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東京2020オリンピック聖火ランナー　舟津さん
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東京2020オリンピック聖火リレーが開催されました

「特定非営利活動法人　Ｍｏｍ」が
  山梨県男女共同参画推進女性のチャレンジ表彰を受賞

災害時情報収集用オフロードバイクを導入しました

　6月27日（日）全国の多くの聖火ランナーからつながれた東京2020オリンピック聖火リレーが開催されました。
　感染症対策を実施し行われ、声を出しての応援ができませんでしたが、観客の皆さんはランナーに手を振り応援していま
した。舟津宏昭さん（船津地区在住）や参加したランナー達は沿道の方たちの応援に笑顔で応えていました。
　当日は、交通規制を行い皆様には大変ご迷惑をおかけしましたが、ご協力ありがとうございました。

東京2020オリンピック
聖火リレー記念植樹を行いました
　東日本大震災からの復興と東京2020オリンピック・パラリンピック開催
によるレガシーを後世に伝えていくため、公益財団法人日本さくらの会よ
り寄贈されたソメイヨシノの記念植樹式が6月25日（金）に行われました。
　当日は、さくら振興議員連盟の堀内詔子衆議院議員にもご参加いただ
き、東京オリンピックが多くの人に感動を与え、安全に実施されることを祈
りつつ植樹を行いました。

　災害時には、道路の寸断や交通渋滞などが発生する恐れがあります。
　国内の大規模災害においても自動車で数十時間かかったところオフロ
ードバイクは数時間で移動できたという実績もあります。過去に行われた
富士山噴火の避難訓練においても道路渋滞が発生しております。
　災害時には、正確な情報に基づいた対応が必要不可欠です。
　導入したオフロードバイクは、災害時の情報収集活動だけでなく平時の
消防活動、イベント等で活用いたします。

　令和3年度「山梨県男女共同参画推進事業者等表彰式」において、「特定
非営利活動法人　Ｍｏｍ」さんが女性のチャレンジ表彰を受賞されました。
これは、新たな分野に活躍の場を広げるチャレンジ、活動期間が5年以上
の団体等が表彰されるものです。
　「特定非営利活動法人　Ｍｏｍ」さんは、実体験手記をもとにした朗読を
通して、障害を持つ人やその家族等が地域においての生きづらさを少しで
もなくすための福祉支援事業を行い、地域のコミュニケーションの大切さ
や男女共同参画の重要性を伝えることで、誰もがお互いに理解し合えるよ
うな豊かな地域づくりに大きく貢献していることが認められ今回表彰され
たものです。おめでとうございます。

とく てい    ひ  えい   り  かつ どう  ほう じん              ま　　む
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　7月7日（水）に「社会を明るくする運動」推進委員である富士吉田保
護区保護司会および富士吉田地区更生保護女性会の会員の皆さんが
町役場を訪問され、内閣総理大臣と山梨県知事からのメッセージを町
長に伝達してくださいました。　
　この運動は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした
人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合わ
せ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国
的な運動です。

社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～

　大正時代に発明され「日本で生まれた唯一の洋楽器」とも言われる大正
琴の演奏発表会が、町文化協会大正琴部の主催により開かれました。
　昭和の歌謡名曲を中心に様々な曲が披露され、各団体が日頃の活動の
成果を発揮し、皆さん音楽を楽しんで演奏していました。

第15回大正琴琴友会演奏発表会

　船津地区の小林幾世さんが6月に百歳の誕生日を迎えられ、町から
お祝い状と記念品をお渡ししました。
　ご長寿おめでとうございます。

小林幾世さん、百歳おめでとうございます

　西湖野鳥の森公園では、毎年、町内の3,4年生を対象に木工教室を開いています。（町教育センター事務局）
　4年生のプログラムは、「のこぎりでいろいろな形を切った木を組み合わせて、生活で使えるものを作る」というものです。
　今の子どもたちはなかなか「のこぎりや金づちを使う」という経験ができない状況があります。木という材料は、様々な大
きさや形に切ることができ、色々な用具を使うことで子どもたちの創造的な技能を高めることができます。子どもたちは実
際に素材に触れて、感じて、作ることでその作品に対して興味がどんどん湧き、何よりも自分がつくったものに対してとても
愛着が湧いてきます。この学習を通して、どの子も自分なりの思いを作品に表現することができ大変満足した様子でした。
　毎年、町の子どもたちのためにボランティアで講師を務めていただいております皆様に心から感謝申し上げます。本当に
ありがとうございます。

『木工教室』 ギコギコ トントン ～世界でたった一つだけの作品～
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　庁舎内子育て支援課の窓口前にはシーズン毎の飾り付けがされた、
キッズスペースがあります。
　手続き等で乳幼児を連れて来庁した保護者がゆっくりと書類を書くこと
ができ、子どもが飽きずに過ごせるスペースです。
　お気軽にご利用ください。

キッズスペースをご利用ください

　7月9日（金）、大宮アルディージャＶＥＮＴＵＳの佐野秀彦代表取締役社長、
佐々木則夫総監督、太田和哉マーケティング担当の3名が町長を表敬訪問
されました。
　大宮アルディージャＶＥＮＴＵＳは、日本初の女子プロサッカーリーグ、
2021-22　Yogibo WEリーグの開幕前のサマーキャンプとして7月8日
から11日の4日間の日程で、富士河口湖町くぬぎ平スポーツ公園サッカー
場で練習を行い、「富士山の麓で、はつらつと練習が出来た」と大変喜ばれ
ておりました。
　富士河口湖町にまたお越しくださることを期待するとともに、これからのチームのご健闘とＷＥリーグの頂に立つことを
お祈りしています。

大宮アルディージャＶＥＮＴＵＳ町長表敬訪問

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

ボンジュールホストタウン

問合せ：政策企画課政策調整係　０５５５－７２－１１２９

　いよいよ8月17日（火）から24日（火）の間、フランスのパラトライアスロン代表チームが富士河口湖町で事前合宿を
行います。
　選手12名、監督ほかスタッフ11名の計23名が来町予定です。
　訪問にあたり選手団からメッセージが届いています。
  「富士河口湖町・鳴沢村のみなさまには、いつも温かく迎えていただき感謝しています。今回も自分達の家に帰るよう
な気持ちではありますが、感染には最大限の注意を払いながら訪問したいと思います。大会で良いパフォーマンスを発
揮し、メダルが獲得できるよう、みなさまの応援よろしくお願いします。」
　コロナ禍により、選手団との直接の交流は叶いませんが、以下の日程で公開練習日を設けましたので、感染対策のう
え、ご観覧ください。

【公開練習日】
　　日　時：8月21日（土）　15時30分～17時
　　場　所：富士河口湖町民プール
【競技日程】
　　8月28日（土）6：30～11：00　
　　　男子PTS4・PTVI、女子PTS2・PTVI
　　8月29日（日）6：30～11：10　
　　　男子PTWC・PTS5、女子PTWC・PTS5
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　東京2020パラリンピック聖火リレーは、オリンピックの熱気と興奮をつなぐべく、オリンピック
終了後、8月12日（木）から8月24日（火）のパラリンピック開会式までの移行期間に開催します。
　山梨県の聖火フェスティバルは、県内の5か所で採火された聖火が、県庁において一旦集火され、
27全市町村に分火されます。
　分火された聖火は各市町村で展示（聖火ビジット）、その後再び県庁において集火され、開催都市
東京に向けて出立します。
　富士河口湖町における聖火ビジットは、下記の日程で行いますので、この機会にぜひ聖火をご覧
ください。

■日　時：8月13日（金）14時～17時15分
■場　所：町役場1階エントランスホール

　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。
　町内で合宿を行うフランス共和国のパラトライアスロンチームをぜひ現地で応援
しましょう。

【トライアスロン（男子PTS4、女子PTS2、男女PTVI）】

ご注意
・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。

●日　　時：8月28日（土）　4時00分富士河口湖町役場集合
　　　　　  富士河口湖町発〈4:00〉 →  お台場近郊着〈6:00〉（6:30～競技スタート→ （自由）昼食、お台場散策）
　　　　　　→  お台場近郊発〈13:30〉 →  富士河口湖町着〈16:00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：町民の方30名（定員になり次第締切）　※鳴沢村民の方も含まれます。

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です。特 典

■応募期間：8月13日（金）～8月20日（金）
●問合せ先：℡ 0555-72-1129
　　　　　　　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）

富士河口湖町「スポーツキャンプ地」誘致委員会主催
東京２０２０観戦旅行

東京2020パラリンピック
聖火フェスティバルの開催について



健康のまちづくり
Healthy community building

健康について考えるきっかけとして、健康づくりに関するキャッチフレーズを募集します。

①栄養・食生活　　②身体活動・運動　
③歯・口腔の健康　④休養・こころの健康
⑤喫煙　 ⑥飲酒　 ⑦体の健康づくり（病気の予防） 

★こんなテーマを参考に標語を作ってみましょう

家族みんなで
応募してね。

例　ウォーキング　一歩一歩　健康に　　

●応募方法：健康づくりのテーマとキャッチフレーズ・住所・氏名・連絡先を明記し、
　　　　　　町役場健康増進課までお届けください。（応募用紙不問）
●応募期間：８月27日(金)まで
※応募は、自作・未発表のもので、一人2点までとします。
※優秀作品は、広報・カレンダー・CATVなどで、ご紹介する予定です。
　また、優秀作品には、記念品を差し上げます。たくさんのご応募お待ちしております。

健康のまちづくりのキャッチフレーズを募集します

問合せ先　健康増進課　℡0555-７２-６０３７

・55歳から64歳を対象に7月16日(金)より順次発送しています。
・54歳以下の発送については、ワクチンの供給状況に応じて順次発送します。

・予約開始：7月28日9：00から（電話及びＷＥＢにて予約可能）
・予約の詳細については、接種券に同封されている案内をご確認ください。

● 接種券の発送時期

5
4

3

2

1
……………………………………………………………………………………………………

● 接種予約受付

・1回目の接種：8月10日(火)から8月29日(日)
・各週　火・木・土・日　受付時間：14：00から16：30
・場所：富士河口湖町中央公民館
・2回目の接種：1回目の接種から3週間後の同じ曜日・同じ時間・同じ会場を自動で確保します。

● 接種スケジュール

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

・今後の接種スケジュール等については町の公式ホームページ、CATVなどを通じて情報発信
 をしていきます。

● その他
……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………
・健康増進課　℡ 0555-72-6037　　8：30～17：15（平日のみ）
● 問い合わせ

64歳以下の
新型コロナウイルスワクチン

接種について

…………………………………………………………………………………
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9月2日㊍ 配布予定9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

　
　　　
■支給対象者　令和2年4月1日（基準日）において、「恩給
　法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法
　による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番
　による先順位のご遺族お一人に支給します。
　戦没者等の死亡当時のご遺族で
　１　令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法
　　　による弔慰金の受給権を取得した方
　２　戦没者等の子
　３　戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
　※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの
　　要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わり
　　ます。
　４　上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族
　　　（甥、姪など）
　※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を
　　有していた方に限ります。
■支給内容　額面25万円、5年償還の記名国債
■請求期間　令和5年3月31日まで
●請求窓口　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

　河口湖地区については例年実施のとおり、お盆のお供え物
を収集します。河川に流さず、次の収集場所へ8月16日(月)の
午前中までに出してください。
（午後から回収します。なお、飛散防止の為ごみ袋等で出す
ようお願いしします。)
■船津地区　河口湖ホテル東の消防用道路、
　　　　　　たたみ岩入口トイレ東
■浅川地区　浅川中央川下流の河川敷　　　　　
■小立地区　乳ヶ崎土地改良区ポンプ場横、
　　　　　　妙法寺北の八木崎公園入口、
　　　　　　久保花木別荘北側道路
■大石地区　大石公園入口のステーション、中沢橋横、
　　　　　　後藤の木炭倉庫前
■河口地区　大桧横、善応寺入口、横町渡船場入口、
　　　　　　広瀬バス停付近
※収集場所では線香をたかないでください。
●問合せ　環境課　℡ 0555-72-3169

　昨年は中止となりました「富士山マラソン」を、今年は11月
28日(日)の開催に向け、参加者のエントリーを富士山マラソ
ン公式ホームページで開始しています。
　大会の詳細につきましては、富士山マラソンのホームペー
ジで順次お知らせをさせていただきますが、大会当日は河口
湖及び西湖地区において交通規制が行われますので、ご承
知ください。
　なお、大会は新型コロナウイルスの影響によっては、中止、
規模縮小などになる場合もあります。
　皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解と
ご協力をお願いいたします。
●問合せ　観光課　℡ 0555-72‐3168
　（一社）富士河口湖町観光連盟　℡ 0555-28-5177

・飲酒運転の根絶
・高齢者と子供の安全な通行の確保と
　高齢運転者の交通事故防止
・二輪車の交通事故防止
・自転車の安全適正利用の推進
　本年1月～4月における、町の飲酒運転による違反件数は
3件（富士吉田警察署管内9件）でした。
　飲酒運転は、防げるものです。「運転するなら酒を飲まな
い」「運転する人には酒を飲ませない」「酒を飲んだら運転し
ない」「酒飲み運転をゆるさない」ことを徹底しましょう。
●問合せ　地域防災課　防災係　℡ 0555-72-1170

■法定検査を受けましょう！
　　日常の維持管理(保守点検と清掃)に加えて、山梨県浄
　化槽協会検査センターの行う次の法定検査を受けること
　が、法律で義務づけられております。
○設置後の水質に関する検査(浄化槽法第7条)
　　新たに設置された浄化槽、または構造や規模が変更さ
　れた浄化槽について、使用開始後3か月を経過した日から
　5か月の間に浄化槽の設置工事等が適正に行われている
　かどうかを判定する検査です。
○定期検査(浄化槽法第11条)
　　毎年1回、保守点検や清掃が適正に行われ、浄化槽の機
　能が発揮されているかどうかを確認する検査です。
・検査の内容
　　浄化槽の外観、機能及び書類について総合的な検査を
　行い、浄化槽の機能向上のため改善すべき事項がある場
　合には、適切な助言をし、検査終了後、「検査結果書」を
　送ります。
○検査の申し込み先 
　　法定検査は山梨県知事が指定した社団法人山梨県浄化
　槽協会検査センターに法定検査受検申込書（環境課にあ
　ります。）又は電話で申し込んでください。
　社団法人　山梨県浄化槽協会検査センター
　℡ 055-288-1132
■定期的に保守点検を実施しましょう！ 　
　　浄化槽を正しく機能させ、常に良好な状態に保っておく
　ため、浄化槽管理者(設置者)は、定期的に保守点検する
　義務があります。保守点検は、県知事の登録を受けた保守
　点検業者に委託して実施しましょう。
■年1回以上清掃を行ないましょう！
　　浄化槽の中にはスカムや汚泥が徐々にたまり、そのまま
　放置すると放流水とともに流れ出してしまうだけでなく、
　浄化槽の機能不良の原因にもなります。清掃に関しては、
　町長の許可を受けた業者に年1回以上依頼して行ってくだ
　さい。
●問合せ　環境課　℡ 0555-72-3169

戦没者等のご遺族の皆様へ 夏の交通事故防止県民運動実施中

【お知らせ】富士山マラソンについて

河口湖地区の
お盆のお供えもの収集について

富士河口湖町の美しい水環境を
守るために、浄化槽の適正な管理を
行いましょう

～特別弔慰金（第11回）の請求を受付けています～ 令和3年7月21日～8月20日
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　富士河口湖町では、ふるさと納税として町へ寄附された方に感謝の気持ちを
込めて地域の特産品や宿泊券等を返礼品（お礼の品）として進呈しています。
　町のＰＲやイメージアップ、並びに販路の拡大や地場産業の振興につなげる
ことのできる返礼品をご提供いただける事業者様を随時募集しています。新型
コロナウイルス感染症の影響から、通常の販路に支障をきたしている事業者の
皆さんからのご相談もお待ちしております。

町ふるさと納税での
返礼品提供事業者を募集します！

１　富士河口湖町取扱い品目に適合する返礼品（町内で生産されたもの、町内で生産されたものを主原料
　　としたもの、町内で製造・加工されたもの、町内で提供されるサービス等）をご提供いただける事業者
２　事業所にインターネット環境がある事業者
３　宅配便等で返礼品を寄附者へ直接配送できる事業者

　富士河口湖町役場　政策企画課　ふるさと納税推進室
　　℡ 0555-72-1129　FAX 0555-72-0969
　　E-mail: seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

《そのほか詳細については、下記連絡先までご連絡ください。》

応募可能な事業者様 ※下記の条件を満たす事業者

　富士河口湖町の入札参加資格審査は、山梨県市町村総合事務組合（以下「組合」という。）において共同処理
していますが、次により、令和4年度分の資格審査を行いますので、資格取得を希望する場合は、審査申請期間
内に申請（期間厳守）してください。申請せず資格を取得しなかった場合などは、1年後に予定する令和4年度
定期審査（令和5・6年度分）まで資格を取得することができませんので、ご承知いただきますようお願いいたし
ます。

令和3年度入札参加資格中間審査
（令和4年度分）の実施について

●実施内容公開：令和3年9月1日(水)　※組合ホームページに掲載します。
●申請期間：令和3年10月4日（月）～10月24日(日)
●申請書類提出期間：令和3年10月25日（月）～11月12日（金）
※申請及び申請書類提出の期間が異なりますのでご留意ください。
※期間外は、申請及び申請書類提出を受け付けることができません。
●審査対象職種：【建設工事】【測量・建設コンサルタント等業務】【物品製造・役務提供等】
●申請受付内容：【新規申請】：入札参加資格を有していない事業者の新規資格取得
　　　　　　 　【業種追加】：入札参加資格を有する事業者の業種追加
　　　　　　 　【市町村等団体追加】：入札参加資格を有する事業者の市町村等団体追加
　※令和2年度定期審査（令和3・4年度分）で資格を有し、登録業種・登録市町村を追加する必要がない事業者は、
　　令和4年度まで資格が有効のため申請する必要はありません。
　※事業者説明会の開催はありませんので、9月1日(水)に組合ホームページに公開される申請の手引き等をご確認
　　いただき、10月4日（月）からの申請に向けて準備してください。
組合ホームページ　https://www.ysc-yamanashi.or.jp/
※インターネット環境をお持ちでない方は、組合までお問い合わせください。
●問合せ：山梨県市町村総合事務組合　業務課（甲府市蓬沢1-15-35　山梨県自治会館２Ｆ） ℡ 055-268-3446
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後期高齢者医療制度に加入している皆様へ
～「医療費通知」に関する大事なお知らせ～

　後期高齢者医療制度に加入している皆様の健康意識向上を目的として、医療費通知を発送していますが、
令和3年度に発送する医療費通知から、発送時期や記載される診療月などを変更します。
　医療費控除の申告手続きに使用する方の利便性を考慮し、皆様から寄せられたご意見も参考に発送時期を
早めることとしました。それに伴い掲載される診療月も変更となります。
　また発送する郵送物も、文字を大きくし、1人につき1通の分かりやすいものにするため「はがき」から「封書」
に変更します。

〇介護サービスを利用された際は、自己負担割合に応じた利用料を負担していただいております。
　高額介護サービス費とは、1か月に支払った利用者負担の合計が負担限度額を超えたときは、超えた分
　が払い戻される制度です。一般的な所得の方の負担限度額は月額44,400円です。
〇令和3年8月からは、負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯について、
　負担限度額の見直しを行います。

令和3年12月診療分は令和4年1月末に発送する医療費通知には記載されず
１年後の令和5年1月末に発送する医療費通知に記載されます。
そのため、医療費控除の申告手続きを行う場合は、令和3年12月診療分は領収書が必要となります
ので、必ず保管してください。

年  度

発送時期と回数

記載される診療月

発送するもの

昨年度 今年度 来年度以降（参考）
令和3年2月末の
年1回発送 当年度1月末の年1回発送

前々年12月～前年11月

封書

令和2年1月～12月

圧着はがき

令和4年1月末の
年1回発送
令和2年12月
～令和3年11月
封書

重  要

※皆様が病院などを受診した情報は、受診した月の2か月後に山梨県後期高齢者医療広域連合に提供されます。
　印刷期間も含めて医療費通知の発送までには3か月程度の期間が掛かります。
●問合せ：富士河口湖町役場　国保年金係　℡ 0555‐72‐1114
　　　　　山梨県後期高齢者医療広域連合　℡ 055-236-5671

課税所得690万円（年収約1,160万円）以上

町県民税課税～課税所得380万円（年収約770万円）未満
世帯の全員が町県民税非課税

140,100円（世帯）

93,000円（世帯）

44,400円（世帯）
24,600円（世帯）

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

15,000円（世帯）

前年の公的年金等収入金額＋その他の合計所得金額の
合計が80万円以下の方等

生活保護を受給している方等

課税所得380万円（年収約770万円）～課税所得690万円　
（年収約1,160万円）未満

新 設

区　　　　分 負担の上限額（月額）

問合せ先　健康増進課　介護保険係　℡　0555-72-6037　

令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます。
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福祉に関する各種制度のお知らせ
　福祉には各種制度があります。受給資格があるにもかかわらず、制度を知らないために
手当等の受給をされていない方はいませんか。

⑤ひとり親家庭医療費助成

④児童扶養手当

③特別障害者手当

②障害児福祉手当

①特別児童扶養手当

制　度 対　　　象 助成額（月額）

児童１人の場合
43,160円～10,180円
（所得額による）

医療費の一部助成

1級 52,500円
2級 34,970円

14,880円

27,350円

身体、知的及び精神に中程度以上で永続する障害があ
り、監護を必要とする２０歳未満の児童を養育してい
る父母等
※施設に入所している場合は対象外（通園、通所は除く）

父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしてい
ない児童（満１８歳の誕生日の属する年度末まで、中度
以上の障害を有する場合は２０歳未満の児童）を養育し
ている母親等（父親等）

著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活におい
て常時特別の介護を必要とする在宅の２０歳以上の方
・おおむね身体障害者手帳1級程度の異なる障害が
　2つ以上ある場合、最重度程度の知的障害や同程度
　以上の精神障害など
※施設に入所、または３ヶ月以上入院している場合は対象外

重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時
介護を必要とする在宅の２０歳未満の児童
※施設に入所している場合は対象外

ひとり親家庭の親と児童
　　　　　　（満１８歳の誕生日の属する年度末まで）

①～③は障害者手帳を所持していなくても、診断書の内容により該当になる場合があります。また、各種制度には
所得制限があります。また、受給資格要件は場合により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

　いずれの手当等も、受給資格者は定められた期間中に届を提出していただく必要があります。
提出されないと、手当等は支給されませんのでご注意ください。

提出期間

更新手続きのお知らせ

子育て応援
やまなし子育て応援カード…対象のお店で提示すると、特典を受けられるカード（妊婦または18歳未満の子どもが
いる家庭が対象）

　町役場子育て支援課で交付しています。簡単な手続きでその場でカードをお
渡しできます。（母子手帳または保険証など交付の対象と確認できるものをお
持ちください。）
　※旧カード（平成26年9月以前）をお持ちの方は、新しいカードへ切り替え
　　てください。
＊詳しくは「やまなし　応援カード」で検索

①　　　所得状況届　　8月12日（木）～9月10日（金）
②、③　所得状況届　　8月12日（木）～9月13日（月）
　　　　　　　　　　　提出・問合せ先：福祉推進課　   ７２－６０２８

④、⑤　現況届　　　　8月 2日（月）～8月16日（月）
　　　　　　　　　　　提出・問合せ先：子育て支援課　７２－１１７４
　　　　　　　　　　　　  ＊土・日・祝除く　8時30分～17時15分
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令和3年度 保育認定　利用者負担額表 令和3年度 保育認定　利用者負担額表 令和3年度 保育認定　利用者負担額表 令和3年度 保育認定　利用者負担額表 
　階層区分は、保護者（負担能力に応じ、保護者以外の扶養義務者）の均等割・所得割額により決定
されます。４月～８月までの保育料は前年度分の市町村民税、９月～翌３月までの保育料は現年度分
の市町村民税を元に算出されます。

０～２歳児クラス
３～５歳児クラス

第１階層 生活保護世帯
市町村民税非課税世帯

市町村民税均等割課税世帯
第２階層
第３階層
第４階層

市町村民税
所得割課税額

第５階層
第６階層
第７階層
第８階層
第９階層
第１０階層
第１１階層
第１２階層

標準時間 短時間

児童の属する世帯の階層区分

0円
0円

8,500円
11,000円
15,000円
18,000円
21,000円
23,500円
37,500円
42,500円
43,500円
45,000円

0円
0円

6,500円
9,000円
13,000円
16,000円
19,000円
21,500円
35,500円
40,500円
41,500円
43,000円

0円

20,000円未満
48,600円未満
57,700円未満
77,101円未満
97,000円未満
169,000円未満
301,000円未満
397,000円未満
397,000円以上

令和3年度 教育認定　利用者負担額表 令和3年度 教育認定　利用者負担額表 令和3年度 教育認定　利用者負担額表 令和3年度 教育認定　利用者負担額表 

生活保護世帯
町民税非課税世帯

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

市町村町民税
所得割課税額

77,100円以下

211,200円以下

211,201円以上

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

0円

第１階層

第２階層

第３階層
第４階層

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

memo

　階層区分の認定は、保護者（負担能力に応じ、保護者以外の扶養義務者）の均等割・所得割の
額の合計額により行います。４月１日から８月３１日までの間は前年度分の市町村民税、９月１日
から翌年３月３１日までの間は現年度分の市町村民税を基礎として、認定します。

標準時間（７：１５～１８：１５）／ 短時間（８：３０～１６：３０）
保育所・認定こども園（保育）・地域型保育事業保育所・認定こども園（保育）・地域型保育事業

幼稚園・認定こども園（教育）幼稚園・認定こども園（教育）

市町村民税非課税世帯
市町村民税均等割課税世帯

第２階層
第３階層
第４階層

市町村民税
所得割課税額

第５階層
第６階層
第７階層

0円
3,500円
5,000円
7,000円
8,000円
9,000円

0円
2,500円
4,000円
6,000円
7,000円
8,000円

0円
20,000円未満
48,600円未満
57,700円未満
77,101円未満

〈ひとり親等世帯（母子・父子世帯または障害者同居世帯）〉
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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）

投票できる人

■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

富士河口湖町議会議員一般選挙立候補予定者説明会を開催します

富士河口湖町議会議員一般選挙　日程
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、下記日程で行われます。

　富士河口湖町選挙管理委員会では、9月26日に投開票が行われる富士河口湖町議会議員一般選挙の立候補予定者
説明会を、次の通り開催します。
　　　　【日時】令和3年8月20日（金）午後1時30分～
　　　　【場所】富士河口湖町役場　１階　コンベンションホール
※立候補に必要な書類を配布しますので、立候補を予定している方は必ずご出席ください。
※出席者は本人でも代理人でもかまいませんが、一候補者あたり3人以内でお願いします。
※新型コロナウイルス感染症対策として、マスク着用、咳エチケット、来場前や帰宅後の手洗いにご協力ください。

特例郵便等投票制度が創設されました
　令和3年6月18日「特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律」が公布され、令和3年6月23日
に施行されました。
　これにより、新型コロナウイルス感染症により宿泊施設やご自宅等で療養をしている方で、一定の要件に該当する方
は、「特例郵便等投票」ができるようになりました。
　適用は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙からです。

●対象となる方
⒈感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方（自宅・宿泊施設で療養されている方・不在者投票ができ
　る指定施設以外に入院されている方）、または検疫法の規定により隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に
　滞在されている方。
⒉投票用紙の請求時点で外出自粛要請等の期間が選挙期間（投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日
　の翌日から当該選挙の当日までの期間）に重なると見込まれる方。
 （注意：濃厚接触者はこの制度の対象ではありませんが、投票所等で投票することができます。この場合、手指の消毒
　 やマスク着用などの感染症防止対策にご協力をお願いします。）

●投票用紙等の請求と投票手続き
　　投票用紙等を選挙期日（投票日当日）の4日前まで（必着）に請求し、投票を行ってください。
　　手続きに関して、まずは富士河口湖町選挙管理委員会にお問い合わせください。また、特例郵便等投票制度は郵
　便等を利用した投票方法になり、手続きに日数を要しますので、本制度による投票を希望される場合は早めにご連絡
　ください。

【問合せ】富士河口湖町選挙管理委員会（町役場総務課内）　TEL：0555-72-1112
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富士河口湖町 総合防災訓練

シェイクアウト訓練
～地震防災訓練アプリを登録して訓練参加～
総合防災訓練は、「自助の原点に立ち返ること」から始まります。
自分が無事なら、誰かを助けることができます。
グラッ!! の揺れに、すぐ反応し身を守る行動ができるためには、訓練を重ねるしかありません。

[訓練日時QRコード] [手動入力]

⬅⬅

『地震防災訓練アプリ』から緊急地震速報の音を体感できます！
訓練開始のタイミングに合わせて、スマホから緊急地震速報のアラーム音と訓練メッセージが配信されます！
この機会に、実際の地震時に配信される緊急地震速報の音を体感してみましょう。

・富士河口湖町
　シェイクアウト訓錬
・8月29日(日)
　午前９時
・訓練ID 210012１．アプリをダウンロードする。 ２．アプリを開き、QRコードを読み取るか、

　訓練日時を手動入力する。

シェイクアウト訓練　事前参加登録申込書
キリトリ線✄キリトリ線✄

◎ お住まいの地区　　　　　　　　　　　　　　地区

◎ 参加形態　（該当する□印に✓点をつけてください）

□ 個人・家族 □ 学校・保育所・幼稚園 □ 企業 □ 自治会等

□ 友達などグループ □ その他

◎ 参加予定人数　　　　　　　　　　　　　　　人　

◎ 訓練後に簡単なアンケートをお願いする予定です。

アンケート配信にご了承いただける方はご記入をお願いします。

アドレス　　　　　　　　　　　　　＠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※以下は、企業・団体等で参加の方のみご記入ください　（個人・家族以外）

◎ 企業・団体名　                                                        　　　　

◎ 企業・団体名を町ＨＰ等へ掲載してよろしいですか

□　はい　（希望します）　　　　□　いいえ　（希望しません）

本年度の防災訓練は、新型コロナウイルス感染防止のため、中止といたします。
防災無線の訓練放送による「その場で身を守るシェイクアウト訓練」のみ実施いたしますので、時間になりまし
たら、それぞれが身を守る安全行動をとるようにお願いします。

シェイクアウト訓練日時　令和３年８月２９日（日）午前９時
防災無線等により訓練放送を流しますので、その場で身を守る安全行動をとる訓練をお願いします。

お問い合わせ先　地域防災課　℡ 0555-72-1170

　シェイクアウト訓練への参加意思を表明
することができます。
　当日訓練場所へ行けない場合でも、訓練
に参加したい、防災対策に取り組みたいと
いう意思は誰もが示すことができます。
　◎ 申込用紙による登録
　　 地域防災課または出張所にご提出
　　 FAX（72-0969）でもOKです
　◎ 町HP内登録フォームから登録　
　◎ 電話（72-1170）でも登録OK

事前参加登録で参加意思を



旧勝山村の道

いにしえの こみち

の小径の小径の小径富士河口湖
町の文化財紹介 古

●甲斐の古道
　日本古来の道は歩く人々と、それに従う馬や牛のことを考えて造られてきた。アジア大陸や欧州地方では、車輪を利用した車を主と
するための道造りで、それは山岳や狭い国土を利用するわが国の道づくりとの相違である。古代律令時代の七道から江戸時代の五街
道、そして近代明治文明開化といわれた時代でも道は歩くことを主体として造られてきた。明治17年（1884）10月に当時の勝山村より
山梨県庁に提出された『山梨県郡村誌』によると里道、東方大富村（現在の船津・小立地区）より西方大嵐に至る旧勝山村分、長拾八
町四拾八間（約2049ｍ）、幅九尺。道幅九尺（約2.7ｍ）というのは現在では狭くてどうにもならないが車の利用の少ない明治期では
十分であった。

●国道139号「二級国道吉原大月線」
　昭和40年（1965）に一般国道139号と改められる。この路線は起点を静岡県富士市とし、終点を大月市とする。旧勝山村部分は
１kmとなっている。この道路は家並みが続き道幅も狭く通行車両の大型化、とくに観光客の増加にともなうバスの通行等、これに対
応すべく富士吉田から鳴沢には至るバイパスが計画され、このバイパスは「河口湖バイパス」と呼ばれ、上吉田横町バイパスと連携し、
建設省の手によって工事が行われた。

●県道　鳴沢河口湖線（県道は明治７年（1874）よりの呼称）・旧国道139号
　旧勝山村部分は1.5ｋｍで、起点大田和で現国道139号より分岐北進し大嵐、小海を通って富士ビューホテル入口を東進し村道
「お室道」と交差、東進し小立に至る、旧勝山村の中心部を通る生活幹線道路である。

●県道　青木ヶ原河口湖線（旧敷島松線）
　実延長13.27km、起点は旧
足和田村青木ヶ原、終点は船
津となっている。旧勝山村分
1843ｍで河口湖畔旧揚水場の
ある地点より小海公園横を北
進し敷島の松横、富士ビューホ
テルを東進、お室道の北分岐
点を通って冨士御室浅間神社
東より小立地区に入っている。

●富士上吉田線
　起点は富士山頂、終点は富
士吉田市上吉田、実延長19.519
ｋｍである。吉田口登山道二合
目にある旧勝山村飛地にかかわる道路で旧勝山村分は457ｍで登山道である。

●村道（里道）
　明治９年（1876）に国道、県道、里道として等級付けされ、里道１等は「彼我ノ数区ヲ貫通シ又ハ単区カラ２区ニ達スルモノ」と定義
され、さらに２等、３等に区分された。昭和27年（1952）道路法にて次のように規定されている。第八条、第三条第四号の村道とは村
の区域内に存する道路で村長が認定したもので、旧勝山村の村道は平成３年時点で288路線、合計55.673kmとなっている。

●東海自然歩道
　明治100年の記念と日本の自然を守り、自然に親しむ目的で東京から東海道沿いに大阪までの各地の国立公園、国定公園、各地の
自然公園を結び、歩道を設けて国民に自然にふれあう親しみのある環境を体験してもらうようにと環境省が計画し、総延長1350km
のハイキングロードである。
　旧勝山村分は富士観光勝山水源地北側から本村に、西進して国道139号と交差して西進、足和田に入る。旧勝山村分の供用は昭和
45年（1970）でした。

参考資料『勝山村史』下巻　　文化財審議会委員　在原建男
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★ファミリーサポートまかせて会員・生涯学習課ボランティア★★ファミリーサポートまかせて会員・生涯学習課ボランティア★★ファミリーサポートまかせて会員・生涯学習課ボランティア★

養成講座開講養成講座開講

申込期限：8月25日（水）※新型コロナウイルス感染状況により、急遽中止となる場合があります。ご了承ください。

＊講座は全部で24時間です。
＊ファミリーサポートまかせて会員の登録は16時間以上
　生涯学習課ボランティアは12時間以上の受講が必要です。
＊必須講座：今回初めて参加される方は★の講座を必ず受講してください。
＊場所：9/17（金）普通救命講習のみ富士五湖消防本部です。
　それ以外は全て子ども未来創造館内で行います。
＊普通救命講習は定員10名で行います。

子育て支援課内
ファミリー・サポート・センター

☎0555-72-3806　
生涯学習課

☎0555-72-6053

お申込・お問い合わせ

　富士河口湖町では専門の講師を招いて、ファミリーサポートまかせて会員、生涯学習課ボランティアの養成講座
を実施します。この講座での知識や経験は、自らの新しい分野を切り開くチャンスにもなります。「地域のため」
だけでなく、「自分のため」にもボランティア活動を通じて新しい自分に出会ってみませんか？

　「子育ての手助けをしてほしい人(おねがい会員)」と「子育ての手助けができる人(まかせて会員)」が会員とな
り、地域の中で子育てを支え合う、有償ボランティア活動です。まかせて会員条件：町民の方で、20歳以上の心
身共に健康な方。原則として自宅でお子さんを預かることが可能な方。

　親子教室の託児（託児サポーター）や季節イベントの企画運営（F・K・はんず）を行っています。子ども未来創造
館での活動を中心とし、活躍していただいています。

地域のために・自分のために

養成講座の日程・内容

生涯学習課ボランティアとは？

★9/2㈭
9/2㈭
9/6㈪
9/7㈫
9/14㈫
9/16㈭

★9/17㈮
9/22㈬
9/27㈪
9/28㈫
9/30㈭

★9/30㈭

10:00～11:30

13：30～15：30

13：30～15：30

14：00～16：00

9：00～12：00

13：30～15：30

9:00～12:00

13：30～14：30

13：30～15：30

9：30～11：30

9：30～11：30

13:30～15:00

事業を円滑に進めるために①

子どもの遊び

保育の心

心の発達とその問題①

子どもの栄養と食生活

子どもの世話

安全・事故（普通救命講習）

小児看護の基礎知識（歯科保健）

心の発達とその問題②

身体の発育と病気

小児看護の基礎知識

事業を円滑に進めるために②

ファミリーサポートアドバイザー

保育士

大学教授　駒井　美智子氏

認定カウンセラー　川邉　修作氏

栄養士

折り紙講師　石見谷　紘氏　保育士

富士五湖消防本部

歯科衛生士　渡辺　千夏氏

保健師

助産師　渡邊　美幸氏

大学准教授　山田　真衣氏

ファミリーサポートアドバイザー

日にち 時　間 項　目 講　師

ファミリーサポートとは？



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５回　「古代の律令体制と富士山噴火」

　巨大な湖の大半が溶岩で埋まり、地形や景観が大きく変わるような富士山の噴火が平安時代の貞観６年（864）に発生しま
す。後の世に「貞観の噴火」と語り継がれる富士山の噴火史に残る大噴火でした。この噴火は『日本三代実録』に記され、噴火
の状況と鎮火の祭祀などを読み取ることができます。古代の律令体制のもとで発生した富士山噴火に対する動向について迫
ります。

●日　時：令和３年8月18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：72-6053（生涯学習課）　先着20名　申込み受付開始：8月10日（火）９時～
※内容、会場（部屋）は都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

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

たのしいバドミントン
☆当日参加OK　初心者大歓迎！☆

●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

メノポーズ　ケア
☆更年期世代の女性のためのエクササイズ☆

●期　日：8月23日・30日・9月6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）
☆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：8月11日・9月22日 【水曜日】
●時　間：13：30～15：00
●場　所：町民体育館2階
●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企画
 Instagram【smiledeli223】でもお知らせします！
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○問合先　教育委員会　生涯学習課　TEL 0555-72-6053　FAX 0555-73-1358

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：9月2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

◆ 他の子と比べない  その子の良さに目を向ける ◆
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

　夏休みに入りましたが，子どもたちの様子はいかがですか。
　家で過ごす時間が長いため，我が子の言動がいつも以上に目について，叱ることが多くなっていませんか。ついつい他の子
と比べてしまい，我が子の良さに気付けなくなってしまうことがあります。子どもは一人一人違います。その子にはその子の良
さがあります。

①褒めてあげてください。すごいことがないと褒めないのではなく，小さなことでも頑張っていることやできたことを具体的
　に褒めてやる，認めてやることが大切です。「何歳だからできて当たり前でしょ。」ではなく，その子の努力を褒めて認める
　ことが次へのやる気と自信につながります。だからといって，褒めることは，叱らないことではありません。大切なのは，褒
　めるポイント，叱るポイントを見極めることです。そのためにも他の子と比べるのではなく，我が子にしっかり目を向けてい
　くことが大事です。
②話をたくさん聞いてあげてください。仕事が忙しく，なかなか時間をとることは難しいと思いますが，「後でね。後でね。」
　が続くと「もういいや。」になってしまい，子どもは次第に話さなくなってしまいますので，ぜひ，子どもの話に耳を傾けてく
　ださい。大好きなお母さん・お父さんに話を聞いてもらうことが心の安定につながります。

　子育ては難しいです。正解はありません。子どもの教育や発達など，悩む場面も多々あると思います。話すことで解決の糸
口が見えてくることもあります。教育センターでは，夏休み中も相談は受け付けています。秘密は厳守しますので，安心してく
ださい。　　　　　

◯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
◯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

『切り絵教室』『切り絵教室』中央公民館講座 ５回シリーズ

●日　時：8月20，27日、9月3，10，17日（毎週金曜日）　13：30～15：30
●場　所：小立地区公民館　会議室　（妙法寺の南側）
●講　師：本間　八郎　氏
●持ち物：筆記用具 【カッターナイフ(ペンタイプ)・カッティングマット・木工用ボンドは講師が準備して貸し出し】
●材料費：用紙代　100円位（1回目に徴収）　●定　員：10名（9日より申込受付　先着順）
●申込・問合せ先：生涯学習課（0555-72-6053）　※定員になり次第締切

　切り絵を始めてみませんか？
　白黒に染め分けた下絵を黒い紙に固定し、不要な部分を切り抜いて絵を作り上げていく。
　出来上がった作品に感動します。白と黒のコントラストの妙や、刃物の切り口による独特の造形が味わい深いです。
　出来上がりを想像しワクワクしながら、一緒に楽しいひと時を過ごしましょう。
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※未就学児は必ず保護者と一緒に活動して下さい。
※館内ではゲーム機・カードゲームを使って遊ぶこと
　ができません。ご理解・ご協力をお願いします。
※教室・イベントに参加していただいた写真をお便り
　等に掲載させていただくことがあります。ご了承
　下さい。
✆公衆電話はありませんが、1回10円で事務所の電
　話を使用することが出来ます。気軽に声をかけて
　下さい。

問い合わせ先　☎72-6053

☆12時～13時までは外も含め閉館です。

月～金曜日：9時～18時
土  曜  日：9時～17時

開館時間開館時間

新型コロナウイルス対策ご協力のお願い

＜休館日＞
8月1・8・9・15・22・29日8月1・8・9・15・22・29日

令和3年 8月8日～9月4日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

98/8 10 11 12 13 14

1615 17 18 19 20 21

2322 24 25 26 27 28

3029 31 9/1 2 43

funfunくらぶ
 (ミニアドベンチャー）

（助産師相談）

（助産師相談）

つどいの広場

ワイワイくらぶ
おもちゃ病院

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

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】

【湖⇒山】

【湖⇒山】【湖⇒山】【湖⇒山】【湖⇒山】【湖⇒山】

【山⇒湖】【山⇒湖】

【山⇒湖】 【山⇒湖】 【山⇒湖】

【山⇒湖】 【山⇒湖】 【山⇒湖】
つどいの広場 マムベビー

ジョブカフェ

乳幼児親子
自由来館日
ぷち相談会

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B

ブラウンベア

（リズムの日） （栄養相談）

（体育）

（体育）

（栄養相談）

つどいの広場
（お誕生日会）

（歯科相談）休館日 休館日

休館日

休館日

休館日

日曜日、祝祭日は
休館です！

※「密」を避ける為、湖グループ・山グループの参加時間
　を分けて実施致します。
　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。

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

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会

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

te to te ～てとて～te to te ～てとて～te to te ～てとて～

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、利用を制限させて頂いております。
●小学生の土曜日・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。

funfun ミニアドベンチャー

～海賊の手紙の謎を解け～～海賊の手紙の謎を解け～～海賊の手紙の謎を解け～
　屋外での謎解きに挑戦！いくつものミッションをクリア
しながらアイテムをゲットし、最後の海賊の手紙の謎を解
くことができるか…☠

　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：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～

雨天の場合は中止となります。

日　時：①8月27日（金）　午後　　
　　　　②９月１０日（金）　午後
申込み：①８月２０日（金）10：00～
　　　　②９月 ３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＊

　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！ 

　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。歌遊びや工作を親子
で楽しみませんか☆ 　カウンセラー川邉修作先生をお招きし

て、テーマに沿いながら子育てのあれこれ
を相談したり、一緒に考えます。目から鱗
が落ちたり、心が軽くなったりします♡ 

　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♡ 

日　時：8月10日（火）　
　　　  10：30～11：00
申込み：８月３日（火）　10：00～　　　　　
定　員：１０組　　持ち物：参加費：なし

日　時：①８月１２日（木）
　　　　  13：30～14：30
　　　　②９月  ９日（木）
　　　　  13：30～14：30
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
　　　　②９月２日（木）10：0０～

テーマ「お母さんの気持ち
　　　　～カウンセラーの視点から～」

日　時：8月31日(火)　10：30～11：30　
定　員：乳幼児親子（５組）
申込み：8月24日（火）10：00～
持ち物：参加費：なし

日　時：９月7 日（火）
　　　　10：30～11：00
対　象：2019/4/2～2020/4/1 生まれ
定　員：１２組 　参加費：なし
持ち物：水筒
申込み：８月３１日（火）10：00～

感染拡大防止の為の対策として予約制で実施致しております。

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

　子育て支援課発！つどいの広場　電話予約

＊8月生まれの誕生会は８月２７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
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生涯学習館生涯学習館生涯学習館

98/8 10 11 12 13 14

令和3年 8月8日 ～ 9月4日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

1615 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 49/131 32

☎

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 15：00～
●小さな夏の朗読会
　14：00～
　 パパの絵本タイム
　 13：30～

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

休館日休館日休館日休館日 館内整理日

『六人の嘘つきな大学生』浅倉 秋成著

〈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（８月８日㈰）、館内整理日（毎月月曜日を除いた最後の平日：８月３１日㈫）

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）

『火の粉』 雫井　脩介著

▶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

　ある企業の最終選考に残った六人の大学生。出された課題は「六人
の中から一人の内定者を決める」というもの。告発文をきっかけに明ら
かになる彼らの嘘と罪。今まで見えていたものが崩れていくような伏
線回収が見事。

司書おすすめの一冊

耳から楽しむ  本の世界
―内  容―

・「ありそうで、なさそうな」
長野 まゆみ 著, 『ささみみささめ』より, 読み手：古屋 さき子 さん

・「わたしの美しい庭」
凪良 ゆう 著, 読み手：中村 栄子 さん

・「晴れた空の下で」
江國　香織　著,　『１日１０分のごほうび』,　読み手：小林　美智子　さん

■場　所：勝山ふれあいセンター　ホール
・朗読ボランティア エトワールによる朗読会です。

読書会第170回 8/28㈯
　　15時～

i

第57回 8/28㈯
　　14時～夏

図書館でわくわく！えんにち気分
絵本の『えんにち』 五十嵐豊子 さく を
モチーフにした「えんにち」に遊びにきてみませんか？
図書館スタッフが自分のわくわく！をもとに全力で考えてみました。おめんやくじ引きなど、
わくわくする手づくり屋台が図書館に登場します。もちろん！「えんにち」に関する資料もご紹介します。
・日程：８月１１日（水） 「お題をクリアでかざぐるま」、 １９日（木） 「絵本のくじ引き」、 ２１日（土）「おめんde 的あて」
・時間：各日９：３０～１６：００ ・料金：０円 　・申し込み：不要 　・対象：小学生以下のおともだち
○スタンプラリー同時開催○
　３日間のうち１日参加するごとにスタンプを１つＧＥＴ！スタンプを２つ以上集めるとガチャガチャに挑戦できるよ♪

各日、無くなり次第終了

かざぐるま おめん

山の日 山の日振替
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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

　特定非営利活動法人富士山自然保護センターの活動も今年度で10年目を迎えましたが、設立初年か
ら10年連続で公益財団法人粟井英朗環境財団から活動助成を頂いております。今年度は顕彰事業にも
応募したところ、自然環境保全に尽力し優れた成果を上げたとのことで表彰されました。5月18日に粟
井環境財団事務所で伝達式があり、理事長古屋一哉が、粟井環境財団の代表理事の粟井晶子様から表
彰状と副賞を頂きました（写真）。今年度も50万円の活動助成を頂いているのに加えて副賞として20万
円も頂け、今年も昨年以上に頑張らなければと意を強くしたところです。

　2010年から毎年3回実施している河口湖畔における絶滅危惧湿性植物とアレチウリの調査も、今年で12
年目を迎えました。6月28日に今年度第１回の調査を、富士山クラブの荒井みずき氏にもお手伝い頂き実施
しました。最も水位が高かった昨年に比べるとやや低くなったため、河口地区では環境省絶滅危惧Ⅱ類のジ
ョウロウスゲ・スジヌマハリイや環境省準絶滅危惧カワヂシャなどもみられました。しかし、ここではアレチ
ウリの若い株も約60本みられたので全て防除しました。一方、広瀬・大石公
園・勝山・八木崎の４地区ではアレチウリの群落は確認できず一安心でした。
また、スジヌマハリイは大石公園・八木崎地区でも、カワヂシャは大石公園地

区でも確認できました。加えて環境省絶滅危惧Ⅱ類のコキツネノボタンが勝山地区で、同じくⅡ類のオナ
モミが八木崎地区で確認できました。
　さらに、大石公園地区では、環境省準絶滅危惧のトノサマガエル８頭を、八木崎公園地区では新聞等で
報道されたコブハクチョウの両親と幼鳥８羽が元気に泳ぐ姿も見ることが出来ました。

　疎林化が進んでいる本栖高原の一部で2019年10・11月に第１回の、
2020年11月に第２回の草刈りを実施しましたが、この場所で絶滅危惧のチ
ョウ類や植物がどの様に増えるかを、今年の5月から毎月１回のペースで調
べてきました。５月22日には草丈が数ｃｍだったものが、6月8日には数十
ｃｍとなり、7月12日には一部のススキなどは1ｍ以上に伸びていました
（写真）。同時に、5月と6月には環境省準絶滅危惧のギンイチモンジセセ
リが確認され、個体数も昨年より増えていました。また、7月には多数の花
をつけている環境省準絶滅危惧スズサイコと、花はまだだけれど大きく育
った環境省絶滅危惧Ⅱ類のバアソブの2種の植物を確認できました。
　今年は草刈り後2年目となり、昨年と同じ種がより多くより大きく育って、
これらの種の好適な環境になっていることが判りました。これから秋にか
けても、さらに新たな絶滅危惧種が分布を拡大しないかと期待しながら定
期的に調査を続けたいと思います。

富士山自然保護センターの活動が粟井環境財団から表彰されました

草刈り後２年目の本栖高原で
　　　　  ３種の絶滅危惧種が確認されました

今年度第１回の河口湖絶滅危惧湿性植物とアレチウリ調査を行いました

○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、8名の受講者とスタッフ4名と
　有意義な意見交換が行われました。

ショート
ニュース
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男女共同参画推進委員会だより
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がれた洋服を表に返す・洗濯前にポケットの中に物が入っ
てないかチェックする。「掃除」「買物」については、掃除機
に溜まったごみを捨てる。モップのシートを替える。食材の
他、シャンプー・トイレットペーパー・歯磨き粉等に不足が
無いかをチェックする…等。実に多くの「見えない家事・
名もなき家事」が存在し、例を挙げるとキリがありません。
（一説では２００項目以上と言われています。）
　主婦に聞いた“イラッとしたこと”に、『シャンプーがなくな
りかけたら水をいれ薄めて使った』『トイレに行ったらトイ
レットペーパーの芯だけが残っていた』。確かにこれは主婦
だけでなく、次に使う人からしても“イラッと”しますよね。し
かも、『シャンプーを補充する』『新しいトイレットペーパー
につけ替える』。誰にでも出来ますよね。
※※ 家族の誰か１人に偏り負担を掛けていませんか？ ※※
　味音痴だから料理はちょっと…。アイロンの使い方がよく
わからなくて…。あまり難しく考えず、自分の得意な事、好き
な事、出来る事から始めてみませんか。それが食事の配膳
や後片付けといった「見えない家事・名もなき家事」でも良
いではありませんか。きっと誰かの負担が少なくなると思い
ますよ。

　皆さんは「家事」というと、何を思い浮かべますか？一般
的には「料理」「洗濯」「掃除」「買物」の４つがよく耳にす
る「家事」ではないでしょうか。
 「（毎日）食事を作る」「洗濯機を回す」「掃除機をかける」
「必要な物を求めスーパーに行く」など、目に見えるものだ
けが家事ではありません。
　では、「見えない家事・名もなき家事」とはどのようなも
のでしょう。
 「料理」に関しては、献立を考える・栄養バランスを考える
・調味料や油の補充をする・配膳をする・後片付けをする。
「洗濯」では、脱ぎ散らかした衣類を集める・裏返しに脱

渡辺　努

見えない家事・名もなき家事

 （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。

自衛官候補生

防衛大学校学生

防衛医科大学校医学科学生

防衛医科大学校看護学科学生

受付期間募 集 種 目 資 　 格 試 験 期 日 待遇・その他

令和3年度自衛官等採用案内

１８歳以上３３歳未満の方 随　時

9/5～10

7/1～10/27

7/1～10/13

7/1～10/6

9/25・26

１次：9/25
２次：10/30・31
１次：11/6・7
２次：12/7～11
1次：10/23
2次：12/15～17
1次：10/16
２次：11/27・28

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 
    

※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

２１歳未満の成績優秀かつ
生徒会活動などに顕著な
実績を修め、学校長が推薦
できる者    

高校または高専３年次修了
(見込含)で２１歳未満の方  

高校または高専３年次修了
(見込含)で２１歳未満の方  

推　薦

総合選抜

一　般

修学年限４年
卒業後約1年で3等陸・海・空尉

修学年限６年        
医師免許取得後２等陸・海・空尉
修学年限４年 
看護師免許取得後３等陸・海・空尉
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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

　町社協では、老人福祉週間事業の一環
として、金婚式を迎えられるご夫婦に記
念写真を贈呈します。
　今年度は、昭和４６年に結婚されたご
夫婦が該当になります。ご希望の方は、
10月２９日(金)までに町社協までお申込
み下さい。　　　　　（☎７２-１４３０）

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

〇対象者
　新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入
　の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための
　貸付を必要とする世帯
〇貸付上限額
　20万円以内
〇貸付方法
　据置期間・・・貸付日から1年以内
　償還期限・・・据置期間終了後2年以内
〇持参していただくもの
　①身分を証明する書類（運転免許証・保険証など）
　②本人の印鑑
　③貸付金の振込先口座（本人口座）が確認できる
　　通帳
　④住民票（世帯全員の全部記載）

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

〇貸付上限額
　2人以上世帯：月20万円以内
　単身世帯：月15万円以内
　　　　　　　　※貸付期間：原則3カ月以内
〇貸付方法
　据置期間・・・貸付日から1年以内
　償還期限・・・据置期間終了後10年以内
〇持参していただくもの
　　＜緊急小口資金＞と同様　①、②、③、④
《 受付窓口 》
　富士河口湖町小立2487
　社会福祉法人　富士河口湖町社会福祉協議会
　　　　　　　　　町民福祉館ふじやま2階
　　　　　　　　　　（☎７２－１４３０）
《 受付時間 》
　８：３０～１２：００、１３：００～１６：００
《 申込期限 》
　令和３年８月３１日（火）

　令和３年7月１日からの大雨で熱海市伊豆山地区で発
生した大規模な土石流災害に対して災害救助法が適用
されたのを始め、静岡県内各地において甚大な被害が
発生しました。
　これを受けて静岡県共同募金会では、静岡県及び日
本赤十字社静岡県支部と調整の上、この災害により被災
された方々を支援することを目的に義援金を募集します。
　皆様の温かいご支援とご協力をお願いいたします。

●受付期間
　令和３年7月８日(木)～同年10月29日(金)まで
※ゆうちょ銀行においては、窓口からの振込手数料は無料
　となります。

金婚式のご夫婦に
記念写真を贈呈します
金婚式のご夫婦に
記念写真を贈呈します

「令和３年7月豪雨災害義援金」
募集について

「令和３年7月豪雨災害義援金」
募集について

生活福祉資金
（緊急小口資金・総合支援資金）

特例貸付の実施
〔８月末受付終了〕

生活福祉資金
（緊急小口資金・総合支援資金）

特例貸付の実施
〔８月末受付終了〕

緊急小口資金

総合支援資金

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

●義援金受入口座
金融機関 口座番号 口座名義支店名

静岡県共同
募金会

令和３年７月
大雨災害義援金

ゆうちょ銀行 00920-4-2238696



広報 232021年 8月号

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員 理学療法士   大森　豊

●体力レベルや普段の身体運動、疫病の状況が大きく異なるので、個々の状況に
　合った形で、目的や目標を共有し、徐々に進めていくことが重要です。
●普段運動しない人が急に運動する時は、心血管系の事故のリスクが高まっています。
　久しぶりに運動する時は、ゆっくりと始め、徐々に強度を上げていきましょう。
●膝・腰等に痛みがある場合は、事前にかかりつけ医や運動指導者に相談して、安全に進めましょう。
●慢性疾患や慢性疼痛のある人でも、今より少しでも活動的になることは有意義なことです。
　運動をおこなう上での注意点をかかりつけ医や運動指導者に確認し、安全に進めていきましょう。

気づく!

達成する!

体を動かす機会や環境は、身の回りにたくさんあります。
それが「いつなのか?」「どこなのか?」、ご自身の生活や環
境を振り返って見ましょう。

目標は、１日合計60分、元気にからだを動かすことです。高
齢の方は、１日合計40分が目標です。これらを通じて、体力
アップを目指しましょう。

つながる!
一人でも多くの家族や仲間と＋10を共有しましょう。一緒
に行うと、楽しさや喜びが一層増します。

始める!
今より少しでも長く、少しでも元気にからだを動かすこと
が健康への第一歩です。＋10から始めましょう。

1

2

3

4

今より10分多くからだを動かすだけで、健康寿命
をのばせます。あなたも＋10で、健康を手に入れて
ください。

厚生労働省より発表されている健康日本21アクティブプログラムでは、日常生活や
運動の際に、プラス10分多く身体を動かすことが推奨されています。

～富士河口湖町在宅医療推進協議会から～

このままで
はあなたの
健康が心配
です。いつ、
どこで＋10
できるか考
えて見ませ
んか?

目標達成ま
で、あと少
し!
無 理 なく
できそうな
＋10を始め
るなら今!

目標を達成
しています。
＋10で、より
アクティブ
な暮らしを!

素晴らしい
です!一緒
にからだを
動かす仲間
を増やして
ください

※1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上続けて行っている。

同世代の同性と比較
して歩くスピードが速い

毎日合計60分以上、
歩いたり動いている

同世代の同性と比較
して歩くスピードが速い

運動習慣※がある 運動習慣※がある

スタートあなたは大丈夫?
健康のための身体活動
チェック

歩幅を広くして、
速く歩いて＋10!

ながら
ストレッチで

＋10!

歩いたり、
自転車で移動して

＋10!Yes

Yes Yes

Yes

Yes

No

No No

No

No
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he Kawaguchiko Stellar Theater. The AUGUST issue.

河口湖ステラシアター通信 8月号

開催20回記念

無料聴講　アカデミープログラムのご案内
富士山河口湖音楽祭2021

どなたでも無料でご覧いただけるプログラムです！
音楽祭公式HPからお申込みください。

お申し込みはこちらから⇒《QRコード》
(インターネットの使用が難しい方はお電話にてお申込ください。 TEL0555-72-5588)

♪富士山河口湖音楽祭　　　　　　　  　無料公演♪

8/13㊎ 13:00開始予定

[会場] 河口湖ステラシアター（野外音楽堂・可動式屋根付き）
[料金] 全席自由　無料　※公式HPより要申込

[会場] 森の音楽堂（河口湖ステラシアター西側）
[曲目] 天使のナイチンゲール/ファン＝エイク
　　　 アイルランド民謡/ダニーボーイ
　　　 バッハ/チェロ組曲　他
[料金] 無料　※公式HPより要申込

8/15㊐ 15:00開始予定

8/22㊐ 10:30開始予定

笛奏者オマタタツロウによる
森のミニコンサート

[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] A.リード：アルメニアン・ダンス パートⅡ　他
[料金] 全席自由　無料　※公式HPより要申込
昨年のオンライン音楽祭2020ではYouTube再生回数1万回を突破したバンドクリニック！
今年は有観客で開催いたします。吹奏楽を学ぶ・教えるすべての人に贈るクリニックです。

森の木の実や植物から奏でられる不思議な音色の数 ！々
自然と触れ合いながら、大人から子どもまでお楽しみいただけます。

上野耕平・ぱんだウインド
オーケストラメンバーによる
音楽祭特別バンド公開レッスン

オンライン音楽祭2021バンドクリニックの様子
(YouTubeにて公開中)

音楽祭2019 森のミニコンサートの様子

サクソフォン奏者上野耕平が贈る
バンドクリニック＆演奏会
サクソフォン奏者上野耕平が贈る
バンドクリニック＆演奏会
～富士山の麓から発信！ 吹奏楽で繋がろう～
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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

♪富士山河口湖音楽祭　河口湖美術館 無料公演♪

● 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。

8/20㊎ 13:30開始予定

仲道郁代　ピアノミニ演奏会
[会場] 河口湖美術館
[料金] 町民の方は無料　※公式HPより要申込(限定50名)
※町民カードをお持ちください。
※町外の方は美術館の入館料が必要となります。

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♪

第51回日本音楽コンクール第１位、ジュネーヴ国際音楽コンクール最高位、エリザベート王妃国際音楽コンクール入賞。これま
でに国内の主要オーケストラと共演する他、海外オーケストラとも多数共演。CDはレコード・アカデミー賞受賞CDを含む「仲道
郁代ベートーヴェン集成～ピアノ･ソナタ＆協奏曲全集」等、高い評価を得ている。

仲道郁代

8/22㊐ 13:30開始予定

三浦一馬 バンドネオンミニ演奏会
[会場] 河口湖美術館
[料金] 町民の方は無料　※公式HPより要申込(限定50名)
※町民カードをお持ちください。
※町外の方は美術館の入館料が必要となります。

2021年NHK大河ドラマ『青天を衝け』大河の紀行にてバンドネオン独奏で話題の
バンドネオンの旗手が遂に、富士山河口湖音楽祭に登場！今年デビュー15周年を迎え、
ますます冴え渡るタンゴのリズムと血潮が沸くメロディー、ぜひご期待ください。

三浦一馬

©Taku Miyamoto

©Takafumiueno
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富士河口湖町音楽のまちづくり事業



県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　山梨県がん患者サポートセンターでは、がん患者や家
族が抱える悩みや不安に対し、医師、保健師、社会保険
労務士及びピア・サポーター（がんを経験した仲間）の
相談日を設けています（無料）。
　がんと診断されたことによる不安や悩み、治療が進む
中での将来の見通しやがんの再発、経済面や就労など
さまざまな相談に応じます。
■相談内容
・医師による相談　　完全予約制
　病気・治療に関する相談に対応します。

・保健師による相談　
　毎週火曜日　受付時間：13:00～17:00
　看護・介護・療養全般に関する相談に対応します。

・社会保険労務士による相談　　
　毎月第3火曜日　受付時間：13:00～16:00
　がん治療と仕事の両立に関する相談に対応します。

・ピア・サポーターによる相談　
　毎週火曜日　受付時間：13:00～16:00
　　がんの経験者（ピア＝仲間）やその家族が悩みや不
　安を軽減するための、お手伝いをします。
※感染症拡大防止のため、電話やリモート形式など非対
　面での相談も可能です。
●問合せ　山梨県がん患者サポートセンター
　　　　　〒400-0034 甲府市宝1-4-16
　　　　　（山梨県健康管理事業団内）　
　　　　　　℡ 055-227-8740
　　　　　　http://www.y-kenkou.or.jp  

　無料電話相談を実施します。新型コロナウイルスに関
連して生じた問題であれば、相談内容は問いません。
■開催日　8月27日（金）
■時　間　10時～18時　(30分程度)(※予約不要)
■相談内容　新型コロナウイルスに関連すること
■相談方法　電話のみ《0120-445-505》
・事情を整理して説明してください
・説明の際に必要な書類を用意してください
・これだけは確認したい！という内容が確認できるよう
　にしてください
※上記は特設番号です。相談日時以外はご利用できま
　せんのでご注意ください。
※当日は電話がつながりにくいことがあります。悪しか
　らずご了承ください。

※面談による相談は、同日実施をいたしません。
●主　催　山梨県弁護士会　℡ 055-235-7202

　学校におけるいじめや家庭内における児童虐待等の
事案は、依然として数多く発生していることから、これら
の子どもをめぐる様々な人権問題の解決を図るための
相談活動を強化することを目的として、全国一斉「子ど
もの人権１１０番」強化週間を実施します。
■実施機関　甲府地方法務局及び山梨県人権擁護委員
　　　　　　連合会
■期　間　8月27日（金）から9月2日（木）までの7日間
■時　間　平　日（8時30分～19時）　
　　　　　土・日（10時～17時）
■相談担当者　甲府地方法務局職員・人権擁護委員
　　　　　　　電話番号　0120-007-110
　　　　　　　　　　　　（子どもの人権110番）
　相談は年間を通じて実施
 （強化週間以外は、平日の8時30分～17時15分）
　相談は無料で秘密は厳守します。
●問合せ　甲府地方法務局　人権擁護課
　　　　　　℡ 055-252-7239

　

　昨年7月から県内3か所の法務局（遺言書保管所）で、
ご自身で作成した遺言書をお預かりしています。
　すでに自筆証書遺言書を作成されている場合は、その
遺言書をお預かりすることもできます。
　大切な財産を御家族へ確実に託す方法の一つとして
自筆証書遺言書を検討されるに当たっては、ぜひ本制度
をご活用ください。
　なお、保管手続きには予約が必要です。ご予約や手続
きの詳しい内容を知りたい方は、法務局ホームページ、
または、申請する法務局（遺言書保管所）までお問合せ
願います。
■法務局ホームページ
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

●山梨県内の遺言書保管業務を行う法務局
　甲府地方法務局供託課（遺言書保管）
　　℡ 055-252-7151（代）
　甲府地方法務局鰍沢支局（総務係）
　　℡ 0556-22-0148
　甲府地方法務局大月支所（総務係）
　　℡ 0554-22-0799

山梨県がん患者
サポートセンターの利用の御案内

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間のお知らせ

新型コロナウイルス問題に関する
ホットライン

甲府地方法務局からのお知らせ
あなたの大切な遺言書を守ります
制度開始から1年！「自筆証書遺言書保管制度」
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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。

■日　時　9月4日（土）10時～幼児クラス
　　　　　11時～低学年クラス
■講　師　五十嵐　駿介さん　長幡　博之さん
　　　　　（都留市健康ジム　スタッフ）
■費　用　無料
■対　象　幼児・小学低学年の子どもと保護者　
■定　員　各5組
■その他　無料託児あり（6か月～就学前）

■日　時　9月24日（金）13時30分～15時
■講　師　若月明子さん
　　　　 （株式会社プランドゥワカツキ代表取締役会長、
　　　　　  終活カウンセラー、葬祭アドバイザー）
■費　用　無料
■対　象　どなたでも
■定　員　20名
■その他　無料託児あり（6か月～就学前）
●申込み・問合せ　ぴゅあ富士　℡ 0554-45-1666

■日　時　9月18日（土）13:30～15:00
■会　場　富士山世界遺産センター　北館2階研修室
■講　師　堀内亨
　　　　 （世界遺産センター　調査研究スタッフ）
■概 要　当日は下宮小室浅間神社（富士吉田市）の流  
　鏑馬祭の宵祭です。これにちなんだお話をいたします。
■入場料　無料・事前予約制
●問合せ　県立富士山世界遺産センター
　　　　　　調査研究スタッフ　℡ 0555-72-2314
※新型コロナ感染症拡大防止など諸事情により中止・変
　更の可能性があります。
　　当面、事前予約制をとらせていただきます。上記あ
　てお申し込みください。
　　また、聴講者数を制限させていただくことがありま
　すことをご承知おきください。

■日　時　9月25日（土）8時30分～16時30分
■場　所　宝永火口、陣馬の滝
　　　　　（雨天時は場所が変わります）
■対　象　山梨県在住の小学4年生以上で山登りので
　　　　　きる方　※中学生以下のみでの参加は不可
■内　容　富士山周辺の溶岩流や一番新しい噴火によ

　ってできた宝永火口、そして富士山の恵みとしての湧
　水地などを講師とともに観察します。
■定　員　18名
■参加費　無料（ただし昼食代、雨天時入場料は自費）
■申込み　8月25日（水）10時～　HP上専用フォームに
　　　　　て受付。※先着順
●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

■定　員　10名
■実施日時　10月5日(火) 9時～15時分
■締切日　9月24日(金)
■受講料　2,200円
■会　場　山梨県立中小企業人材開発センター

■定　員　10名
■実施日時　11月28日(日) 9時～15時
■締切日　11月18日(木)
■受講料　3,3000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　程　10月7日～19日（8日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　8月10日～9月27日

■日　程　10月18日～11月22日（6日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　8月18日～10月8日

■日　程　10月21日～10月29日（6日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　8月23日～10月11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

世界遺産富士山講座
「吉田口登山道と流鏑馬」（仮題）

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

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

富士山火山観察会

ふすまのはりかえ教室

松の手入れ教室

男女で学ぶ子育て支援講座　
　親子でレクリエーション
　　「おやこ鉄棒教室～前回り・逆上がり～」

女性の活躍支援講座
「楽しい終活講座～エンディングノートに挑戦～

コミュニケーション英会話

シーケンス制御の実際

パワーポイント
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i nformationnformation インフォメーション

■日　時　8月27日（金）13：00～17：00
■会　場　富士吉田市民会館
■対象者　シニア世代（55歳以上）
■測定・相談・参加全て無料
※参加には予約が必要です。
●お申込・問合せ　やまなしシニア世代就労推進協議会
　　　　　　　　　　℡ 055-223-1777
　月・水・金曜日は、080-5961-8977でも予約できます。

　生きもののなぞとき探偵団になって、身近な生きものた
ちの世界をのぞいてみよう！
　家族で協力して、クイズやゲームに挑戦しながら「生物
多様性」について楽しく学べます。
■日　時　7月・8月毎週土曜日、9月第2土曜日
　　　　　9：30～11：30・13：30～15：30
※体験時間は40分～60分程度となります。
■場　所　環境省生物多様性センター
　　　　　（富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1）
■対　象　どなたでも参加可・大人のみの参加歓迎
※子どもだけの参加はできません。保護者同伴となります。
■参加費　無料
■定　員　１回　10名まで
※コロナ対策として、一度に体験できる人数は10名までで
　す。10名を超える場合は順番待ちとなります。予めご了
　承ください。
■申込み　当日受付となります。
※申込みが多い場合は、待ち時間が発生することがござ
　います。お待ちいただく間、館内の見学をしていただく
　こともできますが、コロナ対策として、入場制限がかか
　る場合もございますので、予めご了承ください。
●問合せ　受託者：NPO法人ホールアース研究所
　　　　　　℡ 0544-66-0790
　　　　　　（静岡県富士宮市下柚野165）
　詳しくは環境省生物多様性センターのホームページを
ご覧ください。http://www.biodic.go.jp/

　今月も、かかし食堂・教室を営業します。
■日　時　　8日(日)　かかしの家(船津5247-2)
　　　　　22日(日) 　山湖観(勝山1325)
　　　　　11時～14時
●問合せ　NPO 法人富士と湖とかかしの里
　　　　　　℡ 0555-72-2989

　健康のために心がけていること、病気にならないための
習慣（食生活・運動など）、ケガや病気の治療体験（骨
折、アレルギー、肥満、アトピーなど）、健康の大切さや医
療について感じたことなど自由に作文にしてください！
■応募資格　小学生以上の県内在住者、県内出身者、ま
　　　　　　たは県内での医療体験者、県内への通学者、
　　　　　　 通勤者
■規　定　1200～2000字以内（小学3年生以下は600
　　　　　字からも可）。作品に題名、郵便番号、住所、
　　　　　氏名、年齢、性別、職業（学校名、学年）、電
　　　　　話番号を明記してください。作品は未発表の
　　　　　ものに限ります。（点字可）※学校で取りまと
　　　　　める場合は、ご担当者名を明記してください。 
■応募先　〒400-8515　甲府市北口2-6-10　
　　　　　　山日YBS事業局
　　　　　　「健康と医療作文コンクール」係
　郵送、もしくは直接提出またはウェブサイトから
　http://www.sannichi-ybs.co.jp/SP/
■締切り　10月31日（日）
●問合せ　山日YBS事業局　
　　　　　　℡ 055-231-3121（平日9：00～17：00）

　富士河口湖町観光連盟では、昨年に引き続き元気な富
士河口湖町を取り戻すためのきっかけづくりとして、昔な
がらの郷愁を誘う「村祭り」をイメージとして、盆踊り、歌
謡ショーや縁日や屋台、太鼓の演奏など日本独特の雰囲
気で、感染症予防対策をとった上での新しいイベント形態
の「富士山ふっこう納涼祭」を開催します。当日は、浴衣で
涼みながら、食べたり、遊んだりとお気軽にご参加くださ
い。皆様のご来場をお待ちしております。
■日　時　8月12日(木)、13日(金)　
　　　　　17時～20時30分ごろまで
■場　所　富士河口湖町『大池公園』
■内　容　盆踊り、歌謡ショー、太鼓の演奏、縁日、屋台
　　　　　販売、手持ち花火販売 ほか
※イベントは感染症予防と安全対策に努めています。
※気象条件や新型コロナウィルス等の状況により予告な
　く変更もしくは中止する場合があります。

【一緒に盆踊りしませんか？】
　「富士山ふっこう納涼祭」では盆踊りの踊り子を募集し
ております。一緒に踊っていただける方は、当日17時まで
に大池公園にお越しください。（自由参加）。
●問合せ　(一社)富士河口湖町観光連盟　
　　　　　　℡ 0555-28-5177　

からだ測定会・出張就労相談会・シニア世代
就労セミナーを開催します

生きものなぞとき探偵団2021

健康と医療作文コンクール

富士山ふっこう納涼祭

ニコニコかかし食堂・教室

お聞かせください　あなたの健康と医療への思い
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i nformationnformation インフォメーション

　私たちは山梨県立大学の安藤ゼミの学生です。町の飲
食店、レジャー施設などへの取材活動や、YouTubeへの
動画投稿を通して観光事業を盛り上げるために活動して
います。皆さん、私たちと一緒に町の魅力をＰＲしませんか
？ご協力よろしくお願いします。
■目　的　収集できない隠れた魅力、コアな情報、店舗
　　　　　等のストーリー性をＰＲ
■対象者　町で観光関連事業を展開している方
　　　　　（飲食、宿泊、レジャー等）
■活動内容　取材動画の撮影・YouTubeへの投稿
■日　程　応募者と取材日を調整します
●問合せ　山梨県立大学国際政策学部　安藤
　　　　　　℡ 055-224-5314　
　　　　　　k-andou@yamanashi-ken.ac.jp

　土地境界の専門家「土地家屋調査士」と法律の専門家
「弁護士」が協力して皆様のご相談に応じ、公正・迅速・
円満な形で問題の解決を目指すようお手伝いします。
　完全予約制です。電話での相談はお受けできません。
事前の予約が必要となります。相談は有料です。
　境界問題でお困りの方、まずはお電話ください。
●問合せ　境界問題相談センターやまなし
　　　　　   ℡ 055-225-3737（甲府市国母8-13-30）

　富士河口湖灯籠流し実行委員会は、新型コロナウイル
ス感染症の拡大防止と皆様の健康と安全を考慮し、例
年、山梨県富士河口湖町大石公園で開催しております「富
士河口湖灯籠流し」の一般参加を中止することといたしま
した。
　皆様にご参加いただけないことになり残念ですが、例
年実施していた日時にあわせて、実行委員会関係者によ
り数十艘の灯籠を湖上に流し、祈りを手向けてまいります。
この灯籠流しの模様をライブ配信いたしますので、ご覧い
ただけましたら幸いです。
　※現地へお越しいただくことは、新型コロナウイルス感
染拡大防止の観点からご遠慮ください
■配信日時　8月16日（月）　18時30分～
■配信ＨＰ　富士河口湖灯籠流し公式サイト
　　　　　　　https://toronagashi.jp/
●問合せ　　富士河口湖灯籠流し実行委員会事務局
　　　　　　　toronagashi@tag-promix.jp

　建退共制度は、中小企業退職金共済法に基づき建設現
場労働者の福祉の増進と建設業を営む中小企業の振興
を目的として設立された退職金制度です。
■加入できる事業主　建設業を営む方
■対象となる労働者　建設業の現場で働く人
■掛　金　日額310円（令和3年10月から320円）
※詳しいことは、最寄りの建退共支部へお問合せください。
●問合せ　山梨支部　℡ 055-235-4421

私たちに町の魅力を
アピールさせてください！

富士河口湖灯籠流し一般参加の中止と
ライブ配信のお知らせ

土地の境界問題に関する相談 知っていますか？建退共制度

富士河口湖町観光ＰＲ事業参加者大募集！
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健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします

ホームページはこちらから！
facebook,Instagram,LINE,
でも情報配信しています

お問い合わせ　■大学事務室　0555-83-5200（代表）

納期限　令和３年８月３１日（火）（口座振替日）今月の納税等

　
オープンキャンパスを開催しました！　

　
オープンキャンパスを開催しました！　

　
オープンキャンパスを開催しました！　

　6/26（土）、感染症対策を講じた上で、今年度第1回目のオープンキャンパスを
開催しました。
富士山・桂川両キャンパス同日開催でしたが、この記事では富士山キャンパス
（健康科学部）の様子をお届けします。
　梅雨時にもかかわらず、雨が降らなかったのは本当に幸いでした。キャンパスに
迫る雄大な富士山をご覧いただけなかったことは残念でしたが、さわやかな空気
を楽しんでいただけたのではないでしょうか。
　今回は3学科の魅力を伝える企画をそれぞれご用意し、参加者の方の希望にあ
わせた個別スケジュールでご案内しました。模擬講義や脱出ゲーム型学科体験な
ど、楽しみながら本学について知っていただけたのではないかと思います。キャン
パスツアーやパーティションを使った学生交流など、コロナ禍でも安全に在学生の
声をお届けする企画もご準備しました。「研究室っておもしろい？」「なんで健大を
選んだの？」など、在学生相手だからこそ聞ける質問が飛び交っていました。相談ブ
ースでは宿舎組合の皆様にもご協力いただき、富士河口湖町での生活についても
イメージをふくらめることができたのではないかと思います。
　8月以降もオープンキャンパスは続きます。引き続き安全面に十分留意の上、直
接キャンパスを訪れたからこそ伝えられる本学の魅力を発信していきたいと思います。

８月２１日㈯／９月１１日㈯
開催♪

完全事前申込制（定員あり）！
お申込み・詳細は本学ホームページから。
多くのご参加をお待ちしています！！

～災害を体験した方のエピソード～  「一日前プロジェクト」
やっぱりやっておけば良かったな
　　　　　　　　　  ～転倒防止した家具だけは倒れず～
―宮城県北部を震源とする地震（平成15年7月）―　（東松島市 60代 女性）

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

　地震でびっくりして飛び起きて、とにかくケガをさせないようにしなきゃと思い、孫を
抱きかかえて、わきによけたすぐ後に天井の蛍光灯が落ちてきたの。まさに間一髪。
　で、寝室から居間のほうに行こうと思って、ドアをあけようとしたら開かなくて、何で
開かないのかと思って、それこそ思いっきり押したら、台所のものが全部倒れていて、それで開かなかったんですよ。
　やっとその上をこえて居間に行ったら、2段重ねの和ダンスの上だけ、2段目がテーブルを越えて、2mぐらい吹っ飛んで
いました。もうテレビは倒れる、人形ケースは割れる、本棚は倒れるで、足の踏み場もないほどでした。
　転倒防止器具をつけていた家具だけは倒れなかったので、やっぱり全部にやっておけば良かったなと思いました。
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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

8月11日㊌・25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

小林　佑帆　　康　仁・佐　彩　船津
小林　未空　　　秀　・　恵　　船津
渡邊　媛香　　智　貴・かなえ　船津
渡邊　詩茉　　佳　資・裕　香　船津
小林　史豊　　宏　史・朋　美　船津
堀池美梨菜　　孝　継・恵美里　船津
鈴木　葵仁　　伸　能・早　紀　船津
藤本　啓嗣　　勝　巳・英　惠　船津
小谷和華菜　　大　介・加　奈　船津
渡邉　華暖　　総　太・　歩　　船津
倉澤　初嘉　　正　寿・加奈子　小立
天野　瑚逢　　克　哉・麻莉杏　小立
𡈽屋　　詩　　勇　希・めぐみ　小立

渡辺　寛乃　　亮　佑・千　秋　小立
堀内　咲花　　佑　樹・麻奈美　大石
山崎陽菜乃　　貴　寛・千　紘　河口
外川　凛依　　崇　史・　京　　河口
伊藤　ゆい　　友　也・なつみ　河口
小佐野唯禾　　啓　介・沙也佳　勝山
森　　絵子　　智　宏・仁　子　勝山
小佐野奏大　　大　志・智恵美　勝山
小佐野　陽　　　海　・真　奈　勝山
林　　朔叶　　明　徳・あゆみ　勝山

柗浦よね子　99歳　柗浦　君雄　船津
渡邉　惠子　79歳　渡邉　　茂　船津
渡邉　輝子　67歳　渡邉　直人　船津
福島　　進　87歳　福島　京子　船津
渡邊　ツネ　92歳　渡邊　尊一　船津

梶原　さと　98歳　梶原　　勇　船津
相澤真魚夫　52歳　相澤　梅香　小立
小池　周三　89歳　小池　浩之　小立
天野　春子　79歳　天野　安明　河口
古屋　新作　97歳　古屋　慈康　河口
三浦　幸子　87歳　梶原　正史　長浜
梶原　一榮　81歳　梶原　茂幸　長浜

小澤　賢也　 ＝　 小泉　亜夢　船津
渡邊　和馬　 ＝　 小野　綾香　船津
堀田　圭吾　 ＝　 増田　美穂　船津
小林　一誠　 ＝　 渡辺　咲希　船津
渡辺　一充　 ＝　 村野　　光　小立
宮阪　洋亮　 ＝　 荒井　　悠　小立
庄司　秀盛　 ＝　 小佐野聖子　小立
小森　　希　 ＝　 渡邉　初美　小立

おめでた・おくやみ
〈6/10～7/12〉

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

8月20日㈮ ●町民福祉館ふじやま　  10時～12時

●町民福祉館ふじやま　  10時～12時
●勝山ふれあいセンター  13時～15時

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

弁護士相談

行政相談
心配ごと相談

●上九一色出張所　 13時20分～14時40分

実施日

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

　町では、毎月５日（５日が休日の場合はその前または後の平日）にハローワークが出張しての就業相談を
実施しています。次回は9月3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

　　26,724人
(＋35)

 

　11,087　
(＋32)

　13,535人
　(＋12)

　13,189人
(＋23)

人口

男

女

世帯 世
帯

●日時・場所　8月18日㈬ 富士吉田商工会議所
　  　　　   9月  8日㈬ 河口湖商工会
   午前９時３０分から午後４時まで（１２時から午後１時は昼休み）
●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。

7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／9月5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）
み　り　な

ひ　な　の

わ　か　な

ゆう ほ

ひろ の

さく ら

かな た

ゆい か

さく と

あや と

うい か

ひめ か

あお と

か のん

ひろつぐ

し  ま

こ  あ

うた

よう

み  あ

り  い

え  こ

◎ 町県民税２期　国民健康保険税２期　後期高齢者医療保険料２期　介護保険料２期
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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

広報誌に広告を掲載しませんか？
約8,000世帯の皆さんが読んでいます！

掲載期間：４月号～９月号（第１期）
仕　　様：フルカラー 縦50mm×横90mm
掲 載 料：100,000円／1枠
枠　　数：2枠 （申込み多数の場合は抽選）
発行部数：毎月8,000部
申込締切：令和４年１月3１日（月）
掲載基準：町広報誌広告掲載要綱の規定による
問 合 せ：政策企画課 ℡ 0555-72-1129TEL: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。

　●保護者の方は、お子様のちょっとした変化も見逃さず、何でも話せる温かい家庭を築きましょう。
　●地域では、周りの方々と協力し、子供たちを有害な環境から守り、地域の子供は地域で見守り
　　育てるなど、健全育成に努めましょう。

■毎年夏休みになると、開放感から少年による■

等の非行が増加する傾向にあります。

等の少年が増加し、大変心配な状況です。

■また、近年は■

オートバイ、自
転車などの乗

り物盗や万引
き

飲酒、喫煙、夜
遊び、暴走行

為など

ＳＮＳを利用し
て性犯罪の被

害に遭う

少年や大麻等
の薬物を乱用

する
電話詐欺に加

担する

富士吉田警察署　生活安全課　℡ 0555-22-0110

夏期における少年の非行・犯罪被害防止と
有害環境の浄化

夏期における少年の非行・犯罪被害防止と
有害環境の浄化

少年が健やかに成長するために


