■場　所：勝山ふれあいセンター　ホール
・朗読ボランティア エトワールによる朗読会です。



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

武田信玄生誕500年記念「信玄ゆかりの地を訪ねて」（第２回）  河口湖南岸（船津・小立）
たけ だ  しんげん せいたん ねん  き  ねん ち たず だい かい かわぐち  こ  なん がん   ふな  つ    こ だち

○小林氏屋敷跡
　小林氏は永享12年（1440）に大原（河口湖周辺と現富士吉田市の一部）の領主に任じられ小山田氏の重臣として活躍した。居館
は現在の河口湖ホテル付近と推定され、その居館の屋敷神として勧進されたのが「大神社」・「御屋敷大神宮」である。ここに生えて
いるマツの木は「御屋敷の松」として親しまれている。
　以下、『勝山記』・『妙法寺記』には以下のような記述がある。
・永正18年（1521）2月18日、武田信虎が小山田氏の中津森館（現都留市）を訪問する途中で、船津の屋敷に泊まる。
・天文13年（1544）12月、二代小林尾張守は相模（現神奈川県の一部）の北条氏康のもとに外交交渉の使者として派遣された。
　これは小山田氏の家老としての任務だと推測される。
・永禄6年（1563）大原の湖（河口湖）が増水したが、難を逃れたのは円通寺と小林尾張守の館のみであった。このことは屋敷が
　高台にあったことが想定でき現在の屋敷跡の状況と一致する。
※『勝山記』・『妙法寺記』・・・戦国時代、富士北麓の法華宗寺院の僧侶たちが地域の歴史を後世に残そうと書き綴った年代記。
　『勝山記』（冨士御室浅間神社蔵・山梨県指定有形文化財）

○蓮華山妙法寺
　鎌倉時代の文永6年（1269）日蓮聖人は鎌倉から吉田の塩谷平内家に寄り、富士山経ヶ岳に行かれた後、7月小立の鼻曲の地に
て説法をした。この時、教化を受けた28人により草庵（現在の奥の院法華堂）を建てたのが妙法寺の開山とされている。武田家、小
山田家など皆深く帰依していた名刹である。28人の信者の願により書き記したご本尊が二十八紙大曼荼羅であり、寺の宝として現
存し、静岡県沼津市の光長寺に預けられている。文永11年（1274）川窪の地（町指定史跡・川窪寺屋敷跡）に寺が移り285年の間
の永禄2年（1559）まで至り、その後現在の地に新築された。この時代は信玄が活躍していた川中島第４次合戦（永禄4年（1561））
の頃であった。その後、徳川の時代３度の火災に遭い、４度目の火災は明治19年（1886）12月3日に発生した。本堂、庫裏、山門、
鐘楼、鬼子母神堂の全てを消失したが宝蔵だけは無事だった。
　天文21年（1552）１月23日、郡内領主、小山田出羽守信有死去。25日葬儀が行われ野辺の送りの人々１万人を数える。7月には
大原の妙法寺において二十八紙大曼荼羅の御開帳が催され、善男善女の参拝で大いに賑わい、寺が破損するほどであったと『妙法
寺記』に記されてい
る。なお境内には「庫
裏」「本堂・客殿」「三
十番神堂」「廻り舞台」
の町指定有形文化財
はじめ『妙法寺記』を
資料の一つとして書か
れた小説『武田信玄』
の著者新田次郎氏が
昭和51年（1976）来
寺の折、「富士を背に
みどりしたたる妙法
寺」と詠んだ文学碑
が建っていて見どころ
満載の寺院である。

　【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』・『ふるさとの社寺』
（文化財審議会副会長　古屋幸男）

町指定史跡・川窪寺屋敷跡

常在寺 妙法寺

小林氏屋敷跡・大神宮

筒口神社
円通寺

八王子神社

法華院（法華堂）

鼻曲石

諏訪神社

諏訪神社旧地金山神社

元金山神社

町指定史跡・うの島

町指定史跡・川窪寺屋敷跡

町指定史跡・うの島

冨士御室浅間神社里宮冨士御室浅間神社里宮

常在寺 妙法寺

小林氏屋敷跡・大神宮

筒口神社
円通寺

八王子神社

法華院（法華堂）

鼻曲石

諏訪神社

諏訪神社旧地金山神社

元金山神社

河口湖南岸（船津・小立）の社寺・史跡　位置図河口湖南岸（船津・小立）の社寺・史跡　位置図
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　富士河口湖町では、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の開催やホストタウン事業
の推進に向けて、トライアスロンのフランス代表選手の合宿誘致や小学生を対象にしたトライアスロ
ン教室、パラリンピアンによる様々な体験講座、まちフェスと合同開催したフランスフェアなどを実
施し、東京大会への機運醸成を図ってきました。
　大会開催も残すところ３カ月後に迫り、６月２７日（日）には聖火ランナーが富士河口湖町を駆け抜
けます。ルートは東恋路交差点付近をスタートし、ふれあいセンター前信号付近がゴールになり、８人
で継走します。
　日本で開催されるのは５７年ぶり、聖火ランナーが富士河口湖町を走るのは初めてです。この歴史
的な瞬間に立ち会って、みなさんでオリンピック・パラリンピックを盛り上げていきましょう。

　東京オリンピック聖火ランナーに選出された報告をいただい
た時には、本当に不思議な気持ちに包まれました。縁あって富士
河口湖町船津地区に住み、町内の沢山の方々に支えられながら
富士山の自然環境保全活動を続けていますが、生まれたのは北
海道小樽市です。実家に暮らす父は、実は前回の東京オリンピ
ックで小樽市選出の聖火ランナーの役を果たしており、我が事
のように喜んでくれました。地域は違えど親子2代で2回の東京
開催の聖火ランナーとして関われることに感慨深いものがあり
ます。
　町内の多くの方々が「必ず応援しに行くね」「がんばってね」と
お声掛け下さります。特に日頃行っている活動に参加してくれる
多くの子どもたちや親御さんからの反響が大きく、子どもたちの前でカッコ悪い走り方はでき
ないなと身の引き締まる思いです。当日は誰もが大好きな名峰を背に、富士山と湖水の恵み
で元気に育つ子どもたちからの声援に後押しされて走ることができるのだろうと、今からワク
ワクしています。

ランナーの声

※新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行ったうえでご覧いただくようお願いいたします。

　聖火リレーに先立ち、実際にリレーで使用するトーチを下記のとおり展示いたします。
●日　時：５月２８日（金）～６月２日（水）　8時30分～17時15分　※土日は除く
●場　所：町役場１階　エントランスホール

聖火リレー トーチ展示

聖火が町にやってきます聖火が町にやってきます聖火が町にやってきます



健康のまちづくり
Healthy community building

　たばこに含まれる化学物質や発がん物質の影響で、肺がんなどのがんになりやすく、さら
には高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が悪化しやすいといわれています。
また、認知症や脳卒中になりやすい、妊婦や授乳中の女性では、低出生体重児、乳幼児突然
死症候群、子どものぜんそくや気管支炎、中耳炎などを起こしやすくするといわれています。
たばこにより、肺の炎症を引き起こす、免疫力が低下するため、感染症にかかりやすく、重症
化が起こりやすくなります。

　たばこの煙により肺に炎症が起きたり気道が傷ついたりすることで、呼吸がしにくくなる病気を「COPD
（慢性閉塞性肺疾患）」といいます。体を動かした時の息切れが代表的な症状で、長く続く咳や痰、ゼイゼイ
する呼吸などの症状があります。ＣＯＰＤと診断された方の９割が喫煙者というデータもあります。ＣＯＰＤに
なると、完治することはありません。

　望まない受動喫煙を防止するための対策が始まっています。喫煙する人だけでなく、副流煙により、家族にも
影響を及ぼします。自分のため・大切な家族のために、少しでも興味があれば、禁煙に取り組んでみませんか？

みなさんは「ＣＯＰＤ」という病気を知っていますか？

問合せ先：健康増進課  健康増進係　0555-72-6037

「禁煙週間」です！5月31日～6月6日は

歯と口の健康週間（６／４～６／１０）
　歯周病とは、歯を支える歯ぐきや骨が壊されていきますが、痛みなく静かに進行して、最後には歯が抜け落ちてし
まいます。歯周病になると、心臓血管疾患、脳卒中、糖尿病が悪化するといわれています。そのため、毎日の丁寧な歯
磨きが、歯と口のみならず全身の健康に繋がるといえます。
　しかし、丁寧な歯磨きを心がけていても、歯周の深く細かい部分まで磨くことは難しく、完全に虫歯や歯周病を予
防することはできません。また、丁寧な歯磨きや定期的な受診は、ウイルス感染症の予防にも有効であるといわれて
います。歯周病予防、ウイルス感染症予防のためにも、毎日の歯磨きに加えて定期受診による専門的なクリーニング
での歯周病予防をお勧めします。

　町では、年度末年齢が４０・５０・６０・７０歳の方に、歯周病疾患検診を無料で受けられる受診票を４月末にお送り
しております。
　この機会にぜひ歯科検診を受けてみてください。

歯と口、全身の健康面、ウイルス対策からも
　　な 　　　や　　　　 を心がけてください。丁寧　 歯磨き　定期受診丁寧　 歯磨き　定期受診丁寧　 歯磨き　定期受診
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

『地域包括支援センター』を利用しましょう！『地域包括支援センター』を利用しましょう！『地域包括支援センター』を利用しましょう！

　地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で健やかに暮らす
ために必要な、相談に対応する地域の相談窓口です。健康・介護・医療
などのさまざま面から、高齢者やその家族を支えます。
　地域支援センターでは、保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー
などの専門職員がお互いに連携をとりながら「チーム」で高齢者の暮らし
を支えています。

地域包括支援センターへの相談と支援について
「介護保険を利用したい」、「介護予防をしたい」
「近所の高齢者が虐待にあっている気がする」
「最近、物忘れがひどくなった」…などの相談。

たとえば…

＊介護や健康についての相談に応じます　　　　
＊自立した生活ができるように支援します　　　
＊虐待の早期対応や制度の紹介をおこないます　
＊さまざまな機関とのネットワークで調整します

支　援

　高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けられるように、住まい・医療・介護・
予防・生活支援を一体的に提供します。必要とされるサービスを切れ目なく提供していく
ことで、地域に住む高齢者の生活を支えます。

◎悩みや相談ごとなど、お気軽にご相談ください。

　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  
　〇相談電話 : TEL　0555-72-6037(健康増進課)　
　　　　　　　　　　 0555-72-1999(包括直通)
　　　　　　　　　　　　　

富士河口湖町地域包括支援センター　☆町の相談窓口☆
　　　　　　　　　　　　　

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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社協だより
Social welfare council
社協だより
Social welfare council
社協だより
Social welfare council
社協だより
Social welfare council

　

　町社協では、３月26日（金）に、勝山ふれあいセンタ
ーにおいて、「福祉・ボランティア交流の集い」を開催し
ました。当日は、社協役員やボランティア関係者等90
名が参加し、感謝状の贈呈や児童生徒の福祉作文・ボ
ランティア活動ポスター入選者の表彰、小中学校への共
同募金会会長表彰の伝達も併せて行いました。
　また、武蔵野大学人間科学部社会福祉学科教授の渡
辺裕一先生をお招きし、「あなたのボランティア活動と
地域福祉活動計画」と題して講演をいただき、ボランテ
ィア活動の原則や活動の目的などをコロナ禍の今だか
ら再確認し、「計画」を立ててみると見えること・気づけ
ることがあるのではないかというお話しを拝聴し、皆さ
んいままでの活動を振り返り、今後の活動に向けて考え
る良い機会となりました。

　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

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６月３0日（水）

『福祉・ボランティア交流の集い』を『福祉・ボランティア交流の集い』を

実　施

生活福祉資金
（緊急小口資金・総合支援資金）

特例貸付の実施

生活福祉資金
（緊急小口資金・総合支援資金）

特例貸付の実施

６月末受付終了

緊急小口資金

総合支援資金

※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。



STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
河口湖ステラシアター通信 5月号

The Kawaguchiko Stellar Theater. The MAY issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The MAY issue.

河口湖ステラシアター公演情報

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♪

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。

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。

～音楽祭開催２０年記念～

富士山河口湖音楽祭2021 開催決定！！

会場：河口湖ステラシアター・河口湖円形ホール 他

開催期間：8/14㊏～8/28㊏予定

　毎年夏の恒例となった富士山河口湖音楽祭は、2002年の第1回から始まり、今年で20回目を迎えます。佐渡
裕指揮による第九演奏会など数多くの演奏会を開催し、様々な音楽交流が育まれてきました。今までの総参加
者数は20万人以上にものぼり、多くの人の思い出が詰まった音楽祭へと成長しました。今年も20回目を迎えるに
ふさわしいコンサートを予定しております。詳細情報は富士河口湖町広報、公式HPにて発信致します。皆様の
ご参加をお待ちしております。

新型コロナウイルス感染防止対策を実施し、開催する予定です。
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　県では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対応
するため、入院治療の必要がない方を受け入れる宿泊療
養施設を富士河口湖町内に開設しました。
　新型コロナウイルスに感染された方が、大切なご家族
等に感染を拡大させないよう、また、症状の急変などに
速やかに対応できるよう、安心して療養していただくた
めの施設です。
■施設名（場所）　東横イン富士河口湖大橋
　　　　　　　　（富士河口湖町船津294‐1）
■受入可能部屋数　180室（最大255室）
■施設の運用について
・療養する方は一定の基準を満たして退所となるまで、
　施設内で過ごしていただきます。
・現地には、健康管理を行う看護スタッフ、食事手配等
　を担う生活支援スタッフ、施設警備を担う警備スタッ
　フが、24時間常駐します。また、療養中に症状が悪化
　する場合に備え、医師が電話で即時に対応できる体制
　を構築しています。
・施設内では、療養者専用のエリアとそれ以外のエリア
　を明確に区分し、感染防止対策を徹底しています。
●問合せ　山梨県新型コロナウイルス感染症関係総合
　　　　　対策本部 医療部 宿泊療養班（衛生薬務課）
　　　　　　℡ 055-223-1488

　お子さまの発達や発育にお悩みのご家族のために、専
門の医師などがチームを組んで巡回相談を行います。
　お子さまの心身に障害がある場合、できるだけ早期に
専門家による適切な治療や指導を受けることが大切です。
　お子さまを連れて、どうぞお気軽にご相談ください。
■日時・場所
　 　7月　7日（水） 上野原市総合福祉センター ふじみ
　 10月13日（水） 富士河口湖町役場
　 令和4年1月12日（水） 
　　　　　　　　　上野原市総合福祉センター ふじみ
■時　間　13時30分～16時
■相談内容
　発達や発育の遅れ等の心配があるお子さまに対する
家庭療育のしかた、施設入所の相談、その他
■申込み　予約制。事前に都留児童相談所までご連絡
　　　　　をお願いします。
●問合せ　山梨県都留児童相談所
　　　　　都留市田原3丁目5番24号
　　　　　　℡ 0554-45-7837

　富士北麓花き生産協議会が生産した花壇苗、鉢花（ベ
ゴニア等）、花き、多肉植物等の直売イベントを行います。
　当日は、花に関するアンケートに協力してくれた方先
着で100名様に花壇苗を１鉢プレゼントします。
■日　時　5月20日（木）　9時30分～14時
　　　　　（花がなくなり次第終了となります。）
■場　所　株式会社オギノ　河口湖店
　　　　　店舗入口近くの軒下スペース
　当日は、新型コロナウイルス感染拡大予防対策を徹底
して行いますので、安心して来店してください。
　尚、マスクの着用と手の消毒につきましては、ご協力を
お願いします。
●問合せ　山梨県富士・東部農務事務所　
　　　　　　生産振興担当　℡ 0554-45-7832
　　　　　　北富士農業協同組合　℡ 0555-72-1439
　　　　　　農林課　農政畜産係　℡ 0555-72-1115

■①演題「地震はなぜ起こるのか」
　　講師　本多亮（富士山火山防災研究センター）

　②演題「座りすぎによる健康被害を防ぐために」　
　　講師　堀内　雅弘（環境共生科）

■対　象　高校生以上
■参加費　無料
■予　約　事前申し込み必須。詳しくはＨＰをご覧くだ
　　　　　さい。
■申込期限　6月9日（水）まで
■公開期間　6月13日～20日
●問合せ　山梨県富士山科学研究所
　　　　　環境教育･交流部 広報・交流担当
　　　　　　℡ 0555-72-6206

新型コロナウイルス感染症の
軽症者等を受け入れる
宿泊療養施設の開設

富士北麓地産地消花フェア２０２１　
春　開催

心身障害児 巡回療育相談のご案内

富士山科学研究所より

富士山科学講座
①「地震」②「エコノミークラス症候群」をテーマに
　 研究員が講演を行った内容を動画公開します。
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ県などからのお知らせ

■日　時　6月12日（土）10時～11時30分
■講　師　海野聖子氏
　　　　　（都留市立病院　看護部助産師）
■費　用　無料
■対　象　初潮前の女の子（3年生以上）と保護者ペア
　　　　　での参加
■定　員　7組
■持ち物　カラーペン、筆記用具、レターセット2組
■その他　無料託児あり

■日　時　6月12日（土）13時30分～15時
■講　師　海野聖子氏
　　　　　（都留市立病院　看護部助産師）
■費　用　無料
■対　象　男の子の母親、もしくは関心のある方
■定　員　14名
■持ち物　なし
■その他　無料託児あり

■日　時　6月20日（日）10時～11時30分
■講　師　藤森公世氏（なんがり助産院 助産師）
■費　用　無料
■対　象　一般女性(３５歳以上の更年期が気になる方)
■定　員　10名
■持ち物　なし
■その他　無料託児あり
●申込み・問合せ　ぴゅあ富士　℡ 0554-45-1666

■日　程　7月1日～13日（8日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　5月6日～6月21日

■日　程　7月8日～16日（6日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　5月10日～6月28日

■日　程　7月19日・20日（2日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　5月19日～7月5日

■日　程　7月26日～8月6日（8日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　5月26日～7月16日
◎対象者・内容・定員・時間・会場等、詳しい内容は以下
　へお問い合わせ下さい。
●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　Fax 0554-43-8919
　　　　　　

　本校は、軽度知的障害のある生徒の企業就労を目指
した県内唯一の高等支援学校です。高校入学をゴールに
するのではなく、高校卒業後の進路（就労）を目標に、早
い段階から本校を知っていただき、準備をスタートする
良い機会となると思われます。
■対　象　小学校保護者・教員、福祉施設関係者、その他
　　　　 （興味のある方はどなたでも）
■日　時　7月9日（金）午前　
■場　所　山梨県立高等支援学校桃花台学園
　　　　　山梨県笛吹市石和町中川1400
　　　　　℡ 055-263-7760
　　　　　Fax 055-263-0741
■申し込み方法　
　　小学校関係者の方には各小学校へ案内を送付して
　おりますので、小学校等を通じて申し込みをしてくだ
　さい。福祉関係者、他の方々はお手数ですが、本校ホ
　ームページより申込用紙をダウンロードし、各自Faxで
　申し込みください。
●問合せ　高等支援学校桃花台学園　相談支援部
　　　　　　℡ 055-263-7760

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

山梨県立産業技術短期大学校　
都留キャンパス　能力開発セミナー

月経を楽しく迎えるおはなし会
　　　～女の子のカラダとココロを学ぼう～

宅地建物取引士［Ⅱ］

宅地建物取引士［Ⅰ］

エクセル基礎［第1回］

ＩＳＯ９０００シリーズ内部監査員養成コース

男の子を育てるお母さんへ
　　　～男の子のカラダとココロ～

生涯を通じた女性の健康支援
　「～更年期を意識しはじめたあなたへ～
　　　　　　　　　女性のカラダメンテ座談会」

高等支援学校桃花台学園
小学校保護者・教員等対象
オープンスクール開催のお知らせ

※各種イベントや相談会等につきましては、延期又は中止
　となる場合があります。開催状況等の詳細につきまして
　は各主催者までお問い合わせください。
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i nformationnformation インフォメーション

　大石紬保存会では、大石紬について一緒に学び、文化
を継承するための活動（養蚕サポートや道具の修繕等）
に参加してくださる会員を募集しています。
■会費：一般会員　入会金\1,000 年会費\5,000
       　 企業会員入会金\10,000 年会費\10,000
　詳しくはホームページまたはメールにてご連絡ください。
　https://hozonkai.wixsite.com/oishitsumugi
　メール hozonkai@oishi-tsumugi.com
●問合せ　元・地域おこし協力隊　栗林茜　
　　　　　　℡0555-28-4507

　子どもが日常の暮らし中から見つけ出す一見いたずら
に見えるような遊び。モンテッソーリメソッドのエッセンス
を加え、ちょっとした工夫でさらに楽しめる展開例の紹介
をしながら、親子一緒に遊びます。
■日　程　5月27日（木）「貼る」・6月11日（金）
　　　　 「通す」・7月1日（木）「移す」・7月9日（金）
　　　　 「並べる・分ける」
■時　間　9時45分～11時30分
■対　象　2018年4月2日～2019年4月1日生まれの
　　　　　子どもとその保護者（父母・祖父母）
■定　員　各回　親子６組
■場　所　Fujiこどもの家バンビーノの森　教室
■持ち物　ルームシューズ・スリッパなど
　　　　　（こどもは靴下で大丈夫です。）
■費　用　１回　子ども１人＋大人１人　５００円
■申込み　5月10日(月)10時よりTelにて　
　　　　　5月11日よりメールも可
　子どもの名前・生年月日・年齢・性別・保護者名・連絡
先住所・電話番号とご希望のコースをお知らせください。

　バンビーノの森の友達と一緒に森で遊びましょう。自然
の中は楽しいことがいっぱい！
■日　程　5月19日（水）・6月24日（木）・7月13日（火）・
　　　　　8月27日（金）・9月28日（火）・10月14日（木）・
　　　　　11月11日（木）・12月20日（月）・2022年1月
　　　　　24日（月）・2月15日（火）
■時　間　9時45分～11時30分
■対　象　2018年4月2日～2019年4月1日生まれの
　　　　　子どもとその保護者（父母・祖父母）
■定　員　各回　親子１０組
■場　所　バンビーノの森　富士河口湖町勝山3407-1

■持ち物　飲み水・着替え・長袖長ズボン・歩きやすい靴
　　　　　・帽子、雨でも野外であそびます。（その場合
　　　　　は長靴・カッパ使用）
■費　用　1回　子ども1人＋大人1人　500円
■申込み　5月10日（月）10時よりTelにて
　　　　　5月11日よりメールも可　　　
　Ｆｕｊｉ　こどもの家　バンビーノの森　
　富士河口湖町勝山3407-1
　℡0555-72-9995　Fax 0555-72-9996
　http://www.bambino-mori.co.jp/
　メール info@bambino-mori.co.jp

　新型コロナウイルス感染症対策による自粛生活の影響
で増加した家庭ごみ、私たちのゴミ箱がどのようにＳＤＧ
ｓとつながっていくのかを考えませんか？
■日　時　5月30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（勝山 4029-5）
■講　演　織朱實先生
■参加費　1,000 円/大学生まで無料（中学生以上）
■定　員　80 名
※先着順に受付いたします。定員に達しましたら〆切とさ
　せていただきます。ご了承下さい。
　～お申込み～　hi-nakamura@s9.dion.ne.jp
「申し込みフオーム希望」と表題を入れていただき、
「ご氏名（ふりがな）」「〒番号、住所」・「連絡先電話番
号」をご記入の上e-mail を送付ください。受信確認がで
きましたら、申し込みフォームをメールさせていただきま
す。
　申し込みフォームにご記入いただきご返送ください。申
し込み確認のメールを送付いたします。
●問合せ　℡090-3512-0536（10時～17時）中村
　主催 /富士山からサステナブル＆ＳＤＧｓを発信する会
　後援 /山梨県・富士吉田市・富士河口湖町
　新型コロナウイルス感染症への対策を実施いたします。

Fujiこどもの家　バンビーノの森
子育て支援

第4回
サステナブル・ＳＤＧｓの学びと実践

「やってみたいな。ぼくもできるよ。」

テーマ：『プラスチック・ゴミ問題を考える 』

「森で遊ぼう」

大石紬保存会会員募集中
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i nformationnformation インフォメーション

■日　程　6月22日(火)から8日間
　　　　　（2時間×8日間（16時間））
■時　間　19時～21時
■受講料　10,000円
■定　員　5名
　　　　　（3名未満の場合は中止となる場合があります）
■締　切　6月7日(月)

■日　程　7月7日(水)から21日間
　　　　　（3時間×21日間（63時間））
■時　間　19時～22時
■受講料　協会会員：63,000円
　　　　　協会会員外：93,000円（テキスト代込）
■受講資格　2級建築施工受検資格該当者
■定　員　5名
　　　　　（3名未満の場合は中止となる場合があります）
■締　切　6月23日(水)
●問合せ　富士吉田職業訓練協会　
　　　　　　℡0555-22-5214
　　　　　　http://fyoshidakunrenko.jp

　キディキャンパス　ママと一緒に英語で遊ぼう
■日　時　6月12日（土）・8月21日（土）・9月18日（土）
　　　　　10時～10時45分
■対　象　1歳児～2歳児と保護者（1名）
■定　員　10組
■場　所　マリア国際幼稚園・ゆめの木保育園
　　　　　（園庭・周辺散策）
※雨天の場合は、中止致します。またコロナ感染防止の
　為、事前の健康管理、予約が必要となりますのでホー
　ムページをご覧になり申し込み、お問合せくさだい。
●問合せ　認定こども園ドリームツリー　
　　　　　マリア国際幼稚園　℡ 0555-72-5522
　　　　　http://www.maria-mik.com

■場　所　かかしの家（山梨赤十字病院近く 旧ふたば
　　　　　薬局。船津5247-2）　　
■時　間　11時～14時
■日にち　5月9日（日）・5月30日（日）
　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　200円（ニコニコかかし教室に参加するお子
　　　　　様は無料。）
※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。
■場　所　かかしの家
■時　間　12時～14時
　新型コロナウイルス感染予防の観点から、中止になる
こともございます。
※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
　　　　　　℡/fax 0555-72-2989
　　　　　　メール npokakashi@gmail.com

■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
■日　時　6月20日（日）開演13時30分
　　　　　（受付12時30分～）
■会　場　富士吉田市民会館　会議室2（3Ｆ）
■参加料　無料
■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。
　　直近１カ月で37.5度以上の発熱が確認された場合
　はご参加をお見送りください。
　　当日においても検温を行います。発熱が確認された
　場合は入室をお断りします。
■定　員　20名（定員に達し次第募集終了）
●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

■場　所　鳴沢村活き活き広場東駐車場
■日　時　6月6日（日）11時・14時
■人　数　各回150名（お申込先着順）
■受付期間　5月10日～21日 お電話にて受付
■参加費　無料
※雨天中止（撮影会のみ開催します）
●問合せ　ＪＡ北富士本所　0555-72-1439
　　　　　　　　河口支所　0555-76-7311

富士吉田職業訓練協会から

マリア国際幼稚園から

人材開発センター富士研修所より

ニコニコかかし食堂

アンパンマン
交通安全キャラバンショー

パソコン教室　‒Excel基礎から見積書作成など–

2級建築施工管理技術検定試験受検準備講座

子育て支援のお知らせ

ニコニコかかし教室

セミナー：世界遺産富士山に住む者の責任
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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）

令和三年度　入学式 挙行

6/26sat 　7/17sat
8/21sat　9/11sat　3/12sat
※日程は変更になることがあります。
必ずホームページ等でご確認ください。

オープンキャンパス2021
開催予定

　２０２１年４月５日、ハイランドリゾートホテル＆スパにて令和三年度健康科学大学入学式を挙行し、健康科学部１９
期生と看護学部６期生合わせて１８６名が入学しました。新入生を代表して福祉心理学科 髙橋　あかりさんが宣誓を
行い、これに対し在学生を代表して学友会会長看護学科４年の金丸　雅さんより歓迎の言葉が述べられました。
　感染症対策のために例年に比べ時間を短縮し、教職員・入学生のみで挙行いたしましたが、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。
　健康科学部は、今年も山梨県内はもちろん長野県・静岡県を中心に、遠くは北海道・新潟県などから新入生を迎え
ました。富士河口湖町で過ごす4 年間が楽しく充実したものとなるよう、教職員一同全力でサポートしてまいります。
　地域の皆様におかれましては、新入生・在学生ともに温かく見守っていただきますようよろしくお願いいたします。

納期限　令和３年５月３１日（月）今月の納税等
５月は町税等滞納整理強化月間です。

小佐野　敬子
　この一年、多くの受験生や保護者のみなさんは、コロナ
ウイルスと闘い、家族全員の体調管理や心のケアに腐心さ
れて来られたのではないかと思います。我が家にとって我
が子の受験が初の大学受験であったことから、多くの受験
生の親子同様にコロナも大学受験（入試制度）も合わせて
「未知の遭遇・目に見えない不安との戦い」ともいえる一年
でありました。
　紆余曲折、右往左往の大学受験をようやく終え、昔と大
きく変わったと思うのは、受験の申請や入学諸手続き、入学
前の事前勉強、ホテルの予約、アパートや寮、公共料金の
手続きなど、あらゆる申し込みや手続きがインターネット経

由でのWEB申請であったことです。これは、コロナ以前か
らも同様であったかもしれませんが、コロナ禍においてこ
そ、さらにその効用を十二分に発揮していると思いました。
　一方で、ほとんどの手続きがWEBであったため、その操
作方法や設定、大文字小文字、IDやパスワードの入力、そ
もそも正しく完結したのかどうかの不安など、新たなる「パ
ソコンとの闘い」が勃発していたことも確かな事実です。
　パソコンとの闘いの前哨戦として、果たして誰がパソコン
担当となるかが問題となるわけですが、これまでほとんど
パソコンを触ったことのない私では事が進まず、ここは男女
共同参画推進委員会メンバーの私としては、きちんと私自
身の役割分担を主張したうえで、夫にお願いしました。何日
もの間、夜遅くまで大量の資料の印刷や登録手続きなど
大変だったと思います。これからは、少しでも夫の負担を減
らせるよう、私もパソコンの勉強をしていきたいです。
　１００年以上も前にスペイン風邪が世界的に大流行しま
したが、現代はコロナウイルスが世界中をあまねく飛び回っ
ている状況です。一方で、ピンチにも思える境遇をインター
ネットなどデジタル技術で乗り越えようとする力は、現代の
神器ともいえると思います。

男女共同参画推進委員会だより

コロナ禍の受験を終えて
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渡邉　宗真　　宗　寛・若　菜　船津

梅澤　羚生　　祐　太・若　菜　船津

渡邊　心陽　　大　貴・凪　沙　船津

神山つばさ　　拓　也・めぐみ　船津

吉田　莉乃　　耕　介・美　和　船津

服部壮之佑　　佑　紀・万規衣　船津

九川　一汰　　隼　也・穂野香　船津

宮下　永羽　　恵　介・佳　実　浅川

渡邊　紗菜　　祥　平・菜　穂　小立

譽田　瀬七　　健　一・彩　花　小立

中村　陽貴　　琢　磨・貴　子　勝山

小佐野新大　　元　史・利　恵　勝山

渡邊　紗良　　泰　之・みなみ　長浜

渡邊　一雄　66歳　渡邊　一真　船津

古屋　　晃　88歳　古屋　元生　小立

大石　貞次　89歳　大石　一郎　小立

関口　庸子　89歳　関口　睦明　河口

流石　𠀋夫　78歳　渡邉　一之　勝山

三浦　重臣　70歳　三浦　文彦　長浜

三浦美代子　95歳　三浦　　勝　西湖

山口　一三　72歳　山口　　昴　本栖

前嶋　和子　88歳　前嶋　太一　本栖

渡辺　淳平　 ＝　 髙橋明日香　船津

秋田　寛人　 ＝　 齊藤　麻乃　船津

宮下　裕基　 ＝　 梶原あき子　船津

渡邉　勇介　 ＝　 青木　奏帆　船津

𠮷田　惟史　 ＝　 相澤　春奈　小立

九川　将大　 ＝　 荻野　瑞生　本栖

飯沼　伸浩　 ＝　 平山美由紀　富士ヶ嶺

おめでた・おくやみ
〈3/11～4/8〉

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　   伊藤 正一　87－2132町の行政相談委員さん

5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

　●勝山ふれあいセンター  13時～15時

　　26,605人
(－45)

 

　10,986　
(＋25)

　13,491人
　(－40)

　13,114人
(－5)

人口

男

女

世帯 世
帯

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。

4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

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

●相談日/6月6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6月4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

5月12日㊌・26日㊌

そう ま

はる き

あら た

いっ た

れ  お

と  わ

さ  な

せ  な

さ  ら

み  よ

り  の

そうのすけ

●日時・場所
　5月１2日㈬ 富士吉田商工会議所
　6月  9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

・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。

(口座振替日)　◎軽自動車税（種別割）　　
納め忘れはありませんか？
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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

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。

「令和３年経済センサス ー 活動調査」を実施します

　総務省と経済産業省は、令和３年６月１日現在で、「令和３年経済センサス-活動調査」を実施します。
全国のすべての事業所及び企業が対象になります。皆様の調査へのご理解・ご回答をよろしくお願いし
ます。

●調査票は、都道府県知事が任命した調査員がお伺いして直接配布するか、国が郵送します。

●調査員が事業所を訪問して調査を行う「調査員による調査」は、５月中旬頃から調査員が事業所の
　活動状態の確認を行い、５月２０日（木）から順次、調査書類を配布します。インターネットで回答
　していただくか、紙の調査票にご記入いただき、調査員に提出することもできます。

●国が郵送にて行う「国、都道府県及び市による調査」では、インターネット又は郵送でご回答いた
　だけます。

●ぜひ！インターネットでご回答ください！
　インターネットでの回答は、いつでも回答でき、安心です。
　また、調査員はアルコール消毒とマスクの着用の徹底、対面する際の距離の確保等の対策を講じま
　すが、調査員による回収を希望される場合は、複数回の訪問・接触が生じます。
　感染防止のためにも、できる限りインターネット回答をお願いします。

●「令和３年経済センサス‐活動調査」は、「統計法」という法律に基づく基幹統計調査で、調査に
　回答する義務（報告義務）があります。

総務省・経済産業省・山梨県・富士河口湖町

https://www.e-census2021.go.jp/ 検索経済センサス2021


