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企業版ふるさと納税の調印が行われました

富士河口湖町立教育センター　第１回研究員会　学習会開催

子ども未来創造館・つどいの広場合同 
端午の節句を開催しました

山梨県知事が船津小学校を視察しました

　町は「企業版ふるさと納税制度」を活用して支援企業を募集し、２６日
寄付の申し出第１号の企業と調印式を行いました。
　企業版ふるさと納税の寄付の申し出を行ったのは千葉県船橋市に本社の
ある横河システム建築です。
　河口湖ステラシアターの可動式の屋根を工事したことをきっかけに、「人の
流れをつくり地域経済を創生する事業」への寄付を申し出ました。
　寄付をする株式会社横河システム建築の髙柳隆取締役常務執行役員は、
「工事した屋根を町民にとても気に入ってもらっていると聞いていたので
寄付を決めました。町の活性化につながってほしいです」と話していました。

　長崎知事が令和3年度から小学1年生に導入された25人学級の様子を児
童とふれあいながら視察しました。
　山梨県では、一人一人の児童生徒に対応したきめ細かな指導を目指し、国
に先駆けて少人数教育を導入してきました。現在、すべての学年において、県
独自の学級編制基準により少人数教育を推進しており、学習と生活の両面に
わたり、きめ細かな指導の充実を図っています。
　1年生は、小学校生活の基礎を身に付ける大切な時期です。この時期に
少人数でのきめ細かな指導を行うことは、一人一人のつまずきを早期に見出
すことができ、適切な支援が行えることからも有効です。

　また、1年生のうちにしっかりと学習習慣と生活習慣を身に付けることで、2年生以降の生活にも良い影響があると
言われています。

　こどみら・つどいの広場合同企画の「端午の節句」が行われました。
　桃太郎と愉快な仲間たちの楽しい劇や、親子で一緒にかしわ餅や兜のポシ
ェットの工作を楽しみました。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。

　4月16日（金）に教育センター第１回研究員会を行いまし
た。梶原斉センター長より今年度の方向性について説明を行
い、活動内容が確認されました。
　会の後半では，富士山世界遺産センター・富士山科学研究
所・町役場地域防災課・ケーブルテレビ河口湖の皆さんに
富士山防災などについて講演をしていただきました。この
学習会では、富士山噴火に対する防災知識を子どもたちに
どう正しく伝えるかが大きなポイントになりました。１７年ぶり
に改訂されたハザードマップでは、富士河口湖町は富士山噴火の溶岩流が3時間以内に到達する「2次避難対象エリ
ア」がこれまでよりも拡大され、被害想定が大きく変わりました。町としては、防災学習に取り組む子どもを「町のジュ
ニア防災士」として認定することなども検討しているということです。
　教育センターでは、今回の講演内容をもとに、子どもたちが防災についての知識を深めていけるよう関係機関や
研究員の皆様のお力をお借りしながら一体となって研究を進めていきたいと考えております。
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スプリングフェスタ2021 「たにぞうだぞう」 開催

ゴミ拾いしながら、のんびりお散歩しませんか？

小立小学校に組子細工の寄贈

　4月18日に開催されたスプリングフェスタ2021
では、NHKの幼児向け番組に楽曲を提供するなど
幅広くご活躍され、「ゴリラッパンダ」や「ふじぴょ
んの歌」作詞＆振付でおなじみの「たにぞうさん」に
よる子供向けのコンサートが行われました。
　今年は区画を区切り人数を制限されたなかで行
われました。大勢の子供たちが舞台にあわせて一緒
に踊り歌を歌ったりしました。お父さんたちのボラ
ンティア団体もダンスで会場を盛り上げていただき
ました。

　富士吉田市在住の宮下勇成様・益子様から、益子様の母校である小立小
学校の1年生62人全員と担任の先生に組子細工とお守りを寄贈していただ
きました。
　子供たちの喜んでくれる顔を思い浮かべながら１日１～２個ずつ手作りで
作ってくださいました。
　児童、教職員とも大変喜んでいました。ご厚意ありがとうございました。

　「ごみひろいさんぽの会」は、町を綺麗にしたいというのも勿論あります
が、地球温暖化を始めとする海洋汚染などの環境問題に非常にショックを受
けて子供を持つ世代として何かしたいという思いで始めました。
　この活動を知ってもらうことで、同じように何かしたいと思っている方とつ
ながったり、環境問題に関して行動する人が増えてほしいという願いで行っ
ております。とはいっても子供も一緒なので、のんびりと楽しくを大切にして
います。
　毎月第1,2,3火曜日9時40分から行っています。清掃場所は毎回変わり
ます。
　子供と時間を持て余している方、誰かと話をしたい方、軽く運動をしたい方、環境問題にモヤモヤしている方、どな
たでもお待ちしています。
　一緒に活動してくれる方はご連絡ください。
●問合せ　石澤　waganaig@gmail.com　　Facebook「ごみひろいさんぽの会」で検索してください。

●●●●● がんばって活動しています●●●●●
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7月1日㊍ 配布予定7月号広報
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

■土地の現況調査にご協力ください
　税務課では、基準日に合わせ町内の土地の状況（田、畑、
山林、宅地、雑種地等の利用状況）を調査しており、特に夏
から秋にかけては重点的に調査します。
　敷地内に入っての確認や、土地の利用状況について質問す
ることもありますが、その際は皆様のご協力をお願いします。
また、利用状況に変化があった場合は下記問い合わせ先ま
でご連絡ください。
■建物（家屋）を取り壊した場合は滅失届の提出を
　建物の一部又は全部を取り壊した場合、もしくは年内（12
月31日まで）に取り壊す予定のある方は、建物の大小に関係
なく「家屋滅失届出書」の提出が必要です。様式は町役場税
務課にあります。
　基準日を過ぎてからの取り壊しや家屋滅失届出書の提出
は翌年度も課税されますのでご注意ください。
■建物（家屋）を新築・増築をした場合
　家屋を新築・増築すると、固定資産税の算定の基礎となる
評価額を算出するための家屋調査が必要となります。
　基本的に建築された時に行う調査で、家屋の基礎・外観・
内観・設備等を調査いたします。また、調査に加えて固定資
産税の説明と税金に関する書類についての説明を行います。
所要時間は調査と説明を合わせて1時間程度が目安です。
　建物（家屋）が完成した時点で調査対象となりますので、
下記問い合わせ先までご連絡ください。
※車庫・倉庫についても調査対象となる場合がありますので、
　ご連絡をお願いします。現地確認のうえ、調査対象となる
　かを判断いたします。
●問合せ　税務課　資産税係
　　　　　　℡ 0555-72-1113　FAX 0555-72-6027

　毎年6月下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感染拡大を受け、ま
ん延防止や参加者の安全を考慮し、開催中止を決定致しまし
た。
　イベントへの参加を予定されていた皆様には、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　地域防災課（船津財産区事務局）
　　　　　　℡0555-72-1170

　令和3年度に予定していた以下の花火大会は、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止とさせていただきます。関
係者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力を
お願いいたします。
　7月 3日　富士山・河口湖山開き花火大会
　8月 2日　竜宮祭（西湖）
　8月 3日　神湖祭（本栖湖）
　8月 4日　涼湖祭（精進湖）・湖上祭前夜祭（河口湖）
　8月 5日　湖上祭（河口湖）
　8月15日　奥河口湖ふるさと祭り（河口湖）
●問合せ　観光課　℡ 0555-72-3168

　河口湖畔の大石公園をメイン会場とし、園内がラベンダー
で紫色に染まる初夏の一大イベントです。ラベンダーが咲き
誇る公園で、世界遺産富士山と河口湖、ラベンダーの競演を
お楽しみください。
　開催期間　6月19日（土）～7月11日（日）
　開催時間　午前9時～午後5時
　会場　　　大石公園
（八木崎公園は、ラベンダー鑑賞スポットとしてお楽しみい
ただけます。）
※会場では感染防止対策を行います。また、今後の状況によ
　りイベントが変更、中止となる場合があります。
●問合せ　河口湖ハーブフェスティバル実行委員会
　　　　　（富士河口湖町観光課内）℡ 0555-72-3168
■関連イベント
富士の国やまなし5大まつり「ハーブランタン」
　開催日　7月10日（土）（雨天の場合は翌日）
　会場　　八木崎公園
●問合せ　(一社)富士河口湖町観光連盟　℡ 0555-28-5177

　コロナ禍で癒しを求める方が増え、町内でもペットを飼う
方が増えているのでペットの室内飼いをご紹介したいと思い
ます。良い点悪い点を比較して検討してみてください。
■メリット
　ペットの健康管理がしやすい（常に目の届く範囲にいるた
め、ペットの体調変化や異常に気付きやすくなります。）
　病気やケガのリスクが減る（犬や猫に限らず野生動物との
接触などで病気やケガを負う危険性があります。特に猫の場
合は交通事故に巻き込まれやすいです。）
　近隣住民とのトラブル回避（犬の鳴き声、猫の糞尿や繁殖
等ペットを飼う上でご近所とのトラブルは珍しいことではあり
ません。室内飼いで抑制や解決することが多くあります。）
■デメリット
　運動不足になりやすい（犬の場合は毎日の散歩やドッグラ
ン、猫の場合はねこじゃらしで遊ぶなど意識的に運動を心掛
けましょう。）
　室内飼い特有のリスクがある（電気コードを咬んで感電し
たり、誤飲等の危険性はあります。カバーでコードを保護、小
さい物はその都度収納する等ペットのための空間を作ること
が大切です。）
　外飼い、室内飼い問わず脱走対策は必須です！
（犬は太い丈夫なリードで繋ぎ、猫は脱走防止柵の設置等
大切な家族を守りましょう。）
●問合せ　環境課　℡ 0555-72-3169

　広報5月号別冊「町予算特集」5ページ目において、政策企
画課の「6　企画推進費」の③移住促進住宅リフォーム補助
金の内容に誤りがありましたのでお詫びして訂正いたします。
　誤）上限200円のリフォーム補助
　正）上限200千円のリフォーム補助

固定資産税は
毎年1月1日が基準日です

富士河口湖温泉郷　
2021河口湖ハーブフェスティバル

【中止】富士河口湖町住民ゴルフ会
  について

【中止】花火大会について

ペットの室内飼いのススメ

お詫びと訂正について
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　町村議会議員や町村長の選挙における立候補に係る環境の改善のため公職選挙
法が改正されました。町村議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布が解禁され
るとともに供託金制度が導入され、併せて町村の条例を定めることにより、町村議
会議員選挙及び町村長選挙における候補者の選挙運動用自動車の使用、ビラとポス
ターの作成費用について選挙公営（公費負担）制度ができることとされました。
●選挙公営（公費負担）制度とは
　資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運
動費用の一部を公費で負担する制度です。これまで、都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公
職選挙法が一部改正され、町村の選挙にも制度が拡大されました。また、町村の選挙への選挙公営制度の拡大と併せて、
町村議会議員選挙で選挙運動用ビラを配ることができるようになり、供託金制度が導入されました。
●供託金制度とは
　当選を争う意思のない人が、売名などの目的で立候補することを抑制しようとするための制度です。候補者の届出に当た
り、所定の金額またはこれに相当する額面の国債証書などを法務局に預け（これを「供託」といいます）、その証明書を立
候補届出書に添えなければなりません。供託したお金や証書などは、選挙後に原則として返されますが、選挙の途中で立
候補を辞退した場合や候補者の得票数が一定数（「供託物没収点」といいます）に達しない場合には、没収されます。

●条例に定める公費負担
　「富士河口湖町の議会の議員及び富士河口湖町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例」が、令和３年３月
議会で可決され施行されました。今後執行される町議会議員選挙、町長選挙から適用されます。候補者は立候補届出時に
町選挙管理委員会に所定の届出をすることにより、選挙運動に要した次の費用について、条例に定める限度額の範囲内で
町の公費負担を受けることができるようになります。

※条例に定める単価等の金額、算定方法は公職選挙法施行令の規定に準じています。
※供託物没収点（町議選は有効投票の総数を議員の定数で除した数の10分の１、町長選は有効投票の総数の10分の１）に達す
　る得票を得られない場合は、これらの公費負担を受けることはできません。
※選挙運動用自動車の公費負担は一般運送契約（タクシー貸切等）か、自動車の借入れ、燃料の供給、運転手の雇用を
　個別に契約する場合の、いずれかの方式を選択します。

●立候補時の供託金額 ●選挙運動で頒布可能なビラの枚数（法定枚数）
町村議会議員選挙　
町村長選挙

なし⇒15万円（供託金導入）
50万円

町村議会議員選挙　
町村長選挙

不可⇒1,600枚（頒布解禁）
5,000枚

公費負担の対象と限度額
１ 選挙運動用自動車の使用

２ 選挙運動用ビラの作成

一般運送契約（ハイヤー・タクシーの貸切）の場合

一般運送契約以外（その他の契約）の場合

各日64,500円以内で選挙運動期間中に使用した合計金額（１日につき１台に限る）
・合計５日間で322,500円以内

選挙運動用自動車
の使用

各日15,800円以内で選挙運動期間中に使用した合計金額（１日につき１台に限る）
・合計５日間で79,000円以内自動車の借入れ

7,560円に選挙運動期間の日数を乗じて得た金額以内で選挙運動期間中に供給した
合計金額
・合計５日間で37,800円以内

１枚当たり7円51銭以内で法定枚数以内で作成した合計金額
・町議選は1,600枚で12,016円以内
・町長選は5,000枚で37,550円以内

３ 選挙運動用ポスターの作成
１枚当たり3,976円(※)以内でポスター掲示場の数以内で作成した合計金額
（※ポスター掲示場が90か所の場合）
・合計90枚で357,840円以内

燃料代

各日12,500円以内で選挙運動期間中に従事した合計金額（１日につき１人に限る）
・合計５日間で62,500円以内運転手の雇用

問合せ　町選挙管理委員会　72-1112

公職選挙法の一部改正により
選挙公営制度が拡大されました
公職選挙法の一部改正により
選挙公営制度が拡大されました
公職選挙法の一部改正により
選挙公営制度が拡大されました
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ひとり親のご家庭へ、大切なお知らせ

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯分）のご案内

■令和３年４月分の児童扶養手当
　受給者の方（①に該当する方）

児童１人当たり一律 ５万円

▶給付金は、申請不要です。
▶給付先
　⇒児童扶養手当を支給している口座
▶給付日
　⇒児童扶養手当５月支給分と同日

■上記②または③に該当する方

▶給付金を受け取るには、申請が必要です。
▶申請書に振込先口座などを記入して、
　必要書類とともに町の子育て支援課の窓口に
　直接、または郵送でご提出ください。
▶申請内容を確認して指定口座に可能な限り
　速やかに振り込みます。

※「子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）」に係る申請書等は町のホームページからダウンロー
　ド又は窓口で配布しています。
※低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金ひとり親世帯以外のその他世帯（ふたり親
　世帯等）につきましては、制度が決まり次第、ホームページや窓口にて資料を配布します。

●厚生労働省コールセンター　
　　　　0120-400-903（受付時間　平日9:00～18:00）
●富士河口湖町子育て支援課　　0555-72-1174

お問い合わせ先

ひとり親世帯の支援のため、　　　　　　　　　　　を実施します。ひとり親世帯の支援のため、　　　　　　　　　　　を実施します。新たな給付金の支給新たな給付金の支給新たな給付金の支給新たな給付金の支給

新型コロナウイルス感染症
の影響を受けて家計が急変
するなど、収入が児童扶養
手当を受給している方と同
じ水準となっている方

公的年金等を受給している
ことにより、令和３年４月分
の児童扶養手当の支給を受
けていない方
（「公的年金等」には、遺族年金、障害
年金、老齢年金、労災年金、遺族補償
などが該当します。）

令和３年４月分
児童扶養手当
受給者の方

③②①
支給対象者

給付金の支給手続き
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区・
自治
会へ加入しましょう！区・

自治
会へ加入しましょう！区・

自治
会へ加入しましょう！区・

自治
会へ加入しましょう！区・

自治
会へ加入しましょう！

　　地域に住む人々が居住する地域のさまざまな課題を協力して解決し、快適なまちづくりを目指すもっとも身
　近な住民自治組織です。 
　　富士河口湖町内では地区によって、区または自治会という名称で組織されており、その規模は小さい自治会
　では１０世帯ほど、大きな区では４００世帯ほどになります。

◆区・自治会とは

地域防災課　地域係　電話 ０５５５－７２－１１７０問合せ先

ぜひ区・自治会への加入のご検討、並びに活動への
ご理解ご協力をお願いいたします。

　区・自治会の活動にご興味のある方は、地域の区長・自治会長さん、又は町役場の担当者（地域係）にお問い合
わせください。
　

　上記の活動は区・自治会加入者の区費・自治会費をもとに実施されています。
　また、ゴミステーションの清掃やリサイクル、防災・防犯に関する活動は多くの住民の連携・情報共有が欠かせ
ません。

◆区・自治会の活動

◆お願い

◆区・自治会　加入の仕方

　区・自治会内の情報や、町の
情報等をお知らせするために、
広報誌をはじめとした資料の
配布・回覧を行っています。

　地域住民が相互にふれあうた
め、子どもから高齢の方まで、世
代間交流を図り、地域の祭りや体
育祭りなどに参加したり、子ども
会（育成会）や高齢者を対象にし
た行事を実施してします。

情報の提供情報の提供情報の提供

ふれあいふれあいふれあい

　犯罪のない安全で安心な
まちづくりのため、防犯灯の
設置及び維持管理を行って
います。

安全・安心安全・安心安全・安心

防　災防　災防　災
　災害や火災に備え、
自主防災組織（自主防
災会）を結成し、防災
訓練や消火訓練など
も実施しています。

　きれいで快適なまちを
つくるため、公園、道路な
ど地域の清掃活動や花植
えを行っています。

きれいで快適きれいで快適きれいで快適

リサイクルリサイクルリサイクル
　清潔でさわやかな街にす
るため、ゴミステーションの
清掃や管理を協力しながら
実施しています。また、資源
ごみの回収を行い、リサイク
ル活動を推進します。
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ
　　

　薬物乱用とは、「たった一度でも」薬物を社会のルール
や法律からはずれた目的や方法で使ったり、医薬品を病
気や傷の治療の目的以外に使ったりすることです。
　このような「たった一度の」薬物乱用でも脳や体は破壊
され、薬物を手に入れるために窃盗や強盗、殺人などの犯
罪が起き、自分や周囲の大切な人の人生を破壊してしまい
ます。
　国及び県では、6月20日から7月19日までの一か月間「
ダメ。ゼッタイ。」普及運動を展開します。
　この機会に薬物乱用の恐ろしさを正しく理解するとと
もに、身近な人の薬物乱用に気付いたときには、勇気をも
って保健所へ御相談ください。
●相談先　
　富士・東部保健所　衛生課　℡ 0555-24-9033

　富士山科学研究所と富士山世界遺産センターでクイズ
ラリーに挑戦し、富士山について学びましょう。２施設両
方のクイズラリーに挑戦した方には、オリジナルグッズを
プレゼントします！
■実施日　6月19日（土）～6月22日（火）
■時　間　9時～17時
■場　所　山梨県富士山科学研究所、
　　　　　山梨県立富士山世界遺産センター
■対　象　中学生以下
■その他　2施設を廻る順序は自由です。
■参加費　無料
■入館料　2施設とも無料
■定　員　無し
　　　　 （プレゼントは2施設とも先着25名までです）
●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
　　〒403-0005 富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1
　　　　　　　　　℡ 0555-72-6206

■日　程　8月16日～24日（6日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　6月16日～8月6日

■日　程　8月25日～27日（3日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　6月25日～8月13日

■日　程　8月30日～9月7日（6日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　6月30日～8月20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　
　　　　　　　Fax 0554-43-8919
　　　　　　　URL https://www.yitjc.ac.jp

　

■日　時　7月2日（金）14時～15時30分
　　　　   「印象に残る自己紹介プロフィールの作り方」
　　　　　7月16日（金）14時～15時30分
　　　　   「商品の魅力が伝わる写真の撮り方」
　　　　　7月30日（金）14時～15時30分
　　　　   「依頼が増えるSNS活用術」
■講　師　都愛ともかさん（日本ベリーペイント協会代表
　　　　　理事・アート起業塾やアーティスト支援塾）
■費　用　無料
■対　象　起業に関心のある女性
■定　員　10名
■その他　無料託児あり（要事前予約）

■日　時　7月9日（金）10時～11時30分
■講　師　早川亜希子さん（NPO法人マンマメールカー
　　　　　ト代表理事、㈱TryMam代表取締役社長
■費　用　無料
■対　象　子育て中の方もしくは興味のある方
■定　員　10名
■その他　無料託児あり（要事前予約）
●申込み・問合せ　ぴゅあ富士　℡ 0554-45-1666

■日時・会場
　６月　９日（水）　１２月８日（水）
　　大月市総合福祉センター３階研修室・食堂
　９月１５日（水）
　　大月市総合福祉センター６階大ホール
　７月２８日（水）　１０月１３日（水）
　１月２６日（水）
　　富士吉田合同庁舎　１階精神保健相談室
※時間は13:45受付、14:00～16:00の間
■内　容　個別相談会、ミニ講座（30分程度）
　　　　　予約時点でご要望を伺います
　事前予約制（開催２日前までの申し込みで〆切、申込み
がなければ非実施とする）
■連絡先　山梨県高次脳機能障害者支援センター　
　　　　　平原・三澤（甲州リハビリテーション病院内）
　　　　　　℡055-262-3121

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

富士山科学研究所からお知らせ

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

令和3年度
山梨県高次脳機能障害者
支援センター
サテライト相談窓口開設

「富士山世界遺産登録記念の日クイズラリー」

　食を通して子どもの自己肯定感を高める3つの方法

シーケンス制御の基礎

品質管理の基礎

エクセル基礎［第２回］

　好きを仕事に！なりたい自分をえがく起業のための
スキルアップ講座
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

※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。

　5人1チームで123日間無事故・無違反を目指すもので
す。
　この事業への参加者と県内免許保有者とを比較する
と、交通事故率、交通違反率ともに、「参加者の方が低
い」という結果が出ています。
　達成チームのうち抽選でギフト券などの賞品（合計
100本以上、総額314万円相当）が当たります。家族・職
場・友人など多くの皆さまの参加をお待ちしています。
■チャレンジ期間　
　7月21日(水)～11月20日(土)の123日間
■募集部門　一般の部／高校生の部／シルバーの部／
　　　　　　ファミリーの部
　　　　　　※シルバーの部のみ３～５名で参加可
■応募資格　運転免許（国内免許）を持つ県内在住者ま
　　　　　　 たは県内在勤者
■受付期間　5月20日(木)～6月30日(水)
●申込および問合せ　山梨県県民生活部交通政策課　　
　　　　　　　　　　　℡ 055-223-1353
※パンフレット・申込用紙は、町役場・出張所窓口に設置
　しています。

　本校では、新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し
ながら、次のとおりオープンスクールを実施いたします。
参加対象となる学部の日時を確認の上、お申し込みくだ
さい。
■日　時　【小学部】6月10日（木）
　　　　　【中学部】6月24日（木）
　　　　　【高等部】6月17日（木）
　　9時35分～9時50分　受付
　　9時50分～10時20分　校長挨拶、学校概要説明、
　　　　　　　　　　　　　 学校紹介　
　10時30分～11時20分　授業公開
　11時30分～11時45分　終わりの会
　（質疑応答、就学、進学に向けての今後の流れ）
■場　所　富士ふれあいセンター研修室
　　　　　山梨県立ふじざくら支援学校
■対象者　
　【小学部】来年度本校への就学を検討している年長児・
　　　　　転学を検討している児童・保護者・各市町村
　　　　　 就学担当者
　【中学部】来年度本校への進学・転学を検討している児
　　　　　 童生徒・保護者・担任
　【高等部】来年度本校への進学を検討している生徒・保
　　　　　 護者・担任
■その他
　事前申し込みが必要となります。申し込み方法について
は、本校ホームページをご覧ください。
 教育相談につきましては、通年でお受けしておりますの
で、お気軽に電話でお申し込みください。
 台風等の気象状況や地域の感染症の感染拡大状況によ
り、中止とさせていただく場合がありますので、予め御了
承ください。なお、中止の場合は本校ホームページにてお

知らせいたします。
（URL：http://www.fujizaky.kai.ed.jp）
●問合せ　山梨県立ふじざくら支援学校
　　　　　富士河口湖町船津６６６３－１
　　　　　　℡ 0555-72-5161
　　　　　　担当 小宮山・山本・石井（地域支援部）

■定　員　15名
■実施日時　8月26日(木)、
　　　　　　9月2日(木)、 9日(木)、16日(木)、30日(木)、
　　　　　 10月7日(木)、14日(木)、21日(木)
　　　　　 18時30分～20時30分
■締切日　8月16日(月)
■受講料　会員11,110円　一般13,090円
■会　場　山梨県立中小企業人材開発センター

■定　員　10組（小学１～6年生までと保護者）
■実施日時　8月1日(日) 9時30分～11時30分
■締切日　7月21日(水)
■受講料　1,100円
■会　場　山梨県立中小企業人材開発センター
●問合せ　山梨県職業能力開発協会　総務企画課
　　　　　　℡ 055-243-4916

■日　時　7月22日(木・祝)～9月27日(月)
■会　場　富士山世界遺産センター　南館
■入場料　無料
■問合せ　調査研究スタッフ　 ℡ 0555-72-2314

■日　時　7月2日（金）～７月28日（水）
■会　場　河口湖ショッピングセンターベル
■入場料　無料
■問合せ　富士山憲章山梨県推進会議　
　　　　　　℡ 0555-20-9229

■日　時　6月26日（土）～7月7日(水)
■会　場　富士山世界遺産センター　
　　　　　北館2階カフェ前スペース
■概　要　来館された方に短冊に願いを書き込み、飾り
　　　　　付けをしていただきます。
■参加料　無料
■問合せ　山梨県立富士山世界遺産センター
　　　　　　℡ 0555-72-0259
          　　　http://www.fujisan-whc.jp/

「セーフティドライブ１２３」
  参加チーム募集

山梨県立ふじざくら支援学校
オープンスクールのお知らせ

山梨県職業能力開発協会から
お知らせ

県立富士山世界遺産センターから
お知らせ

英会話（日常からビジネスまで）

親子でつくろう木製コーナーラック

企画展「富士八海を巡る」

「富士山レンジャー写真展2021」

「笹の七夕飾りと願いの短冊」



広報10 2021年 6月号

※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

＜休館日＞
6月6・13・20・26・27日6月6・13・20・26・27日

令和3年 6月6日～7月3日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

76/6 8 9 10 11 12

1413 15 16 17 18 19

2120 22 23 24 25 26

2827 29 30 7/1 32

funfunくらぶ
 (脳トレ）（子育て相談）

（助産師相談）

つどいの広場

おもちゃ病院

おもちゃ病院

つどいの広場

つどいの広場
リトミック

つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場AM 乳幼児親子自由来館

ＰＭ 集まれ！双子ちゃん親子

つどいの広場つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場

ワイワイくらぶ

【湖⇒山】

【山⇒湖】

【山⇒湖】
つどいの広場 AM乳幼児親子

自由来館日
te to te
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

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

乳幼児親子
自由来館日

ブラウンベア

（造形）

（造形）
（リズムの日）

（バルーンの日）

（栄養相談）

（栄養相談）

つどいの広場
（誕生日会）

（えほんの日）

（歯科相談）

休館日

休館日

休館日

休館日

日曜日、祝祭日は
休館です！

　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。

ｆunfu
n 脳トレ❷脳トレ❷脳トレ❷

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

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

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!!

☆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

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。
●自由利用について　乳幼児親子　（火）（木）10：30～12：00　/　13：30～15：00
　　　　　　　　　　中　高　生　（月）～（金）13：00～18：00　　１日２時間まで
※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。

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

日　時：令和3年　6/22㈫ 13時30分～15時
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。時間内は出入り自由となります。

つどいの広場つどいの広場

＊6月生まれの誕生会は6/25（金）です。予約制となります。手形・足形をとった
　カードのプレゼントがありますので、10：30 頃までにお越しください。
＊計測を希望される方はフェイスタオルを1 枚持参してください。
＊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

te to te ～てとて～te to te ～てとて～te to te ～てとて～
　活動的になる２歳を迎える親子に贈るお楽しみの時間です。
2カ月に１回を目安に実施しています。季節の歌遊びや工作を親子で楽しみませんか
☆対象の方は是非どうぞ♪
日　時：６月１０日（木）10：30～11：00
対　象：2019/4/2～2020/4/1 生まれ

定　員：１２組　   持ち物：水筒 
申込み：受付中 　 参加費：なし

　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！

絵本の紹介とマッサージ体験で
赤ちゃんと癒しのひと時を♡

定　員：12組　
日　時：6月8日（火）　
　　　　10：30～11：00
申込み：受付中　　　　　　
持ち物：参加費：なし

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：6月10日（木）
　　　　13：30～14：30
申込み：受付中

7月8日（木）
13：30～14：30
7月1日（木）
10：00～

　脳トレは脳みそのトレーニングです♪おもしろクイズ
で君の脳を鍛えよう！言葉遊びや漢字、数独プリントなど！
ポイントを貯めて素敵なメダルと商品をゲットしよう★

　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！困っている方は是非どうぞ！

日　時：６月１９日（土）

定　員：各15名　 申込み：６月１２日（土） 10：00～
持ち物：鉛筆・消しゴム・水筒　　参加費：なし

日　時：6月11日（金）
申込み：受付中

6月25日（金）
6月18日（金）
10：00～

7月9日（金）
7月2日（金）
10：00～

その他詳細につきましては、ご予約の際にお伝えします。
＊部品代がかかる場合があります。

つどいの広場つどいの広場つどいの広場

電気点検の為
休  館

電気点検の為
休  館
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生涯学習館生涯学習館生涯学習館

76/6 8 9 10 11 12

令和3年 6月6日 ～ 7月3日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

1413 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 33029 27/1

☎

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

library@fujikawaguchiko.ed.jp

●読書会 
　14：00～

エトワール
13：30～

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
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

読書会第168回 6/19㈯
　　14時～

『秘密の花園』 F・H・バーネット著

▶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。

■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

〈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、祝日、蔵書点検（６月２５日(金）～７月２日（金））　

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　うさぎの親子
10：30～

P

P

上九分館
　　1５：３０～
（読み聞かせ）

蔵書点検に伴う休館のお知らせ

【読み聞かせ会からお願い】
感染症対策として、当日の状況により、場所の変更、人数制限、中止等も
ございます。ご了承くださいますようお願いいたします。

　上記期間は、生涯学習館・河口・大石・上九一色分館
が休館となります。
　貸出開始は、生涯学習館７月３日（土）、大石・河口
分館７月６日（火）、上九分館７月５日（月）です。

6月25日(金)～7月2日(金)

令和２年４月から１年間　
たくさんマイルを貯めた10名のおともだち

①お子さんの図書館利用者カードで本を借りる　１冊１マイル
　（カードがない方は、保険証を持ってきてください）
②司書がおすすめする本を読んで読書記録ノートに書く　１冊２マイル
　（来年３月１日～３月３１日までに読書記録ノートを提出して下さい）
③読み聞かせ会と　 のついたイベント（下記カレンダー参照）に参加する　１回２マイル

小俣　陽茉莉　さん（457マイル）　　　　　　　丸山　奏人　　さん（312マイル）
横谷　月咲　　さん（432マイル）　　　　　　　小池　美月　　さん（264マイル）
外間　明　　　さん（354マイル）　　   　　　　小池　美織　　さん（260マイル）
外間　玲　　　さん（353マイル）　　   　　　　宮下　愛菜実　さん（249マイル）
丸山　心暖　　さん（319マイル）　　   　　　　古舘　拓実　　さん（189マイル）

昨年1年間に図書館を利用して、本をたくさん読んだ１０名のおともだちを表彰し、写真を図書館児童室に飾ります。

第1位
第2位
第3位
第4位
第5位

第6位
第7位
第8位
第9位
第10位

＊「おはなし王国」およびイベントでの表彰は、本年度は中止いたしました。

マイルをためるには・・ 小学生までのおともだちが対象です。
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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～」
第３回 「縄文時代の富士山の火山活動と遺跡」

　緑豊かな自然の中で狩猟・採集を中心とした生活を展開していた縄文時代。富士山麓にも多くの遺跡が分布しています。こ
の縄文時代には、早期～前期にかけての静穏な時期を過ぎると富士山の火山活動が活発化し、中期以降には大きな噴火が繰
り返されます。溶岩流が押し寄せ、雨のように降り注ぐ火山灰が富士山麓の縄文時代の人々の生活に直面します。遺跡発掘調
査の事例などを通して縄文時代の富士山の火山活動の状況に迫ります。

●日　時：令和３年６月16日（水曜日）　午後７時～午後９時
●会　場：勝山地区公民館　多目的ホール　
●講　師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）
●参加費：無料
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため講座の参加は予約制とし、受講人数を制限させていただきます。
●申込み：72-6053（生涯学習課）　先着20名　申込み受付開始：６月８日（火）午前９時～
※内容、会場（部屋）は都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

中央公民館講座 『つるし飾りを作ろう』『つるし飾りを作ろう』『つるし飾りを作ろう』 ４回シリーズ
　ほんのわずかな布でつるし飾りを作ってみませんか？可愛い猿ぼぼや白い蝶々も簡単に作れます。桃や梅の花で
家の中を明るくしましょう。
　ちくちくと縫いながら一緒に楽しいひと時を過ごしましょう。

●日　時：６月１６・２３・３０日、７月７日（毎週水曜日）　１３:３０～１５：３０
●場　所：勝山地区公民館　多目的ホール　（勝山小中学校の北側）
●講　師：渡辺洋子氏
●持ち物：裁縫道具、筆記用具（材料は講師が用意してくれます）
●材料費：１回３００円位
●定　員：１０名（７日より申込受付  先着順）
●申込・問合先：生涯学習課（７２－６０５３）　　　　　　　　
　※定員になり次第締切　

ピラティス教室
心と体を整え、健康で笑顔あふれる毎日をおくりませんか？
体幹を穏やかに鍛えて健康的で美しいスタイルに！！

●日　時：令和３年６月２８日（月）・７月５日（月）の２回
●時　間：１９時３０分～２０時４５分
●場　所：大石地区公民館・多目的ホール（富士河口湖町大石７２）
●料　金：無料
●定　員：１０名（先着順）定員になり次第締切り　※２回参加できる方のみ対象
●申込先：大石地区公民館　７６－７７０２（平日　午前９時～午後５時）
●申込受付開始：令和３年６月９日（水）午前１０時
●持ち物：ヨガマット（大判タオルでも可）・動きやすい服装・水分
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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

やまなし・しごと・プラザサテライトやまなし・しごと・プラザサテライトやまなし・しごと・プラザサテライト 出張相談
子育てと仕事のお悩みにキャリアコンサルタントがおこたえします。お気軽にお越しください。

●期　日：7月8日（木）
●時　間：午前10時30分～（1人30分程度）　※前日までに要予約（窓口：子ども未来創造館）
●場　所：子ども未来創造館　　詳しくは生涯学習課へ

個別無料相談

　6月に入り，しっとりとした空気に緑の香りが漂う季節となりました。
　新年度が始まって2か月が経過しましたが，子どもたちの様子はいか
がでしょうか。「学校に行きたがらない」「落ち着きをなくしている」な
ど，子どもたちの様子で気になったり悩んだりしたときに活用できるの
が教育相談です。子どもたちが安心して生活できる環境を実現するた
めには，学校・家庭・社会が連携し，子どもに対する共感的理解と受容
の姿勢を持つことが大事になります。
　町教育センターでは，来室している子どもたちの担任，養護教諭，管
理職の先生方とも話をする機会を持ち，連携を密にしています。さらに
は，就学相談員，ＳＳＷ（スクールソーシャルワーカー），ＳＣ（スクール
カウンセラー），町の子育て支援課などとも連携をとっています。これ
からも，様々な機関と連携して，一人一人の子どもの健やかな成長と発
達を支援していきます。
　秘密は厳守します。安心してください。

◆ 共感的理解と受容の姿勢が大事 ◆
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

◯時間帯　月～金曜日　午前9時～午後4時
◯場　所　中央公民館１階
◯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

【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

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

☆競技志向ではなく楽しみたい方  申込みなしの当日参加大歓迎！☆
たのしいバドミントン

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！ 

●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

●期　日：毎週木曜日（開催日はホームページでご確認ください）
●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

☆やみつきになる面白さ  申込みなしの当日参加大歓迎！☆

☆実は知られていない更年期障害☆

ＮＩＧＨＴ　ＺＵＭＢＡ

メノポーズ　ケア クラブ富士山月例マラソン

●期　日：６月７日・１４日・２１日
　　　　　７月５日・１２日・１９日 【月】
●時　間：20：00～21：00
●場　所：町民体育館２階
●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

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月12日（土）・7月10日（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

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！

●対　象：ハイハイ前のベビーとママ　15組
●期　日：６月９日（水）・７月７日（水）
●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☆ ☆



武田信玄生誕500年記念「信玄ゆかりの地を訪ねて」（第３回）　勝山地区

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

　当社は中世の荘園である大原荘・大原七郷（勝山、小立、船津、
大嵐、鳴沢、長浜、大石）の７ヵ村の産土神である。創建は古く、
神社の由緒書きや『甲斐国志』、『甲斐国社記・寺記』によれば
富士山中最古の社と伝えられ、中世に至り武田氏による社殿
再建、神領寄進があった。相模国の北条氏政に嫁いだ信玄の娘・
黄梅院の懐妊に際しては、当社で安産祈願が行われ、その祈願文
が残されている（「武田晴信願文」・「武田信玄願文」、いずれも
県指定有形文化財）。また、郡内・都留郡の領主であった小山田氏
も社殿修復のため郡内一円に「御免の一升勧進」の許可や神主屋
敷の「棟別銭免許」、御神馬の寄進など多くの証文を与え、神社の
保護に当たった。武田・小山田両氏なきあとの歴代領主鳥居・浅野氏も先例にならって神社の再建に尽力した。なかでも
鳥居彦右衛門元忠の三男・成次は慶長17年（1612）５月、富士山の二合目に本殿を造営した。昭和42年（1967）山梨県の
有形文化財への指定を機に昭和48・49年（1973・1974）にかけ本宮本殿の永久保存を図るため、河口湖畔の里宮境内地
への移築工事を進め、同年11月１日に竣工し、昭和60年（1985）５月18日、国から重要文化財に指定された。富士山
二合目の本宮本殿跡地には祠が建立されている。
　ご祭神は神社規則により「木花咲耶姫命」とされている。この命について『日本書紀』によると呼び名は「木之花開耶姫命」
で、その神名の意味は“木の花の咲き匂うように美しい”ということである。4月25日春の例大祭は里宮境内地に桜の花が
美しく咲き誇るときなので、春の花祭りともいわれ、４月29日には古式流・流鏑馬祭りが、秋の例大祭では神輿渡御などの
祭事が厳かに執り行われる。
　また、わが国の中世史研究の第一級の資料である『勝山記』が当社の社宝として伝存している。この記録の原本は現存し
ていないが、『勝山記』は最古の写本とされる。その写本には『勝山記』と『妙法寺記』と呼ばれる二つがあるが両者の間に
は若干の相違がある。書き手をめぐっては常在寺の衆中により書き継がれたという説が有力である。
　『勝山記』は戦国期の富士北麓の先人たちの姿を生き生きと
描いた貴重な記録であり、在地資料としての重要性は早くから
注目され、とりわけその社会・経済・文化的価値は極めて高いこと
が評価され昭和50年（1975）３月17日に山梨県の有形文化財に
指定された。
　境内には平成31年（2019）３月にリニュアルオープンした「勝山
歴史民俗資料館」があり、古文書等（県指定文化財の複製）をはじめ
「流鏑馬祭」にゆかりのある鞍や武具、旧勝山村で使われていた
民具・農工具が展示されている。

※観覧希望の場合は予約が必要（連絡先…生涯学習課・０５５５‐７２‐６０５３）

　【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）

○冨士御室浅間神社（本宮本殿：国重要文化財、二合目本宮境内地・里宮境内地：国史跡）

「武田晴信願文」（県指定有形文化財）

『勝山記』（県指定有形文化財）
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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

○５月１９日に、今年度の生涯学習課主催の世界遺産富士山・郷土発見講座第２回「世界遺産富士山の景観を支える生物多
　様性」が、自然共生研究室の渡辺が講師として勝山地区公民館で開催されました。
○６月２０日に、自然共生研究室の渡辺が講師として「世界遺産富士山の麓に住む者の責任」と題したセミナーが、富士吉
　田市民会館で開催される予定です。

ショート
ニュース

　環境省の生物多様性保全上重要な里地・里山
に選ばれている「富士北麓の草原」は、本栖高原
（富士河口湖町）・野尻草原（鳴沢村）・梨ケ原
（富士吉田市・山中湖村）・高座山（忍野村）の
４ヵ所で、この内梨ケ原と高座山は毎年火入れが
行われていますが、他の２ヵ所では火入れされな
くなって約５０年が経っています。これら４草原
環境の違いとその価値を知るために、絶滅危惧
草原性動植物の調査を継続していますが、２０１９
年からは、同じく４月に火入れされている朝霧草
原（根原地区）で許可を得て調査を開始すること
が出来ています。
　今年は、4月3日と11日の２回（3日に東側が
11日に西側が火入れされた）、火入れによる地表や地下の温度変化を調査する機会を得
ましたので、11日の結果をグラフで示しました。これから、火の入ったA・J・Bの３地点で
も最高温度が約40℃～130℃と温度の上がり具合がかなり違うこと、地下20cmの場所
は火入れの影響がほとんどないことなどがわかりました。根原地区では、梨ケ原や高座
山では見られない山梨県絶滅危惧ⅠA類のキスミレの群落が火入れされた場所でも見ら
れますが（写真）、芽生え前のキスミレにはほとんど影響がないのではと考えられます。
今後も、これら富士山麓を代表する５ヶ所の草原環境で、火入れされた場所と火入れさ
れない場所で草原性絶滅危惧種の生息状況がどの様に違うのかを調べて行こうと思い
ます。
　

　広報４月号で、12月末から3月上旬の間に、河口湖フィールドセンター裏の水場を様々
な動物や鳥が訪れていたことをお知らせしましたが、4月28日に4月のデータを確認しま
したら、16日と28日にイノシシの２頭（同じ個体？）が写っていました。写真はその28日

の朝に撮影されたものです。また、16日にはイス
カの群れが初めて訪れていた様で、７枚の写真が
撮れていました。ここに紹介したのは、その中の
５羽のメスと２羽のオスが一緒に水を飲みに来た
ところですが、その他6枚の写真から全部で５羽
のメスと５羽のオスが交互に水を飲んでいたことがわかりました。その後も、4月中にフィ
ールドセンターの荒井正春先生や古屋一恵さんが時々目撃したとの情報を得ていますの
で、フィールドセンター周辺の剣丸尾溶岩台地のアカマツ自然林で繁殖しているのではな
いかと考えています。今後も注意深く観察を続け、また報告したいと思います。

朝霧草原（根原地区）における火入れによる地表温度変化調査

河口湖フィールドセンター裏の水場を訪れた動物や鳥（２）
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　２月２２日～２６日、町役場エントランスホールにおいて、男女共同参画推進事業「イクメン・カジダン」及び
「男性が作ったお弁当」フォトコンテストを行いました。ご覧いただいた皆様の投票により「ギャラリー賞」を
決定しましたのでご報告いたします。「ギャラリー賞」に選ばれた写真は、今後の啓発活動等で使用させていただ
きます。

男女共同参画推進委員会だより

男女共同参画推進事業
「フォトコンテスト」ギャラリー賞が決定しました。

カジダン・イクメン （第３位が同点数だったため）４作品

男性が作ったお弁当 3作品

●広瀬晃士（河口）
　「夜食のパンダさんおにぎり」・・・パンダ好きな長女の夜食に作ったら、
　　　　　　　　　　　　　　　　　ついでに次男も釣れました。

●坂本幸雄（小立）
　「じいじ　おんぶ」・・・・・・・・・・大好きなおじいちゃん。
　　　　　　　　　　　　　　　　　甘えん坊の孫娘は、いつもくっついています。

●堀内敬太（大石）
　「娘のための唐揚げ作り」・・・・・ 娘は、唐揚げが大好き。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 お手伝いのはずが・・・となりでつまみ食い⁈

●貴家亜由美（大石）
　「ハミガキじょうずかな？」・・・・・妹のお世話をしてくれるお兄ちゃん。
　　　　　　　　　　　　　　　　　自分のハミガキより真剣です。

●宮下　航（船津）
　「ふじぴょんのちらしずし」・・・・・ふじぴょんを描くのに苦労しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　でも、可愛くできて満足です。
●坂本幸雄（小立）
　「孫のお弁当」・・・・・・・・・・・・孫の大好きだけを詰めました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ふたを開けるとびっくりするようなキラキラ目の
　　　　　　　　　　　　　　　　　ピックをさしてみました。　　
●二村一生（富士ヶ嶺）
　「糖質低めの健康いろどり弁当」
　　　　　　　　　　　　　・・・・ あの値が気になる中で、
　　　　　　　　　　　　　　　　　 低糖質で栄養がある食材で工夫しました。
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　男性と女性が、性別に関係なく、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女
共同参画社会」を実現するためには、みなさん一人ひとりの取組が必要です。
　私たちのまわりのパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか？

６月は、男女共同参画推進月間です。

男女共同参画推進委員会だより男女共同参画推進委員会だより

　講　師：木暮 武彦 氏（ギタリスト・作曲家）
　日　時：６月１３日（日）13時30分～15時
　場　所：ぴゅあ総合（甲府市朝気1-2-2）
　定　員：５０名（要申込）

　参加費：無料
　託　児：あり
　　　　（生後6ヶ月から未就学児のお子さまをお預かりします）
　申込み・問合せ：TEL 055-235-4171　　FAX 055-235-1077

『斯くも短し、父と子の時間』

　講　師：田中 俊之 氏
　　　　（大正大学  心理社会学部人間科学科准教授）
　日　時：６月２７日（日）13時30分～15時
　場　所：ぴゅあ富士（都留市中央3-9-3）

　定　員：３０名（要予約）
　参加費：無料
　託　児：あり（無料・要予約）
　申込み・問合せ：TEL 0554-45-1666　　FAX 0554-45-1663

　定　員：２０名（事前予約優先・先着順）
　参加費：無料
　託　児：あり（無料・要事前予約）
　申込み・問合せ：TEL 055-235-4171　　FAX 055-235-1077

『男がつらいよ　男性学の視点から男女共に生きやすい社会を考える』

　講　師：小笠原 亘 氏
　　　　（山梨県弁護士会所属弁護士）
　日　時：６月２０日（日）13時30分～15時
　場　所：ぴゅあ総合（甲府市朝気1-2-2）
　対　象：どなたでも

『ワタシを守る　遺産相続　コトハジメ』

　●ぴゅあ富士　６月１９日（土）13時30分～16時
　　担　当：山梨県弁護士会所属弁護士
　　対　象：どなたでも
　　参加費：無料
　　定　員：１５名
　　　　　（事前予約優先・先着順・おひとり30分）
　　託　児：あり（無料・要事前予約）
　　申込み・問合せ：TEL 0554-45-1666　　
　　　　　　　　　 FAX 0554-45-1663

　●ぴゅあ総合　６月２０日（日）15時～16時30分
　　担　当：山梨県弁護士会所属弁護士
　　対　象：どなたでも
　　参加費：無料
　　定　員：１５名
　　　　　（事前予約優先・先着順・おひとり30分）
　　託　児：あり（無料・要事前予約）
　　申込み・問合せ：TEL 055-235-4171　　
　　　　　　　　　 FAX 055-235-1077

全国一斉女性の権利ホットライン　弁護士に聞く　あなたのお悩みほっとタイム
◎山梨県弁護士会・山梨県立男女共同参画推進センター共催事業・男女共同参画推進月間記念事業

◎山梨県弁護士会・山梨県立男女共同参画推進センター共催事業・男女共同参画推進月間記念事業

◎男女共同参画推進月間記念講演会

◎男女共同参画推進月間記念講演会
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社協だより社協だより
Social welfare council
社協だより
Social welfare councilSocial welfare council

　職場や家庭の事情により結婚相手にめぐ
りあう機会の少ない方のために、町では結婚
相談所を設置しています。
　相談所では、結婚相手の紹介や相談に応
じ、生涯の良きパートナー捜しをお手伝いし
ています。相談員がお互
いの情報を交換しながら
お応えします。
　もちろん秘密は厳守し
ますので、ご遠慮なくご
利用ください。

【船　　津】宇野みつ子、渡辺千代美
【小　　立】古屋和彦、渡辺毅
【大　　石】藤井　君、貴家幸百合
【河　　口】外川より江、石原ちか子
【勝　　山】小佐野文昭、流石恵子
【足 和 田】渡辺トモ枝、有泉あき子
【上九一色】渡辺敦子、伊藤ちづ子、
　　　　　  大額たき子
【事 務 局】町社協（７２‐１４３０）

　結婚相談所では、毎月第１日曜日に「結婚
相談日」を開催していますのでご利用くださ
い。

■日　時：毎月第１日曜日(１月は要問合せ)
　　　　　午前１０時から１２時まで
■場　所：町民福祉館ふじやま　２階
■その他：写真、身分証を持参。なるべく
 　　　　 ご本人が来所してください。

　生活福祉資金特例貸付の申し込みは、6
月30日（水）で終了となります。生活資金に
お困りの方は、お早めにお申し込みをお願
いいたします。

　町社協では、生活資金にお困りの方に、
お米やレトルト食品、カップ麺等、女性の方
には生理用品を用意しております。お困りの
方は、町社協へお越しいただき、受け取りを
お願いします。
（数に限りがあります）
　　　　問合せ：町社協（７２‐１４３０）

『結婚相談日』について『結婚相談日』について

相談員の紹介

生活福祉資金

特例貸付の
申し込みについて

生活福祉資金

特例貸付の
申し込みについて

緊急小口資金
総合支援資金

食料品や生理用品に
お困りの方に

お譲りいたします。

食料品や生理用品に
お困りの方に

お譲りいたします。

『結婚相談所』からの
お知らせ

『結婚相談所』からの
お知らせ



健康のまちづくり
Healthy community building

問い合わせ先　健康増進課介護予防係　７２－６０３７

一般社団法人山梨県歯科医師会

・山梨県内にお住まいの方
・令和３年３月３１日現在で７５歳以上の方 
 （昭和２１年３月３１日以前に生まれた方）
・健康な歯がおおむね２８本程度ある方
 （治療していてもかまわない）

郵便はがきに①～⑧を必ず記入し、下記まで送ってください。
①郵便番号　②住所　③氏名　④電話番号　⑤生年月日　
⑥年齢　⑦最終職歴　⑧かかりつけ歯科医院名

山梨県歯科医師会高齢者よい歯のコンクール係

令和３年６月１日（火）～６月３０日（水）
※詳細については、最寄りの歯科医院または健康増進課まで
　お問合せ下さい。　　 

【送付先】 〒400-0015　甲府市大手1-4-1　

応募資格22

主 催11

応募方法33

応募期間44

第35回 山梨県高齢者
よい歯のコンクールについて

「一生 自分の歯で食べよう」をテーマに
今年も「山梨県高齢者よい歯のコンクール」が行われます。
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The June issue.

河口湖ステラシアター通信 6月号

券  種
指定席

自由席

区　分

一般
高校生以下

町民料金 一般料金 団体料金
4,500円
3,000円
1,500円

4,300円
2,800円
1,400円

4,100円
2,700円
1,300円

富士山河口湖音楽祭2021 開催20年記念富士山河口湖音楽祭2021 開催20年記念富士山河口湖音楽祭2021 開催20年記念
開催期間 8月14日㈯～8月28日㈯
♪ 公演情報♪

ぱんだウインドオーケストラ コンサート
　サクソフォン奏者・上野耕平さんがコンサートマスターを務める「ぱんだウインドオーケストラ」が音楽祭に登場！
2021年に生誕100周年を迎える吹奏楽の巨匠アルフレッド・リードの作品を中心にお届け
する、エネルギッシュで迫力ある演奏をお楽しみに！

[日時] 2021年 8月14日㈯　開場／2:00 PM　開演／4:00 PM　
[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] ぱんだウインドオーケストラ（コンサートマスター：上野耕平）
　　　山梨県中学生特別バンド、ステラ合唱団
[曲目] 生誕100年を迎えるアルフレッド・リードの作品　他
　　　　※曲目は都合により変更になる場合があります。
[チケット発売日] 一般発売 2021年6月27日㈰
[料金] 

♪富士山河口湖音楽祭　　　　　　　  公演情報♪

上野耕平　
サクソフォンリサイタル
[日時] 2021年 8月16日㈪
　　　 開場／6:00 PM　開演／6:30 PM
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] 上野耕平(サクソフォン)
　　　 ピアノ：山中惇史
[曲目] R.シュトラウス：
　　　ヴァイオリン・ソナタ　他
[チケット発売日] 
　　　一般発売2021年6月27日㈰
[料金] 券　種

一　般
高校生以下

一般料金 町民料金 団体料金
5,000円
1,500円

4,500円
1,400円

4,500円
1,300円

券　種
一　般

高校生以下

一般料金 町民料金 団体料金
5,000円
1,500円

4,500円
1,400円

4,500円
1,300円

仲道郁代 
ピアノリサイタル
[日時] 2021年 8月19日㈭
　　　 開場／6:00 PM　開演／6:30 PM
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] 仲道郁代 
[曲目] 
モーツァルト：幻想曲　ハ短調　K.397
シューマン：クライスレリアーナ　Op.16
ショパン：ノクターン第13番 ハ短調　Op.48-1　他
[チケット発売日] 一般発売2021年6月27日㈰
[料金]

2021年6月13日㈰ 10:00～6月14日㈪ 17:00まで
受付電話番号：0555-72-5588　※電話予約のみ

※3歳以下のお子様の入場はご遠慮願います。尚、閲覧可能な母子室はございませんので、予めご了承下さい。
※団体料金は10名様以上でのご案内となります。　※曲目は都合により変更になる場合があります。

富士山河口湖音楽祭★町民先行予約★

ⒸKiyotaka+Saito
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※プレ演奏会
　2:30 PM 開演予定
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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♪

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

♪その他 公演情報♪

Mt.FUJI楽園音楽祭２０２１
スターダスト☆レビュー in ステラシアター

※雨天の場合は、可動式屋根を設置し開催。荒天中止。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止対策に努め、政府・行政のガイドラインに沿って開催いたします。
※新型コロナウイルス感染拡大予防に伴う入場制限等の都合上、座席は同行者様と並びのお席にならない場合や、間に別のお客様が入る場合が
　ございます。
※国内外の感染状況により開催が変更になる場合がございます。
※公演開催および、新型コロナウイルス感染症予防対策についてのご案内をスターダスト☆レビューホームページにてご確認の上、ご来場ください。

♪富士山河口湖音楽祭　　　　　　　  公演情報♪

[日時] 2021年 7月31日㈯　開場／4:00 PM　開演／5:00 PM
[会場] 河口湖ステラシアター（野外音楽堂・可動式屋根付き）
[チケット発売日] 一般発売 2021年 ６月５日㈯ 10:00～
[料金] 全席指定：7500円　※未就学児入場不可

池上英樹、塚越慎子
デュオマリンバコンサート

三浦一馬 
バンドネオン演奏会

[日時] 2021年 8月20日㈮  
　　　 開場／6:00 PM　開演／6:30 PM
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] 池上英樹、塚越慎子、
　　　打楽器マスタークラス受講者
[曲目] 主よ人の望みの喜びを：J.S.バッハ（池上英樹編）
　　　リベルタンゴ：A.ピアソラ
　　　道化師の朝の歌：Ｍ.ラヴェル（池上英樹編）ほか
[チケット発売日] 一般発売2021年6月27日㈰
[料金] 券　種

一　般
高校生以下

一般料金 町民料金 団体料金
5,000円
1,500円

4,500円
1,400円

4,500円
1,300円

券　種
一　般

高校生以下

一般料金 町民料金 団体料金
5,000円
1,500円

4,500円
1,400円

4,500円
1,300円

　「スターダスト☆レビュー 楽園音楽祭」の開催が決定いたしました！
暑い夏に熱い音楽を楽しみましょう！

● 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換気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。

超絶技巧を堪能する一夜 [日時] 2021年 8月21日㈯
　　　開場／4:30 PM　開演／5:00 PM

[会場] 河口湖円形ホール

[出演] 三浦一馬

[曲目] 詳細なプログラムは
　　　　　　　　後日発表します。

[チケット発売日] 一般発売2021年6月27日㈰

[料金]

ⒸT.Oda
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i nformationnformation インフォメーション

　　

　河口湖サクランボ生産組合から日頃の感謝の意を込め
まして、町民の皆様を対象に特別料金にてさくらんぼ狩り
を行います。
　さくらんぼ農場は、屋根付きの側壁がない通気性の良
い農場となっており、雨の日でもさくらんぼ狩りが堪能で
き、また、新型コロナウイルス感染拡大予防対策も徹底し
て行いますので安心してご来場ください。
　尚、農場での検温やマスクの着用、手の消毒につきまし
てはご協力をお願いします。
　今年のサクランボは実入りが良好！皆様のご来場をお
待ちしております。
◆開園期間　6月5日（土）～30日（水）頃まで
　　　　　　9時～16時
（※サクランボが無くなり次第、閉園となります）
◆内　容　４０分食べ放題（品種は、佐藤錦、高砂、紅
　　　　　 秀峰、香夏錦、さおり他）
◆農園場所　富士河口湖町大石３００１番地 他
◆料　金　未就学児（保育園児等）・障碍者　無料
　　　　　小学生　1,000円、中学生以上 　 1,500円
　　　　　お持ち帰りパック（約250ｇ入）　 1,000円
（通常 ３歳未満無料、３歳以上小学生未満1,000円、
　小学生以上2,000円）
●問合せ　河口湖サクランボ生産組合
　　　　　　℡ 090-8462-9600
　　　　 　（※開園期間中のみ9時～16時）

　7月に開催準備をしておりました「河口湖サッカーカー
ニバル」ですが、現在新型コロナウイルス感染症が拡大し
ている状況から参加者の健康、安全面等を第一に考慮
し、大会を延期する運びとなりました。新型コロナウイル
ス感染状況を考慮して秋以降の開催を計画しておりま
す。開催の際にはまた広報を通してご案内をさせて頂き
ますのでよろしくお願い致します。
●問合せ　富士河口湖町サッカー協会　担当：渡辺　　
　　　　　メール lago@jasmine.ocn.ne.jp

■対象者　郡内在住、在勤、在学者
　　　　　（中学生以上）
■作品数　　3首以内（未発表作品に限る）
■参加費　　一般：1千円、学生：無料

■送　金　　郵送の場合は現金書留または
　　　　　　郵便小為替で送付（切手不可）
■応募期間　6月1日（火）～6月30日（水）
■選　者　春日いづみ先生
　　　　　「水甕(みずがめ)」代表
■作品の提出方法
　400字詰原稿用紙（B４判）の右
半分に作品、氏名、年齢、住所、電
話番号、結社名、校名を記入、左半
分に作品のみを楷書にて明記
※要綱・記入例は、富士河口湖町文
　化協会（河口湖ステラシアター内
　℡72-5588火曜日定休）にて配布
■提出先　〒401-0310　富士河口湖町勝山21-1
　　　　　郡内短歌大会事務局　小佐野真喜子

■日　時　9月18日（土） 受付13:00開会13:30
■会　場　河口湖円形ホール　
　　　　　（新型コロナ感染症の影響により中止または
　　　　　　入場制限などを行うこともあります）
●問合せ　第19回郡内短歌大会委員会
　　　　　事務局　小佐野真喜子　℡0555-83-2750

■日　程　令和3年7月6日（火）13時30分～
■会　場　都留市　ぴゅあ富士
■内　容　シルバー人材センターの説明や相談コーナー、
　　　　　遺跡発掘等の仕事内容の紹介をします。
■締切日　令和3年6月30日（水）
●問合せ　山梨県シルバー人材センター連合会　
　　　　　　℡ 055-228-8383

　相続・遺言・成年後見・登記に関する相談、家・土地に
関する相談、会社に関する相談、借金・日常生活のトラブ
ルに関する相談、その他、各種相談に対応致します。
■開催日　毎月１回　第３水曜日
■開催時間　午後１時～午後４時まで
■場　所　富士山駅ビルショッピングセンター「Q-STA
　　　　　（キュースタ）」　地下1階
■予約制　予約受付時間　月～金曜（祝祭日は除く）　
　　　　　9時～17時
■相談料　無料
●問合せ　山梨県司法書士会総合相談センター
　　　　　　℡ 055-253-2376

町民限定さくらんぼ狩り
特別料金について

第23回河口湖サッカーカーニバル
（延期のご案内）

第１９回郡内短歌大会のご案内

シルバー人材センターからご案内

司法書士無料相談

作品募集

短歌大会

シルバー人材センター説明会

広報22 2021年 6月号



i nformationnformation インフォメーション

　放送大学は、2021年10月入学生を募集しています。
　10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が、大学
を卒業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学ん
でいます。テレビによる授業だけでなく、学生は授業をイ
ンターネットで好きなときに受講することもできます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、
約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことがで
きます。
　卒業すれば学士の学位を取得できます。
　放送授業1科目の授業料は11,000円（入学金は別）。
半年ごとに学ぶ科目分だけの授業料を払うシステムです。
半年だけ在学することも可能です。
　全国に、ミニキャンパスと言える学習センターやサテラ
イトスペースが設置されており、サークル活動などの学生
の交流も行われています。
　資料を無料で差し上げていますので、お気軽に放送大
学山梨学習センターまでご請求ください。

■出願期間
　第1回　8月31日まで
　第2回　9月14日まで

●資料請求・問合せ
　放送大学山梨学習センター　℡ 055-251-2238

■場　所　かかしの家（旧ふたば薬局。船津5247-2）　
■日にち　6月6日（日）・6月27日（日）
■時　間　11時～14時
■料　金　200円
　　 （ニコニコかかし教室に参加するお子様は無料。）
　メニューは未定ですが、決まり次第LINEでお知らせい
たします。
　新型コロナウイルス感染予防の
観点から「お持ち帰り弁当」になる
こともございます。
※アレルギー対策は行っておりま
　せん。

 
　ボランティアスタッフが学習をサポートします。
宿題はもちろん、いつもの勉強のお悩みにもできる限りお
答えします。
■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。

●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
　　　　　　かかし食堂＆教室　LINEアカウント

 

■対　象　船津小学校区のママさん
■練習日　毎週火曜日
　　　　　（20時～22時）
■場　所　船津小学校体育館
■会　費　月1,000円
☆20代～40代中心のメンバーで
　和気あいあい毎週楽しく練習し
　ています！
☆年間約８～10回試合がありま
　す。楽しいですよ！
☆見学や体験も大歓迎！とにかく
　一度遊びに来てください！
☆ご質問でもOK！気軽にお電話ください！
●問合せ　岡村　℡ 090-6790-9926

　勝山出身で船津在住の「スズメの母さんがワシを育て
る」の著者、小澤園美の絵を展示します。
　感性豊かな作品をご覧ください。
■勝山247番地　民家2階
■4月～11月の毎週日曜日　11時～16時
■料　金　200円
●問合せ　小澤　℡090-1667-5030

ニコニコかかし食堂

放送大学入学生募集のお知らせ

絵の展示のお知らせ

ママさんバレーボール
『船津VC』部員募集！

ニコニコかかし教室

広報 232021年 6月号納期限　令和３年６月３０日（水）



広報24 2021年 6月号 納期限　令和３年６月３０日（水）今月の納税等

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）

☆地域の皆様へ ☆地域の皆様へ

理学療法学科 教授　樫本 　温
（出　　　身）東京都生まれ、山梨県育ち
　　　　　　（甲府北中、甲府南高）
（専門分野）麻酔科学
（研究テーマ）医療全般、人の成り立ちとは？

作業療法学科 助教　渡辺 俊太郎
（出　　　身）東京都
（専門分野）発達領域の作業療法
（研究テーマ）発達に特徴のある
　　　　　　　　子どもの早期発見について

　教 員 紹 介　教 員 紹 介　教 員 紹 介
２０２１年４月、健康科学大学に新たな教員が加わりました。

今回は、理学療法学科と作業療法学科に所属する２名の教員をご紹介いたします！

みなさんのご相談にLINEでお答
えします！入試のこと、学校生活の
こと…何でもお気軽にご相談くだ
さい。まずは本学公式アカウント
を「友だち追加」！

LINE 個別相談
２４時間受

付！

●申し込み方法やプログラム詳
　細は本学ホームページでお知
　らせいたします。
●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オープンキャンパスオープンキャンパス
来校型

●回答時間● 平日9：00～17：00

　昭和５７年に山梨医科大学の麻酔科学の
教員となり、准教授を経て、平成２０年に富
士吉田市立病院の院長となりました。令和３
年に退職して、４月より健康科学大学の教員
となりました。地域の皆様の健康を第一と考
え、本学の学生さんを鍛える所存です。今後
ともよろしくお願いいたします。

　健康科学大学クリニックから大学へ異動と
なりました。健康科学大学クリニックでは発
達に何らかの問題を抱えているお子さんたち
のリハビリテーションを8年間行っていまし
た。クリニックで出会ったお子さんたちから
は、多くの事を学ばせていただきました。こ
れからは、より幅を広げて発達領域において
富士河口湖町に貢献して参りたいと思ってい
ます。

６/２６sat  ７/１７sat
８/ 7sat   ８/２１sat
９/１１sat

～災害を体験した方のエピソード～  「一日前プロジェクト」
『お母さん、足がグニュっとする   ～水が畳を押し上げた～』
―平成16年7月新潟・福島豪雨（平成16年7月）―（三条市 40代 女性）

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

　パソコンで何かやっていた子どもが、「何か足がグニュッとする」と言いまし
た。私は台所にいて、板の間だったから何も感じなかったのですが、子どもたち
が「あれっ、何か畳がおかしい」とか言っていました。私は「えーっ！」と言って、
バッと玄関をあけてみたら、水がこう、下から畳を押し上げていたわけですよ。
　これ、ふつうじゃないよということで、息子と主人は、データが失われるとか
言いながら、パソコンを2階に運びました。それから、デジカメは上に上げなきゃとか、家中大騒ぎになりました。
　地震と違って水は静かに来るんですね。家の中にいた私たちは、回りがそんなに恐ろしいことになっているなんて、
全然気がついていませんでした。
　大雨のときはラジオを聞くなりして、もっと積極的に情報を集めておけば良かったなと思っています。
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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

6月9日㊌・23日㊌今月の相談日

時間:13時30分～／14時30分～
会場:町役場 104会議室

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129
相談日時

お気軽にご相談ください。
相談は予約制（無料）です。毎月第１日曜日 13時～17時

℡0554-56-8742

月～金曜日（祝日を除く）9時～12時、13時～16時30分
多重債務相談　消費者問題相談 ほか

仲沢　奏佑　　　亮　・真　衣　船津
渡邉　風花　　涼　介・沙　季　船津
荒井　涼玖　　博　達・聖　美　船津
和光結依叶　　聖　矢・亜須加　船津
田中　陽翔　　暁　之・麻梨子　船津
外川　悠人　　雄一郎・亞　彌　船津
渡邉　一都　　史　也・安　奈　船津
滝口　真輝　　政　典・真里子　船津
大坪　登眞　　和　広・　萌　　船津
舟久保かれん　　　翔　・　優　　小立
齊藤　衣吹　　和　彦・ゆりか　小立
桶谷　琴音　　厚　夫・久美子　小立

三浦　綾翔　　祐　揮・麻里奈　小立
吉澤　空優　　　亮　・百　香　河口
大森　陽月　　雄　太・布美子　河口
小佐野颯真　　　亮　・恵　美　勝山
中野　和花　　欽　章・めぐみ　大嵐
渡辺　梨花　　雄　太・康　江　大嵐
岩本　大弦　　侑　也・枝里奈　富士ヶ嶺

細川　成治　87歳　細川健治郎　船津
小佐野みど里　79歳　小佐野憲一郎　船津
小佐野国子　81歳　小佐野竹次　船津
山中　　勉　82歳　山中　和政　船津
外川　昭三　93歳　外川　　智　浅川
渡邊トモヱ　96歳　渡邊　亮介　小立
伊豆倉ルエラ　41歳　伊豆倉吉雄　小立

德山冨美子　82歳　德山　博文　大石
貴家　輝道　73歳　貴家　春江　大石
堀内タカノ　91歳　堀内　仁志　大石
小林　房子　81歳　小林　五郎　河口
三浦　重代　74歳　三浦　壽夫　河口
駒谷美　を　91歳　駒谷　利行　河口
宮下　　夫　91歳　宮下　芳文　長浜
渡辺　武夫　91歳　渡辺　　満　西湖
小林　文平　86歳　小林　惠美　精進
前嶋　勝子　76歳　前嶋東亜次　本栖

古屋　槙一　 ＝　 加々美優花　小立
奈良　善光　 ＝　 渡邊　芳美　小立
堀内　清史　 ＝　 石川　彩乃　大石

おめでた・おくやみ
〈4/9～5/13〉

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　87－2032　   町の行政相談委員さん

6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

●足和田出張所　 13時～15時

実施日

※各種相談につきましては、延期又は中止となる場合があります。開催状況等の詳細は各実施者までお問い合わせください。

　町では、毎月５日（５日が休日の場合はその前または後の平日）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7月5日㈪9時から１１時３０分まで町役場１階１０２会議室で実施します。対象者
は、生活保護受給者・生活困窮者・母子世帯となっておりますので、希望する方はお気軽にご相談ください。

生活困窮者・母子世帯等の
就業相談について

相談専用ダイヤル ℡0555‒22‒1577

　　26,687人
(＋82)

 

　11,049　
(＋63)

　13,523人
　(＋32)

　13,164人
(＋50)

人口

男

女

世帯 世
帯

●日時・場所　6月  9日㈬ 河口湖商工会
　  　　　   7月14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。

5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／7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（７２-１４３０） ●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）
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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。

　公的機関を名乗る者から、「新型コロナウィルスワクチンが接種できる」「キャッシュバックす
るのでお金を振り込むように」という、新型コロナワクチン詐欺に関するもの、予防接種が優先
的に打てるとＵＲＬが記載された不審なメールや、保健所の依頼で来たという業者が検査薬を
販売していると勧誘するもの、新型コロナワクチンが無料で受けられると言って個人情報を聞き
出す不審な電話など、その手口は様々です。ワクチン接種は、行政が無料で順番に実施します。
　行政機関等のなりすましや、行政から委託されたという業者からの電話勧誘や訪問販売があ
ったら、まずは町役場等へ確認しましょう。
　また、コロナの影響で収入が減り、ネットで副業を探してトラブルに巻き込まれたケースもあります。消費者の不
安に付け込む悪質商法には、十分注意しましょう。

　困ったり、不安なことがありましたら、まずはご連絡ください。富士吉田市、富士河口湖町、西桂町、忍野村、山
中湖村、鳴沢村にお住まいの方ならどなたでもご相談いただけます。相談は無料です。個人情報や秘密は、固く守
られます。
　借金、多重債務のほか消費者トラブルについても、ご相談をお受けしています。
　お気軽にご相談ください。

　　　

　また、これ以外の時間は一人で悩まずに、全国どこからでも３桁の電話番号でつながる消費者ホットライン
「188（いやや！）」にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。

富士吉田市役所　東庁舎１階
平日9時～12時、13時～16時30分
富士吉田市消費生活センター　　℡ 0555-22-1577

場 　 所
受付時間
問 合 せ

富士吉田市消費生活センターからお知らせ


