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ヴァンフォーレ甲府サンクスデー開催

消防自動車入魂式が行われました

「正しく知り、正しく備えよう」 実験を通して親子で学んだ防災の授業

　10月23日、JITリサイクルインクスタジアムでのV・ファーレン長崎戦で
ホームタウンサンクスデー
が開催されました。
　試合前に町長から選手、
サポーターへ激励の言葉
をおくり、両チームに地元
特産品を贈呈しました。
　試合開始時には、FCラーゴ河口湖の選手によるフェアプレイフラッグ
を持って選手入場のお出迎えや、試合中ボールパーソンとして大会運営
に関わるサポートスタッフとして参加していただきました。

　10月26日に、消防団車両入魂式が行われました。
　小立地区にこの度導入された消防車は、オートマチック限定普
通運転免許でも運転できる車両で、高性能可搬ポンプを積載して
おり十分な消火能力を有しています。

　入魂式では、消防関係者や来
賓の方々が参列され、神事やテー
プカットを執り行い、活動の安全
が祈願されました。今後の消火
活動や防災活動での活躍が期待
されます。

　富士山学習研究会の研究の一つとして、教材名「正しく知り、正し
く備えよう」の研究授業を10月28日に勝山小学校で行いました。
「噴火現象について正しく知り、火山災害が起こった時、冷静に判
断し、行動しようとする態度を養う」ことをねらいとしています。授
業者は富士山科学研究所・富士山火山防災研究センター長の吉本
充宏先生、勝山小学校理科主任の梶原裕一郎先生の2名。富士山科
学研究所の多くの先生方にもサポートしていただきました。
　授業では、子どもたちが富士山立体模型の火口から色水を流し、
その流れを確認することで、噴火の場所によって溶岩流の流れが変
わることを学びました。吉本先生からは「溶岩流の速さは、この辺
りでは人間が歩く速さよりもゆっくりになるため、噴火してからでも避難はできる。落ち着いてどこから噴火したのか
確認することが大事である。」と富士山の噴火について正しい情報の下に行動することの大切さが強調されました。最
後に裕一郎先生から、「知識を持った皆さんは、これから地域のけん引役として活躍していく立場になる。」と自助だ
けでなく、共助の立場の重要性についても話されました。今回は、授業参観も兼ねて行われたので親子で学ぶ良い機
会になったと思います。将来、起こり得ると考えられている富士山噴火に対し、「正しく知り、正しく備える」ことが子ど
もだけでなく全ての人に求められています。
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お手伝いありがとうございました！

FCふじざくら山梨　サッカー教室

こどみらハロウィン2021
　10月31日に「こどみらハロウィン2021～ハロウィンMagic～」が行われました。
　午前は乳幼児親子の部、午後は小学生の部に分かれ、密を避ける方法を工夫して
実施しました。魔法学校に見立てた館内では様々なゲームを楽しんでいただき、総
勢419名が参加してくれました。
　ボランティアスタッフの皆様の御協力で大成功！来年のハロウィンにもご期待くだ
さい。

　春に生涯学習館横の「げんきもり森」の清掃活動を手伝ってくれた児童たちと、秋にはみんなで焼き芋をしたいね
と話していたことが実現できました。
　子ども未来創造館に来た子どもたちが遊ぶ場所を綺麗にしてくれたお礼として今回のイベントを実施しました。
　当日、児童たちは枯れ枝を集めたり、さつま芋を焼く準備をしてくれました。
　焼きあがるまでは煙に包まれながら焼きマシュマロを味わい、その後焼きあがった熱々の焼き芋を堪能していました。

　女子サッカーチーム、FCふじざくら山梨の地域サッカー教室のリーダー戎
谷選手のほか、選手、コーチ達が「たくさんボールに触り、ボールに慣れよう
！」をテーマにサッカー教室を行いました。
　子どもたちは、優しい言葉で語りかける選手の説明に耳を傾け、ボールを蹴
る、止めるを遊びを通して学びグラウンドを元気いっぱい駆けまわり、サッカ
ーを楽しんでいました。
　FCふじざくら山梨の皆さんありがとうございました。

河口湖ライオンズクラブ奉仕活動
　10月3日、河口湖ライオンズクラブのメンバーが、大石公園周辺の遊歩道で
草刈りとゴミ拾いの活動を行いました。当日は汗ばむほどの陽気でしたが、
全員で頑張ったのでとても綺麗になりました。河口湖ライオンズクラブは毎年
富士河口湖町内で清掃活動を行っております。
　また、当クラブでは富士河口湖町並びに鳴沢村内での献血に協力協賛して
います。
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　くらし応援商品券の利用期間は、令和3年12月31日（金）
までです。期間を過ぎると無効となりますので、お忘れのな
いようにご利用ください。
【事業者の皆様へ】
換金請求の受付期間：令和4年1月31日（月）まで　
※年末年始期間（12/29～1/3）は除く
●問合せ　観光課商工係　℡ 0555-72-3168

　
　法務省と全国人権擁護委員連合会では、12月4日から「人
権デー」の10日までの1週間を「人権週間」と定め、住民の皆
様に人権の尊重を呼びかけております。
　富士河口湖町においても、特設人権相談所を開設いたしま
す。人権問題に関することをお気軽にご相談ください。
■日　時　12月6日（月）　10時～15時　
■場　所　富士河口湖町役場1階　研修室　
●問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

　年の瀬は日暮れが早くなり、気忙しさ
に加え交通渋滞が起こりやすくなるな
ど、交通事故の多発が心配されます。歩
行者・運転者ともに交通安全を心がけ、
無事故で無事に新しい年を迎えましょ
う。
○飲酒運転は厳禁！
○左右の安全をしっかり確かめ、無理な道路横断はやめまし
　ょう
○外出時は明るい色の服装で反射材の活用を
○夕方は早めにライトの点灯を
○ハイビーム（上向きライト）を活用し、こまめに切り替えま
　しょう
○全ての座席でシートベルト・チャイルドシートの着用を
　また、山梨県内では、依然として飲酒運転や飲酒に伴う交
通事故が後を絶ちません。
飲酒の機会が増える年末年始に、飲酒運転根絶に向けて取
り組みを行っています。
①オールやまなし飲酒運転根絶対策事業
 （飲食店への「飲酒運転をさせないためのマニュアル」　
の配布を通じた訪問）
②飲酒運転しない・させない山梨キャンペーン
（酒類提供業者等のご協力のもと、「運転手に酒を提供しな
　い」ための声かけ）
③飲酒運転根絶運動
　（各種交通安全運動時における周知活動）
　飲酒運転は防げるものです。家族・職場・地域ぐるみで飲
酒運転のない町にしましょう。
●問合せ　地域防災課防災係　℡ 0555-72-1170

　建物の一部又は全部を取り壊した場合、もしくは年内
（12月31日まで）に取り壊す予定のある方は、建物の大小に
関係なく「家屋滅失届出書」の提出が必要です。様式は町役
場税務課にあります。
　基準日を過ぎてからの取り壊しや家屋滅失届出書の提出
は翌年度も課税されますのでご注意ください。

　家屋を新築・増築すると、固定資産税の算定の基礎となる
評価額を算出するための家屋調査が必要となります。
　基本的に建築された時に行う調査で、家屋の基礎・外観・
内観・設備等を調査いたします。
　また、調査に加えて固定資産税の説明と税金に関する書
類についての説明を行います。所要時間は調査と説明を合わ
せて1時間程度が目安です。
　建物（家屋）が完成した時点で調査対象となりますので、
下記問い合わせ先までご連絡ください。
※車庫・倉庫についても調査対象となる場合がありますの
　で、ご連絡をお願いします。現地確認のうえ、調査対象と
　なるかを判断いたします。
●問合せ　税務課資産税係　℡ 0555-72-1113

　富士河口湖町は「全国おいしい食べきり運動ネットワーク
協議会」に参加しており、特に外食の機会が多くなる年末年
始の時期に、適量をおいしく残さず食べきることを目的として
「おいしい食べきり」全国共同キャンペーンを実施します。
　忘新年会の際は、以下の2つことをお願いします。
①料理は残さず食べきる
　適量注文でおいしく食べきりましょう！
②料理の持ち帰り
　それでも食べきれなかった料理は、お店に確認して持ち　
帰りましょう！
※新型コロナウイルス感染防止
　マスク会食を心掛け、なるべくグリーンゾーン認証店を　
利用するようにしましょう！

　12月より生涯学習館にて、食品ロスに関する図書を集めた
ブースを設置します。
　近年関心が高まるSDGｓにも「飢餓をゼロに」の目標が
あります。
　この機会に皆様も食品ロス問題に関心を持てますように、
生涯学習館にお立ち寄りの際は是非ともご覧ください。
●問合せ　環境課　℡ 0555-72-3169

「特設人権相談所開設」のお知らせ

年末の交通事故防止県民運動

くらし応援商品券　
ご利用は12月31日まで！

固定資産税は
毎年1月1日が基準日です

忘年会・新年会は
おいしく残さず食べきろう！

1月6日㊍ 配布予定1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

12月1日から31日までの31日間

建物（家屋）を取り壊した場合は滅失届の提出を

建物（家屋）を新築・増築をした場合

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

◆区・自治会とは

地域防災課　地域係　電話 ０５５５－７２－１１７０問合せ先

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

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

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

◆区・自治会の活動

◆お願い

◆区・自治会　加入の仕方

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

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

情報の提供情報の提供情報の提供

ふれあいふれあいふれあい

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

安全・安心安全・安心安全・安心

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

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

きれいで快適きれいで快適きれいで快適

リサイクルリサイクルリサイクル
　清潔でさわやかな街にす
るため、ゴミステーションの
清掃や管理を協力しながら
実施しています。また、資源
ごみの回収を行い、リサイク
ル活動を推進します。
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水道の凍結防止のお願い
　寒くなると水道管が凍結して破裂する恐れがあります。水道管やメーター器の
破裂防止のため防寒など管理にご協力をお願いします。

もしも水道管の漏水を発見したら以下の区分に従って対応をお願いいたします。
水道管の漏水を発見したら

　　水道課にて修理をします。公道上で漏水を発見しましたら水道課までご連絡をお願いいたします。

　　所有者様に修理をお願いしております。水道メーターより手前の漏水に関しても、敷地内（民地）の場合は所有
　者様に修理をお願いしております。修理については、富士河口湖町の指定給水装置工事事業者に依頼をお願いい
　たします。
　※長らく水道管の漏水を放置しますと徐々に状態が悪化し、最悪の場合は地盤沈下や水圧の低下等により
　　生活に支障が出る場合がございますので、漏水を発見した場合は早急な修理をお願いいたします。

　配水本管から分水した給水管はすべて個人の財産
となっておりますので、漏水が発生した場合はすべ
て所有者様が修理すべきものとなっております。
しかし、本町では給水管の漏水による道路陥没等
の事故や舗装復旧等の費用負担の面を考慮して、
漏水修理をする境界を公道と敷地内（民地）として
おります。

古い水道メーターで公道上に水道メーターを設
置している場合は、水道メーターより手前を水道
課にて修理を行い、水道メーター以降を所有者様
に修理していただいております。
※現在、公道上に水道メーターの設置は許可して
　おりません。

問い合わせ先　水道課　上水道施設係　℡：0555 -72-1620

● 公道上

● 敷地内

漏水修理の区分について

水道が凍結もしくは破裂したときには指定給水装置工事事業者にご相談ください。
※修理の費用はお客様のご負担となります。!

屋外に露出している管に保温材や電熱線を巻いてください。

水道を使用しない場合は、蛇口を開け、水を出しながら水抜き栓を閉めて
水道管の水を抜いてください。

他の対策ができないときは少量の水を出すことで凍結を防ぐことができます。

メーターボックスの中に布や発泡スチロールを入れてください。

※水量に応じて水道料金も増加しますので注意してください。

水道管の保温をする

水抜きをする

水を少し出しておく

メーター器の保温をする
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船津地区

富士吉田市

富士河口湖町指定給水装置工事事業者一覧 (令和3年10月1日現在)

(有)小佐野設備
渡辺設備
富士見設備工業
協栄工業(株)
石原設備工業
(有)綾部設備
(株)ワタナベ工業

(有)三友設備工業
(株)コバヤシ工業
渡伊設備工業
(有)鐘畑設備工業
光根設備工業
(株)熱研メンテナンス
(有)大星建設
大照住設（同）

古谷設備
旭設備
丸修設備
三浦設備
古和設備
渡辺水設
共同土木(株)

(有)はやし設備

中村設備
(有)外川設備工業

(有)山光工業

船津3413-2
船津966-2
船津3111-2
船津3776
船津7398
船津2204-2
船津1546-8

小立2051
小立1777-1
小立1790-2
小立2891
小立788-2
小立5451-3
小立2207-１
小立5178-3

西湖2619
長浜1218
大嵐898-3
西湖南13-5
西湖西3-7
西湖南１4-2
長浜1552-3

大石2875-1

河口1597-3
河口1089

富士ヶ嶺615

0555-72-0823
0555-72-2838
0555-72-0178
0555-72-1154
0555-73-1252
0555-73-2351
0555-73-1661

0555-72-1577
0555-72-1168
0555-72-1818
0555-72-1338
0555-83-2977
0555-83-5211
0555-72-1634
090-8961-6734

0555-82-2283
0555-82-2456
0555-82-2798
0555-82-2506
0555-82-2152
0555-82-2437
0555-82-2531

090-4952-5026

0555-76-8768
0555-76-7508

0555-89-2141

(株)一水工業
三協設備(株)
宮下設備工業(株)
高野熱設備(株)
舟久保設備
めぐみ設備工業
横堀住設工業
スマイル設備(株)
(有)富士五湖設備
遠山設備
(株)サンエイ
鈴木管工
(有)白富設備工業
富士冷熱(株)
(有)沙原設備工業
広瀬設備
(株)米山工業
(有)鐘山設備
システムＫＩＫＩ
宮下管工
山口総合設備

下吉田7-25-22
大明見2-7-16
上吉田東5-13-21
竜ヶ丘3-11-23
向原3-8-18
小明見2-5-27
新西原2-17-10
上吉田4590-33
富士見7-7-5
新屋355
松山1606-2
大明見762
上吉田3479-7
上吉田東3-3-43
大明見696
小明見1670
上吉田865-6
上吉田5982
上吉田4510-18
浅間1-12-8
上暮地8-9-11

0555-22-0395
0555-23-3506
0555-22-5084
0555-24-2323
0555-22-7893
0555-23-0819
0555-23-5852
0555-22-7394
0555-22-5273
0555-23-7794
0555-23-9296
090-3098-4016
0555-23-6309
0555-22-1530
0555-23-8886
0555-23-1218
0555-23-0063
0555-23-5917
0555-22-3690
0555-23-3653
0555-24-5316

(有)渡辺設備
大博管工
北陵設備
興和工業(株)
(株)OMORIマテリアル

(有)中部配管
(株)オオモリ設備

(株)小野田設備
三枝設備(株)

宝栄設備(株)
小俣管工設備(有)
小幡管工(有)
(有)楽山設備
(有)星野設備工業所

(株)美沢屋
小笠原設備(有)

(株)萩原ボーリング
(株)カイ空衛
積和建設西東京(株)
(株)山梨管工業
(有)アート住設
富士冷暖(株)

橘田総合サービス
(有)早川建材設備
廣瀬設備

清優工業
望月設備工業
(有)ハヤカワ

(有)宮下設備
小澤設備興業(株)
横谷設備

新津設備
(株)水電社
(有)今福建設
和永設備工業
山梨日化サービス(株)
中央水道

上吉田4346-14
下吉田5246
下吉田4-1-35
上吉田5594
中曽根2-7-22

忍草3448-4
忍草2932

小沼2816
下暮地871-3

中津森73
四日市場863-2
朝日曽雌1853
田原3-1-26
小形山486

大月町真木2221
初狩町下初狩370

上今井町740-4
大里町1063-1
住吉4丁目2番24号
中小河原1-9-17
竹富4丁目3番38号
上石田3-17-13

塩山赤尾829-3
塩山千野3493
塩山三日市場2563

飯野2506-4
藤田2199-5
鏡中条3372

御坂町成田374
石和町唐柏48-8
石和町河内259-10

甲斐市富竹新田1171
市川三郷町大塚4403
市川三郷町上野2915-1
山梨市歌田115-1
昭和町築地新居907-1
中央市下河東3005-1

0555-24-0352
0555-22-4863
0555-24-2397
0555-22-3453
0555-24-8003

0555-84-2640
0555-84-2379

0555-29-2026
0555-25-3287

0554-43-3782
0554-45-7120
0554-48-2760
0554-43-0368
0554-43-8581

0554-23-0148
0554-25-6717

055-243-4777
055-241-1777
055-227-3011
055-241-6011
055-228-9341
055-226-1451

0555-33-2919
0553-32-2359
0553-39-8132

055-284-5891
055-283-5073
055-282-8118

055-262-7097
055-225-5777
055-262-1822

055-276-6918
055-272-2447
055-272-0448
0553-22-7518
055-275-6911
055-274-3654

アクアサービス

(株)イースマイル

(株)アクアプラス

(株)アクアライン

静岡県
富士宮市半野66-3
大阪市浪速区敷津東
3-7-10 イースマイルビル
静岡県
静岡市葵区春日2-3-21
広島市中区上八丁堀8-8　
第1ウエノヤビル6F

0544-54-0228

0120-532-024

054-652-2190

082-502-6639

最新の一覧につきましては、富士河口湖町ホームページに掲載しております。

町　　内
富士吉田市
町　　外

県　　外

町　　外

小立地区

忍 野 村

西 桂 町

都 留 市

大 月 市

甲 府 市

甲 州 市

南アルプス市

笛 吹 市

そ の 他

足和田地区

大石地区

河口地区

上九地区
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●燃えるごみ

■燃えないごみ

◆粗大ごみ

★資源物

　

　年末年始のステーション収集は、町のカレンダーに記載
されたとおり実施しますので、お間違えのないようご協力
ください。
　また、収集日以外にごみを出すとカラスや猫などによる
散乱が予想され収集場所周辺の方々に迷惑になりますの
で、絶対に出さないようにしてください。

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

全地区共通
　 　富士吉田市環境美化センター 

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

河口湖
問合せ先（76-7636）

　 　富士河口湖町じん芥処理場

　 　

勝山・足和田
上九一色 　　　　　　　　　  問合せ先（85-2652）

青木が原ごみ処理組合大和田清掃センター

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

全地区共通 　 　◆富士河口湖町じん芥処理場
　　　　　　　　　　問合せ先（76-7636）

※指定袋に入れ、町で発行する「一般廃棄物処理依
　頼書」と一緒に持ち込む。
　なお、依頼書は事前に町役場で申請してください。

１２月２9日(水)～１２月３０日(木)　　
　　　　　　　 午前９時～午後３時 
１２月３1日(金)　午前９時～正午
　1月  1日(土)～３日（月）　休み
　1月  4日(火)　午前９時～午後３時

１２月２9日(水)　午前９時～午前11時
１２月３０日(木)～３日（月）　休み
  1月　４日(火)　午前９時～午後４時

１２月２9日(水)　午前９時～午前11時
１２月３０日(木)～３日（月）　休み
  1月　４日(火)　午前９時～午後４時

地　　区 　処　理　施　設 　持込可能な日・時間

全地区共通
　 　◆富士河口湖町リサイクルセンター（船津RC）

　　　　　　　　　　問合せ先（72-5371）

問合せ先　環境課　７２-３１６９

１２月２9日(水)　午前９時～午前11時
１２月３０日(木)～３日（月）　休み
  1月　４日(火)　午前９時～午後４時

１２月２9日(水)　午前９時～午後3時
１２月３０日(木)～4日（火）　休み
  1月　5日(水)　午前９時～午後４時

年末・年始のごみ収集について お知らせ

ステーション収集（家庭系の燃えるごみ、燃えないごみ）について

直接ごみ処理施設へ持込む場合（１２月２９日～１月4日）
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ねたきり高齢者
認知症高齢者
介護慰労金
令和３年度下半期

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。

 （令和３年７月１日時点から令和４年１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）のどちらかに介護保険被保険者証の
写しを添えて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７月～令和３年１２月の状況を記載し、下記の受付期間内に提出してください。
　支給予定は、令和４年３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。

申請対象者

申 請 方 法

受付期間：令和４年１月４日㈫～１月３１日㈪
問合先：福祉推進課　社会福祉係　TEL７２－６０２８（直通）

後期高齢者医療制度に加入している皆様へ
（７５歳以上の方）

  

　後期高齢者医療に加入されている方への医療費通知の発送時期などを変更することについて、広報誌８月号
にてお知らせしておりますが、医療費控除の申告に使用する場合の重要な点を再度お知らせします。

　今年度の医療費通知は令和4年1月末に発送しますが、令和3年12月受診分は今年度の医療費通知には記載
されません。
　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。

富士河口湖町　後期高齢者医療係　電話　０５５５－７２－１１１４
山梨県後期高齢者医療広域連合　　電話　０５５－２３６－５６７１問い合わせは…

   医療費控除の申告に使用する、
１２月受診分領収書の取扱いについて



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

三ツ峠山について（後編）
　私はこの三ツ峠山に数多く登っていますが一度だけ、いきなり新宿の高層ビル群を見たことがあります。あれは何だろ

うと良く見ました。すると西桂町の町並や都留のリニアモーターのコンクリート、そして東京の街や三浦半島、東京湾、

房総半島そしてその先の太平洋までもがゆらゆらと見えました。新宿のビルはハッキリと頭の中の地図と照らし合わせ

確認しました。素晴らしく空気の澄んでいる日でした。場所は御巣鷹山の下側で草原に近い中腹でした。なお御巣鷹山

の頂上では見えません。手前の山などの影になります。開運山山頂（三ツ峠山頂）では見えます。私はそのとき椅子付の

リュックサックを開き腰かけて、ずっと長い間眺めていました。

　私が三ツ峠山に登るきっかけとなったのは昭和55年頃の若い時分、8月初旬に行き素晴らしいお花畑に感動したこと

でした。木無山の広い野原が花でいっぱいでした。他にも三ツ峠山のそちこちで花が咲いて、さまざまな種類の花が咲

き乱れ、まさに百花繚乱の状態だったのです。それから同年のうちに何度も登り、翌年も数回登りと続いたのです。とく

に印象深い花としてはウメバチソウ（山野の草地に生える多年草。根生葉は長さ２～４㎝、花は夏から秋に稜のある茎頂

に一輪開き径２～３㎝、萼片は５枚、おしべは５本、仮おしべ５本があって糸状に裂けた先に黄色い玉がある。名は花が

家紋の梅鉢に似る）とコウリンカ（山地の乾いた草原に生える多年草で、高さ50～60㎝になり、全体に薄く綿毛をかぶ

る。花は夏、頭花は径３㎝、舌状花は長さ1.5～２cmで下方に反転する。和名は紅輪花で花色と車輪状についた舌状花に

ちなむ。山梨県準絶滅危惧種）で心に残っています。他にも花はまだまだたくさんあります。しかし現在ではウラハグサ

（裏葉草、別名風知草）という植物が繁茂して花が減じ、または影となって、７～８割がウラハグサ、２～３割が花という

感じで、お花畑とは言いにくい草原となっています。

　その後近年になって正月元旦の「初日の出」を見に行ったことがあります。朝４時起床、４時半に車で出かけ、河口地区

上の三ツ峠山登山口より５時から歩き初めました。トランジスタラジオを聞きながら登りました。ラジオではスコーパー

（特派員）が関東で一番早い初日の出を見るという特別企画があり犬吠埼から実況中継もされていました。

三ツ峠山の山頂には十数人の人がいて、まだ薄暗がりの

中で待ちました。やがて明るくなり富士山頂に日が当たる

と、皆が一斉に手を合わせ拝みました。徐々に富士山の

下の方へ日が当たってゆき、そして三ツ峠山へも初日の出

のときが来ました。手を合わせ祈り写真を撮ったりして、

しばらくして落ち着いた頃、ラジオのスコーパーが「いま

初日の出です。初日の出の太陽が出てきました」と興奮して

言っていました。以前に見た新宿高層ビル群を見たとき

房総半島の先に太平洋が見えてその向うの水平線から出る

太陽を見たんだな。そしてこのスコーパーのいる犬吠埼へ

今になって陽が出たのだなと、その時間差を感じ、高さ

1785ｍの差を思いました。

(文化財審議会委員　渡辺修一)
北隆館『原色牧野植物大圖鑑』掲載の図を改変
ほくりゅうかん   げんしょくまきのしょくぶつだいずかん     けいさい

ウメバチソウ コウリンカ
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Nature in and around Mount Fuji 

ご意見・お問い合わせは、自然共生研究室　ＴＥＬ.（ＦＡＸ.）２０ー３５１０まで

○富士北麓地域の魅力を体験してもらう「フォレスト・サステイナブル・ツアー」で、9月22日と10月25日に富士山自然保護
　センターの渡邊が「世界遺産富士山の自然」の講話を行いました。
○10月31日にオンラインで開催された日本鱗翅学会大会で、富士山自然保護センターの渡邊が「富士山北部伐採跡植林地
　におけるヒョウモンチョウ類の個体数消長」と題して一般講演を行いました。
○11月27日にプロ・ナトゥーラ・ファンドの成果発表会がオンラインで開催される予定で、富士山自然保護センターの渡邊
　が「環境省絶滅危惧ⅠB類コヒョウモンモドキの生息地復元を通した山地草原環境の再生」プロジェクトの成果を発表
　する予定です。

ショート
ニュース

　環境省の生物多様性保全上重要な里地里山に指定されている「富士山北麓の草原」は、
本栖高原・野尻草原・梨ケ原・高座山草原の４ヶ所の半自然草原で、富士山自然保護センタ
ーが実施している「富士山生物多様性保全研究2021」の重点調査地域でもあります。これ
ら４つの草原環境には、環境省準絶滅危惧・山梨県絶滅危惧ⅠB類のムラサキセンブリと山
梨県準絶滅危惧のセンブリが生育していますが、ムラサキセンブリは野尻草原・梨ケ原・高
座山草原で見られるのに対して、センブリは本栖高原・野尻草原や朝霧高原といった富士山
では西側でしか確認されていません。そこで、10月8日に本栖高原でセンブリの調査を行い
ましたが、防火帯の草地などで多数のセンブリを確認でき（上写真）、10年前に比べ増加し
ていることもわかりました。また、10月11日の高座山草原でのムラサキセンブリの調査では、
これまで確認していなかった登山道や山道の周辺でかなりの数が確認出来ました（下写真）。
　センブリは富士山では、昭和年代には西麓に広く分布していましたが、胃薬として採取さ
れたこともあり、今では本栖高原・野尻草原や朝霧高原に見られるだけになってしまってい
ます。ムラサキセンブリは山梨県でも富士山北麓とその周辺のみに見られ、梨ケ原には広く
分布するものの、その他の場所では生育場所が限られているため目にすることが難しい植
物です。これら2種をはじめとした貴重な絶滅危惧草原性植物の生育地でもある「富士山
北麓の草原」を後世に残して行きたいと思います。

　2010年から12年目を迎えた河口湖畔におけるアレチウリと絶滅危惧湿生植物の調査
の、今年度３回目を10月28日に実施しました。河口地区（写真）では、湖畔に面した土手が
きれいに草刈りされていたのでアレチウリは全く見られませんでしたが、8月に比べて水位
が下がっていたので、スジヌマハリイとジョウロウスゲ・マツカサススキの３種の絶滅危惧
湿生植物を見ることができました。残りの広瀬・大石公園・勝山・八木崎公園の４地区で
は、8月に比べて水位は下がっていたものの、まだ広い範囲が水没していたため絶滅危惧湿
生植物は見られず、アレチウリも八木崎公園地区で５本程あっただけでこれは全て防除し
ました。

　
　9月30日に小立小学校の藤巻桂吾教頭先生から、「猛禽類の鳥が窓に衝突して死んでいます」との連絡を頂き、小立小学校に
伺うとアオバズク（写真）でした。アオバズクは、全長30ｃｍ程のフクロウの仲間で、山梨県全域で確認情報はあるものの個体数
が減少傾向にあるため2018年の山梨県レッドデータブックでは準絶滅危惧に指定されています。夏鳥で、街中の公園や神社、民
家の屋敷林などでも繁殖しているので、黄色い眼をしたかわいい巣立ち雛の映像がテレビ
で紹介されることもあります。今回小立小学校で確認されたことから、小立小学校の校庭
あるいはその周辺地域で繁殖していた可能性があります。また、この鳥が小立小学校でみ
つかったということは、富士河口湖町小立地区の自然が豊かであることの証です。これから
もアオバズクが繁殖し続けられる自然環境を守って行きたいものです。

本栖高原と高座山草原で絶滅危惧種センブリ類２種の調査を行いました

今年度第３回の河口湖絶滅危惧湿生植物とアレチウリ調査を行いました

小立小学校で準絶滅危惧のアオバズクが見つかりました　
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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時までは閉館です。

新型コロナウイルス対策ご協力のお願い

＜休館日＞
12月5・12・19・26日
12月28日～1月4日
12月5・12・19・26日
12月28日～1月4日

湖 【10：00～11：30】
山 【13：30～15：00】

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、利用を制限させていただいております。
●小学生の土曜日・冬休み中の自由来館は、午前（9：00～12：00）と午後（13：00～17：00）の入れ替え制、学校ごと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）（土）10：30～12：00　/　13：30～15：00　
　　　　　　　　　　中　高　生　（月）～（金）13：00～18：00　　１日２時間まで（冬休み中を除く）　
※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。

※「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。

　funfunくらぶならではのクリスマスにちなん
だゲームをして、クリスマスを楽しもう！！

　カウンセラー川邉修作先生をお招きして、テーマに沿い
ながら子育てのあれこれを相談したり、一緒に考えます。
目から鱗が落ちたり、心が軽くなったりします♡

日　時：12月18日（土）

定　員：各15名　持ち物：水筒　
参加費：300円　
申込み：１２月４日（土）10：00～

日　時：12月7日(火)　10：30～11：30　
定　員：乳幼児親子（５組）　持ち物：参加費：なし
申込み：受付中

クリスマススペシャルクリスマススペシャルクリスマススペシャルfunfun

湖 【10：00～11：30】
山 【13：30～15：00】

山 【10：00～11：30】
湖 【13：30～15：00】

　ホールに昔遊びコーナーを作ります。懐かし
けど、新鮮な遊びをみんなで体験しましょう！
日　時：1月5日（水）

持ち物：水筒　参加費：定　員：申込み：なし

　

こどみら昔あそびこどみら昔あそびこどみら昔あそび

　今回はブラウンベアの皆さんが小学生に特
別教室を開いてくださいます！英語での歌や体
を使った楽しい遊びなど、盛りだくさん！
みんなで英語を楽しんで学びましょう♪
日　時：１月１１日（火）10：30～11：30
参加費：持ち物：なし　定　員：４０名
申込み：１２月２５日（土）10：00～

　

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア

☆小学生対象☆☆小学生対象☆☆小学生対象☆☆小学生対象☆電話予約 電話予約

電話予約 ☆どなたでも☆☆どなたでも☆☆どなたでも☆☆どなたでも☆

☆乳幼児対象☆☆乳幼児対象☆☆乳幼児対象☆☆乳幼児対象☆

12月の日曜・祝日は
休館です

月～金曜日：9時～18時
土  曜  日：9時～17時

令和3年 12月5日～令和4年1月8日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

612/5 7 8 9 10 11

1312 14 15 16 17 18

2019 21 22 23 24 25

2726 28 29 30 1/131

32 4 5 6 87

funfunくらぶ
 (クリスマス
　　スペシャル）

（歯科相談）

つどい・
こどみら合同
クリスマス会

AM つどい・こどみら
合同クリスマス会
PM クリスマス会2021
〈AM/PMともに予約した方のみ〉

おもちゃ病院

つどいの広場

つどいの広場
（バルーンの日）

（リズムの日）
つどいの広場

昔遊び
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

マムベビー

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

ブラウンベア

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

ぷち相談会

リトミック

（栄養相談）

（栄養相談）

ふれあい教室A
（体育）

（子育て相談） （絵本の日）

ふれあい教室
AB（栄養）

つどいの広場

つどいの広場

（お誕生日会）

（助産師相談）

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日 休館日 休館日

休館日 休館日 休館日 休館日 休館日

【湖⇒山】

【湖⇒山】【湖⇒山】 【湖⇒山】 【湖⇒山】

【山⇒湖】

【山⇒湖】

英語であそぼうwith BB

　お正月ならではの４つの遊びをfunfun風に
アレンジしました♪お正月遊びの王者を決定し
ます！今年の王者は誰かな…?
日　時：１月１５日（土）

定　員：１５名　持ち物：水筒
参加費：なし
申込み：１月８日（土）10：00～

　

お正月遊び王者決定戦2021お正月遊び王者決定戦2021お正月遊び王者決定戦2021funfun

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会 テーマ「子どもの食事と睡眠」
　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♪

　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：１月13日（木）　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：１月６日（木）10：00～

日　時：①12月24日（金）午後
　　　  ②  1月１4日（金）午後
申込み：①12月17日（金）10：00～
　　　  ②  1月  7日（金）10：00～

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

　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：①12月  9日（木）13：30～14：30
　　　  ② １月13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
　　　  ②１月6日（木）10：00～

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

　英語の読み聞かせや歌や体を使った遊びなど盛り
だくさん！乳幼児の親子なら誰でも参加できます！

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア
英語であそぼうwith BB

日　時：１２月１４日（火）10：30～11：00 
定　員:１５組　持ち物：参加費：なし
申込み：１２月７日（火）10：00～

スーパードクター!!スーパードクター!!スーパードクター!!おもちゃ病院の

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＊

【乳幼児親子対象】つどいの広場と合同で開催いたします
日　時：12月１０日（金）10：30～11：30 ／ 13：30～14：30　　　　　　　　　　
　　　  12月１１日（土）10：30～11：30　〈全3回のうちのいずれか1回〉
定　員：各回22組　　申込み：11月29日（月）10：00～　
【小学生対象】 日　時：12月11日（土）14：00～15:30　　定　員：80人　　
　　　　　　 参加費：１００円　　申込み：11月27日（土）10：00～

こどみらクリスマス会2021こどみらクリスマス会2021こどみらクリスマス会2021

　子育て支援課発！つどいの広場　つどいの広場　つどいの広場　つどいの広場　

毎週月・水・金
  ①  9：30～11：30
  ②13：00～14：30（日  時 ＊12月生まれの誕生会は12月24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。

感染拡大防止の対策として組数を限定して予約制で実施いたしております。

＊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

〈小学生は代表者1人につき、3人（代表者含む）まで一緒にお申込みいただ
けます。代表者の方は申込み時に全員分の氏名・学校・学年・各家庭の連絡
先をお伝えください〉　※小学生以上の方は必ずマスクをご着用下さい。

開館時間開館時間

今年も3密を避けて開催いたします♪必ず事前にご予約をお願い致します。
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生涯学習館生涯学習館生涯学習館

612/5 7 8 9 10 11

令和3年 12月5日 ～ 令和4年1月8日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

1312 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

2 843 5 76

1/12826 27 29 3130
☎

大石・河口

上九一色

火・木曜日
（年末年始・祝日除く）
　　15時～18時

月～金曜日
（年末年始・祝日除く）
   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

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 年末年始休館

年末年始休館 年末年始休館

年末年始休館 年末年始休館 年末年始休館

〈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※

＊11月17日現在の状況で予定を作成しております。今後の感染状況により、臨時休館や開館時間の変更、
　イベントを中止する場合があります。お手数をお掛けしますが、詳しくはお問い合わせください。

＜休 館 日＞毎週月曜日、祝日、館内整理日（毎月月曜日を除いた最後の平日：１2月28日）、年末年始（１２月２９日～１月４日）

ピーカーブー
10：30～

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）

●読書会14：00～

　 パパの絵本タイム
　 13：30～
P 

P

P

上九分館15：30～
（読み聞かせ）

『トムと３時の小人』たかどの ほうこ作

　ぼく「やまむらつとむ」は、古道具屋さんで、古い赤い表紙の本を見
つけました。表紙には、金色の線でくるくるとした模様と題名が書いて
あります。ドキドキしながらそっと開きました。
　横書き文章で読みやすく、ちょっとかわったお話です。

司書おすすめの一冊 i 図書館スタッフ募集中！

貸出期間は１か月！５冊で１セットの特別企画！

年に１度の福引き大会！

『流人道中記上・下巻』 浅田　次郎著

▶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

読書会第173回 12/25㈯
　　14時～

●河口・大石・
　上九分館
　お正月お楽しみ
　大会

エトワール
13：30

●本館お正月
　お楽しみ大会

図書館で一緒に働いてくれるスタッフを募集しています。
・業務内容：司書補助
・就業場所：富士河口湖町生涯学習館
詳しくは、生涯学習課図書館係 ☎７３－１２１２まで
お問い合わせください。

i 年末年始に伴う開館日お知らせ
本館・各分館の年内最終貸出日および新年初貸出日は

次のとおりです。

休館中の本の返却は、本館ブックポストをご利用ください。
＊CD・DVDなどの視聴覚資料は、破損の恐れがある為、
　ブックポストへの返却はご遠慮ください。

本館
河口・大石分館
上九一色分館

令和3年最終貸出日
  12月26日（日）
  12月28日（火）
  12月28日（火）

令和4年初貸出日
  1月 5日（水）
  1月 6日（木）
  1月 5日（水）

クリスマス・お正月セット
12/14㈫～

・今年も読んでほしい本をセットにしました。
・司書選りすぐりの５つの物語をリボンにかけて…
・おひとり１点のご利用をお願いいたします。
・無くなり次第終了です。

お正月お楽しみ大会

・当日資料を借りると福引に１回参加できます。
・参加費は、無料です。
・時間内でも景品がなくなり次第終了とさせていただきます。
～大人も子供も新年の運試し！おたのしみに！～

■日程：１月８日（土） ■時間：9：30～16：00
　　
■日程：１月６日（木） ■時間：15：00～18：00
　
■日程：１月６日（木） ■時間：9：00～11：30、13：00～16：30

生涯学習館本館

河口・大石分館

上九一色分館
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みなさんのやる気を応援します!

令和3年度　富士河口湖町　世界遺産富士山・郷土発見講座

「富士山と郷土の成り立ち～ふるさとの誇りを未来へ～」「富士山と郷土の成り立ち～ふるさとの誇りを未来へ～」「富士山と郷土の成り立ち～ふるさとの誇りを未来へ～」
第8回 「戦国領主の富士信仰」

　激動の乱世の中、戦国時代の領主たちは戦勝祈願などのため、本拠地にゆかりのある寺院や神社に信仰を寄せました。甲斐国の
領主である武田氏、そのもとで都留郡を治める小山田氏、富士北麓を支配する小林氏は、領地の代表的な信仰拠点である富士山に
祈りを捧げ、有力な神社である冨士御室浅間神社とその神官である小佐野越後守に手厚く加護を施しました。戦国領主たちの富士
信仰の姿を山梨県指定有形文化財「冨士御室浅間神社文書」の内容から見つめます。

　国内外で活躍される写真家テラウチマサト氏の指導のもと、富士河口湖町の郷土の魅力を再発見する写真教室を開催します。今
回は、歴史の道「若彦路」の交通の要衝として栄えてきた大嵐地区を対象に、史跡や社寺などを撮影します。写真のテクニックを学
びながら、郷土の歴史や自然に親しむチャンスにみなさんもぜひご参加ください。

　船津地区公民館活動の一貫として活動していますスズ竹ざる作り工房では、ざる・かご作りの体験を希望する方
や、原料のスズ竹採取から作品完成までの全工程を習得・継承する伝統工芸実習生を下記のとおり募集しています。

　新年を迎えるにあたり日本の家庭では、しめ縄を飾る習慣があります。しめ縄には、場を清め、災
厄を払う役目があると考えられ、新しい年がよい年になるようにという願いが込められます。しめ縄
づくりをとおして日本の伝統文化や民俗慣例に親しみましょう。

●日　時：令和３年12月8日（水曜日） 19時～21時　※会場の都合により第２水曜日の開催です
●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）
※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。
　また、感染拡大状況等により中止または延期となる場合があります。
●申込み：72-6053（生涯学習課）　先着20名　申込み受付開始：12月１日（水）９時～
※通常よりも早い開催のため、広報配布時点で申込みが終了している場合があります。
※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。

写真教室 大嵐地区編　～若彦路の要衝・大嵐を撮る～
テラウチマサト氏テラウチマサト氏写真家 富士河口湖町フォトプロジェクト 2021

●日　時：令和3年12月18日（土）　13時30分～16時30分
●集合場所：大嵐児童館（富士河口湖町大嵐422） 
●持ち物：カメラ（SDカード等の記憶媒体のものが望ましい）　飲み物　筆記用具　
●参加費：無料　　●定　員：15名（先着順）　●申込み：生涯学習課社会教育係・文化財係　℡0555-72-6053
●申込受付開始：令和3年12月７日（火）　9時～　対象：どなたでもご参加いただけます

船津スズ竹ざる作り工房伝統工芸

●日　時：不定期（講師の先生と直接連絡を取っていただき、都合をあわせて参加ください）
●場　所：旧船津保育所　　●費　用：無料
●問い合わせ先：梶原松次先生（℡ 090-2935-5521）／ 梶原亥之雄先生（℡ 090-2419-7493）

個別
無料相談　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：1月20日（木）　
●時　間：10時30分～（1人20分程度）
※前日までに要予約（生涯学習課）
●場　所：子ども未来創造館　詳しくは生涯学習課へ

出張
相談

●日　時：令和３年12月20日（月）・午後７時より　●定　員：20名
●申込み開始：12月7日（火）　午前９時（定員になり次第締切）
※材料に限りがあります。必ず事前のお申込みをお願いします。
●場　所：勝山地区公民館　多目的ホール　●参加費：無料　●持ち物：はさみ、カッター、定規
●講　師：外川寿雄氏（町文化財審議会委員）　●申込み・問合せ：生涯学習課　72-6053

しめ縄づくり教室しめ縄づくり教室

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

実習生募集
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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

◆ 一人で悩まず相談してください ◆
　師走を迎え，慌ただしい日々を送られていることと思います。学校では，２学期のまとめの時期。コロナ禍でも運動会・学園祭や
修学旅行など，大きな行事を乗り越えて，頑張ってきた子どもたち。達成感や充実感を味わうことが次への活力になり，また頑張ろ
うという気持ちを奮い立たせてくれているのではないでしょうか。
　学校は勉強だけではなく，社会性を養う場でもあります。友達と関わることで成長していきます。本人にとって心地よいことばか
りではありません。喧嘩もするし，いざこざが起きて辛い気持ちになることもあります。その中で，どう人と関わっていったら良いの
かを学んでいきます。辛いことも乗り越えながら子どもたちは成長していきます。
　しかし，なかなかうまくいかず，誰にも言えず，いつしか学校に行けなくなる子もいます。行事がかえってつらい日々になってしま
い，そこから，登校を渋る，もしくは，行事だけは行けたが，その後，登校できなくなってしまったといった子もいます。そのような時
は，まず，学校に相談してください。関係機関につないでもらうこともできます。そうすることが解決策を見出すことにつながりま
す。一人で悩まず相談してみてください。
　町教育センターも相談場所の一つです。熱心な相談員がその子の状況に合わせて対応していきます。安心して相談ください。

教育センターだより教育センターだより教育センターだより

○時間帯 ／「月曜日～金曜日　9時～16時」
○場　所 ／「富士河口湖町中央公民館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」

『困っていること 悩んでいること 相談してみませんか』教育相談の御案内

『成人者のつどい』ご案内令和4年
富士河口湖町では令和4年「成人者のつどい」を開催いたします。
人生の一つの節目として、みなさんのご参加をお待ちしております。

日時：令和4年1月9日（日）＊「成人の日」前日
　　　受付･開場 9:15 　式典 10:00 式典終了後記念撮影を行います
場所：勝山ふれあいセンター さくやホール

１．成人式会場に入場できるのは、会場の収容人数と３密を考慮した結果、成人者のみとさせていただきます。
　  成人者以外は入場できませんのでご了承ください。
２．当日は自宅で体温を測ってからご来場ください。当日の体温が平熱より１度以上高い場合は入場ができません。
　 また、当日の体温は受付票のチェック欄に記載してください。
３．受付票の必要事項を必ずすべて記入したうえでご来場ください。
４．マスクの着用にご協力をお願いいたします。（記念写真の撮影時は一時的にマスクを外して行います）
５．感染症拡大防止のため、厚生労働省が公式提供するCOCOAのインストールをお願いいたします。
６．飲酒しての来場、会場・駐車場内への酒類の持ち込みは固くお断りさせていただきます。
　 発見した場合は没収させていただきます。
７．式典は簡略化して執り行わせていただきます。また、式典終了後会場内に滞留しないよう迅速に退出していただきますようご協力
　 をお願いいたします。
８．新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、会食・宴会等は控えていただきますようお願いいたします。

※新型コロナウイルスの拡大状況によってはやむを得ず成人者のつどいを中止する可能性がございます。
　必ずお電話または富士河口湖町公式ホームページ等で最新情報をご確認ください。
　http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

◆新型コロナウイルス感染症拡大防止策について◆
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男女共同参画推進委員会だより

「女性がたくさん入っている理事会は時間がかかる」発言のあ
と会長に就任して、新たに12人の新理事を選任し45人中19人
が女性委員となった。しっかり結果を出している。
　数字で結果を出しているのは、当町でも然りである。地方防
災会議の女性委員の比率だが、33人中10人の30.3％であり全
国町村平均の5.8％を大きく上回り、国が2020年までに目標と
した30％を達成している。これは全国の市町村でもわずか1.8
％しか達成できておらず、県内至っては6つの市町村で0人とな
っており、二桁10人の市町村は当町のみであった。
　このように、数値的には明るい兆しが見える男女共同参画推
進であるが、要は中身である。もちろんはじめ数字ありきで推
し進めていくのも一つの方策ではあると思う。しかし、ただ単
に参加しているのではなく、経験や感性を生かした英知をそれ
ぞれの組織で役立たせて欲しい。そのためには社会全体が受
け入れ易い環境作りを育んでいく必要もある。女性が発言し易
い環境、積極的に女性を登用し易い環境、そしてそれを継続出
来る環境。私達、男女共同参画推進委員はその様な社会を目
指している。

　男女共同参画の推進は国を挙げての取り組むべき課題であ
るが、推進法（候補者男女均等法）施行後初の衆議院選挙で
は女性議員が2人減ってしまい、その難しさが改めて浮き彫り
になっている。そんな中、我が2区では立候補者3人が女性であ
り、この時点で女性議員が確保されていた。結果、県選出国会
議員は7名中女性が2名で28%となり、全国平均9.7%（衆議
院）、22.9％（参議院）より上である。
　国会議員と言えば山梨県に縁のある橋本聖子参議院議員は
今年3月に女性登用で話題になった。東京オリパラ組織委員会
の女性比率を20％から42％まで引き上げた。あの前会長の
…
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…
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…
…
…

外川　 満
私達が目指す社会

〈参考:委員に占める女性の割合階級別防災会議の数及び割合〉（令和2（2020）年）

令和3年男女共同参画白書より（内閣府男女共同参画局）

　男女共同参画推進委員会では、男女共同参画の推進により、誰もが自分らしく安心して暮らせる町の実現を目指して
活動しております。推進事業の一環として、性別に関係なく、誰もが自分らしくいきいきと暮らせる「男女共同参画社会」
をわかりやすく表現した「標語・川柳・俳句」を皆さんから募集します。
　　　　

など、男女共同参画に関する内容のものを考えてください。

・入賞作品は行事、広報、啓発活動等に使用
　させていただきます。
・応募作品の著作権及び使用権は、町に帰属
　します。
・応募作品は、返却しません。
・応募作品は、未発表のものに限ります。

〒401-0392  富士河口湖町船津１７００番地　富士河口湖町 政策企画課 男女共同参画国際係
　　　　　 ＴＥＬ：７２－１１２９　 ＦＡＸ：７２－０９６９　E-mail：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

防災会議の委員に占める女性の割合
防災会議
合計 0%

（いない）

女性の割合
の平均
（%）

40%
以上

30～40%
未満

20～30%
未満

10～20%
未満

5～10%
未満

1～5%
未満

（会議数）
（%）

都道府県

（会議数）
（%）

市区町村

（会議数）
（%）

（会議数）
（%）

16.1

8.8

11.3

5.8

3
6.4
4

0.3
4

0.5
0
0.0

0
0.0
21
1.3
17
2.2
4

0.5

5
10.6
74
4.6
59
7.5
15
1.8

28
59.6
468
29.3
303
38.7
165
20.3

11
23.4
442
27.7
251
32.1
191
23.5

0
0.0
240
15.0
104
13.3
136
16.7

0
0.0
348
21.8
45
5.7
303
37.2

47
100
1,597
100
783
100
814
100

市　区

町　村

募集期間 そ の 他

応募方法

応募先及び
問合わせ先

審査
展示に
ついて

・令和3年12月10日(金)～令和4年1月18日(火)
・直接持参いただくか、郵送、ファックス、メール等
　＊住所、氏名、年齢、電話番号（日中の連絡先）
　　を明記のうえご応募ください。
・男女共同参画推進委員会において審査し、入賞
　作品を決定します。
・入賞作品は、表彰及び展示します。入賞者には、
　記念品を進呈します。

☆お互いを思いやる心や男性の家事・育児参加等によるほほえましい光景。
☆家族一人ひとりが、お互いを認め合い助け合う愛情あふれた光景。
☆「私らしく生きる」ってどういうことだろう？

男女共同参画に関する「標語・川柳・俳句」を募集します！
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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

　富士河口湖町障害者福祉会（渡辺学会長）
主催の「第２回障がい者作品展」が11月22日
から30日まで開催され、多くの方が足を運ば
れました。町内の障がいをお持ちの方が制作
した作品は見ごたえのある力作が多く、皆さん
感心しておられました。

　11月に実施されたフードドライブでは、多く
の町民や企業の皆様にご理解とご協力をいた
だき、93.1㎏の食品を届けることができまし
た。本当にありがとうございました。

　令和４年２月２１日（月）～２３日（水）の３日間、
勝山ふれあいセンターにて富士北麓高齢者作
品展を開催します。対象者は、60歳以上でア
マチュアの方の作品を募集します。
　申込みは、令和４年１月20日（木）～31日（月）
に老人クラブ会員は所属する老人クラブ会長
へ、また、会員以外は町老連事務局（町社協）
へお願いします。
　なお、出品される方は、出品種目、作品規格
など詳細がありますので事務局にお問い合わ
せください。

町老連事務局（町社協）☎72－1430

　緊急小口資金及び総合支援資金（初回のみ）
の受付期間が、令和４年３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

「第２回障がい者作品展」
盛大に開催

フードドライブご協力
ありがとうございました

『富士北麓高齢者作品展』

「生活福祉資金特例貸付」
延長のお知らせ

60歳以上でアマチュアの
作品を募集します！
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健康のまちづくり
Healthy community building

健康のまちづくりキャッチフレーズ入選者

無料で歯周疾患検診を受けることができます。

入選作品は、健康の町づくりキャッチフレーズとして、広報やカレンダーなどに使用します。
問合せ　健康増進課　ＴＥＬ72-6037

優 秀 作 品
（勝山小）
（小立小）
（勝山中）
（勝山小）
（湖南中）
（小立小）
（一般応募）

白石　蒼衣 さん
大西　亜依 さん
渡辺　天汰 さん
髙澤　知哉 さん
三代　啓人 さん
加藤　心結 さん
佐藤友季子 さん 　　　　　　　　　　　　　

見直そう、生活習慣　未来のために
運動は　心も一緒に　動いてる
自分の歯　一生一緒の宝物
つかれたら　心も体も　休めよう
禁煙で周りもあなたも健康に
飲酒はね　楽しいけれど　ほどほどに
健康は日々の努力の積み重ね

小・中学生のみなさん及び町民の方から健康に関する作品が４３８作品寄せられました。
たくさんのご応募ありがとうございました。

………………………………………………………………………………
本年度４０歳、５０歳、６０歳、７０歳になる方は

歯周疾患検診が無料で受診できる「歯周疾患検診受診券」は今年度４月末に送付しています。
※利用期限は令和４年２月２８日までになります。

年　齢
４０歳
５０歳
６０歳
７０歳

昭和56（1981）年4月2日～昭和57（1982）年4月1日生まれ  
昭和46（1971）年4月2日～昭和47（1972）年4月1日生まれ  
昭和36（1961）年4月2日～昭和37（1962）年4月1日生まれ  
昭和26（1951）年4月2日～昭和27（1952）年4月１日生まれ  

生　年　月　日

●歯周病が進行すると糖尿病などの生活習慣病が悪化しやすく、
　新型コロナウイルスに感染した際の症状も重症化し危険が高まると言われています。
●適切な時期に、定期検診や適切な治療を行うことは感染症へのリスクを下げることにも繋がります。

１．受診の際には、必ず歯科医院へ電話予約してから受診してください。歯科医院は受診票に記載してあります。
２．対象の方で、お手元に受診票が見つからない方は、お手数ですが健康増進課までお問い合わせください。

歯周疾患検診
対象者

お口の清潔は感染症対策にも効果的

歯の健康と感染症予防のためにも
　　　　　ぜひ、検診をお受けください！

お問い合わせ先／富士河口湖町役場　健康増進課　ＴＥＬ：０５５５－７２－６０３７　　　
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健康のまちづくり
Healthy community building

健康のまちづくり
Healthy community building

お酒を飲む機会が増える季節になりました
年末年始

　コロナ感染縮小に伴い、制限はあるものの飲食店での飲酒ができるようになりました。
また、年末年始ということも相まって、お酒を飲む機会が増えるのではないでしょうか。
　飲みに出かけるのは面倒くさい…という方も、こんなことはありませんか？

お心当たりのある方は、お酒との付き合い方を見直してみましょう。

●肝臓には大きな負担がかかるほか、生活習慣病と言われる、肥満・高血圧
　・糖尿病・脂質異常症などの原因に！さらに大きな病気の引き金になって
　しまいます！

生活習慣病
予防

●お酒は感染症から身を守るための免疫機能を低下させてしまうと言われ
　ています。
●特に度数の高いお酒は刺激が強いため粘膜を傷つけ、そこからウイルスが
　体内に入り込んでしまうと言われています。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　(公益社団法人アルコール健康医学協会より)

感染症予防

「適量を守る」
「休肝日をつくる」
「生活に運動を取り入れる」

その１
その２
その３

問い合わせ先／健康増進課 健康増進係 　ＴＥＬ：０５５５－７２－６０３７　　　
　

飲みすぎには注意！ 適度な飲酒を！飲みすぎには注意！ 適度な飲酒を！

500ml 100ml60ml350ml200ml180ml
(5%) (15%) (12%) (43%) (25%)(7%)

括弧内はアルコール度数

生活習慣病のリスクが
高まる飲酒量

国が推奨する1日あたりの飲酒量

純アルコール量20ｇとは?

40ｇ、 20ｇ＝ 男性 女性

節度ある適度な飲酒量
（純アルコール量） 20ｇ、 10ｇ＝ 男性 女性

ビール 焼酎ウイスキーチューハイワイン日本酒

健康維持のポイントは３つ

●自宅で晩酌するようになった
●お酒を飲む量と時間が増えた

※予防接種を受けても、コロナ感染のリスクは完全になくなったわけではありません。
　外食の際は、内閣官房の「ポイントをおさえた会食」を参考に感染症予防に努めましょう。
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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富士河口湖町在宅医療推進協議会から

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　大門歯科医院　渡辺一樹　歯科医師
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SDGｓをもっと身近に考えてみよう！（2）
目標2  飢餓をゼロに

上智大学地球環境学研究科教授　織　朱實
　SDGｓ（サスティナブル・デベロップメント・ゴールズ）は、「持続可能な世界」に
向けて、世界中の国で、2030年までに達成しようという目標で、2015年に国連で
採択されました。最下の図のようなSDGsのアイコンはよく目にするものの、具体
的には、「17の目標ってなに？」と疑問に感じていらっしゃる人も多いと思います。
今回は、目標２「飢餓をゼロに」についてご紹介します。

　「飢餓」とは、どんな状況でしょうか？飢餓のない世界をめざして活動する国際協力NGOの
ハンガー・フリー・ワールドによると、「飢餓とは、長期間にわたり食べられず栄養不足となり、
生存と生活が困難になっている状態で」「生命の維持だけでなく、健康で社会的な活動を行える
か」も判断基準になります。長期間にわたり、栄養不足が続き、生きること、社会的な活動が困難
な状態にあることです。世界全体でみると、約８億人もの人が飢餓に苦しんでいます（2018年版

「世界の食料安全保障と栄養の現状」報告書[http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf]）。特に、アフリ
カ、アジア（特に南アジア）世界全体でみると9人に一人が飢餓状態にあることになります。
　飢餓の原因は、様々です。気候変動による自然災害で農作物の収穫ができない、低い農業技術やインフラ・食品
保存技術のため十分な収穫や保存ができない、さらに紛争も大きな原因です。
では、私たち先進国は、世界で発生している飢餓とは関係がないのでしょうか？国連WFPが2017年に支援した食料
の総量380万トンです。一方、日本で食べられるのに廃棄されている食品量が646万トン。支援がなされた食品の
約1.7倍が廃棄されているのです（https://ja.wfp.org/stories/kaoeyoujietoshipinrosunokoto）。下の高月先生
（ペンネーム:ハイムーン）のイラストのように、先進国のお腹がいっぱいで「もう食べられないよ」が、途上国で食べ
物がなくて食べられない「もう食べられないよ」につながっているのです。
　子供に、「アフリカでは食べられない子がいるのだから、残してはだめよ」と注意すると、「自分が残した食べ物が
アフリカの子供のところに行く訳でないから、関係ないよ！」
と口答えされることがありますが、実は関係はあるのです。
世界全体でいきわたるはずの食料が、先進国に集中するこ
とにより、途上国に十分な食料がいきわたらなくなってい
るのです。目標２は、決して遠いアフリカや南アジアの問題
ではなく、私たち一人一人が食品ロスをなくす食べ方をする
ことにより、解決していかなければならない問題なのです。
　人口は、これからも増加し続けていくと予想されていま
す。賞味期限や消費期限きれで廃棄することをなくす、買い
すぎを減らす、食材を無駄なく使用する、こうした毎日の取
組が先進国でなされることが、食料が本当に困っている人
に届かない現状を変えていくことになるのです。 Ⓒ Copyright 2014 ハイムーン工房
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河口湖ステラシアター通信 12月号

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♪

室内楽シリーズ♪♪

富士河口湖町音楽のまちづくり事業　(事業支援：株式会社横河システム建築)

藤原真理 クリスマス チェロコンサート藤原真理 クリスマス チェロコンサート

中村天平ピアノコンサートin 河口湖
【RISING SOUL】ツアー2021

国内を代表するチェリスト・藤原真理による最高質の響きを湖のほとりでお楽しみください。国内を代表するチェリスト・藤原真理による最高質の響きを湖のほとりでお楽しみください。
[日時] 2021年12月25日（土） 開場／14：30 　開演／15：00 
[会場] 河口湖円形ホール（富士河口湖町河口3030）
[出演] 藤原真理（チェロ）、　倉戸テル（ピアノ）
[曲目] J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第６番ニ長調より
　　　ベートーヴェン：ピアノとチェロのためのソナタ第3番イ長調
　　　フォーレ：エレジー
　　　サン＝サーンス：白鳥
　　　カタロニア民謡/カザルス編曲：鳥の歌
　　　　※都合により曲目の一部が変更になる場合があります。

[料金] 全席指定　町民4,000円 一般6,000円　
　　　　　　　　 高校生以下 町民2,000円　一般3,000円 　
　　　　 　　　　　　　 ※３歳未満のお子様の入場はご遠慮願います。

[日時] 2021年12月25日（土） 開場／14：30 　開演／15：00 
[会場] 河口湖円形ホール（富士河口湖町河口3030）
[出演] 藤原真理（チェロ）、　倉戸テル（ピアノ）
[曲目] J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲第６番ニ長調より
　　　ベートーヴェン：ピアノとチェロのためのソナタ第3番イ長調
　　　フォーレ：エレジー
　　　サン＝サーンス：白鳥
　　　カタロニア民謡/カザルス編曲：鳥の歌
　　　　※都合により曲目の一部が変更になる場合があります。

[料金] 全席指定　町民4,000円 一般6,000円　
　　　　　　　　 高校生以下 町民2,000円　一般3,000円 　
　　　　 　　　　　　　 ※３歳未満のお子様の入場はご遠慮願います。

藤原真理(ふじわら　まり)
斎藤秀雄、フルニエ、ロストロ
ポーヴィチに師事。
78年第6回チャイコフスキー
国際コンクール第2位受賞。
名実ともに日本を代表するチ
ェリストとして国内外で活躍
し2019年演奏活動40周年
を迎えた。テレビ出演等多く、
親しみやすい穏やかな語りを
交えた演奏会も非常に人気
が高い。

藤原真理(ふじわら　まり)
斎藤秀雄、フルニエ、ロストロ
ポーヴィチに師事。
78年第6回チャイコフスキー
国際コンクール第2位受賞。
名実ともに日本を代表するチ
ェリストとして国内外で活躍
し2019年演奏活動40周年
を迎えた。テレビ出演等多く、
親しみやすい穏やかな語りを
交えた演奏会も非常に人気
が高い。ⒸAtsuya IwashitaⒸAtsuya Iwashita

[日時] 2021年12月12日（日） 開場／18：00　開演／18：30
[会場] 河口湖円形ホール（富士河口湖町河口3030）
[出演] 中村天平（ピアノ）
[曲目] Spiritual Road/神宿る道
　　　火の鳥　栄光へのファンファーレ　他
　　　　※都合により曲目の一部が変更になる場合があります。

[料金] 全席自由　●一般 前売5,000円 / 当日5,500円　●学生 前売2,500円 / 当日3,000円 　
　　　　　　　　　　　　※未就学児童の入場はご遠慮願います。

BSフジ年末特別番組　放送決定！！BSフジ年末特別番組　放送決定！！
9月に“富士河口湖町音楽のまちづくり事業”としてステラシアターを中心に町内で開催された

「富士山河口湖ピアノフェスティバル」の特集番組です。

『辻井伸行in富士山河口湖ピアノフェスティバル～心の交流が生み出した色々な音楽たち～』
放送日時：12月30日(木) 19:00～20:55

地元の人たちと心を通わせた4日間。辻井さんはなにを感じ、何を得たのでしょうか？コロナ禍の閉塞感の中で、「人々を音楽で笑顔
にしたい」という願いをもつ辻井さんは、ピアノを通して何を語ってくれたのでしょうか？ピアニスト、辻井伸行さんの姿に迫ります。

ⒸTomoko HidakiⒸTomoko Hidaki

好評発売中！

好評発売中！
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i nformationnformation インフォメーション

■日　時　12月19日（日）　
　　　　　開場14時00分　／　開演14時30分
■会　場　都の杜うぐいすホール　大ホール
■入場料　無料（全席自由）
■曲　目　モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲、
　　　　　ボロディン  交響詩「中央アジアの草原にて」、
　　　　　ドヴォルザーク  交響曲第9番「新世界より」
■主　催　都留文科大学管弦楽団
●問合せ　団長 佐々木　℡ 080-5930-1079
　メール  tsuru.orchestra.dancho@gmail.com

　　
　放送大学は、2022年4月入学生を募
集しています。
　10代から90代の幅広い世代、約9万人
の学生が、大学を卒業したい、学びを楽
しみたいなど、様々な目的で学んでいま
す。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、
約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことがで
きます。
　資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学山
梨学習センターまでご請求下さい。
■出願期間　第1回が2月28日まで
　　　　　　第2回が3月15日まで
●資料請求・問合せ
　　　　　　放送大学山梨学習センター　
　　　　　　　℡ 055-251-2238

　新年を祝し、今回は千円札のデザインの撮影場所と言
われている中之倉峠の展望台で元日の富士山を遥拝し、
アップダウンの少ない尾根道を歩いて中之倉山～佛峠へ、
そこから下り湖畔をウォークでゴールです。実働4時間くら
いのコースです。
■日　時　2022年1月3日（月）
■場　所　本栖湖畔中之倉トンネル脇
■主　催　富士河口湖シニア里山ハイキングクラブ
■共　催　富士河口湖町まちづくりワークショップ
●問合せ　長山　℡ 090-8873-2443

■場　所　シェアスペースかかし（旧ふたば薬局）　　
■日にち　12月12日（日）・26日（日）
■時間食堂　（11時～14時）教室（12時～14時）
■料　金　200円（ニコニコかかし教室に参加するお子
　　　　　様は無料。）

　企業や個人からご提供いただいた食料品や雑貨を無料
で配布いたします。
■日　時　12月14日（火）　15時～18時頃まで
■対　象　ひとり親家族・ひとり暮らしのお年寄りの方・
　障がい者がいるご家庭・３人以上のお子様がいるご家
　庭・生活保護を受給されていない方・学生の方・外国か
　ら来てお住みの方・お困りの方
●問合せ　NPO 法人富士と湖とかかしの里
　　　　　富士河口湖町船津5247-2　
　　　　　　℡/fax 0555-72-2989
　　　　　　メール npokakashi@gmail.com

都留文科大学管弦楽団
第46回定期演奏会

新年富士山遥拝ハイク＆
ウォークのお誘い

放送大学 入学生募集のお知らせ
ニコニコかかし食堂・教室

「にじいろフードパントリー河口湖」

（注）１．令和３年度の採用人員・採用試験につきましては、自衛官募集ホームページ等をご確認ください。　　                
　　 ２．応募資格年齢の起算日は、採用要項で確認してください。                
　　 ３．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。                
　　 ４．記載内容については変更される場合があります。                
※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。

自衛官候補生

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。

受付け時にお知らせします。

募 集 種 目 資 　 格 受付期間 試 験 期 日 待遇・その他

令和3年度 自衛官募集案内

随　時１８歳以上３３歳未満の方

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
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　令和4年1月1日～3日までの3日間は休業といたしま
す。4日以降の火葬予約は1月1日～3日の間も町役場で
受付しております。なお、斎場使用の受付は、3日午前8
時30分より富士五湖聖苑で行います。
●問合せ　富士五湖聖苑 ℡ 0555-20-9300

　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
　　　　　　 金被貸与額の卒業前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　
　令和3年度末卒業予定者　23名程度　　　
　令和4年度末卒業予定者　未定
■申込期限　令和4年2月28日（月）
※詳細はお問い合わせください。
●申込み・問合せ　山梨県産業人材育成課　
　　　　　　　　　　℡ 055-223-1567

■助成対象者（①、②に該当）
①障害の程度
　・身体障害者手帳（1・2級）
　・療育手帳（Ａのいずれか）
　・戦傷病者手帳（特別・第1・2項症）
②自動車税・軽自動車税の減免措置
※県内ナンバーの自動車が助成対象です。
■集団受付会場及び日時
　新型コロナウイルスによる感染拡大防止のため、事前
　予約が必要です。（事前予約は12月1日から行います。）
　また、マスク着用でお願いします。
　・山梨県富士吉田合同庁舎2階大会議室
　　1月5日(水)、13日(木)、21日(金)
　・上野原市総合福祉センターふじみ　1月6日（木）
　・富士河口湖町役場　1月11日（火）
　・いきいきプラザ都留　1月17日（月）
　・大月市総合福祉センター　1月25日（火）
　［各会場とも10時～15時まで］
■その他の受付方法
　やむを得ず集団受付会場に来られない場合は、当事
務所福祉課（富士吉田合同庁舎1階）でも受付を行いま
す。この場合も事前予約（12月1日から）が必要です。
受付期間は令和3年12月20日（月）～令和4年2月4日
(金)までです。

（土・日祝日、年末年始の令和3年12月28日（火）～令
和4年1月4日（火）を除く9時から17時まで）
また、郵送での受付は令和3年12月20日（月）～令和4
年2月4日(金)の消印まで有効です。
■請求書用紙の入手方法
　・市町村福祉担当課の窓口で受領
　・富士・東部保健福祉事務所の窓口で受領、ホームペ
　　ージから印刷
●問合せ　富士・東部保健福祉事務所　福祉課
　　　　　℡ 0555-24-9047　 Fax 0555-24-9037

　県内小学生より沢山のご応募がありました『下水道ポ
スターコンクール』の入賞作品を展示します。その他、歴
代金賞作品や、下水道について紹介する資料も展示しま
すので、ぜひご鑑賞ください。
■期　間　12月2日（木）～20日（月）
■時　間　8時30分～17時15分
　　　　　（最終日のみ13時まで）
■会　場　町役場町民ギャラリー１階
■入場料　無料
●問合せ　(公財)山梨県下水道公社 
　　　　　　事務局　℡ 055̶263-2738
　　　　　富士北麓浄化センター　 
　　　　　　℡ 0555-22-2259

■日　時　12月26日（日）
　　　　　①10時～11時30分
　　　　　②13時～14時30分
■講　師　井川蓮水さん（書道・ペン師範）
■費　用　①硬筆の部　600円
　　　　　②毛筆の部　700円（半紙代40枚含む）
■定　員　①小学1～2年生15組（子どもと保護者）
　　　　　②小学3～6年生15組（子どもと保護者）
■その他　無料託児あり（6か月～就学前）
※事前の申し込みが必要
●申込み・問合せ　ぴゅあ富士　℡ 0554-45-1666

　研究所外部から講師をお招きして、富士山とその周辺
の自然ガイドに役立つ、最新の研究と実践を通してわか
ってきたことをお伝えする講座です。事前申込制です。詳
しくはホームページをご覧ください。
■実施日　①1月 8日(土)13：30～16：00
　　　　　②3月12日(土)13：30～16：00

富士五湖聖苑 年始休業について

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

製造業への新卒就職者の
奨学金返済の補助について

第32回下水道ポスター
コンクール入賞作品展

富士山自然ガイド 
スキルアップセミナー 2021

県心身障害者自動車燃料費
助成金の受付が始まります

「親子ふれあい書き初め講座」
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

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

■テーマ　①「森林の様々な役割と水との関わり」　
　　　　　②「発酵食品開発と赤池幻酵母ワインにつ
　　　　　　　いて」
■講　師　①森林研究部環境科 廣瀬 満
　　　　　　（山梨県森林総合研究所）
　　　　　②柳田 藤寿
　　　　　　（山梨大学ワイン科学研究所センター）
■参加費　無料
■予　約　事前申し込み必須。詳しくはＨＰをご覧くだ
　　　　　さい。
■問合せ　山梨県富士山科学研究所 環境教育･交流部 
　　　　　　広報・交流担当　℡ 0555-72-6206

　当施設は、若者や子育て中の方の就職を支援するため
に、山梨県と山梨労働局が運営している就労支援施設
です。就職に関する相談から職業紹介までワンストップ
でご利用になれます。
　ご利用はすべて無料で、子供用の遊び場（キッズコー
ナー）もありますのでお気軽にお越しください。
■利用対象者　概ね15歳から39歳までの就職希望者
　　　　　　　（学生含む）、子供の就職に悩む保護者
　　　　　　　の方など。子育て中の就職希望者。
■主なサービス
　ジョブカフェやまなし
（キャリアコンサルティング、面接練習、職業適性診断、
　応募書類の書き方、書籍の貸出。）
　　山梨県子育て就労支援センター（就労相談、応募書
　類の書き方、面接練習、子育て支援制度等に関する情
　報提供）
　　ハローワーク（職業相談、職業紹介、求人検索）
●利用時間　月曜日～金曜日 10時～18時30分（ハロ
　　　　　　ーワークの職業相談、職業紹介、求人検索
　　　　　　は17時15分まで）
　　　　　　土曜日/13時～17時まで（ハローワークの
　　　　　　職業相談、職業紹介、求人検索を除く）
●閉庁日
　日曜日、祝日、12月29日～1月3日、
　Ｑ－ＳＴＡ休館日（R4.2.1（火））
●場　所　富士山駅ビルショッピングセンター
　　　　　「Ｑ－ＳＴＡ」3階
●問合せ
　ジョブカフェやまなし・山梨県子育て就労支援センタ
　ー（キャリアコンサルタント相談）
　　℡ 0555-72-8803
　ハローワーク（職業相談、職業紹介、求人検索）
　　℡ 0555-24-8609

■期　間　12月25日（土）～2月23日（水）
■会　場　富士山世界遺産センター　南館
■概　要　古来、多くの人々が富士山を訪れている。そ
　　　　　の際に書かれた道中記・紀行文から参詣の
　　　　　道や富士信仰の姿を紹介する。
■入場料　無料
●問合せ　調査研究スタッフ　℡ 0555-72-2314

■定　員　15名（若手～中堅社員）
■実施日時　2月8,9,10日 13時～17時
■締切日　1月28日(金)
■受講料　会員6,270円　一般7,590円
　　　　　監督者訓練４科TWI-JS安全作業のやり方
■定　員　10名（監督者の方　経験年数1年以上）
■実施日時　2月14,15,16,17日　18時～21時
■締切日　2月4日(金)
■受講料　会員7,260円　一般9,900円
　講習会場　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

　お口の健康は全身の健康への入り口です
口の中を「清潔」にすることがウイルス感染予防に繋が
ります！！
■期　間　11月１日（月）～12月31日（金）
■対　象　18歳以上の県民で新型コロナワクチン未接
　　　　　種の方
■場　所　県内の歯科診療所
■健診内容　口腔内診査と衛生指導
※問診票記載の際にワクチンについてのアンケートにご
　協力いただきます。
■受付方法　県内の歯科診療所に電話で予約し受診
※予約する際は、「ワクチン未接種者の歯科無料健診」
　とお伝えください
※受診する際は、未使用のワクチン接種券・身分証明証
　（保険証など）を持参してください
●問合せ　山梨県歯科医師会 ℡ 055-252-6481 
　　　　　　山梨県福祉保健部健康増進課 
　　　　　　口腔保健支援センター 
　　　　　　　℡ 055-223-1498

やまなし・しごと・
プラザサテライトからのお知らせ

富士山世界遺産センターから
お知らせ

山梨県職業能力開発協会から
お知らせ

山梨県新型コロナウイルス
感染症予防対策 臨時事業

企画展「富士山への旅‐旅日記の世界‐」

チームビルディング

新型コロナワクチン未接種者無料歯科健診

広報 252021年12月号



広報26 2021年12月号

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）

～災害を体験した方のエピソード～  「一日前プロジェクト」
停電と断水も工夫で乗り切る

～石油ストーブ、カセットコンロ、湯たんぽ、山の水が大活躍～
山陰地方の大雪（平成22年12月～23年1月）―　（松江市　60代　女性　公民館長）

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

　12月31日の朝、近所の方から「お宅は電気きてる？」と聞かれました。
周辺はどこも電気がきてなくて、電力会社へ電話することにしました。しか
し、いっこうに繋がりません。みんなで何十回とかけ、やっと繋がりました。
電力会社も、こんな事態は想定してなかったと思います。
　その日から1月3日の夜7時ごろまで、4日間停電しました。うちはオール
電化なので、電気がないと、お正月準備もできません。31日の夜は、深夜
電力で温められたお湯が使えましたが、それ以降は使えませんでした。
　納屋から石油ストーブを捜し出してきて、お湯を沸かして湯たんぽで暖
をとったりしました。カセットコンロも使いました。お正月前で、たくさん買い物をしていたので助かりました。
　断水もしていたので、トイレに流す水は山から水を汲んで使いました。ただ凍りついていたので、溜めるのが大変で
した。コンビニで何でも買える時代ですが、今回の経験で、工夫することの大切さを実感しました。

納期限　令和３年１２月２７日（月）（口座振替日）今月の納税等
１2月は 町税等滞納整理強化月間 です。納め忘れはありませんか？

　健康科学大学学生宿舎組合（以下、「宿舎組合」）様から、今年
度も多大なるご寄附を賜りました。お受けしたご寄附は、富士山キ
ャンパスの教育環境の充実のために使用させていただきます。
　昨年に引き続き残念ながら中止となってしまいましたが、宿舎組
合の皆様には例年地域の方々と本学学生及び教職員の交流を深
めることを目的とした「ほうとう会」を主催していただくなど、本学
学生のためにあらゆる面でご尽力いただいております。宿舎組合
の方々はじめ町民の皆さまには、日頃より本学学生を温かく見守
っていただき、感謝に堪えません。
　本学では今後も教育環境・教育内容の充実を図るとともに、宿
舎組合様と相
互に連携し、
富士河口湖町
と健康科学大
学のさらなる
飛躍を目指し
ていきたいと
思います。

　河口湖商工会様にて開発中のブルーベリーの
お茶を健康科学部の学生が試飲しました。
　異なる方法で作られた3つのお茶を試し、それぞ
れ気づいたことや好みなどをアンケート形式で回答
するもので、皆真剣にテイスティングしていました。
　一緒に配られた障害福祉サービス事業所
pal-pal様のおいしいブルーベリーデニッシュも

大好評でした。
　地域の特産品が生
まれる一助となれば
幸いです。

学生宿舎組合様よりご寄附をいただきました
河口湖商工会様 主催

ブルーベリー茶の試飲会がありました

…………………………………………

…………………………………………

（宿舎組合の皆様と）
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●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

　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1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。

12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

生活困窮者・母子世帯等の就業相談について

　　26,722人
(－8)

 

　11,123　
(＋3)

　13,536人
　(－7)

　13,186人
(－1)

人口

男

女

世帯 世
帯

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

自殺予防のための相談結婚相談日年金相談【要予約】

11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。

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）ぴゅあ富士

男性総合相談

相談日時
毎月第１日曜日 13時～17時

℡0554-56-8742

　「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）
※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。

12月22日㊌ 104会議室
12月  8日㊌ 研修室

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129

お気軽にご相談ください。
相談は予約制（無料）です。

相談時間:13時30分～
　　　　 14時30分～
会場:町役場

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

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

森川　紗來　　博　文・真　央　船津

外川　陽久　　雄　太・佐　織　船津

五味穣太朗　　卓　也・也　実　船津

佐藤　寧音　　隆　洋・美　香　船津

大森　結翔　　和　久・宏　美　船津

宮下　綾乃　　慎太郎・ゆう子　小立

渡邊　紗菜　　国　明・麻　姫　小立

渡邊　鈴覇　　大　河・裕美子　小立

添田　一華　　一　宏・美　華　小立

堀内　朝陽　　康　平・ミ　カ　大石

貴家　悠月　　啓　太・夏　実　大石

佐野　緒泉　　博　紀・沙　織　河口

秋月　海思　　亮　介・静　香　河口

中村　幸子　104歳　中村　由文　船津

外川　浩三　94歳　外川　信行　船津

佐野　久子　95歳　佐野　尚平　船津

藤田　曉夫　74歳　藤田　　操　船津

小林　利廣　85歳　小林　仁士　船津

外川　かゑ　98歳　外川　春道　浅川

小池　　茂　69歳　小池　嘉子　小立

鎌倉　景二　94歳　鎌倉　憲克　大石

三浦　俊政　84歳　小林　健治　長浜

朝比奈光博　86歳　朝比奈博明　西湖南

秦　　輝子　84歳　秦　　妃富　富士ヶ嶺

田村　秀一　 ＝　 田村　真弓　船津

伊東　裕貴　 ＝　 佐藤　友美　船津

成田　隆文　 ＝　 渡邊　香歩　小立

渡邉　高貴　 ＝　 小俣　美月　大石

堀内　信哉　 ＝　 丸山佳奈依　大石

林　　武弘　 ＝　 分部　瑠菜　河口

おめでた・おくやみ
〈10/14～11/10〉

お子さん　　　　　　父　　　　 母
おめでた（出生）

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

はる く

あさ ひ

つぐ み

ゆう と

あや の

すず な

すず は

かず は

ゆ づき

み ことさ  ら

ね  ね

じょうたろう

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

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

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。

●相談日/1月9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。



No.217
2021.12
広

報

12
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
 http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/　

Eメ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
  seisaku@

town.fujikawaguchiko.lg.jp
facebook　

https://www.facebook.com
/fujikawaguchikotown/

発
行
/富
士
河
口
湖
町
役
場
　
〒
401-0392 山

梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
船
津
1700番

地
　

編
集
/政
策
企
画
課
  TEL 0555-72-1129

28 広報 2021年12月号

☎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 
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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。

　自治会加入世帯には自治会より配付します。未加入
世帯については以下のとおり町役場または各地区
出張所の窓口での受け渡しとなります。

2022年
町民カレンダーの
配付・窓口受け渡しが始まりました

販売も開始
しています！！

●受取場所／富士河口湖町役場（2階／政策企画課）
　　　　　　勝山出張所　足和田出張所　上九一色出張所　大石出張所　河口出張所
　　　　　　※河口地区準会員の方は河口出張所までお願いします。
●受取方法／必ず免許証・保険証などの住所が明記されているものをご持参ください。
●配付期間／12月2日(木)～　8時30分～12時、　13時～17時15分（土日祝日を除く）
　　　　　　※12時～13時の間は受け渡しを行っておりません。
●料　　金／富士河口湖町民の方は無料（1世帯1部　※2部目以降は有料）

●販売場所等／富士河口湖町役場2階　政策企画課
　　　　　　　8時30分～12時、13時～17時15分（休日は販売していません）
　　　　　　　河口湖美術館、河口湖自然生活館、河口湖ハーブ館、河口湖ミューズ館･与勇輝館、
　　　　　　　大石紬伝統工芸館、道の駅かつやま、県立富士山世界遺産センター
　　　　　　　※町役場以外の各施設の開館状況等については、個別にお問い合わせください。
●販売価格／1部　500円
●購入方法／上記販売場所にて直接お買い求めください。町外の方や販売場所に来られない方は、カレンダー代金
　　　　　　と送料を現金書留で下記送付先住所までお送りください（郵便小為替は不可）。
　　　　　　代金が届き次第発送します。原則1人（1世帯）6部までとさせていただきますが、数に限りがあるため
　　　　　　在庫状況により制限させていただく場合がありますのでご了承ください。
　　　　　　　送料につきましては、居住地域や部数によって細かく変動しますので、大変お手数ですが、まずは
　　　　　　下記までお問い合わせください。

　〒401-0392　南都留郡富士河口湖町船津1700　富士河口湖町役場 政策企画課
　　　　　　　「町民カレンダー購入希望」宛　℡ 0555-72-1129

※「免許証を忘れた」などと提示せず、町外の方が「町内在住」と偽って受け取りに来る例があります。このた
　め、ご持参いただけない場合は受け渡しは行いません。大変ご面倒ですがご持参のうえ再度ご来庁いただく
　ことになりますことをご承知おきください。

無料配付・受け渡しについて

販売について

送付先住所・問合せ 2022
CALENDAR



※この道路除雪作業図は、町のホームページにも掲載しています。
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コバヤシ工業
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努弁鷲袍撒

道路の除雪について
冬季道路除雪の
ご理解とご協力を
お願いします。

　町では、町内建設業者等の協力
のもと町道の除雪作業を行います。
その際、町民の皆様また自治会の
ご協力が特に必要となります。
次のことをご周知いただきご理解と
ご協力をお願いします。

●除雪作業は、幹線道路を中心に
　行います。市街地郊外になると
　日数がかかりますがご理解をお
　願いします。そのため、身近な
　生活道路の除雪については、皆
　さまのご協力をお願いします。
●敷地内の雪は道路に出さないで
　ください。事故の原因になります。
●道路に出ている植木などは、剪
　定して管理してください。作業
　の妨げになり、雪が落ちたり枝
　が折れると大変危険です。
●道路へは、車を置かないでくだ
　さい。作業の妨げになります。
●通学路の除雪は、保護者や地域
　の皆さまのご協力をお願いいた
　します。

★なお、業者へは直接問合せをし
　ないようお願いいたします。
★上九一色地区については、従来
　どおりの除雪方法です。
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除雪作業において、敷地玄関先
へ雪が残る場合がありますが、
出入り口は、各世帯で雪かきを
お願いします。
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