
渡邊舜太選手
世界カヌージュニア選手権大会出場

（9月開催)
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TOKYO2020 東京オリンピック　
カヌースプリント藤嶋大規選手（当町出身）を応援しよう！

富士河口湖町「スポーツキャンプ地」誘致委員会主催　
富士河口湖町公認東京2020観戦旅行

　藤嶋大規選手は、小学４年生からカヌーをはじめ、当町精進湖にて小中高と練習し、全国・
世界へと活躍している選手です。
　前々大会のロンドンオリンピックに出場し、男子カヤックペア（K-2）200ｍで世界10位となっ
ており、今回大会では男子カヤックフォア（K-4）に出場します。
　氏　名：藤嶋　大規 （ふじしま　ひろき）
　出身地：富士河口湖町富士ヶ嶺
　経　歴：旧上九一色村立富士豊茂小学校（4年生より上九一色カヌークラブ所属）
　　　　　旧上九一色村立上九一色中学校・山梨県立富士河口湖高等学校・立命館大学卒業、
             富士河口湖町役場（山梨県所属）、陸上自衛隊体育学校（現在）
　主な競技歴：
　　　　  H18　第61回国民体育大会（兵庫）　K-1（200m・500m）優勝（2冠）　富士河口湖高校3年 
　　　　  H22　日本カヌースプリント選手権大会 K-1（200m）優勝　立命館大学4年 
　　　　  H23　カヌースプリントアジア選手権大会兼ロンドン五輪アジア最終選考会  
  　　　 K-2（200m）優勝　株式会社ユニー （※この大会でロンドンオリンピック出場枠を勝ち取る） 
　　　　  H24　ロンドンオリンピック（第30回オリンピック競技大会）　K-2（200ｍ）10位　日本チーム
　　　　  令和元年　世界選手権大会2019（ハンガリーセゲド）K-4（500m）12位（アジア最上位）
　　　　　　　　　　（※この大会で2020年東京オリンピック出場枠を勝ち取る）

　8月6日（金）※9：30～11：40　会場　海の森水上競技場　男子カヤックフォア（K-4）500ｍ　予選
　8月7日（土）※9：30～12：50　会場　海の森水上競技場
　男子カヤックフォア（K-4）500ｍ　準決勝　・　男子カヤックフォア（K-4）500ｍ　決勝
　※8月6日の予選を勝ち抜くと8月7日の準決勝に進み、また、準決勝を勝ち抜くと決勝へ進みます。
　※詳しい時間はまだ、未定となっております。上記時間はこの間に行われる予定です。
　※カヤックフォア（K-4）：カヤック＝K（カヌーに座りパドル「漕ぐ道具」で漕ぐカヌー）フォア＝4（4人乗り）

　8月6日（金）5時30分　富士河口湖町役場駐車場集合
　富士河口湖町発〈5:30〉→ 海の森水上競技場着〈9:00〉（9:30～11：40競技見学） → 海老名SA（13：00～14：00自由昼食）
　→富士河口湖町着〈15:30頃〉　※雨天決行
■方　面：東京　海の森水上競技場（日帰り）
■代　金：500円（飲み物・保険代含む）
■募集人員：町民の方10名（定員になり次第締切）
【ご注意】
・無観客開催、観客上限・観戦条件の設定、感染状況拡大によっては中止とさせていただく場合があります。
・各自マスク着用やソーシャルディスタンスの確保、声を出さない応援など感染予防対策へのご協力をお願いします。
・交通機関並びに行程は変更になることがあります。　詳しいご案内は出発前に改めて致します。

■応募期間：7月7日（水）～7月20日（火）
○問合先　富士河口湖町「スポーツキャンプ地」誘致委員会事務局（政策企画課内）℡　0555-72-1129

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に伴い、
富士河口湖町から競技役員が派遣されます
　7月から開催されます東京オリンピック・パラリンピック競技大会に、競技役員
として町内在住者である都築和久さん、北川浩正さん（ともに山梨県カヌー協会所
属）、流石淳子さん（山梨県ボート協会所属）の3名が派遣されます。競技運営上
必要不可欠な業務に従事することになっています。

（都築和久さん）（北川浩正さん）（流石淳子さん）

 TOKYO2020 東京オリンピック　カヌースプリント　男子カヤックフォア（K-4）500ｍ　スケジュール
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本の寄贈ありがとうございます

寄付をいただきました

　富士自然文化協会元会長 中江利忠様、並びに奥河口湖長崎山さくらの里づくり
協議会会長 宮下薫様が富士自然文化協会50周年誌寄贈のため町長を訪問しま
した。
　富士自然文化協会は昨年10月に解散されましたが、長浜地区に位置する「奥河
口湖さくらの里」の開園に御尽力頂きました。
　ご寄贈頂きました富士自然文化協会50周年誌については図書館の蔵書として
整理し町民のみなさまへ広く提供させて頂きます。

交通安全協会によるカーブミラー清掃活動が行われました

富士河口湖高校カヌー部渡邊舜太選手
「世界カヌージュニア選手権大会」海外派遣へ

　6月13日に交通安全協会によるカーブミラー清掃活動が行われました。
　カーブミラーの清掃活動は、歩行者の利用が多い船津支部と小立支部
により行われ、カーブミラーの清掃や歩行者横断用旗の入れ替えなどが実
施されました。カーブミラーは、見通しの悪い交差点に設置されており、運
転者・歩行者ともに安全に通行するために大切なものです。交通安全協会
の皆様の活動が、交通事故を防いでいます。「歩行者も交通社会の一員」
という認識を持ち、一人ひとりが交通ルールを守ることで、町内から悲惨な
交通事故を発生させないようにしましょう。

　健康科学大学宿舎組合（西田維宏会長）様より、寄付をいただきました。
町の事業へ有効に活用されるよう、大切に使わせていただきます。

　4月に石川県で行われました「2021日本カヌースプリントジュニア・U23
・シニア海外派遣選手最終選考会」ジュニア男子カナディアンシングル
1000ｍにおいて富士河口湖高校、渡邊舜太選手（3年・表紙下段真中）が
優勝し日本代表入りを果たしました。
　今後9月にポルトガルで開催される「世界カヌージュニア選手権大会」に
出場する予定です。
　今も日本のトップを走る同校の先輩の藤嶋大規選手、三浦伊織選手の
背中を追いかけ、いつかは超える選手になることを期待しています。
　また、6月12～13日に精進湖カヌー競技場において関東高等学校カヌー大会を行いました。

　　　　　　　男子カヤックフォア　　　　松本薫弥・小佐野貴富・朝比奈隼正・杉本七色　優勝
　　　　　　　男子カヤックペア　　　　　松本薫弥・朝比奈隼正　優勝、小佐野貴富・杉本七色　第３位
　　　　　　　女子カヤックペア　　　　　坂本文芽・渡辺星空　　第３位
　　　　　　　男子カナディアンシングル　 渡邊舜太　優勝　　　　　
　　　　　　　男子カヤックシングル　　　松本薫弥　第２位、朝比奈隼正　第４位
　　　　　　　女子カヤックシングル　　　坂本文芽　第３位、渡辺星空　　第８位　　　　　
　以上の9種目で入賞され、富士河口湖高校が男子総合で優勝に輝きました。
　おめでとうございます！
　カヌー選手の皆様には、世界の舞台へ挑戦や、また国内大会等に、ご活躍を期待して応援していきたいと思います。
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　今年度も　公益財団法人　山梨県緑化推進機構より、
ご協力のお願いがありました。
　皆様から寄せられた「緑の募金」は身近な緑化活動に活
用され森林の整備や緑化推進などの活動を行う団体へ交付
され、水源林の整備から地域の環境緑化、海外での緑化活
動まで幅広い範囲で役立たれています。
　自治会長・区長を通じて募金をお願いしています。ご理解
とご協力をよろしくお願いいたします。
●問合せ　農林課　℡ 0555-72-1115

　富士河口湖町では、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
っております。
■日　時　7月20日（火）　
　　　　　10時～15時まで
■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　℡ 0555-72-6028

　水道課では使用期限が経過したメーターの交
換作業を行っています。
　町指定の水道業者がメーター交換の対象とな
っているお宅を訪問してメーターの取り換え作
業を行っていきます。交換対象となっているお宅
を水道業者が事前に訪問し、現場を確認し交換
予定日時を予告します。交換当日は立会い不要
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下さいます
ようお願いします。
●問合せ　水道課上水道業務係　℡ 0555-72-1620

　日本赤十字社は、災害時は医療支援、こころのケア、救援
物資の配布などを、平時は救急法の講習普及、ボランティア
や青少年赤十字の育成などの活動を行っています。
　赤十字社は人道的救護機関であり、自主性、中立性を守
るため、この活動資金を国や特定の団体に頼るのではなく、
広く一般のみなさまにご協力を呼びかけております。
　今年も会費について自治会・区をとおして依頼いたします
ので、日本赤十字社の継続的な活動にご理解、ご支援をい
ただき、継続的な会費へのご協力をお願いいたします。
●問合せ　福祉推進課　℡　0555-72-6028

　浄化槽を設置する人に、予算の範囲内において補助金を
交付します。
■補助対象地域　
　町内全域。ただし、次に掲げる区域を除きます。
○下水道法又は同法第25条の3第1項に基づき策定された
　事業計画に定められた区域
○精進地区特定環境保全公共下水道事業、本栖地区地域
　し尿処理施設の事業計画に定められた区域
■補助対象者
　町内に住所を有する人で、専用住宅に50人槽以下の浄化
槽を設置する人。
※次の各号のいずれかに該当する人は、補助の対象となりま
　せん。
○確認申請又は浄化槽設置の届出を行わずに浄化槽を設
　置する人
○販売の目的で浄化槽付住宅等を建築する人
○専用住宅又は土地の借受人で、浄化槽設置に関して貸付
　人の承諾が得られない人
○既設合併処理浄化槽を更新及び既設合併処理浄化槽を
　更新した合併処理浄化槽付き専用住宅を購入する人
■補助金額
　浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次の額を
限度とします。
　◆5人槽　　　 332,000円
　◆6～7人槽　　414,000円
　◆8～50人槽   548,000円
※以下の場合、補助金が加算されます。
　　単独浄化槽の撤去に要する費用に相当する額とし、　
　90,000円を限度とします。
　　単独浄化槽から合併処理浄化槽への転換に限り、宅内
　配管工事に要する費用に相当する額とし、300,000円を
　限度とします。
■補助金の返還
○不正の手段により補助金を受けたとき。
○補助金を他の用途に使用したとき。
○補助金交付の条件に違反したとき。

障害者相談日開設について
浄化槽設置事業補助金について

水道メーター交換について

「日本赤十字社会費」への
 ご協力をお願いします

「緑の募金」への
  ご協力をお願いします
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■注意事項
○専用住宅とは、主に居住の用に供する建物又は延べ床面
　積の2分の1以上を居住の用に供する建物を言います。
○補助金の交付申請は、浄化槽設置工事前に行ってくださ
　い。
○工事が完了したら、補助事業完了報告書を提出してくだ
　さい。
●問合せ　環境課　℡ 0555-72-3169

　町では7月13日（火）から17日（土）の間、クロアチア共和
国ボートチームの事前合宿を受け入れることとなりました。
　オリンピック開幕が迫る中、事前合宿の受入を辞退する自
治体が増加し、また、選手村への入村が大会5日前からと決
定されたため、時差調整や練習会場等、滞在先の選定につ
いて苦慮していたクロアチアチームについて、当町在住の内
田大介氏が監督を務める早稲田大学漕艇部及び山梨県ボー
ト協会より当町へ受入れの打診があり、当町がボート競技の
メッカとして数々の大会・合宿を受け入れた実績があるこ
と、また、渡辺喜久男町長が山梨県ボート協会会長を務めて
いることなどから、クロアチアチームの窮状を救うべく、受入
れを決定したものです。
　来町するのは選手3名とコーチ2名の計5名で、メダル獲
得に期待が懸かります。

ダミール・マーティン選手
　2015 欧州選手権 シングルスカル 金メダル
　2016 リオ五輪 シングルスカル 金メダル
　2017 欧州選手権 シングルスカル 銀メダル

シンコビッチ兄弟
（ヴァレント・シンコビッチ選手・マーティン・シンコビッチ選手）
　2015 世界選手権 4人乗りスカル 金メダル
　2016 リオ五輪 ダブルスカル 金メダル
　2017 世界選手権 舵手なしペア 銀メダル
　2018 世界選手権 舵手なしペア 金メダル
　2019 世界選手権 舵手なしペア 金メダル

●問合せ　政策企画課　℡　0555-72-1129

　道路や歩道にはみ出した木々は、危険を及ぼす状態であ
っても、町では伐採することができません。土地所有者によ
り、適切に管理していただきますようお願いいたします。
　倒木等により道路の通行に支障がある場合は、連絡なく
伐採・処理いたしますのでご理解いただきますようお願いい
たします。
　また、個人宅の庭木や生け垣、沿道の山林の樹木など、倒
木や張り出した枝の落下、落雪等により、通行中の歩行者や
車両が損傷する事故が発生した場合は、法律によりその所
有者が賠償責任を問われる場合があります。交通事故防止
のためにも、事前に危険を及ぼすものがないかを確認の上、
所有者の責任で対処していただきますようお願いいたします。
●問合せ　都市整備課　℡ 0555-72-1976

　昨年度の県内の後部座席シートベルト着用率は38.7％
と、依然として低い状況となっています。チャイルドシート着
用率も低く、自動車乗車中における乳幼児の安全性が心配
されます。
　衝突時に自分自身を支えることができるスピードは、わず
か時速７㎞程度です。時速50kmでの衝突時の衝撃は体重
の30倍にもなるため、大人が子どもを抱っこして守ることは
できませんし、子どもがエアバッグ代わりになってしまう恐れ
もあります。衝撃により車の天井や座席に激しくぶつかった
り、車外へ投げ出されたりしてしまうこともあります。
　車に乗ったら、全ての座席でシートベルト・チャイルドシー
トを着用しましょう。　　　
　また、チャイルドシートは取
扱説明書をよく読んで正しく
装着し、大切な子どもの命を
守りましょう。　　　　
●問合せ　地域防災課防災係　℡ 0555-72-1170

　ご家庭や各施設で使用しなくなった卓球台を3台ほど探し
ています。お心当たりのある方は生涯学習課社会体育係ま
でご連絡いただきますようお願いいたします。
●連絡先　生涯学習課社会体育係　℡ 0555-73-1220

不要になった卓球台寄付のお願い

道路への倒木、枝・雑草の張り出しに
ご注意ください

全席シートベルト・チャイルドシート
着用徹底運動（7,8月重点期間）

東京２０２０オリンピック
クロアチア共和国ボートチーム
事前合宿の受入について

ダミール・マーティン選手（左）
ヴァレント・シンコビッチ選手（真中）
マーティン・シンコビッチ選手（右）

8月5日㊍ 配布予定8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

“全ての座席で着用を”
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■採用職種・人員 事務職　４名程度 、保育士職・保健師職・土木職各1名 

事務職 Ⅱ

事務職 Ⅰ

■受験資格

平成5年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた者で、大学を卒業した者
及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する者

昭和62年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者で、保育士資格のある
者又は令和4年3月までに保育士資格取得見込の者

平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた者で、高校を卒業した者
及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する者

役場総務課
での受付

インターネット
での受付

■受　付

令和3年7月13日(火)から8月13日(金)まで（土曜日・日曜日・祝日を除く）の
午前8時30分から午後5時15分まで

全職種共通 富士河口湖町役場場　所
令和3年10月25日（月）予定実施日

第１次試験

第２次試験

実施日 令和3年9月19日（日）
事務職
保育士職
保健師職
土木職

山梨大学(甲府西キャンパス)
山梨大学(甲府西キャンパス)
山梨大学(甲府西キャンパス)
山梨大学(甲府西キャンパス)

場　所■試験日及び場所

富士河口湖町役場総務課職員係　　　℡ ０５５５－７２－１１１２（直）■問合せ

保育士職

保健師職 昭和62年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた者で、保健師資格の
ある者又は令和4年3月までに保健師資格取得見込の者

上記の職種共通 富士河口湖町内在住者又は採用後原則として富士河口湖町内に在住できる者

土木職
昭和62年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた者で、大学を卒業した者
及び卒業見込の者並びにこれらと同程度の学力を有する者とし、土木に係る課
程を修了した者または土木・建築関係実務経験者

富士河口湖町職員募集案内

「やまなしくらしねっと電子申請サービス」にて受付
令和3年7月13日(火)から8月5日(木)午後5時15分まで（24時間受付）　  
　注：プリンターのない方は不可
町ホームページ　http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/の
職員採用情報を確認し、申請案内に従ってください。

○町村職員統一試験（令和４年４月採用）

●募集職種：①経営指導員
　　　　　　②経営支援員
●勤務地：県内の商工会（２３か所）又は山梨県商工会連合会
●採用予定人員：①・②とも若干名
●受験資格：山梨県商工会連合会のホームページをご確認ください
●採用予定日：令和４年４月１日
●募集期間：①・②とも　令和３年６月１日（火）～８月２５日（水）
●申込み・問合せ：山梨県商工会連合会　総務課　電話０５５－２３５－２１１５

商工会は、地域商工業者や創業予定者の経営や販路開拓などを支援している地域総合経済団体です。

商工会職員募集
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 （注） １．令和3年度の採用人員につきましては、決定次第、自衛官募集ホームページ等でお知らせしますので、ご確認ください。
　　　２．令和4年3月高等学校卒業予定者又は中等教育学校卒業予定者のための採用試験は、令和3年9月16日以降に行います。
　　　３．資格欄中の「高卒」は中等教育学校卒業者を含みます。
　　　４．応募資格年齢の起算日は、種目ごと異なっていますので、それぞれの採用要項で確認してください。
　　　５．その他、詳細については、各採用（募集）要項又は自衛隊地方協力本部で確認してください。
　　   ６．記載内容については変更される場合があります。

一般曹候補生

自衛官候補生

航空学生

受付期間募 集 種 目 資 　 格 試 験 期 日 待遇・その他

令和3年度自衛官採用案内

入隊後２年９か月経過以降、
選考により３等陸・海・空曹

入隊後約６年で３等海・空尉

１８歳以上３３歳未満の方

１８歳以上３３歳未満の方

７/1～9/6

7/1～9/9

随　時

１次：9/16～19 
２次：10/9～24 
  　　　※いずれか１日を指定

受付時に
お知らせします。

所要の教育を経て、３か月後に
２等陸・海・空士に任用
陸上(技術系を除く)は１年９か月
陸上(技術系)・海上・航空は２年
９か月を１任期として任用

海：18歳以上23歳未満の方
空：18歳以上21歳未満の方
共通：高卒(見込含)または、
　     高専３年次修了(見込含)

１次：9/20
２次：10/16～21
３次：(海)11/19～12/15
 　　 (空)11/13～12/16

※細部につきましては、下記連絡先等までお問い合わせ下さい。

検索山梨地本 https://www.mod.go.jp/pco/yamanashi/
■ 自衛隊山梨地方協力本部　　甲府市丸の内1-1-18　 甲府合同庁舎2F　☎ 055-253-1591
■ 山梨地本大月地域事務所　　大月市御太刀2-8-10　大月合同庁舎2F　☎ 0554-22-1298

詳細情報へアクセス

お問い合わせ

基本的に火、水曜日が休みで
土日、祝日は勤務（ （

管理人募集について小立公園墓地

令和３年７月１６日（金）～令和３年７月３０日（金）

１名（会計年度任用職員）

令和３年１０月１日～令和４年３月３１日
勤務成績等により次年度以降に再度の任用をします。

勤務地：小立公園墓地
勤務時間等：週５日
　　　　　
　　　　　 １日　７時間（９時～１７時）

・公園内及びその周辺、管理棟の清掃、草取り等の美化
　作業
・ゴミ等の運搬、処理等

月　額：１３１，６９０円～
期末手当：６月、１２月支給（１．２７５月分）
　　　　　※初年度の１２月は０．３８２５月分

・小立地区住民で区に加入をしていること。
・心身ともに健康な方
・普通運転免許を所有している方
・地方公務員法第１６条に定める欠格条項に該当しない方

・「富士河口湖町会計年度任用職員申込書」を受付期間
　内に総務課まで郵送もしくは窓口に提出して下さい。
 （申込書は町ホームページもしくは総務課・環境課に
　　ございます。）
・環境課において面接等を行った上で、採用を決定しま
　す。

・社会保険の適用があります。
・任用期間に応じて有給休暇を付与します。
・通勤距離に応じて通勤手当を支給します。

業務等に関する問い合わせ　環境課　72-3169
制度等に関する問い合わせ　総務課　72-1112

❷ 募 集 人 数

❸ 任 用 期 間

❹ 勤務条件等

❺ 業 務 内 容

❻ 報酬について

❼ 応 募 資 格

❽ 応 募 方 法

❾ そ の 他

10 問い合わせ先

❶ 応募受付期間

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



消防吏員　若干名

対　象
　・大学卒：平成７年４月２日から平成12年４月１日までに生まれた者
　・高校以上卒：平成９年４月２日から平成16年４月１日までに生まれた者
　・令和４年３月に前記の学校を卒業見込みの人

身　長：男性は、おおむね1.6メートル以上／女性は、おおむね1.55メートル以上
体　重：男性は、おおむね52キログラム以上／女性は、おおむね45キログラム以上
胸　囲：身長のおおむね2分の1以上
視　力：両眼（矯正視力を含む）で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上
　　  　赤色、青色及び黄色の色彩の識別ができること
聴　力：左右共に正常であること
その他：体質が健全で、四肢関節に支障がなく諸機能が正常であること
　　　　精神機能及び神経系統に異常がないこと
　　　　言語明瞭で十分な発声ができること

　令和３年７月13日現在、富士吉田市・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町・鳴沢村（以下
「構成市町村」という。）に住所を有する者、ただし、進学・就職等のため、現に構成市町村内に住
所を有していない者でも、家族等が令和３年７月13日以前から引き続き、構成市町村内に住所を有
する者は、資格を有します。
　なお、採用後も構成市町村内に居住（住民登録）する必要があります。

①日本の国籍を有しない人
②禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
③富士五湖広域行政事務組合において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人
④日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成
　し、又はこれに加入した人

７月１３日（火）から８月１３日（金）午前８時３０分から午後５時１５分
※土日祝日を除く／郵送の場合は８月１３日の消印のあるものまで有効

申込書を富士五湖消防本部管理課に提出してください。
郵送の場合は、封筒の表に「町村職受験」と朱書きし、書留郵便にしてください。
「受験票」に宛先を明記し、63円切手を貼って下さい。

日時・場所
　９月19日（日）午前９時から　
　受付開始：午前8時30分から
　山梨大学甲府西キャンパス　甲府市武田4－4－37
試験方法
　・教養試験（公務員として必要な一般的知識・知能について）
　・消防適性検査（消防職員としての適応性の検査について）
　・性格特性検査（職務・職場への対応性について）
※第1次試験の合格発表は１０月１３日（水）までに組合・構成市町村役場掲示場並びに富士五湖消
　防本部ホームページで行います。

日時及び場所は、第１次試験合格者に通知します。
試験内容　
　・論文試験 ／ ・面接試験 ／ ・体力試験

富士五湖広域行政事務組合　富士五湖消防本部　管理課
　〒403-8599 富士吉田市下吉田6－2－6　　℡ 0555-22-4428

富士五湖広域行政事務組合消防職員
採用職種・人員
受験資格

身体要件

住所要件

欠格条項

申込手続・期間

申 込 み

第１次試験

第2次試験

問 合 せ

職 員 募 集案内
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新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険税の減免について

新しい国民健康保険被保険者証（保険証）が郵送されます
令和３年より８月更新になりました

次の要件を満たす方は、申請により令和３年度国民健康保険税が減免となります。
①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯の方
　⇒　保険税を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
　⇒　保険税の一部を減額
　(1)事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のいずれかが前年（令和２年）に比べて１０分の３以上減少する見込
　　 みであること
　(2)令和２年中の所得合計額が１０００万円以下であること
　(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和２年中の所得合計額が４００万円以下であること
　※減少が見込まれる収入の前年所得が０円以下の場合は対象となりません。
○申請書は町ホームページからダウンロードいただくか、役場（出張所）窓口にて取得できます。
○申請にあたっては収入状況等がわかる書類の添付が必要となります。
※原則として郵送のみの受付けとなります。

＜お問合せ先＞　富士河口湖町役場　税務課住民税係   　TEL：0555-72-1113
住民課国保年金係　TEL：0555-72-1114

　令和３年７月下旬までに簡易書留郵便で世帯ごとに郵送いたします。不在等のため不在連絡票があった場合
は、郵便局までお問い合わせください。（国民健康保険税に未納がある場合は、郵送できない場合があります。）
■保険証が届いたら　
　住所、氏名等の記載内容をご確認ください。内容に変更がある場合は住民課まで届け出てください。
■社会保険に加入したときは　
　保険証が変わった場合は、国民健康保険の資格喪失の届出が必要です。新たに加入した保険証、国保の保険証、マイ
ナンバーが確認できる書類（通知カード、個人番号カード等）を持参してください。
■就学のために転出するときは　
　大学や専門学校への進学のため転出される場合は、引き続き町の国保を使用するために学生用の被保険者証（マル
　学保険証）の届出が必要です。届出には在学証明書、保険証、印鑑、マイナンバーが確認できる書類（通知カード、個
　人番号カード等）を持参してください。＊住所を変更されない場合は必要ありません。
■今春、大学や専門学校を卒業予定のときは
　社会保険等に加入された場合は、国民健康保険の資格喪失の届出が必要です。社会保険等に加入せず、町外に転出
　している場合は転出先の住所地で国民健康保険の取得手続きをしてください。

　これまで７０歳から７４歳までの方には、保険証のほかに自己負担割合（２割または３割）が記載された高齢
受給者証を交付していましたが、令和３年８月から、保険証と高齢受給者証が一体化され、１枚の保険証兼高齢
受給者証になります。
＊７月中は、保険証（有効期限令和３年７月末）と高齢受給者証の２枚を持って医療機関などを受診してください。

７０歳から７４歳までの方の保険証と高齢受給者証が一体化され
１枚の保険証兼高齢受給者証になります

　令和３年７月３１日まで　２枚 令和３年８月１日から １枚
旧保険者証 旧高齢受給者証 保険証兼高齢受給者証

住民課　国保年金係　72－1114（直通）
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後期高齢者医療保険料について　　

　令和3年度（4月～翌年3月）の年間保険料額は、7月に決定されます。この保険料額は、令和2年中の年金や給与、
営業や不動産、土地の譲渡などの収入に基づいて算定されます。
　金額や支払い方法など、7月上旬に送付される保険料納入通知書と納付書をよくご確認ください。

１　令和3年度の保険料額決定通知書の送付について

２　新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免についてのお知らせ
　新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請すると保険料が減免となります。

●対象となる保険料
令和３年４月１日から令和４年３月３１日に納期限のある令和２年度または、令和３年度の保険料で主に下記に該当する
もの。
①令和３年度分の保険料（７月初旬～中旬までに届いた保険料額決定通知に載っているもの。）
②令和３年４月以降に賦課された令和２年度分の保険料 （令和３年３月以降に７５歳になった方や
　転入された方などが対象です。）

7月中に新しい被保険者証や限度額認定証などが届きます

　新しい後期高齢者医療被保険者証が、以下のとおり交付されます。
　交付方法：郵送（簡易書留）　交付時期：令和3年7月上旬～下旬
　　 証の色：さくら色　　　　　有効期限：令和4年7月31日
　※令和2年度までの保険料を完納されていない方につきましては、有効期限が短いものとなる場合がありますので、
　　ご了承ください。
　新しい被保険者証は、お手元に届いた日から使用できます。現在お持ちの被保険者証につきましては、8月以降
使用できません。古い被保険者証につきましては、個人情報が記載されていますので、裁断する等して廃棄してください。

１　被保険者証（保険証）について

※長期に入院されている皆さまへ
　区分Ⅱの限度額適用・標準負担額減額認定証が交付された方で、過去12カ月で入院日数が90日（区分Ⅱの限度額適
用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間に限る）を超えた場合には、入院日数のわかる病院の領収書また
は入院証明書を添えて申請をすることで申請日以降の入院時の食事代が減額されます。
　また、限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されていない方でも、令和2年10月以降に区分Ⅱに該当する方につ
いては、該当期間中に90日を超えた入院日数のわかる病院の請求書または入院証明書を添えて申請をすることで、申請
日以降の入院時の食事代が減額されます。

●対象要件

後期高齢者医療のお知らせ

　限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証につきましても、被保険者証とは別に、普通郵便により
交付されます。こちらの認定証の色は変更ありませんが、有効期限が令和4年7月31日となります。
　前年度交付を受けている方で今年度も適用要件に該当する場合は、引き続き交付されます。医療機関にて診療等
を受ける場合は、令和3年8月1日から新しい認定証をご提示ください。

２　限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証について

①新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者（世帯主となります。）が死亡または重篤な傷病を
　負った世帯の方　⇒　保険料を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者（世帯主となります。）の収入減少が見込まれる
　世帯の方　⇒　保険料の一部を減額
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(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかがその前年に比べて１０分の３以上減少する見込
　みであること
(2)前年の所得合計額が１０００万円以下であること
(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得合計額が４００万円以下であること
※①令和３年度分の減免は令和３年中の収入と令和２年の所得合計額
　②令和２年度分の減免は令和２年中の収入と令和元年の所得合計額　を要件とします。

●申請についての注意点
○申請書は山梨県後期高齢者医療広域連合ホームページ（『山梨県後期高齢者医療』で検索。）からダウンロードいた
　だくか、町役場住民課窓口にて取得できます。
○令和３年度と２年度の両方を申請する場合は被保険者１人につき２枚の申請書が必要となります。また、世帯内に複
　数の被保険者がいる場合、申請書も人数分必要です。（添付資料は１部のみで構いません。）
○申請にあたっては令和３年中の収入のわかる帳簿などの写しや源泉徴収票及び令和２年中の収入や所得がわかる確
　定申告書の写しなどの書類の添付が　必要となります。また、令和２年度分を申請する場合はさらにその前年の書類
　も必要です。
○減少が見込まれる収入の、前年所得が０やマイナスの場合には対象外となります。
○原則として郵送のみの受付となります。（内容を確認する場合がありますので、必ず日中つながる電話番号を記入
　してください。）
○ご不明点等は下記までお問い合わせ下さい。

お問合せ先 富士河口湖町役場　住民課国保年金係　TEL：0555-72-1114
山梨県後期高齢者医療広域連合  　　　 TEL：055-236-5671

　国民年金保険料は毎月納めていただきますが、収入の減少や失業等により保険料を納め
ることができない場合には、本人の申請により保険料の納付が免除される制度があります。

国民年金保険料の未納を防ぐために・・・
知っていますか？保険料の免除制度

●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

①免除（全額免除・一部免除）申請
　　本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合や、失業等の事由がある場合
　に、保険料が全額免除または一部免除となります。
　＊一部免除については、減額された保険料を納めないと「未納」と同等の扱いになります。
②納付猶予申請
　５０歳未満の方で、 本人、 配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。
③学生納付特例申請
　　学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合に、納付が猶予されます。

注）①、②の本年度の免除申請の受付は、令和３年７月１日から開始され、令和３年７月から令和４年６月までの期間が
　　対象となります。
　　③の本年度の受付は、令和３年４月１日から開始され、令和３年４月から令和４年３月までの期間が対象となります。
■過去２年まで遡って免除申請ができます
　過去２年(申請月の２年１ヶ月前の月分)まで遡って免除を申請できます。ただし、申請が遅れると万が一のときに障害
年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請してください。申請の手続きは、大月年
金事務所又は、町役場住民課ですることができます。

　令和２年５月１日から、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が下がった場合に国民年金保険料の免除申請
が可能となりました。
　手続きの方法や申請書等は、日本年金機構のホームページ（https://www.nenkin.go.jp）をご確認いただくか、
町役場住民課へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少している方へ
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①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡もしくは重篤な傷病を負った場合
　→　保険料が全額減免となります。
②新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入（以下「事
　業収入等」という）の減少が見込まれ、以下の要件(ａ)～(ｃ)すべてに該当する方。
　⒜事業収入等のいずれかがその前年に比べて、３０％以上の減少が見込まれること。
　⒝減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得合計金額が４００万円以下であること。
　⒞減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得がゼロまたはマイナスでないこと、および前年の合計所得
　　金額がゼロまたはマイナスでないこと。
　→　保険料の一部もしくは全額が減免となります。

令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの間に介護保険料の納期限が設定されている介護保険料。
◎申請の際は、申請書、収入状況申告書、それを証明する書類の提出が必要になります。
（申請書、収入状況申告書につきましては健康増進課窓口のほか、町ホームページからも取得可能です。）
詳しい内容や条件等につきましては健康増進課介護保険係（℡０５５５－７２－６０３７）までお問合せ下さい。

減免概要

減免の対象

　町では、現状の介護サービスの利用量や被保険者数等から今後の利用量を推計し、３年ごとに「介護保険事
業計画」を策定しています。今回、令和３年度から令和５年度を計画年度とする「第８期介護保険事業計画」を
策定しました。これにより今年度から３年間の介護保険料は下記のとおりとなりますので、お知らせします。

所得段階

第1段階

第2段階

第3段階

第4段階

第6段階

第7段階

第8段階

第9段階

20,600円

34,320円

48,050円

61,770円

82,360円

89,230円

102,960円

116,680円

0.30

0.50

0.70

0.90

1.00

1.20

1.30

1.50

1.70

68,640円
  　（基準額）

第5段階
（基準）

生活保護受給者、老齢福祉年金受給者、または世帯全員が住民税非課税で
かつ本人の年金収入が80万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の
合計が120万円以下の方
世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が
年間120万円を超える方

本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課税者がいる方で、本人の課税年金
収入と合計所得金額の合計が年間80万円以下の方

本人が住民税非課税で世帯の中に住民税課税者がいる方で、本人の課税年金
収入と合計所得金額の合計が年間80万円を超える方

本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方

本人が住民税課税で合計所得金額が210万円未満の方

本人が住民税課税で合計所得金額が320万円未満の方

本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上の方

対象となる方
保険料率

保　険　料
年　額

介護保険料の減免制度について
……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

介護保険料改定のお知らせ
…………………………………………………………

…………………………………………………………

新型コロナウイルス感染症の影響による
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介護保険施設における負担限度額が変わります。
　介護保険施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院）や、
ショートステイを利用した方の食費・居住費について、所得要件等の条件を満たした方につきまし
ては自己負担上限額を定めています。
・令和３年８月からは、対象となる方の認定要件と食費の費用負担額がそれぞれ段階ごとに変更されます。

認定申請書（健康増進課窓口にて記入していただきます）、預貯金残高等がわかる書類の写し（通帳等）
〇詳しい内容や条件につきましては、健康増進課介護保険係（℡0555-72-6037）までお問合せ下さい。

・ 利用者負担第３段階が①と②に細分化され、それぞれに収入等の認定要件が新たに設定されます。
・ 預貯金等の認定要件については、全段階共通で1,000万円（配偶者がいる場合は合計で2,000万円）以下となって
　 いましたが、本人の収入等に応じた上限金額が段階ごとに設定されます。

〇対象となる方の要件についての変更点

・ 施設入所時と短期入所（ショートステイ）利用時での食費の費用負担額が変わります。

〇食費の費用負担額についての変更点

〇対象者と一日当たりの負担限度額（変更は下線部）

（申請に必要なもの）

※短期入所サービス（ショートステイ）を利用した場合、食費の負担限度額は（　　）内の金額。

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室（老健・療養等）

従来型個室（特養等）

多床室

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室（老健・療養等）

従来型個室（特養等）

多床室

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室（老健・療養等）

従来型個室（特養等）

多床室

ユニット型個室

ユニット型個室的多床室

従来型個室（老健・療養等）

従来型個室（特養等）

多床室

820円

490円

490円

320円

0円

820円

490円

490円

420円

370円

1,310円

1,310円

1,310円

820円

370円

1,310円

1,310円

1,310円

820円

370円

300円

390円
（600円）

650円
（1,000円）

1,360円
（1,300円）

第１段階

対象者
負担限度額（日額）

居住費 食　費
利用者
負担段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

・世帯全員（世帯を分離している配偶者も含む）が
　住民税非課税の老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者

・世帯全員（世帯を分離
している配偶者も含む）
が住民税非課税で、年
金（非課税年金含む）収
入＋その他の合計所得
金額が年間８０万円以下
の人

かつ預貯金等の金額が
650万円（配偶者がい
る場合、合計で1,650万
円）以下

・世帯全員（世帯を分離
している配偶者も含む）
が住民税非課税で、年
金（非課税年金含む）収
入＋その他の合計所得
金額が年間80万円超
120万円以下の人

かつ預貯金等の金額が
550万円（配偶者がい
る場合、合計で1,550万
円）以下

・世帯全員（世帯を分離
している配偶者も含む）
が住民税非課税で、年
金（非課税年金含む）収
入＋その他の合計所得
金額が年間120万円超
の人

かつ預貯金等の金額が
500万円（配偶者がい
る場合、合計で1,500万
円）以下

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

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

令和３年８月１日から
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○高齢者外出支援事業　新規および更新申請のお知らせ○

（令和３年1月1日時点から令和３年７月1日現在まで継続して、下記のすべての条件を満たす方が対象となります。）
　・介護者、被介護者ともに富士河口湖町内に住所があること
　・介護者は、６５歳以上の被介護者と同居し、常時介護していること
　 （１ヶ月に５日以内のショートステイ・入院については、常時介護していると判断し、該当月となりますが、５日を
　　超えた月については非該当月となります）
　・被介護者は、要介護度４・５のねたきり高齢者もしくは重度の認知症高齢者であること

　受給資格認定申請書（新規の方）又は現況届（既に認定を受けた方）、介護保険被保険者証の写しを福祉推進課
に提出してください。
　申請書（現況届）には令和３年１月～令和３年６月の状況を記載し、下記の締切までに提出してください。
支給予定は、令和３年９月です。
※期間をさかのぼっての申請は出来ませんのでご注意ください。　

＊助成対象者＊
　・75歳以上の高齢者で、運転免許証を持っていない方
　・運転免許証を返納した方（75歳未満も対象ですが、返納したことがわかる書類が必要です。）
＊助成内容＊
　路線バス、タクシーのどちらか一つの助成になります。
　・路線バス：富士急バス（株）の運行する路線バス（一部利用できない路線があります）に1年間乗り放題になるシル
　　バー定期券の購入費用の一部を助成します。
　　助成金額：購入代金26,200円のうち17,760円助成（自費負担が8,440円かかります）。
　・タクシー：初乗り運賃の金額である740円分を助成するタクシー券を交付します。
　　（枚数は申請した月によって異なります。申請した月の分から、年度末（３月）の分まで、１か月あたり２枚、最大で
　　年間２４枚交付されます。）
※前年度制度を利用されている方も、今年度引き続き利用する場合は再度申請が必要です。
※直接役場に申請できない場合は、郵送や各地区出張所経由での申請も可能です。詳細に関するお問合せや、申請書
　をご希望の方は下記までご連絡ください。郵送いたします。

申請対象者

申請 方法

締切：令和３年７月３０日（金）
問合先：福祉推進課　社会福祉係　TEL７２－６０２８（直通）

町では、高齢者の社会参加を促進するため、タクシーまたはバス料金の助成を行っています。

○高齢者ドライブレコーダー設置補助金○
●対象者：町内に住所を有する70歳以上の方で、車検証の所有者または使用者が申請者本人
　　　　　名義の車両に新規にドライブレコーダーを設置した方（助成は1人1回のみ）
●助成額：購入費の2分の1（上限5,000円）
※助成対象になるのは、令和2年4月1日以降に購入・設置されたものに限ります。（ただし購入日から１年以上経過した
　ものは対象となりません）
※申請には領収書や製品の仕様がわかるもの（説明書等）が必要です。申請をご検討の方は、書類を破棄しないようお
　願いします。
※詳細は下記までお問合せください。

町では、高齢者の安心安全な運転を支援するため、車両へのドライブレコーダー設置費を助成します。

＊申請・問合せ先＊　福祉推進課　0555-72-6028

ねたきり高齢者・認知症高齢者介護慰労金（令和３年度前期）
　ねたきり高齢者及び認知症高齢者を介護している家族の身体的、精神的な労苦に
報いるとともに、要介護者の在宅生活の継続を図るための慰労金です。
　介護慰労金は、１ヶ月当り１万円(月ごとに該当、非該当の審査をします。申請は半年
ごと)で年額（最高で）１２万円になります。



広報 152021年 7月号

大切なお知らせ

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外です。

子育て世帯の支援のため､新たな給付金の支給を実施します

厚生労働省 コールセンター
（受付時間:平日9:00～18:00）
0120-811-166

富士河口湖町役場　子育て支援課
0555-72-1174

子育て世帯生活支援特別給付金 で検索

３.給付金の支給手続き

１. 支給対象者

判定方法のイメージ

①②の両方に当てはまる方 (※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

令和３年３月３１日時点で
18歳未満の児童(障害児の場合､20歳未満)
を養育する父母等

①
(※令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

■令和３年度住民税（均等割）が非課税の方
　　　　　　　        または
■令和３年１月１日以降の収入が急変し、
　 ※1住民税非課税相当の収入となった方

②{

　 令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方

▶ 給付金は､申請不要で受け取れます。
▶ 令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※ 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出する必要が
　 あります。

　 上記以外の方（例.高校生のみ養育している方、収入が急変した方）

※「子育て世帯生活支援特別給付金」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。

２. 支給額 児童1人当たり 一律５万円

※1 住民税非課税相当の収入となった方

R3.1以降の任意の1ヵ月収入

年収換算（×12ヵ月）
※所得は、年収から給与所得控除額、
　経費等を減額して算出

○新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
○判定対象者⇒申請者・配偶者のうち所得が高い方について判定

≦
単位：千円

夫婦+子1人（計3人）
夫婦+子2人（計4人）
夫婦+子3人（計5人）

家族構成例 非課税相当限度額
（収入額ベース）

非課税限度額
（所得額ベース）

1,680
2,097
2,497

1,108
1,388
1,668

※支給に当たっては、❶申請が不要な場合と、❷必要な場合があります。

給付金
対象の方

富士河口湖町
子育て支援課

①給付金の申請手続き

②指定口座へ振込み

町役場子育て
支援課の窓口に
直接または

郵送でご提出ください。

「子育て世帯生活支援特別給付金｣の
“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”
　にご注意ください。

　ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などを
かたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄り
の警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

!

▶ 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、
　 富士河口湖町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。
▶ 給付金の支給要件に該当する方に対して､申請内容を確認
　 して指定口座に振り込みます。

❶

❷
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投
票
箱

　■住所要件：令和３年６月２０日以前に本町の住民基本台帳に記録され、引き続き住所を有している方
　　　　　　 （・令和３年６月２１日以降に転入届をされた方は、当町の住民登録後３か月を経過して
　　　　　　　 いないため投票できません。）
　■年齢要件：平成１５年９月２７日以前に出生した方（９月２７日生まれの方も含む）

　　令和３年８月２０日（金）　午後１時３０分～

　　令和３年９月１５日（水）　午後１時３０分～

　　富士河口湖町選挙管理委員会（町役場総務課内）　TEL：０５５５－７２－１１１２

投票できる人

問い合わせ先

立候補届出書類事前審査

立候補者説明会

富士河口湖町議会議員一般選挙　日程
■告 示 日：令和３年９月２１日（火）
■期日前投票：令和３年９月２２日（水）～９月２５日（土）
■投 開 票 日：令和３年９月２６日（日）
■投 票 時 間：午前７時～午後８時（西湖、根場、精進、本栖、富士ヶ嶺地区は午後７時まで）

「富士河口湖町議会議員一般選挙」
について

　選挙の有無に関わらず、政治家（候補者、立候補予定者、現に公職にある者）が選挙区内の人に、
下記の行為をすることは公職選挙法で禁止されています。
　寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
①政治家の寄附の禁止
　　選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附をすることは、名義のいかんに問わず特定の場合を
　除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。
②後援団体からの寄附の禁止
　　政治家の後援団体（後援会など）が行う寄附も政治家の寄附同様に禁止されています。
③政治家の関係会社などからの寄附禁止
　　政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを
　冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
④年賀状等のあいさつ状の禁止
　　政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状等の時候
　のあいさつ状（電報等も含む）を出すことは禁止されています。
⑤あいさつを目的とする有料広告の禁止
　　政治家や後援団体が、あいさつを目的とする有料の広告を新聞・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと
　処罰されます。
⑥政治家等への寄附制限
　　政治家等への寄附についても政治資金規正法による制限や国、地方公共団体と請負などの関係にある者
　がそれぞれの選挙に関して行う寄附の制限などがあります。

政治家の寄附行為は禁止されています！

　令和３年１０月１５日で任期が満了となる富士河口湖町議会議員の一般選挙は、下記日程で行われることと
なりましたので、お知らせします。



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４回）　本栖地区
○本栖城跡
　本栖湖の北東側の烏帽子岳から青木ヶ原樹海にむか
って南東に突き出た尾根の先端に位置する標高1,056
メートルの城山に築かれた。山麓に沿って中道往還が通
るが、この往還は甲府から本栖湖の東側を経て、駿河国
へ至る街道であった。創築は不明であるが、天文・永禄
年間（1532～70）の武田氏関係の文書に「本栖在城」
という記録があり、武田氏が領国支配を確立した頃、国
境警備のために築いたと推定されている。また、永禄４
年（1561）の武田家印判状や天正２年（1574）の武田
家普役免許朱印状でも本栖城の存在が確認でき、甲斐
国と駿河国を結ぶ両国の境目の城であった。天正10年
（1582）の武田氏滅亡後、徳川家康と北条氏政・氏直
親子が武田領をめぐって対峙した天正壬午の戦いでは
徳川方から差し向けられた武田氏の旧家臣渡辺因獄佑
が本城に拠っている。山頂に主曲輪を置き、東方に大手、
西方に搦手を設けていた。城山の南面と北面は急崖と
なり、主曲輪の西と東側には小さな曲輪群がある。登城
口)から小さな四条の堀切を経て主曲輪に至るが、その
間には犬戻り状の細かい岩場や岩尾根を利用した堀切がある。城山からは富士山西麓が一望でき、国境警備には最適な地であり中
道往還の見張り台または烽火台として機能したことが理解できる。主曲輪の南と北面には石積が現存しているが、この石は溶岩を平
らに加工して樹海内から運び上げたものと推測できる。西曲輪には切岸と西隅にＬ字状に溶岩の石塁で補強された土塁が残ってい
る、また西側に岩尾根の堀切が二条現存し搦手口となっている。主曲輪の北西には二段の腰曲輪がある。

○本栖石塁
　樹海には玄武岩を主体とした溶岩石塁が５カ所ある。石塁群の構築時期は不明だが本栖城と密接な関係があると考えられる。
一説には信玄が中道往還をはじめとする国境警備に構築したとされている。ほかにも武田氏滅亡直後の天正壬午の乱の際に徳川家
康が築いたとも伝わる。これらには城塞説、農耕地を獣から避ける猪垣説、溶岩止め説などがあるが真相は解明されていない。戦
国時代、甲斐国では品質の良い甲州金の他国への持ち出しが禁止されていた。中道往還沿いには両替屋敷が建てられ、甲州金の流
出を防いでいた。樹海には「両替屋敷の石塁」を呼ばれる鉤状と直線の石塁が残るものの、国道139号から旧上九一色中学校跡地
への進入路を建設するために一部は壊されている。城山南麓には本栖城の虎口とも考えられる枡形状の石段をもつ石塁で家康が築
造したといわれ、国道139号を北方へ少し行くと中道往還の旧道の途中に「信玄築石」と呼ばれる石塁がある。また、旧上九一色中
学校入口の交差点から樹海に入ると高さ約2メートル、幅約1メートル、長さ1.2キロメートルの弧状の石塁が遠方まで延びている。
まるで万里の長城のミニチュアのようである。

○渡辺因獄佑屋敷跡・墓所
　甲斐国を守る要道に警備衆と呼ばれる国境警備隊があった。武川衆、津金衆、小尾衆、御岳衆、九一色衆などである。その中で特
に重要路線だった中道往還と本栖金山を守るのが九一色衆であり本栖と古関に口留番所が置かれ、甲州金の流出を防いでいた。
九一色衆には十七騎、武田信虎時代に地頭、別当の要職を拝命しており富士山麓の国境警備に万全を期していた。十七騎の長には
本栖の渡辺氏の一統がなっており、因嶽佑の祖父、父が信玄、勝頼の朱印を受け、室町幕府から任じられた代々の地頭であるのと
同時に、歩卒２０人を付属して本栖川尻金山の金掘人夫1,000人の目付け役でもあったという。因獄とは罪人を押し込めておく
牢屋のことで、因獄司つまり刑務所長である。武田氏滅亡後、九一色衆は分散したが徳川幕府に仕え本栖城と石塁とともにその名を
とどめている。屋敷跡は溶岩の石積みよって区切られた畑や植林地があり、屋敷の石積か畑の石積かは現状では判断がつきづら
い。北西端には唯一溶岩敷きの区画があり「煙硝屋敷」と呼ばれ、その脇には虎口とみられる部分もある。また、北東部には墓所
（町指定史跡）があり小型の五輪塔が立っている。

　【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』・『ふるさとの社寺』
（文化財審議会副会長　古屋幸男）
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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～」

　富士河口湖町には弥生～古墳時代の遺跡が多くみられます。近年の発掘調査によって発見された土器などの
遺物も豊富にあり、山梨県内でも有数の事例をもつ地域となっています。土器の形や特徴を分析すると、東海、
中部、南関東など、さまざまな地域からもたらされたものが含まれていることが分かってきました。また、湖の
ほとりで行われていたと考えられる祭祀に関わる遺物も見つかっています。今回の講座では、今まであまりスポ
ットが当ててこられなかった、弥生・古墳時代の富士河口湖町と各地との交流について迫ります。

●日　時：令和３年７月21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：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：0555-72-6053（生涯学習課）　先着20名　申込み受付開始：７月13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。

第４回 「弥生・古墳時代の富士河口湖町と各地との交流」

さくやホールロビー展示 富士河口湖町絵画教室作品展（油絵・水彩・パステル画）
7月６日（火）午後～２７日（火）

詳しくは勝山ふれあいセンターへ　ＴＥＬ 0555-83-2111　皆様のお越しをお待ちしております。

☆陶芸教室☆☆陶芸教室☆☆陶芸教室☆
地元で活躍されている作家の辻優子先生に指導して頂き
練込技法でコーヒーカップとソーサーを制作しませんか？
初めての方でも参加可能です

●日　時：令和３年７月１９日（月）・７月２６日（月）の２回
●時　間：１９時～２１時頃
●場　所：建築工房ＤＥＧＵ（富士河口湖町小立２２２１）
●講　師：辻　優子　先生
●料　金：３，５００円位（２回受講分）
　　　　（材料費（粘土）込、焼成費込（作品の大きさで多少前後します））
●定　員：５名（先着順）定員になり次第締切　※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７月５日（月）午前１０時～
●持ち物：エプロン
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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

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。）

☆当日参加OK　初心者大歓迎！☆

たのしいバドミントン
☆やみつきになる面白さ  当日参加OK　初心者大歓迎！☆

ＮＩＧＨＴ　ＺＵＭＢＡ

　もうすぐ１学期が終わります。コロナ禍とはいえ，いろいろなことにチャレンジする姿や自分の課題達成に向け，一
生懸命がんばる姿など子どもたちのたくさんの素敵な姿が見られたことと思います。充実した１学期になったのでは
ないでしょうか。
　子どもたちが楽しみにしている夏休みがやってきます。長い休みですので，生活のリズムをこわさないよう，まずは
規則正しい生活（早寝，早起き，朝ご飯）を心がけ，夏休みにしかできないことに挑戦して，楽しい思い出をたくさん
作ってほしいと思います。
　しかし，慌ただしく過ごした１学期の疲れやストレスなど，憂うつな気持ちで夏休みを迎えている子もいるのでは
ないでしょうか。普段と違った体験をしたり，学校とは違ういろいろな人と出会ったりすることで日頃のストレスを解
消することもできます。子どもたちにとって有意義な夏休みになることを願っております。
　気持ちも新たに２学期を迎えるためにも「手を放しても目は離さず」，見守っていただきたいと思います。センター
では，夏休み中でも相談は受け付けています。　　　　　　

【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

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～金曜日　午前９：００～午後４：００」
○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」
　         　  TEL ０５５５－８３－３０２２
           　 「E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp」

●期　日：水曜日 （開催日はホームページでご確認ください）
●時　間：19：30～21：30　【時間中の入退場自由】
●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

●期　日：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

助産師とインストラクターによる企画　　smile  deli  Instagramでもお知らせします！

☆産後のママとベビーのサポート☆
●対　象：ハイハイ前のベビーとママ　15組
●期　日：７月２８日・８月１１日 【水曜日】
●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：1,000円／回

☆更年期世代の女性のためのエクササイズ☆
●期　日：７月５日・１２日・１９日
　　　　 ８月２日・２３日・３０日　【月曜日】
●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（レンタルあり）
●参加料：チケット1枚／回　（4枚綴り2,000円）

ママ＆ベビーのキラキラビクス（産後ケア）メノポーズ　ケア
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＜休館日＞
7月4・11・18・22・23・24・25日
＜休館日＞

7月4・11・18・22・23・24・25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  曜  日：9時～17時

開館時間開館時間

57/4 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7

1918 20 21 22 23 24

1211 13 14 15 16 17

8/1

28 29 30 31

令和3年 7月4日～8月7日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

25 26 27

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日 休館日 休館日

funfunくらぶ
（脳トレ）

funfunくらぶ
（水あそび）

（栄養相談）

（町民体育館）

（クラフトの日）

（リズムの日）

（町民体育館）

（遊び）
（助産師相談）

（お誕生日会）

（子育て相談）

（えほんの日）
おもちゃ病院

ブラウンベア

マムベビー
ジョブカフェ

つどいの広場

（バルーンの日）
つどいの広場

（予約した方のみ）
夏まつりつどいの広場

つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場

（子育て相談）
つどいの広場

つどいの広場

（えほんの日）
（助産師相談）

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場
リトミック

つどい・
こどみら合同
七夕の会

つどいの広場乳幼児親子
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

AM乳幼児親子
自由来館

【湖⇒山】 【湖⇒山】 【湖⇒山】 【湖⇒山】 【湖⇒山】 【湖⇒山】

【湖⇒山】

【山⇒湖】 【山⇒湖】 【山⇒湖】 【山⇒湖】 【山⇒湖】 【山⇒湖】

（栄養相談）（歯科相談）
ふれあい教室A

ふれあい教室A

ふれあい教室B

（遊び）
ふれあい教室B

☆小学生対象☆電話予約 ☆乳幼児対象☆電話予約

☆どなたでも☆電話予約

湖 【10：00～11：30】
山 【13：30～15：00】

湖 【10：00～11：30】
山 【13：30～15：00】

湖 【10：00～11：30】／山 【13：30～15：00】

英語であそぼうwith BB

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
  ②13：00～14：30（日  時

新型コロナウイルス対策ご協力のお願い
３つの密を避ける事と、新しい生活様式の定着を目指して当面の間、利用の制限をさせて頂いております。
●小学生の土曜日と夏休み中の自由来館は、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（小学校夏休み中除く）　
　　　　　　　　　　中　高　生　（月）～（金）13：00～18：00　　１日２時間まで （小学校夏休み中除く）　
※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。

電気点検の為
休館

電気点検の為
休館

※「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。

　子ども未来創造館の館内で夏祭りに見立てたゲームを楽しんでいただき
ます♪申し込みの日時が異なりますのでご注意ください。

　屋外での謎解きに挑戦！いくつものミッションをクリアして最後の謎ま
でたどり着けるかな,,,。　　　　　

　おもしろクイズのプリントで君の
脳みそを鍛えるのが《脳トレ》！ポイ
ントを貯めて素敵なメダルと商品を
ゲットしよう♪

　毎年大好評の水遊び！ 夏休みの
思い出に着替えを持って来てね！

夏まつり夏まつり夏まつり

ｆunfun　脳トレ③ｆunfun　脳トレ③ｆunfun　脳トレ③ funfun 水あそびfunfun 水あそびfunfun 水あそび

ｆunfunミニアドベンチャーｆunfunミニアドベンチャーｆunfunミニアドベンチャー

日　時：７月１７日（土） 乳幼児親子【午前】　小学生【午後】
【グループによって受付時間が異なるためご予約の際にお伝えします】

参加費：１００円　持ち物：水筒、手提げ袋　
申込み：乳幼児　受付中　　　　　　　　　　
　　　　小学生　７月１０日（土）10：00～
　　　  定員になり次第締め切ります。

※当日は夏まつりに申し込みをしていただいた方だけの入館・利用となります※
★乳幼児・小学生ともに
　合わせて3組まで一緒に
　申し込みができます★

日　時：７月１０日（土）

定　員：各15名
持ち物：鉛筆、消しゴム、水筒
申込み：受付中　参加費：なし

日　時：８月１８日(水)　　

定　員：各20名　　参加費：なし
持ち物：汗拭きタオル、帽子、飲み物　 申込み：８月７日（土） 10：00～

～海賊の手紙の謎を解け！～

雨天の場合は中止となります。

雨天の場合は中止となります。

日　時：8月4日（火）　

定　員：各２０名
持ち物：タオル、帽子、飲み物、着替え
申込み：７月３１日（土）10：00～

　つどいの広場で七夕の会をします
☆彡 制作や手遊び・こどみら劇団によ
る名作劇場!?など、子どもと一緒にママ
たちも楽しいひと時を♡

　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
親子ならだれでも参加できます！

　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♡

　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ま
す！！困っている方は是非どうぞ♪

七夕の会七夕の会七夕の会 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

日　時：①７月 ８日（木）
　　　　　13：00～14：30
　　　　②８月１２日（木）
　　　　　13：00～14：30
定　員：10 組　　参加費：なし
持ち物：バスタオル
対　象：0 歳親子（ハイハイ前まで）
申込み：①受付中
　　　　②８月  ５日（木）10：00～

日　時：７月７日（水）
　　　  9：45/11：00/13：30　　
定　員：各回２０組　　
持ち物：参加費：なし
申込み：受付中

日　時：①７月１３日（火）
　　　　　10：30～11：00
　　　　②８月１０日（火）
　　　　　10：30～11：00
定　員：①12組　②10組　
持ち物：参加費：なし　
申込み：①７月６日（火）10：00～
　　　　②８月３日（火）10：00～　　　　　

日　時：７月9日(金)　　　
申込み：受付中 
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。

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！！

＊7月生まれの誕生会は７月３０日（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

　子育て支援課発！つどいの広場　電話予約

7月の日曜・祝日は
休館です
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57/4 6 7 8 9 10

令和3年 7月4日 ～ 8月7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

2725 26 312928 30

8/1 2 7543 6

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

館内整理日館内整理日館内整理日館内整理日

●読書会 14：00

生涯学習館生涯学習館生涯学習館

☎

大石・河口

上九一色

火・木曜日
　　15時～18時

月～金曜日
   8時30分～17時
    （12時～13時は閉館）

各分館の開館時間

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp

library@fujikawaguchiko.ed.jp

〈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（７月２２日㈭・２３日㈮）、館内整理日（毎月月曜日を除いた最後の平日：７月３０日㈮）
臨時休館日（７月２４日㈯）

i

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上九分館
　1５：３０
（読み聞かせ）

Pピーカーブー
　　10：30

Pエトワール
　　13：30

P　うさぎの親子
10：30

P　ピーカーブー
10：30

サイエンスキッズ
低学年 14：00

P

P

サイエンスキッズ
高学年 14：00

　　　課題図書の貸出について

■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。

『探偵は教室にいない』川澄　浩平著

※変更する場合があります。

万華鏡をつくろう！
　　and光と影で遊ぼう　

●日　時：７月２８日㈬ １４：００～１６：００
●場　所：勝山地区公民館　多目的ホール
●対　象：小学１～３年生
●定　員：１２名　　　　
●参加費：２００円
●持ち物：筆記用具、はさみ、水筒
＊検温（３７．５℃または平熱+１℃を超過している場合は、参加をお控えください。）、マスクの着用、手指の消毒にご協力お願いいたします。

読書会第169回 7/17㈯
　　14時～

毎週水曜日＊
9：30～19：00開館しています

i ７月２４日㈯臨時休館日のお知らせ

＊館内整理日・祝日などの休館日は除きます。
▶地域の感染状況を鑑み、開館時間を変更させていただく場合がご
　ざいます。
▶最新の開館状況は、HPまたは生涯学習館（☎0555-73-1212）まで
　お問い合わせください。

▶作業に伴い、当日８：００～１４：００（前後する可能性あり）の間、
　HPの公開を停止いたします。
▶大変ご不便をお掛けしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。

　課題図書(夏休みの友・青少年課題図書)の本を展示しています。課
題図書は、多くの子どもたちに読んでいただきたいため、お一人1冊
の貸出（貸出制限）で1週間です。ご協力お願いいたします。

７月２４日㈯は、電気点検のため臨時休館と
させていただきます。

●日　時：８月４日㈬ １４：００～１６：００
●場　所：勝山地区公民館　多目的ホール
●対　象：小学４～６年生
●定　員：１５名　　　　●参加費：０円
●持ち物：筆記用具、タオル、水筒
●講　師：小立小教頭　藤巻桂吾先生　ほか

雲をつくろう！ほか
　盛りだくさんな科学大実験　
　

休館日休館日休館日休館日

海の日
休館日休館日休館日休館日

スポーツの日
休館日休館日休館日休館日

電気点検

生涯学習館夏休み企画　
　　　あつまれ！サイエンスキッズ
　　　

＊お申し込みは、７月１４日㈬ ９：００から
　　　　生涯学習館カウンター　または　
　　　　　　　　☎０５５５-７３-１２１２まで
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男女共同参画推進委員会だより
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ている法律です。
　この基本法では、理念に「それまで社会の様々な分野で
実現されていない男女の平等を実現すること」とあります。
その要因は「性別役割分担意識を背景に、社会における制
度や慣行が男女間に不平等をもたらしている」と言及して
おり、その改善には「行政や民間を問わず、その方針の立案
や決定に男女が対等に参画すること」、「家庭生活におい
ても男女が共に家庭生活と社会生活を両立できるようにす
ること」を促しています。
　現在、社会では価値観の多様化が進み、少子化も加速し
ています。
　一方で、全ての女性が社会で輝けることをパッケージに
した女性活躍推進法がありますが、その前提にも家庭生活
で男女が仕事と家庭を両立していかなければならないとあ
ります。女性が結婚し安心して妊娠・出産・子育て・介護す
ることや、男性が積極的に家事・子育てをすることは、ワー
クライフバランスを抜きにして、男女共同参画も女性活躍も
成し得ないと思います。
　社会のあらゆる分野において、未だ多様な意見に耳を傾
けようとしない人や、従来の男性中心社会の慣行や風土を
善しとする人が、「固定的性別役割分担意識」を払拭しな
い限り、真の男女共同参画は見えてこないと思います。

　私は、甲府地方検察庁の人事係で男女共同参画の推進
に取り組んだ経験があります。
　この時に取り組んだことは、男性の育児休業の取得促進
やイクメンの推奨、職員全員によるワークライフバランス
（仕事と家庭の調和）の励行でした。
　男性が育児休業を、職員がワークライフバランスを気兼
ねなく活用するために、職員相互でサポートしあう「意識改
革」を徹底的に進めていきました。その結果、職員誰もが
取得することの抵抗がなくなっていき、自然と取得できる
形になっていました。
　私はこのような取組みを進める際、『男女共同参画社会
基本法』という法律で、男女共同参画の必要性や問題点を
理解しました。基本法は、一般に理念や基本方針が示され

宮下 寿夫
意 識 を 変 え る

　5月20日、勝山ふれあいセンターにおいて、女性団体連絡協
議会総会が開催されました。総会後、シャンソン歌手 柳田ふみ
代さんによる、「柳田ふみ代 スプリングコンサート」を行いまし
た。素敵な歌声で、コロナ禍で疲れている参加者の心を癒して
くださいました。

　5月14日、富士河口湖町国際交流協会では、総会及びワーク
ショップ「覗いてみよう日本語教室」をふじやま国際学院で開
催しました。
　4人（カンボジア・インドネシア・モンゴル）の生徒さんが、自
分の国についてポスターを作成して、上手な日本語で説明をし
てくれました。
　国際交流協会では、住民の皆さんが気軽に外国人と交流で
きるような企画を、今後も開催していきたいと考えておりますの
で、興味がある方は政策企画課まで気軽にご連絡ください。会
員も随時募集しております。みなさまをお待ちしております。

町女性団体連絡協議会
総会・ミニコンサートを開催

町国際交流協会 総会・ワークショップが開催されました

問合せ　政策企画課　℡ 0555-72-1129
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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

　社会福祉協議会（通称：社協）は、社会福
祉法に位置づけられ、すべての市区町村、都
道府県に組織されている公私機関・団体の
参加を得て地域福祉を推進する非営利の民
間団体です。
　富士河口湖町社会福祉協議会でも、「つな
げよう！地域でつくる　一人の幸福　みんな
の幸福」を目指しています。みんなが手をた
ずさえて、地域に根ざして助け合い、生活す
る誰もが安心で充実した日々を送ることがで
きるよう、ボランティア活動や町民の方々
のご協力をいただきながら活動してい
ます。

　社協が行う事業は、町民の皆様からの会
費によって支えられています。ご協力いただ
いた会費や寄付金を自主財源として活用し、
地域に向けて様々な福祉事業を展開するこ
とで、町民の皆様に還元しています。
　また、社協で行う様々なサービスや事業
は、対象者を会員と非会員とで区別していま
せん。
　しかし、会員として賛同していただける方
が多ければ多いほど、より充実した地域福祉
事業のサービスが提供できます。

　一般会費：１世帯当り500円（年額）
　特別(賛助)会費：１口当り1,000円(年額)

　会費の募集は、毎年７月に区・自治会等を
通じて、各世帯にお願いしています。また、自
治会未加入世帯の方は、本会事務所におい
て加入手続きが行えます。ご連絡いただけれ
ば、職員が伺います。

　社協では、補助金・委託金・共同募金配分
金等の財源確保にも努めていますが、一人で
も多くの方に会員になっていただくことで福
祉事業を支える力となります。
　どうか趣旨をご理解していただき、ご協力
をお願い申し上げます。

※例年、回覧で社協の事業報告・精算報告
をさせていただいておりますが、新型コロナ
ウィルス感染拡大防止のため、今回は、自治
会長・区長様への配布のみとさせていただき
ます。（事業報告書・決算書は、社協事務所
にて閲覧いただけます）

　
　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、令和３年８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

町社会福祉協議会の活動は、
皆様からの会費で
支えられています

社協会費に
ご協力をお願いします

社協会費に
ご協力をお願いします

「社協」とは…

会費の金額は…

会費の納入時期・方法は…

「社協会費」は…

延長のお知らせ延長のお知らせ
生活福祉資金特例貸付



健康のまちづくり
Healthy community building

～「新しい生活様式」で健康に～

「熱中症予防」と「コロナ対策」
　熱中症は気温だけでなく、体調や暑さに対する慣れなどが影響して起こります。気温がそれほど高くない日でも、湿度が
高い・風が弱い日・体が暑さに慣れていない時には注意が必要です。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、マスク着用の生活が継続しています。気温が上昇してきたこの時期、マスクの
着用と外出自粛により熱中症のリスクが高まることが心配されています。
マスクを着けると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど、体温調節しづらくなってしまいます。

「熱中症予防」とマスク、換気などの「コロナ対策」を両立させましょう。「熱中症予防」とマスク、換気などの「コロナ対策」を両立させましょう。

マスク着用により、熱中症のリスクが高まります！！マスク着用により、熱中症のリスクが高まります！！注意

めまい、立ちくらみ、筋肉痛、汗が止まらない
頭痛、吐き気、体がだるい（倦怠感）、虚脱感
意識がない、けいれん、高い体温である、呼びかけに対し返事が
おかしい、まっすぐに歩けない、走れない

軽　症
中等症

重　症

●喉が渇いていなくてもこまめに水分や塩分を補給する。
　※１日あたり１.２L（５００mlのペットボトル２.５本）を目安に！
●大量に汗をかいた時には塩分も忘れずに補給する。
●涼しい服装、日傘や帽子で暑さを避ける。
　屋内であればエアコンの積極的な活用を。屋外では日陰など涼しい場所へ移動を。
●日陰や涼しい場所でこまめに休憩をする。　
●定期的に体温測定と健康チェックをして、体調がすぐれない時には自宅で静養を。
●屋外で人と２m以上（十分な距離）離れているときは、マスクを外しましょう。
　※マスク着用時は激しい運動を避け、こまめな水分補給を。
●自宅の中でも、熱中症にはなります。こまめな水分や塩分補給を。

町民アンケートのご協力について
　富士河口湖町では、平成１７年４月に「健康のまちづくり条例」を制定し、この度「第４期健康の
まちづくり計画」策定にあたり、今年度アンケートを実施いたします。このアンケートは、昨年度に
実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け延期しておりました。
　アンケートは町から、６月下旬に町内にお住まいの皆様から無作為に選ばせていただき該当者へお届けいたします。
　また、3歳から15歳の方又はその保護者の方には、中学校、小学校、町営保育所を通じて調査を行います。
　町民の皆様の健康状態、健康増進に対する考え方などについて調査を行い、計画の基礎資料として活用させていた
だきます。皆様のご協力をお願いいたします。
　※このアンケート調査に関して、電話で問い合わせをしたり、直接訪問したりして調査することはございません。

富士河口湖町「第４期健康のまちづくり計画」策定に関する

富士河口湖町役場　健康増進課　TEL ０５５５－７２－６０３７お問合せ

富士河口湖町役場　健康増進課　TEL ０５５５－７２－６０３７お問合せ

熱中症の
症状

熱中症の
予防法
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～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

※栄養ケア・ステーション®とは…※栄養ケア・ステーション®とは…※栄養ケア・ステーション®とは…

　あらゆる栄養活動を提供する地域の拠点です。地域での食育・健康づくり、
疾病予防、そして治療から介護、介助まで「切れ目のない食支援」をご提供します。

◇こんなことでお困りではありませんか？◇

◇栄養・食事に関するさまざまなご心配や相談に応じます。◇

相談依頼者

依　頼 相談対応

ご紹介
管理栄養士・栄養士(登録)

認定 栄養ケア・ステーション®
山梨県栄養士会

栄養ケア・ステーション

①栄養ケア・ステーション®へ　(公益社団法人　山梨県栄養士会)
　　　メールまたはお電話をください
　　　　E-mail  yamaei@sky.plala.or.jp
   　　   TEL 055-222-8140

②ご依頼の内容をお伺いします。
　　　＊栄養ケア・ステーション®に関する情報は
　　　　山梨県栄養士会ホームページをご覧ください。
　　　＊栄養ケア・ステーションの料金はお問合せください。
　　　＊栄養ケア・ステーション® （日本栄養士会の商標登録です)

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員 山梨県栄養士会栄養ケア・ステーション　管理栄養士   深澤幸子

相談の流れ

●病院を退院し自宅に戻ったばかりで、なかなか食べてくれない…
●嚥下機能(飲み込みやかむ力)に合わせた調理方法がわからない。
●栄養補助食品はどれを選べばいいの？
●生活習慣病の食事指導をしてほしい。
●介護予防、フレイル予防のお話や食事づくりなどの教室に参加したい。
●その他、栄養・食事に関すること。



STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
河口湖ステラシアター通信 7月号

The Kawaguchiko Stellar Theater. The July issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The July issue.

♪ピアノフェスティバル　河口湖ステラシアター公演♪

辻井伸行　CHOPIN：THE BEST

OZONE60

小曽根 真
60TH Birthday Solo

CLASSIC×JAZZ

世界が驚嘆！辻井伸行ならではの圧倒的感動で迫るショパン

クラシック×ジャズの2つの顔を綴る
圧巻のパフォーマンス！

辻井伸行×加古隆×アン・セット・シス

2021年 9月23日(木・祝)　開場／1:00 PM　開演／2:00 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）
[曲目]  フレデリック・ショパン
　　　 ３つのワルツ（第2番 作品34の1、第3番 作品34の2、第4番 作品34の3）
　　　 12のエチュード　（別れの曲、黒鍵、革命他　作品10全12 曲）
　　　 ２つのノクターン　（第1番作品9の1、第2番作品9の2）
　　　 スケルツォ 第2番
　　　 舟歌
　　　 英雄ポロネーズ
 [料金] 全席指定　町民/5,400円　一般/6,000円
※町民先行予約あり　※3歳以下入場不可　

2021年 9月25日（土）
開場／1:00 PM　開演／2:00 PM

2021年 9月26日（日）
開場／1:00 PM　開演／2:00 PM

[会場] 河口湖ステラシアター
[曲目] 
小曽根真：ガッタ・ビー・ハッピー
小曽根真：誰かのために
モーツァルト：小さなジーグ　K.574
プロコフィエフ：ピアノ・ソナタ第7番《戦争ソナタ》
　　　　　　 ：第3楽章　他

[料金] 全席指定　町民/5,400円　一般/6,000円
※町民先行予約あり　※3歳以下入場不可

PIANO! PIANO!! PIANO!!!

[会場] 河口湖ステラシアター
[曲目] 
1st Stage 辻井伸行
ショパン：アンダンテ・スピアナート
　　　　　と華麗なる大ポロネーズ
2nd Stage アン・セット・シス
〈山中惇史、高橋優介（ピアノ・デュオ）〉
プレイズ・ジョン・ウィリアムズ
《スター・ウォーズ》よりメインテーマ 他
3rd Stage 加古隆クァルテット
白い巨塔／それぞれの海／テンペスト
《映像の世紀》より「パリはもえているか」他
Final Stage辻井伸行＆東京佼成ウインドオーケストラ
ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー　他
[料金] 全席指定　町民/5,800円　一般/6,500円
※町民先行予約あり　※3歳以下入場不可　

超贅沢！魅力的なステージが次から次に！
ピアノ・フェスならではの豪華なガラコンサート！

!"#$%&'()*+*,%-.'/0
12345($678293:(;<;=

富士山河口湖ピアノフェスティバル
ピアニスト・イン・レジデンス：辻井伸行
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2021年 9月25日（土）
開演／3:00 PM

♪ピアノフェスティバル　河口湖円形ホール公演♪

♪ピアノフェスティバル　無料公演♪

富士山河口湖ピアノフェスティバル　★町民先行予約★
2021年 7月11日(日) 10:00 ～ 7月12日(月) 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　※予定枚数に達し次第受付終了となります。　※曲目は都合により変更になる場合があります。

チケット一般発売日　整理券一般申込開始日  7月31日(土) 10:00～

超プレミアム！辻井伸行の熱演をダイレクトに堪能できる一期一会のリサイタル！

湖畔に佇むミュージアムに
　　　響く美しい印象派の名曲

2021年 9月24日(金)　
開場／5:30 PM　開演／6:00 PM
[会場] 河口湖円形ホール
[料金] 全席指定　町民/9,000円　一般/10,000円
※未就学児入場不可
※町民先行予約あり

[曲目] ドビュッシー：アラベスク第1番
　　　 ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ、水の戯れ
　　　 辻井伸行：川のささやき、コルトナの朝
　　　 ワーグナー／リスト編：エルザの大聖堂への行列
　　　 シューマン／リスト編：献呈
　　　 ショパン：幻想即興曲、バラード第1番

辻井伸行　　　　　プレミアム・リサイタル100名限定

富士河口湖町民限定　公開リハーサル決定！！
富士河口湖町にお住まいの方のみ入場可能な限定公開リハーサルを開催いたします！

[日時] 2021年 9月24日(金)  開場／3:30 PM　開演／4:00 PM
[会場] 河口湖円形ホール　　　　　　　　　※要事前申込(100名限定) ※町民先行予約あり入場無料

鑑賞無料

入場無料

三浦友理枝
ミュージアム・コンサート
ピアノ・リサイタル 
《印象派》

美しいと芝生×森の香り×ピアノの響き
クラシックの名曲を人気ピアニストが熱演！
辻井伸行　山中惇史　高橋優介
ピクニック・コンサート

[会場] 河口湖美術館　展望ラウンジ
[曲目] ドビュッシー：月の光、亜麻色の髪の乙女、水の反映
　　　ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ、悲しい鳥たち
　　　他、当日発表
※入館料が必要となります。（町民の方は町民カード提示で無料)
※要事前申込(50名限定) 
※町民先行予約あり
※申込開始日以降はネット受付のみ
※定員に達し次第受付終了となります。

2021年 9月25日（土）
12:00 PM ～ 1:00 PM
[会場] 河口湖総合公園
[曲目] 
クラシックの名曲の数々を大自然の中でお楽しみください
（演奏曲は当日発表）

※要事前申込(500名予定) 
※雨天の場合は中止となります。
※町民先行予約あり
※申込開始日以降はネット受付のみ
※駐車場が満車の際には鑑賞できない場合があります。

富士河口湖町音楽のまちづくり事業
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　本事業は、河口湖ステラシアター可動屋根施工実績のある株式会社横河システム建築による企業版
ふるさと納税の支援を受けて実施する「音楽のまちづくり事業」の一環として行うものです。
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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

&
♪自然の香りが響きわたる♪ ♪優しい音が湖風に舞う♪

♪河口湖ステラシアター公演情報♪

[料金] 全席指定　７,７00円(税込/サマチャンフラッグ付き)
　　　 ※3歳以上有料
詳細は公式サイトをご確認ください。

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。

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。

野外映画会
～星空の下で～

茅原 実里

2021 / 7/31（土）　
19:00 配信開始予定

ライブ配信

上映作品

　年内で音楽活動を休止することを発表し
た茅原実里が、河口湖ライブを応援してく
れる全ての人に感謝を込めて、最高のエン
ターテインメントをお届けします！
8月7日(土)・8日(日)
開場／3:30 PM　開演／4:30 PM

7月28日(水)・29日(木)
開場／6:00 PM　開演／7:30 PM

アダムス・ファミリー28日

29日

7月22日(木・祝)～25日(日)　

ONE OK ROCK 2021
“Day to Night Acoustic Sessions” 
　　 　　　　　　　　at STELLAR THEATER

全7公演
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　SUMMER CHAMPION 2021
　　～Minori Chihara Final Summer Live～

SOGO  TOKYO　☎03-3405-9999公演・チケットに関するお問合せ

※ステラシアターHPよりチェックシートを印刷し、
　記入したものを必ずご持参ください。
※感染症拡大防止のため、お祭り広場は無く映画
　上映のみとなります。
※上映作品は予告なく変更する場合がございます。
　また、上映を中止または延期する場合がございま
　す。来館前にステラシアターHPでご確認ください。 ※ライブ配信は河口湖ステ

　ラシアターを有観客にて
　事前収録したものをイン
　ターネットで配信
※特設サイト・チケット販売
　および詳細は追って発表
詳細は公式サイトをご確認
ください。

怪盗グルーの
　　ミニオン大脱走

入場
無料
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　富士河口湖町では、鳴沢村と共に東京２０２０パラリンピックにおけるフランス共和
国のトライアスロンチームの事前合宿の受入を予定しています。
　合宿受入の前に行われるオリンピックにおいて、以前町内で合宿を行ったフランス共
和国のトライアスロンチームの応援ツアーを企画しました。

●日　　時：令和3年 7月31日（土）　午前4時30分富士河口湖町役場集合
　　　　　  富士河口湖町発〈4:30〉 →  お台場近郊着〈7:00〉（7:30～競技スタート→ （自由）昼食、お台場散策）　
　　　　　　→  お台場近郊発〈14:00〉 →  富士河口湖町着〈16:30頃〉
　　　　　　※雨天決行
●方　　面：東京　お台場海浜公園近郊（日帰り）　　●代　　金：500円（飲み物・保険代含む）

●募集人員：30名（定員になり次第締切）　※町民の方限定（鳴沢村民も含まれます）

●応募期間：7月7日（水）～7月20日（火）
●特　　典：希望者には表彰式のチケットをプレゼント  ※希望者多数の場合は抽選といたします

富士河口湖町「スポーツキャンプ地」誘致委員会主催

【トライアスロン（混合リレー）】

ボンジュールホストタウン
～東京２０２０オリンピック・パラリンピックに向けて～

ご注意

富士河口湖町公認
東京2020観戦旅行

富士河口湖町「スポーツキャンプ地」誘致委員会事務局（政策企画課内）  ℡ 0555-72-1129問合先

・無観客開催、観客上限・観戦条件の設定、感染状況によっては中止とさせていただく場合があります。
・各自マスク着用やソーシャルディスタンスの確保、声を出さない応援など感染予防対策へのご協力　
　をお願いします。
・交通機関並びに行程は変更になることがあります。　詳しいご案内は出発前に改めて致します。

富士河口湖町立教育センターから

役場、生涯学習館・子ども未来創造館の見学
『百聞は一見に如かず』　町内小学３年生実施

　毎年、町内全ての小学校３年生が社会科の学習で、役場、生涯
学習館・子ども未来創造館の見学を行っています。この事業の事
務局を富士河口湖町立教育センターが務めています。
　生涯学習館では本の貸し出し方法や機械の操作の説明などを
していただき、子ども未来創造館では施設を見学し、その役割を
紹介していただきました。役場では各課を順番にまわり、それぞ
れの課の仕事について丁寧に説明をしていただきました。また、
議場、町長室、教育長室という普段は入れない場所も見学するこ
とができました。
　町長さんからは「勉強ができるようになるためには，先生の話
をしっかり聞くことが大事です。」という熱いメッセージが送ら
れ、子どもたちは真剣な眼差しで聞き入っていました。最後に町長
さんや副町長さんと写真撮影までさせていただき、子どもたちは大喜びでした。
　現地を実際に観察・見学することによって、学習成果を高めることができる社会科見学。「百聞は一見に如かず」の
ことわざ通り、教科書の写真や活字だけで学習するより、実際に見たり聞いたり感じたりすることで、子どもの理解と
関心は一段と高まります。そこで働いている方の話は何より説得力があります。町民のために働く方々の思いや公共施
設の利用の仕方を学ぶ機会にもなり、有意義な時間となりました。
　説明を聞きながらしっかりメモを取って学びを深めている子どもたちの姿が大変立派でした。
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野菜のカゴを

https://fujisan.ne.jp/pages/363/https://saikoiyashinosatonenba.jp/



i nformationnformation インフォメーション

　この度、日頃の感謝の意を込めまして、町民の皆様を対象
に割引料金を設定いたしました。
　ブルーベリー農園は、屋外で通気性も良く、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。
　今年のブルーベリーは天候に恵まれ、実入りが良好！皆様
のご来場をお待ちしております。
※ご住所が分かる公的な身分証明書（運転免許証など）を
　ご持参いただき、ご提示ください。
■開園期間　7月3日（土）～8月15日（日）頃まで　
　　　　　　9時～16時（※ブルーベリーが無くなり次第、
　　　　　　閉園となります）
■農園場所　 富士河口湖町大石3072番地 他
■料　金　中学生以上 500円 ・小学生　400円 
　　　　　未就学児（保育園児等） 無料・お土産パック付き
（通常：中学生以上 1,000円 ・小学生　800円 ・未就学
　児（保育園児等）無料・お土産パック付き）
●問合せ　河口湖大石ブルーベリー生産組合
　　　　　　℡ 0555-76-7565
　　　　　  （※開園期間中のみ、9時～16時）

　スズ竹ザル作りに必要な竹割機（6つ割）をさがしています。
　使用可能な6つ割機をお持ちの方は、有償にてお譲り下さ
い。
　お持ちの方で不用な方がいらっしゃいましたら、下記あて
にご連絡をお願いします。
●問合せ　富士河口湖町勝山スズ竹伝統工芸センター
　　　　　(勝山ふれあいセンター内)
　　　　　　℡ 070-4112-9831
　　　　　　℡ 0555-83-2111（勝山出張所）

　富士スバルラインのマイカー規制期間中の混雑日に、登
山者や観光客にゴミの持ち帰りなどを呼びかけるボランティ
アを募集します。また、富士山周辺の環境保全のための清掃
活動も行います。
　皆様の積極的なご参加、お待ちしております！
■実施日　8月11日（水）～15日（木） 
　　　　　9時集合～11時30分解散予定
■募集人員　各日10名程度
■集合場所　富士山ボランティアセンター
　　　　　　（山梨県立富士山世界遺産センター北館内）
■活動場所　山梨県立富士北麓駐車場
●問合せ　富士山ボランティアセンター 
　　　　　　℡ 0555-20-9229

■日　程　9月4日、11日(土)（2日間）
■時　間　9時～17時
■受講料　5,000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）
■締切り 　8月20日(金)

■日　程　10月20日(水)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）
■締切り　10月4日(月)
●問合せ　富士吉田職業訓練協会　℡ 0555-22-5214　
　　　　　http://fyoshidakunrenko.jp

　河口湖商工会青年部は、地域貢献・福祉活動を通じて
「青年部と地域との絆」、「青年部員同士の絆」を再認識、
また“河口湖商工会青年部”をアピールする目的として5月30
日(日)9時より部員8名にて船津浜から河口湖駅前までの清
掃活動(ゴミ拾い)を実施致しました。
　これからも私たち河口湖商工会青年部は、27名の部員が
団結し、熱き郷土への思いを原動力に、商売や様々な事業
活動を通じて地域の活力を創出し、地域に必要とされる組
織づくりに努めてまいります。ぜひ、“河口湖商工会青年部”
と一緒に活動してみませんか。若い事業者の皆さん入部お
待ちしており
ます。
　今後とも商
工会活動へ
のご理解と
ご協力をお願
い申し上げま
す。
●問合せ　河口湖商工会青年部　担当：沢登
　　　　　　℡ 0555-73-1122 　Fax 0555-73-1123
　　　　　t-sawanobori@shokokai-yamanashi.co.jp

　今月も、かかし食堂・教室を営業します。
■日　時　7月11日(日)、25日(日)  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

町民限定ブルーベリー狩り
割引料金のご案内

スズ竹伝統工芸センターより

富士吉田職業訓練協会から

河口湖商工会青年部募集中

ニコニコかかし食堂・教室

富士山美化啓発キャンペーン

ボランティア大募集
美しい富士山を後世に引き継ぐために・・・

塗装教室　
‒塗装のプロが講師として正しい知識をお教えします‒

パソコン教室　‒Excel基礎から見積書作成など‒
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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

　山梨県では、卒業後に県内の機械電子産業の企業に
就職する人に対し、日本学生支援機構第1種および第2
種奨学金の返済分を補助します。
■補助金額　日本学生支援機構（第1種・第2種）奨学被
　貸与額の2年分
　（例）大学院生(博士)の場合　最大292万円支給
■対象・定員　大学、大学院などの理学部・工学部（これ
　らに準ずる学部などを含む）に在学する学生、2022
　年4月就職（技術職）予定者　31名程度
■申込期限　8月31日（火）
※詳細はお問い合わせください。
●問合せ　山梨県産業人材育成課　℡ 055-223-1567

　山梨県では、県民の皆さんに統計グラフの作成を通じ
て、統計を活用し、親しんでいただくため、毎年「統計グ
ラフコンクール」を開催しています。
　皆さんが普段気になっていること、疑問に思ったこと
などを調べて、統計グラフをつくってみませんか。
この機会に、ぜひ御応募ください！
■応募資格 県内在住・在学・在勤で小学生以上の方が
　　　　　　対象です。
　第１部…小学校１・２年生の児童
　第２部…小学校３・４年生の児童
　第３部…小学校５・６年生の児童
　第４部…中学校の生徒
　第５部…高等学校以上の生徒・学生及び一般
　パソコン統計グラフの部…小学生以上
■課　題　自由（ただし、小学校4年生以下の児童につ
　　　　　いては、自ら観察又は調査した結果をグラフ
　　　　　にしたものとします。）
■規　格　Ｂ2 判（72．8㎝×51．5㎝ 紙質、色彩は自由
　　　　　ですが、パネル仕上げ、表面のセロハンカバ
　　　　　ー等の調製はしないでください。）
■応募方法　山梨県県民生活部統計調査課あて郵送又
　　　　　　は持参
■募集期間　6月4日（金）～9月6日（月）必着
■表　彰　各部門：知事賞1点以内、教育長賞2点以内、
　　　　　入選2点以内、佳作数点
■その他　優秀な作品については「統計グラフ全国コン
　　　　　クール」に出品します。
　全国コンクールに出品された方には全員に、統計検定
4級（活動賞）が贈られます。
　応募作品についての用紙（Ｂ2 判）は統計調査課に用
意してありますので、お申し出ください。
●問合せ　山梨県統計調査課　 ℡ 055-223-1340 
　　　　　toukei@pref.yamanashi.lg.jp
　　　　　〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
　　　　　（山梨県庁北別館5 階）
https://www.pref.yamanashi.jp/toukei/index.html

　農作業が忙しくなる中で、心配されるのは作業中の事
故です。農繁期を迎え、高齢者を中心に農作業事故が多
くなります。
　特に乗用草刈り機と木の間に挟まれる事故や脚立か
らの転落事故が多くなっています。
　これからの時期、暑くなってくると熱中症の危険性も
高くなります。
　「農作業は焦らず、急がず、慎重に」を合言葉に、農作
業中の事故に十分注意してください。
●問合せ　山梨県農政部農業技術課普及教育・
　　　　　　資金担当　℡ 055-223-1616

　求職者支援制度は、雇用保険を受給できない方など
を支援する国の制度で、職業訓練を受講してスキルアッ
プを図り、早期就職の実現を目指していきます。
　今まで働いた経験が少なかったり、退職後のブランク
が長くて自信がない方、不安な方、知識と技能を更に深
めてステップアップを図りたい方など、まずは、ハローワ
ークにご相談ください。訓練期間中の生活に不安がある
方には、一定要件を満たす場合、職業訓練受講給付金が
支給されます。
■訓練科名　OA事務科（パソコン活用）
■定　員　12名
■受講料　無料（テキスト代、任意検定料などは自己負担）
■訓練期間　8月16日～12月15日
■募集期間　7月19日まで
■実施施設　山梨総合ビジネス都留教室
■就職支援　訓練期間中はもちろん、訓練終了後も、
　　　　　　ハローワークによる就職支援が受けられ
　　　　　　ます。
●問合せ　ハローワーク富士吉田　℡ 0555-23-8609

　富士山科学研究所が位置する富士北麓剣丸尾の森の
中を散策します。富士山の成り立ちや森のうつりかわり、
そこにすむ動植物のことなどについて自然解説員の説
明を聞きながら、森の素晴らしさにふれてみませんか。
■実施日　7月22日～25日、27日～31日、
　　　　　8月1日、3日～9日、11日～15日、
　　　　　17日～22日、28日、29日、
　　　　　9月～10月は土、日、祝日開催
■実施時間　1日5回 ①10時～ ②11時～ ③13時～ 
　　　　　　④14時～ ⑤15時～　1回約40分
■集合場所　山梨県富士山科学研究所 本館１階入口
■対　象　どなたでも（お気軽にご参加ください）
■参加費　無料
■予　約　予約優先。ただし、5人以上の場合は必ず事
　　　　　前にご相談ください。

製造業への新卒就職者の
奨学金返済の補助について

｢第69回山梨県統計グラフコンクール｣
開催

農作業は安全第一に

求職者支援訓練・受講者募集

「森のガイドウォーク」夏の森の散策
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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

■その他　雨天中止
●問合せ　山梨県富士山科学研究所 環境教育・交流部 
　　　　　教育・情報担当　℡ 0555-72-6203

                                        

■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
■概　要　富士登拝と関連した水垢離の場である「富士
　　　　　八海」の信仰に関わる資料を紹介します。
■入場料　無料
●問合せ　調査研究スタッフ　℡ 0555-72-2314

■日　時　8月4日（水）～8月28日（土）
■会　場　富士吉田市民会館１F　図書館前
■概　要　富士山レンジャーが巡回中に発見した富士山
　　　　　の美しい自然や、環境問題を撮影した写真を
　　　　　展示します。
■入場料　無料
●問合せ　富士山憲章山梨県推進会議　
　　　　　　℡ 0555-20-9229

■実施日時　7月22日(木) 9：00～12：30
■集合場所　富士河口湖町精進活性化センター
　　　　　　(現地集合・現地解散）
■参加費　無料
■募集人数　20名（申込多数の場合は抽選）
■募集期間　7月15日（木）17時締切り
●問合せ　富士山ボランティアセンター
　　　　 （山梨県立富士山世界遺産センター北館内）
　　　　　　℡ 0555-20-9229 

■日　程　9月2日～14日（8日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　7月2日～8月23日

■日　程　9月16,17日（2日間）
■受講料　3,400円
■受付期間　7月16日～9月6日

■日　程　9月27日～10月5日（6日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　7月27日～9月17日

■日　程　9月30日～10月12日（8日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　7月30日～9月17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
　　　　　　https://www.yitjc.ac.jp

■定　員　10名
■実施日時　9月13日(月)、14日(火)、15日(水)、
　　　　　　16日(木)、17日(金) 18時～20時分
■締切日　9月3日(金)
■受講料　会員6,820円　一般9,460円
■会　場　山梨県立中小企業人材開発センター

■対象者　全社員
■定　員　15名
■実施日時　9月9日(木) 9時～16時
■締切日　8月23日(月)
■受講料　会員5,390円　一般7,370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

■作品数　一人3首（未発表作品に限る）
■参加費　1,500円（作品集代等含む）
　　　　　（コロナ渦による大会中止の為）
■送　金　　指定口座へ振込
■応募期間　8月2日（月）～9月30日（木）
■選　者　花山多佳子先生
■選　奨　会長賞、知事賞、マスコミ各社等計７賞
　　　　　各1名、入選15名
■提出先　公募要項の投稿用紙に記入し、居住する市
　　　　　町村の文化協会事務局または山梨県文化協
　　　　　会連合会事務局へ
■備　考　郵便による大会となります。
※公募要項の入手は、富士河口湖町文化協会事務局
 （河口湖ステラシアター内　℡0555-72-5588火曜日 
　定休）にて配布
●問合せ　山梨県文化協会連合会事務局
　　　　　県文化振興・文化財課　℡ 055-223-1797

※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。

山梨県職業能力開発協会から
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

県立富士山世界遺産センター

富士山ボランティアセンター

山梨県短歌大会　作品募集

企画展「富士八海を巡る」

商業簿記3級[後編]

監督者訓練2科　TWI-JM 改善の仕方

ビジネスマナーセミナー

富士山エコトレッキング参加者募集

商業簿記3級[前編]

「富士山レンジャー写真展2021」

プログラミング言語 Python超入門
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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

納期限　令和３年８月２日（月）（口座振替日）今月の納税等

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 助教　甘利 貴志
（出　　　身）山梨県甲州市
（専門分野）集中治療室内での
　　　　　　　　リハビリテーション
　　　　　　　肺炎や心筋梗塞後の
　　　　　　　　リハビリテーション

理学療法学科 助教　川内 翔平
（出　　　身）佐賀県
（専門分野）呼吸理学療法、呼吸生理、
　　　　　　　慢性呼吸器疾患

　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

　本年度より健康科学大学へ着任しました。
山梨県甲州市の出身で、前職は埼玉の病院に
て理学療法士として働いておりました。自然
豊かな環境で毎日とても過ごしやすいです。
学生の教育サポートを通して地域の皆様の
お役に立てるようにしっかり仕事をしていき
たいと思います。どうぞよろしくお願い致しま
す。

　私は現在まで喫煙を主な原因として発症す
る慢性閉塞性肺疾患の呼吸困難感の原因や
治療法に関する研究をおこなってきました。
日本には530万人の慢性閉塞性肺疾患の患
者さんがいると推定されていますが、そのう
ち500万人以上は未診断で治療を受けてい
ないといわれています。早期発見を目的とし
た肺年齢の測定会を企画する等で地域の皆
さんに貢献できればと考えています。

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」
早めに避難していかんと

―平成11年6月末梅雨前線豪雨―（呉市 70代 男性）

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

　土砂で流されて亡くなった方の親戚に聞きましたが、そこの夫婦は避
難する支度をしとったらしいんですよね。だから見つかったとき、手をつ
ないでたらしくて。間に合わんかったんよね。そこの娘さんは帰ってきた
ときに、呆然としていました。
　逆に、上のアパートの人は、親子して車で帰ってきたところで、いつもな
ら小さい子がぐずってなかなか家に帰らんのが、その日はお母さんがせ
きたてて、すんなり家に入ったとたんに、ドンときたみたいでね。ほんのち
ょっとの差やけど、一秒くらいで生きるか死ぬかがわかれてしまうんやなと、つくづく感じました。
　だから、やっぱりみんなで早めに避難していかんと、被害者は少なくならんと思います。危ないよって言われても避難し
ない人が一人でも二人でもおれば、必ず犠牲者が出るからね。
※一部抜粋
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大木　　信　　大　地・杏　子　船津

渡邉　紘矢　　高　永・咲　輝　船津

小池　優心　　和　樹・亜　海　船津

大津　晴輝　　早　人・菜　摘　船津

白壁　美於　　　崇　・優　美　船津

松浦　樹希　　雄　樹・映　帆　船津

髙木　昭人　　喜　昭・和　美　船津

佐竹　遥仁　　宏　太・　瞳　　船津

菅原　　碧　　　凌　・　萌　　小立

小池　彩春　　勇　人・由　香　小立

曾根　綾音　　慎太郎・恵　子　小立

遠山　星那　　勇　貴・里　沙　河口

流石　風花　　哲　也・鈴　奈　勝山

渡辺　　華　　友　也・知砂都　勝山

渡辺　　蘭　　友　也・知砂都　勝山

堀内　和美　77歳　堀内　和樹　船津

武藤　俊代　91歳　土橋　　輝　船津

小佐野文夫　94歳　小佐野　圭　船津

渡邉　けさ　86歳　渡辺　竜矢　船津

小池やを江　93歳　小池　守一　小立

渡邊　彩子　89歳　渡邊　悦雄　小立

三浦　和美　93歳　三浦　知宏　勝山

流石與志勇　82歳　流石与志寿　勝山

宮下　　弘　91歳　宮下　　昇　長浜

梶原　秀太　 ＝　 小俣　湖都　船津

土屋　泰宏　 ＝　 渡部奈央子　船津

渡邉　　潤　 ＝　 松本やよい　船津

長坂　宏紀　 ＝　 丹沢　詩織　船津

相澤　真吾　 ＝　 小林　杏菜　小立

沼尾　裕文　 ＝　 市川妃奈子　勝山

渡辺　孝宏　 ＝　 小倉　玲子　西湖

おめでた・おくやみ
〈5/14～6/9〉

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

7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

　　26,689人
(＋2)

 

　11,055　
(＋6)

　13,523人
　(0)

　13,166人
(＋2)

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。

6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

●相談日/8月1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

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8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

7月14日㊌・28日㊌

●日時・場所
　7月１4日㈬ 富士吉田商工会議所
　8月18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）
●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。

◎固定資産税２期　国民健康保険税１期　後期高齢者医療保険料１期　介護保険料１期

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）
ひろ や

いろ は

ふう か

あや ね

あき と

はる と

はる き

いつ き

しん はる

らん

あおい

に  こ

せ  な

み  お

時間:13時30分～／14時30分～
場所:14日　104会議室

28日　304会議室
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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。

「避難指示」で必ず避難を！「避難指示」で必ず避難を！
早めの避難により守られる命があります。
災害時には早めの避難を心がけましょう。
災害対策基本法の変更により発表する避難情報が変更になりました。
災害時には町から発表する情報を参考にし、早めの避難をお願いします。

※「避難勧告」の発表が無くなりました。

※開設する避難所は、災害の規模、状況によって異なります。
※災害時には町からの情報に基づき冷静に行動してください。　

  警戒レベル

警戒レベル５

警戒レベル４

警戒レベル３

警戒レベル２

警戒レベル１

行動を促す情報

緊急安全確保

避難指示

高齢者等避難

取るべき行動

命の危険、直ちに安全確保

危険な場所から全員避難

危険な場所から高齢者等は避難

自らの避難行動を確認

災害への心構えを高める

地域防災課  0555-72-1170お問い合わせ先


