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町制施行１８周年記念式典を開催しました

　富士河口湖町は合併１８周年を迎えました。
１１月１５日、勝山ふれあいセンターにおいて
町制施行記念式典が行われ、更なる町制の
発展を誓い合いました。
　式典では、行政進展に多大な貢献をされ
た方々に、功労表彰、善行表彰、感謝状が贈
呈されました。表彰された皆様、おめでとう
ございました。

井出　總一（船津）
髙橋　德義（河口）
渡邉　袈裟一（精進）
渡邊　元春（小立）
山田　喜智（精進）

半田　幸久（大石）
本庄　久（河口）

感  謝  状

大口　常男（河口）
渡邉　まさ子（船津）

善 行 表 彰

功 労 表 彰
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山梨県統計功績者表彰
　統計思想の普及並びに統計調査の進展のために尽力した個人又
は団体を表彰する「山梨県統計功労者表彰」で、船津地区の梶原
勝彦さんが表彰されました。
　統計調査員として長きにわたりご尽力され、成績優秀な者として
功績が評価されました。
この度は大変おめでとうございました。

富士河口湖町建設安全協議会が道路清掃
　11月16日に富士河口湖町建設安全協議会による道路清掃活動
が実施されました。
　小立地区内の町道を中心に、協議会員の皆様によるゴミ拾いや
重機を使用しての土砂の搬出が行われました。
　毎回お忙しい中、町の環境美化にご協力を頂きまして本当にあ
りがとうございます。

富士山・湖・もみじウォーク開催

観光大使に委嘱しました。

　町では、町民の健康増進を図る目的として「ウォーキング」を町
民スポーツとして定め、推奨しています。
　今年度から「富士河口湖もみじマーチ」の名称を変更し「富士山
・湖・もみじウォーク」としてスタートいたしました。
　11月14日（日）に県内在住者限定で開催され約400人の皆さん
に秋晴れの富士河口湖町を歩いていただきました。
　歩いてみるとこれまで気づかなかった、新しい発見もあります。
今からでも健康づくりのための第1歩を始めませんか？

　町の魅力を町内外に向けてＰＲしていただくために、令和3年12
月1日付けで新日本プロレス所属のオカダ・カズチカさんを富士河
口湖町観光大使に委嘱しました。
　今後様々な活動を通じて町の魅力を発信していただきます。

オカダ・カズチカさん紹介
　2012年2月、IWGPヘビー級王座を史上2番目の若さ（当時24

歳）で戴冠して以降、破竹の活躍を続け、プロレス界にカネの雨を降らせる男。それが「レインメーカー」ことオカダ・カズ
チカ。
　191cmの恵まれた体格とずば抜けた運動神経に裏打ちされた、打点の高いドロップキックや、一撃必殺のレインメー
カーは必見。
　端正な顔立ち、唯一無二の存在感あふれる戦いは、プロレスに興味のなかった女性層の心をつかみ、『プ女子』ブーム
の立役者となった。
　CMやイベント、バラエティー番組やテレビドラマなど出演オファーが絶えない。 （新日本プロレスHPより抜粋）
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快走！ 親子でタスキリレー

令和３年度　県政功績者表彰を受賞

　第58回山梨県一周駅伝競走大会が令和3年12月4,5の両日に行
われ県内各地の18チームが出場し、全19区間計153・9キロ（第1
日10区間＝79・4キロ、最終日9区間＝74・5キロ、14区は中止）で
タスキをつなぎました。
　南都留は第1日目を2位で終え、最終日も快走を続け見事出場全
18チーム中3位に入賞しました。
　南都留は第１日目、3区（2日目13区）コーチ兼選手の増山稔さん
【大石】、エース区間の6区（2日目12区）志村竜星くん【小立】の
躍進、第9中継所（9区から10区へのタスキリレー）では、藤森駿く
ん（富士河口湖高校２年）から藤森光一郎さん【小立】へ親子によるタスキが繋げられ得意の上り坂コースを走り切り
２位で終えました。
　最終日も快走を続け、20区福田恵里佳さん【長浜】が実業団選手に食らいつく活躍で、見事３位入賞を果たしま
した。

〇白壁　賢一さん（船津地区）
　河口湖町議会議員、富士河口湖町議会議員として、町政の発展に寄与されました。また、平成
19年4月県議会議員に当選以来、連続して4期14年にわたり県政に参画し、その間、県議会議
長、総務委員長等の要職を歴任され、議会の円滑な運営に尽力されました。さらに自殺防止対
策や観光振興など、幅広い分野にわたって県民福祉の向上に取り組むなど、地方自治の伸展と
県政の推進にご尽力された功績が評価されました。

〇三浦洋惠さん（大嵐地区）
　足和田村議会議員、富士河口湖町議会議員として、村政、町政の発展に貢献され、特に、地域
の観光施設の整備や子育て支援の充実に努め、住民と観光客の交流や心豊かな暮らしの基盤
整備に尽力されました。
　また、長年にわたり民生委員・児童委員として住民を支援するなど、地方自治の発展にご尽力
された功績が評価されました。

　県政の各分野における功績が顕著である個人及び団体に対して行われる「県政功績者表彰」の表彰式が昭和町で
行われ、当町から2名の方が受賞されました。

本の寄贈ありがとうございました
　シチズンファインデバイス(株)様より、生涯学習館、町内の小中
学校及び高等学校に、シチズン時計創業100周年を記念して『寺
山修司　時をめぐる幻想』を寄贈していただきました。1967年2月
から1970年9月までの27回にわたり、シチズンの広報誌「Citizen 
Sales News」に連載された寺山修司作品のうち、「時計」に関す
る幻想的な物語15編に、現在活躍中の画家の絵を加えたもので
す。寺山修司の妖しく美しい「時計」をめぐる物語の世界に触れる
ことで、ふだん何気なく過ごしている「時間」や、いつもある身近に
ある「時計」について、新たな発見や豊かな考察がうまれることを
願っています。
　ご寄贈いただきました図書につきましては生涯学習館や学校の図書室で貸出ができるよう届けさせていただき
ました。
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手掘りトンネル日本一の長さ 『河口湖新倉掘抜』の見学　～見学のポイントは『願い』～

SDGs研修を行いました

ご寄付をいただきました

　10・11月に町内の小学生が「地域の発展に尽くした先人の働き
について理解する」を目標に、「河口湖新倉掘抜」の学習を行いま
した。手掘りトンネルとして日本一の長さを誇り、地域の大切な史
跡である「河口湖新倉掘抜」を扱った学習は、毎年４年生で行って
います。講師は町生涯学習課文化財担当の杉本悠樹さんです。杉
本さんには、公民館等での様々な講座の講師をお務めいただいて
おります。
　当日は、記念碑、掘抜史跡館、掘抜(入り口、出口)県庁隧道、東
電うそぶき放水路などを見学しました。見学のポイントは「願い」
です。どのような願いがあり、願い実現のためにどのような努力や
苦労があったのか、その願いは実現したのかなど見学しながら考え
ていきました。

　この学校の子どもたちも講師の杉本さんや河口湖新倉掘抜史跡館の古屋妙子さんのお話を真剣に聞きながら学習
を深めていました。

　11月17日・18日に上智大学の織 朱實教授を講師としてお招き
し、「ＳＤＧｓ」をテーマとした職員全体研修を実施しました。
　今回の研修については、「ＳＤＧｓを推進する理由」「ＳＤＧｓの
目標を達成するための自治体（役場職員）の役割」等について学
ぶことにより、町職員がＳＤＧｓの本質を理解し、ＳＤＧｓの視点
を町政に活かすことの重要性について認識し、意識を高めること
を目的として実施しました。職員を対象とした研修でしたが、研修
当日は町議会議員も研修に参加するなどＳＤＧｓに対する関心の
高さを感じる研修となりました。

真如苑様より
社会福祉協議会へ　70万円
大石財産区へ　　　30万円

河口湖ライオンズクラブ様より
社会福祉協議会へ　　7万円

　貴重なご寄付をありがとうございました。
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2月3日㊍ 配布予定2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

　水道課では使用期限が経過したメーターの交換作業を行
っています。
　町指定の水道業者がメーター交換の対象となっているお
宅を訪問してメーターの取り換え作業を行っていきます。交
換対象となっているお宅を水道業者が事前に訪問し、現場
を確認し交換予定日時を予告します。交換当日は立会い不
要ですが、ご不在の場合は交換作業完了の用紙を投函しま
す。
　交換時期につきましては、順次作業を進めていきます。
　交換作業中は30分～1時間程の断水になりますのでご了
承をお願いします。
　メーター付近の配管状態によって交換が困難なお宅があ
ります。その場合は水道課から交換作業に伴うメーター付
近の配管整備工事のご相談の連絡をさせていただきます。
※基本的に工事費用は無料ですが、メーターボックスの交
　換が必要な場合、メーターボックス代は負担していただき
　ます。
　　メーターは使用量を計るだけではなく、宅地内の漏水の
　早期発見にも役立ちますのでメーター交換にご協力下さ
　いますようお願いします。
●問合せ　水道課上水道業務係　℡ 0555-72-1620

　富士河口湖町では、身体障害者相談員が障害者のみなさ
んの相談・支援活動を行っております。
■日　時　1月18日（火）　10時～15時まで
■場　所　富士河口湖町役場　1階　104会議室
【相談員】　
　　渡辺　武士（℡72-0702）（携帯080-6719-1614）
　　三浦　清美（℡82-2984）（携帯090-2458-4964）
　障害に関すること、障害者差別に関すること、どんなこと
でも結構です。お気軽にお越しください。
●問合せ　福祉推進課　℡ 0555-72-6028

■農地の転用とは？
　　農地を住宅等、別の目的に用途を転じることです。農地
　を転用するには農地法の許可が必要であり、農業委員会
　では効率の良い農地利用推進のため、農業上の利用に支
　障が少ない農地に限り転用を認めています。
■許可を受けずに転用すると…
　　許可を受けずに農地の転用をした場合、農地法違反に
　より下記の懲役、罰金等の罰則が定められています。
　・工事の中止及び原状回復命令（農地法第51条）
　・3年以下の懲役若しくは1億円以下の罰金（農地法第64
　　条、第67条）
■農業委員会では違反転用が発見された場合、順次注意 
　及び指導を行います。
  「これって違反になる？」、 「今からやりたいことは大丈夫？」
　等、気になることがございましたら、農林課農業委員会ま
　でお気軽にご相談ください。
●問合せ　農林課農業委員会　　℡ 0555-72-1115

　富士北麓の6市町村(富士吉田市・西桂町・富士河口湖町
・忍野村・山中湖村・鳴沢村)が連携し、地元富士北麓地域
での就労に関心のある学生及び社会人を対象とした「合同
企業就職セミナー」の開催を計画しています。
　セミナー開催当日、会場ブースにおいて企業紹介や求人
案内を行っていただける富士北麓地域に事業所、支店又は
工場等のある企業を募集します。
■開催日時　3月11日(金)　　
　　　　　　午前の部(10時～12時)及び
　　　　　　午後の部(14時～16時)の2部構成
　　　　　　（受付は各開始時間の30分前から）
■開催会場　ハイランドリゾートホテル＆スパ　
　　　　　　グランドバンケット｢富士｣
■参加対象企業　富士北麓地域に事業所・支店・工場を有
　　　　　　　　する企業
■参加対象者　地元富士北麓地域での就労に関心のある
　　　　　　　学生(令和5年春の大学・短大・専修学校を
　　　　　　　卒業見込予定者)及び社会人等
■内　容　参加対象者との個別面談方式による企業紹介
■参加費　参加対象企業及び参加対象とも無料
■申込方法　申込書は、電話又は電子メールにて請求くだ
　　　　　　さい。郵便又は電子メールにて参加申込書を
　　　　　　送付します。申込書到着後に必要事項を記入
　　　　　　の上、郵送又は電子メールにて富士河口湖町
　　　　　　観光課商工係へ提出ください。ただし、参加
　　　　　　希望企業多数の場合、令和5年春の新規採用
　　　　　　予定者数が多い企業順で選定させていただ
　　　　　　きます。
■申込締切り　令和4年1月28日(金)
■問合せ　観光課商工係　
　　　　　　℡ 0555-72-3168(直通)
　E-mailアドレス kanko@town.fujikawaguchiko.lg.jp

　全国規模で実施されているNTT電話交換機メンテナン
ス工事に伴い、次のとおり富士五湖消防本部においても一
時的に119番通報が利用できない時間帯が発生する場合が
あります。
　・119番通報が利用できない場合のある時間帯
　　1月21日（金）深夜0時～3時までのうち3分間程度
　・119番通報が利用できなかった場合の緊急連絡先
　　　080-8730-0470
●問合せ　地域防災課防災係　℡ 0555-72-1170

水道メーター交換について

障害者相談日開設について

農地の違反転用について

「富士北麓地域合同企業就職セミナー」
  参加企業を募集!!

電話交換機メンテナンス工事に
伴う119番通報一時停止について

広報 72022年 1月号
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令和３年度子育て世帯への
臨時特別給付のご案内
子育て世帯の生活を支援するために一時金を支給します

１．うちの子は、対象になるの？（対象児童）
次に記載する児童が対象になります。
①令和３年９月分の児童手当（本則給付）支給対象となる児童
②９月30日時点で高校生（平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれ）の児童（保護者の所得が児童手当
（本則給付）の支給対象となる金額と同等未満の場合）
③令和３年１０月１日から令和４年３月31日までに出生した児童を監護しているが、児童手当の認定申請を
　していない方（新生児）

　　対象の方にはお知らせ通知を送付していますのでご確認ください。

　・高校生（16歳～18歳）のみを養育している方
　・職場から児童手当（本則給付）を受給する公務員の方
　・令和3年10月1日～令和4年3月31日までに出生した児童を監護しているが、
　　児童手当の認定申請を提出していない方
　※給付金に係る申請方法等については、町のホームページで随時公開する予定です。

２．だれがもらえるの？（支給対象者）

3. いくらもらえるの？（給付額）

上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。（児童手当（本則給
付）受給者もしくはそれに準ずる対象者）

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

支給を受けるにあたって(1)申請が不要な方と(2)申請が必要な方がいます。
申請は必要ですか？

(1)申請不要な方
①給付金のご案内を送
　付します。

②支給を希望しない場合
　等のみ、拒否の届出書
　を提出してください。

③児童手当登録口座へ
　振り込みます。

富
士
河
口
湖
町

子
育
て
世
帯

　　　　
　　　　①申請

②申込内容を確認し指定
　した口座へ振り込みま
　す。

富
士
河
口
湖
町

子
育
て
世
帯

（1）申請が不要な方

（2）申請が必要な方

(2)申請必要な方

対象児童1人につき、10万円です。
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新型コロナウイルス
ワクチン追加接種
（3回目接種）の
実施について

　新型コロナワクチンの2回目の接種を完了した方を対象に3回目の接種を実施していき
ます。接種スケジュールは現在調整中ですので、今しばらくお待ちください。
　接種の対象となる方につきましては、接種券等の書類を送付いたしますので、接種を希望
される方は通知がお手元に届きましたら、通知の内容を参照していただき、ワクチン接種を
受けてください。

概　要

接種対象となる方には、住民票のある住所地に順次発送します。恐れ入りますが、接種券の
発送をお待ちください。
　富士河口湖町に転入する前に2回接種した方は接種券の発行申請が必要になります。
（詳細は町公式ホームページまたは健康増進課にお問い合わせください。）
※スケジュールは変更となる場合があります。

接種券の
発送

2回目接種完了から原則8ヶ月以上経過した方
※新たな変異株の発生等の状況により追加接種が早まる場合があります。接種対象者

2月より中央公民館を会場に集団接種を行います。
詳細な接種予定日は決定次第、お知らせします。
※スケジュールは変更となる場合があります。

接種
スケジュール

健康増進課　72-6037　8:30～17：15（平日のみ）
最新の情報は町公式ホームページまたは健康増進課にお問い合わせください。問い合わせ

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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国民年金のポイント

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」

◇将来の大きな支えになります
　国民年金は２０歳から６０歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
　国が責任をもって運営するため、安定しており年金の給付は生涯にわたって保障されます。

◇老後のためだけのものではありません。
　　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
　障害年金は、病気や事故で障害が残った時に受け取れます。また、遺族年金は加入者が死亡
　した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族(「子のある配偶者」や「子」)が受け
　取れます。

◇「学生納付特例制度」
　　学生の方は一般的に所得が少ないため、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保
　険料の納付が猶予される制度です。対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、
　短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校、一部の海外大学の日本分校に
　在学する方です。

◇「若年者納付猶予制度」
　　学生でない５０歳未満の方で、ご本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に国民年金保
　険料の納付が猶予される制度です。

日本年金機構　大月年金事務所　０５５４－２２－３８１１
町役場住民課　国保年金係　　　０５５５－７２－１１１４

問い合せ先

～新成人のみなさんへ～

２０歳になったら

国民年金

２０歳になったら

国民年金

２０歳になったら

国民年金

２０歳になったら

国民年金
　　国民年金は、年をとったとき、病気や事故で障害が残った
とき、家族の働き手が亡くなったときに、働いている世代みん
なで支えようという考えで作られた仕組みです。
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「後期高齢者に係る医療費通知」の発送のお知らせ
７５歳以上の方の医療費のお知らせ（医療費通知）を令和4年1月末に発送いたします。

後期高齢者医療制度に加入している皆様へ

発送時期
令和4年1月末

記載される診療月
令和2年12月～令和3年11月

発送方式
封書にて発送令和３年度医療費通知

問い合わせは…

※追加される記載事項
　医療費控除の申告に使用する際の利便性を向上させるため、『医療費控除申告見込額』の欄を追加します。
 （令和3年1月～11月の自己負担額の合計等が記載されます。）

　令和3年12月診療分は今回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。

!
重 要

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
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税務課　住民税係　TEL０５５５－７２－１１１３（税務課直通）申告についての問合せ先

所
得
税
、町・県
民
税
の
申
告
時
期
で
す

所
得
税
、町・県
民
税
の
申
告
時
期
で
す

所
得
税
、町・県
民
税
の
申
告
時
期
で
す

申告期間＝２月１6日㈬～３月１5日㈫
申告には、マイナンバー（個人番号）の記載と

本人確認書類が必要となります。

  １）マイナンバーカード、カードをお持ちでない方は通知カード又はマイナンバーの記載のある住民
　　 票の写しと本人確認書類
  ２）前年に所得税の確定申告をされた方は控えを持参してください
  ３）印鑑（スタンプ印は使用できません）
  ４）事業所得者・不動産所得者は、令和３年中の収入・経費のわかる書類、帳簿等
　　（収支内訳書等は必ず記入しておいてください。）
  ５）給与・年金所得者は源泉徴収票（原本）
  ６）社会保険料（国保・年金・介護保険料等）の支払額の分かるもの
  ７）国民年金保険料控除証明書又は領収書
  ８）生命保険料、地震保険料などの支払証明書、医療費控除の明細書
　　おむつ代の医療費控除を初めて受けられる方は医師が発行するおむつ使用証明書が必要
　  （医療費控除を受けられる方は、「医療費控除の明細書」の添付が必要です。）
  ９）大学生、障害者の方は、内容がわかる書類（学生証、障害者手帳等）
１０）還付申告の方は、申告者本人名義の金融機関口座の分かるもの（通帳等） など

★申告するときに必要となるもの

　令和３年分所得税、町民税・県民税の申告受付が２月１６日(水)から始まります。
　個人の町民税・県民税は、提出された申告書をもとに税額が計算され、納税者の皆さんに通知した後、
納税していただく仕組みになっています。
　申告相談受付は隔日となっておりますので、受付日程表を確認してお越しください。
なお、申告期限は３月１５日（火）です。忘れずに正しい申告をしましょう。
　※町民税・県民税の申告は、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の算定、保育料の負担区分の判
定、さらに福祉施策などの大切な課税資料となりますので、令和３年中に所得がなかった方も必ず申告し
てください。（※遺族年金や障害年金など非課税収入があった方については税務課窓口やお電話にてお尋
ねください。）

令和４年１月１日現在、富士河口湖町内に住所がある方はすべて該当します。
１．給与所得者の場合
　　通常は、事業所から給与支払報告書の提出があり、申告の必要はありませんが、次のいずれかに
　該当する方は申告してください。
　１）給与所得以外に収入（地代、家賃、報酬等）があった方
　２）外注加工賃の支払いを受けた方
　３）一定のところに勤務していない方、又は日雇いやアルバイトなどにより勤務先から役場に給与支払
　　 報告書の提出がない方
　４）雑損失、寄附金、医療費控除等の適用を受けようとする方　など
２．給与所得者以外の方
　１）令和３年中に営業、農業、不動産、配当、報酬などの給与や年金以外の収入があった方
　２）年金収入がある方で、社会保険料控除や配偶者特別控除など各種控除を受けようとする方
　３）専従者控除の適用を受けようとする方
　４）純損失、雑損失の適用を受けようとする方
　５）所得証明書・非課税証明書等の発行を受けたい方や国民健康保険税の軽減措置、国民年金の納
　　  付猶予などの手続きをされる方で役場に収入の資料の無い方　など

★町・県民税の申告が必要な方は

　１）所得税の確定申告をした方
　２）収入が給与または公的年金のみで、給与または年金支払報告書が町に提出されている方

★町・県民税の申告をしなくてもよい方は

☆所得がなかった方につきましては、電話にて申告を受付いたします。
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会　　　場 受　付　日 対　象　地　区

※申告相談受付日を必ずご確認した上でお越しください。

上九一色出張所
多目的ホール 指定なし

足和田出張所
1階

午前9:00～11:00
午後1:00～  4:00

富士河口湖
町役場

コンベンション
ホール

指定なし

河口・大石・勝山地区

勝山地区

指定日に申告できない方

指定日に申告できない方
※3月15日は午後3：00までの受付※

小立地区

船津・浅川地区

【必ずお読みください】

上九一色出張所 → 午前9:30～11:30　午後1:00～2:00
足和田出張所 　→ 午前9:00～11:30　午後1:00～2:00
町役場コンベンションホール → 午前9:00～11:00　午後1:00～4:00

令和4年度申告相談受付日程表

3月15日は
午後3：00まで

２月１８日㈮
２月２１日㈪
２月２５日㈮
２月２８日㈪
３月　２日㈬
３月　３日㈭
３月　４日㈮
３月　７日㈪
３月　９日㈬
３月１０日㈭
３月１１日㈮
３月１４日㈪
３月１５日㈫

２月１７日㈭

２月１６日㈬

○新型コロナウイルス感染症対策として検温を実施します。37.5度以上の発熱がある方や、体調を崩されている方、マスク未着
　用の方などの入場をお断りさせていただく場合がございます。
○コンベンション会場では、受付簿を会場ドア前にご用意いたしますので受付時間前に来場された方は、ご記入のうえお待ち
　ください。
○申告期間中は大変混み合い、長い時間お待ちいただく場合があります。（自家用車で来庁された場合は、感染症対策のた
　め、車内でお待ちいただく場合があります。）皆様の待ち時間を少しでも減らすため、医療費控除等に必要な書類の準備の
　徹底、「医療費控除の明細書」の作成を必ずお願いします。（書類等が不十分な方は相談が受けられません。）
○３月１５日は大変混雑し、確定申告の申告相談ができない場合がございます。町で確定申告の相談を受ける方は３月
　１４日までにお済ませください。
○申告期間中、税務課窓口では全ての記入が済んでいる申告書のみ収受いたします。相談等がある方は各会場にお越し下さい。
○町の所得税確定申告の申告相談は、小規模な事業・農業・不動産所得者、年金受給者、還付が発生する給与所得者などを
　主な対象としていますので次のことについてご理解をお願いします。
　＊青色申告者の方については、必ず青色申告決算書を作成したうえでご来場ください。作成されていない方の申告相談は
　　お受けできません。
　＊「土地や建物の譲渡」や「株式等の譲渡」、「株式配当の損益通算」など分離課税の確定申告の相談や消費税・贈与税
　　・相続税の申告はお受けできませんので、お早めに大月税務署(℡0554－22－3151)にご相談ください。
　　（※作成済みの分離課税の確定申告書・消費税申告書については、申告期間中、税務課窓口でも受付可能です。）
　＊申告会場には、税務署の職員はおりません。町の職員が申告相談を行っておりますので、不動産や株式等譲渡所得があ
　　る方や所得計算等が複雑な方、所得金額や控除額など不明な点がある方は、お早めに直接大月税務署へご相談ください。
○事業所からの給与支払報告書の提出が遅れた場合、今回の申告相談時に収入状況が把握できない場合があります。源泉徴
　収票などの収入状況のわかる資料を必ずお持ちください。
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2月1日㈫～2月2日㈬

〇小規模納税者の所得税及び復興特別所得税・個人消費税、年金受給者並びに給与所得者の所得税及び復興特別所得税
　の申告書（土地、建物及び株式などの譲渡所得がある場合を除く。）を作成して提出できます。申告書等の提出のみの場
　合は、郵送又は所轄の税務署窓口にてご提出ください。
〇令和３年分の税理士による無料申告相談は、混雑回避のため、オンラインによる事前申込を受け付けます。
〇オンラインによる事前申込は、令和４年１月５日（水）から可能となります。
　詳細につきましては、右記事前申込サイトを参照願います。
　　なお、電話での受付は行っておりませんので、ご注意ください。
〇オンラインによる事前申込についてのお問い合わせは、東京地方税理士会
（045-243-0511）又は東京地方税理士会大月支部（0555-22-8481）へお願いします。
〇一部、当日入場整理券の配付を行いますが、無くなり次第終了となります
　ので、是非オンラインによる事前申込をご利用ください。

上野原市もみじホール
２階会議室

上野原市上野原
３８３２

富士吉田市緑ヶ丘
２－５－２３

午前10時から12時まで
午後１時から３時まで
【オンラインによる事前
　申込をお願いします】

受　付　時　間所　在　地会　場期　　間

2月3日㈭～2月4日㈮ 富士吉田市民会館
３階会議室

富士河口湖町船津
１７００2月7日㈪ 富士河口湖町役場

コンベンションホール

申告書作成会場の開設期間以前に、次の日程で「税理士による無料申告相談」を実施しますので、ご利用ください。

税理士による無料申告相談
～申告書を作成できます～

e - T a x 申告について
～新型コロナウイルス感染防止の観点からもご自宅からのe-Tax をご利用ください～

【問合せ先】 〒401-8502　大月市御太刀２－８－10　℡ 0554（22）3151（代表）
※お電話は、自動音声に従ってご用件の番号を選択いただくと、担当者がご用件にお答えします。

大月税務署からのお知らせ

STEP
1

STEP
2
STEP
3

「国税庁ホームページ」へアクセス

申告書等を作成

①マイナンバーカードを使って送信

②IDとパスワードで送信

e-Tax で送信して提出

所得税、消費税及び贈与税の申告書、収支内訳書や青色申告決算書を作成できます。
 (所得税の申告書については、スマートフォンやタブレット端末でも作成できます。)

マイナンバーカードとマイナンバーカード読取対応のスマートフォン又はICカードリーダライタをご用意ください。

　ID・パスワード方式は、事前の届出が必要です。届出をする場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確
認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。

画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書等が作成できます。自動計算なので計算誤りがありません。

スマートフォンはこちら

申告書は、国税庁ホームページで作成・印刷もできます!

 

 

事前申込サイト

確定申告

https://coubic.com/tochi120/
booking_pages#pageContent
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2月8日㈫～3月15日㈫

大月市民会館

至新宿

至東京至甲府

国土交通省大月郵便局

国道20号線

ロータリー

スーパーコンビニ

信用金庫 神社

踏切

桂川

東京電力

JR 中央線

富士
急行線

自動車
整備工場

高
月
橋

国
道
139
号
線

N 大月税務署
大月地方合同庁舎

大月駅

【案内図】

大月税務署 ３階 大月市御太刀２－８－１０
大月地方合同庁舎

期　　間 会　　場 所　在　地 時　　間

申告書作成会場の開設について
～郵送での提出先は東京国税局業務センター甲府分室です～

※土、日及び祝日を除きます。
【受付】午前８時30分から午後４時まで
【相談】午前９時から午後５時まで

〇令和３年分の申告書作成会場では、混雑回避のために「入場整理券」を配付
　します。
〇入場整理券は、当日、会場で配付するほか、LINEによる事前発行で入手する
　ことが可能です。是非、LINEによる事前発行をご利用ください。
〇入場整理券の配付状況に応じて、受付を早く締め切る場合があります。
〇３月中は入場整理券の入手が困難となることが予想 されますので、２月中の
　来署をお勧めします。
〇還付申告をされる方は、上記開設期間（２月８日)の前でも相談を受け付けて
　おります。
〇駐車場は使用できますが駐車スペースに限りがあり、満車時は周辺道路での
　入場順番待ちはできません。

会場内での感染防止策と来場される方へのお願い
～申告書作成会場及び税理士による無料申告相談会場は感染防止策を講じた上で開設します～

〇相談の従事者においては、日頃から手洗い・うがいの徹底や体調がすぐれない場合には相談に従事しないといった対応をして
　いるほか、相談の際はマスクやフェイスシールドを着用し、会場をこまめに換気するなどの対策を徹底しています。
〇来場の際は、できる限り少人数でお越しください。
〇来場の際は、マスクを着用の上、入口等でアルコール消毒液による手指の消毒にご協力いただくようお願いします。
〇入場の際に検温を実施しており、37.5度以上の発熱が認められる場合は、入場をお断りさせていただきます。なお、発熱等の
　症状のある方や体調のすぐれない方は、無理をせず来場を控えていただくようお願いします。

申告書にはマイナンバーの記載が必要です！
　確定申告書等を税務署へ提出する際は、“毎回”マイナンバーの記載と、本人確認書類（番号確認書類及び
身元確認書類）の提示又は写しの添付が必要です。

医療費控除は“医療費控除の明細書”の添付が必要です
　　平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに『医療費控除の明細書』の添付が必要となりました。
（領収書では医療費控除は受けられません！）
※１　医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
　　 （税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません。）
※２　医療保険者等から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
　　 （医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。）

（注） 医療費通知を添付する場合、保険者番号及び被保険者等記号・番号部分にマスキング処理（番号等が復元できない程度に
　　　 黒マジックなどで塗り潰すこと）をお願いします。

※ 書面で作成した申告書は大月税務署へ提出することも可能ですが、下記のセンターへの郵送にご協力願います。

LINE アプリで国税庁の公式LINE アカウントを
友だち追加してください。 友だち追加はこちらから！

e-Tax・書面で作成した申告書の提出 大月税務署へ送信・提出

郵送にて提出
（e-Tax による添付書類の別送を含む）

〒400-8541 山梨県甲府市丸の内１-１-1８ 甲府合同庁舎
東京国税局業務センター甲府分室 へ郵送

オンラインで事前発行
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そろそろ、あなたも・・・
マイナンバーカード
そろそろ、あなたも・・・
マイナンバーカード
そろそろ、あなたも・・・
マイナンバーカード
～マイナンバーカードを作りませんか？？～

申請方法は、全部で４つ！自分にあった方法で申請してくださいね
マイナンバー

マイナンバーカード申請方法

マイナンバーカードを申請されて、未受領の方へ

①以下のいずれかの方法で、ご自身で申請してください。申請には交付申請書が必要です。
 （交付申請書は昨年1月から3月頃にご自宅に郵送しています。また町役場住民課でも発行できます。）
②申請後、町役場住民課から「交付通知書」が届きます。（約1ヶ月かかります）
③交付通知書の案内を確認して、マイナンバーカードを受取りに町役場住民課までご来庁ください。

スマートフォンで申請11
①スマートフォンで写真撮影
②スマートフォンで交付申請書のＱＲコードを読み取る
③表示されたページにメールアドレスを登録
④登録したメールアドレスに申請用のＵＲＬが届くので、顔写真を登録、必要事項を入力して
　申請完了！

①６か月以内に撮影した顔写真データを用意
②申請用ＷＥＢサイトに、交付申請書に記載された申請書ＩＤ（23桁）を入力し、
　メールアドレスを登録。
③登録したメールアドレスに申請者専用ＷＥＢサイトのＵＲＬが届いたら、顔写真を登録、必要
　事項を入力して申請完了！

①タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択
②撮影用の料金を投入して交付申請書の申請用ＱＲコードをバーコードリーダーにかざす。
③画面の案内にしたがって必要事項を入力。
④画面の案内にしたがって、顔写真を撮影して送信し、申請完了！

①交付申請書に必要事項を記入し、6ヶ月以内に撮影した証明写真を貼る。
②封筒に入れて郵送すれば申請完了！

パソコンで申請22

郵送で申請33

証明写真機で申請44

マイナンバーカードの受取期限を過ぎてしまってもご連絡いただければ受取期限を延長することが可能です。
詳しくは住民課までお問い合わせください。



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

画家「ポール堀内」が残したもの
　郷土が生んだ画家「ポール堀内」の足跡と生涯を振りかえり、先人の一人が地域に
残したものを考えます。ポール堀内は明治39年（1906）大石村（現大石地区）に生
まれました。本名は堀内親正、父は大作、母はやすといいました。当時の日本の農村
の生活は厳しく、大石村からもアメリカに多くの人が働きへ渡りました。
　親正は15歳のとき、兄と両親の待つアメリカに渡りました。しかし現地での一家
の生活は、決して楽なものではなく、父が１年後に亡くなったため、母は幼い妹と弟
を連れて帰国しましたが、親正は兄と二人でアメリカに残りました。
  昭和10年（1935）、30歳で日系女性と結婚し、名をポール（クリスチャンネーム）と
改めました。太平洋戦争中は、日系人強制収容所で苦しい生活を送っています。

　戦後はアメリカで自動車修理工場を始め、とくに塗装には得意の絵の技術を生かしていたようですが、はしごから転落、左
腕に重傷を負い仕事を続けることができなくなりました。三人の子供をかかえ、貯金も収入もなくなったときは夫人が
生活を支えました。その後、アンティークショップを開いたときに描いた水彩画が認められ、画家として活動するようになりま
した。絵画の世界と出会ったのは、大石小学校のときと思われます。恩師の大久保先生から絵の指導を受ける中で絵才が現
れ、13歳のときには、菅原道真の掛軸を描きあげています。
　彼は次第にシアトルでも評判になっていきます。さらに当時有名なマーク・トビーとの出会いによって彼は画家として自信を
深めたようです。

  ポール堀内の絵は、水彩、油彩から、画面に紙、布その他の素材を張り付けて表現する絵画技法（コラージュ＝貼付）へと移
っていきました。とくに日本の和紙を使い、東洋的、日本的なものを感じさせる独特の作品はさらに評価を高め、名の知れた
画家になっていったのです。
　ポール堀内の名声は日本にも届き、東京での展覧会開催、母との再会、30年ぶりの帰郷へと続き、親戚にも大歓迎された
ようです。以後、頻繁にふるさと大石を訪れ、山々をながめ、河口湖畔に立ち、親しい人々と数日を過ごし、気持ち新たに次作
を構想し、シアトルのアトリエに帰って制作していったのです。アメリカ人が所有したい100人の画家の絵のひとつに選ばれる
など高い評価を受けています。現在、彼の作品は国立近代美術館や山梨県立美術館などにも所蔵されています。
　15歳でふるさとを離れ79年の歳月をかの地で過ごしてき
た彼にとって、ふるさとの人々と自然は絵を生み出すエネル
ギーだったかもしれません。彼は平成11年（1999）８月、93
歳で逝去しました。その後、山梨県立美術館が偉業を偲んで
「ポール堀内展」を開催するに至りました。
　今でも大石小学校ではこの偉大な先人の生涯を学んでい
ます。また玄関には、生前に母校に寄贈された大作『古代よ
りの色と形』があります。大石の多く人は、偉大な先人の生
き方や作品に見守られてきているのです。彼の歴史はこの地
に住む人間の誇りと精神を支えているのではないでしょうか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（文化財審議会委員　梶原正孝）

ポール堀内「古代よりの色と形」
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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～」

　甲府盆地以西・以北の信州や上州をはじめとする中部・北関東方面の道者（富士登山者）は、鎌倉街道の御坂峠を越えて
富士山を目指しました。御坂峠の南に位置する河口（江戸時代は「川口」と表記）では、長い旅路を経た道者を迎え、宿と食
事などを提供し、登山にそなえた不浄払い、祈祷を行なう宗教者・御師が宿坊を営んでいました。御師は、登山期以外の時期
は道者の本拠地（檀那場）をめぐり、配札や祈祷をする「檀那まわり」を行なったことが記録されています。川口（河口）御師
の活動について、いろいろな観点から考えます。

第９回 「川口（河口）御師の活動　～御師集落と檀那場～」

個別相談／秘密厳守

子育てのお悩みを専門家の先生に相談しませんか？
●日　時：令和4年1月29日（土） 13時30分～16時35分（1回40分）要申込
●場　所：図書館学習室　
●申込・問合先：生涯学習課へ

川邉修作先生の
何でも相談

○日　時：令和4年1月19日（水）～2月18日（金）8：30～17：15
　　　　　　初日は13：00より　　　最終日は15：00まで
　　　　　　（土日祝日は閉館）
○場　所：富士河口湖町役場１階エントランスホール　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○問合せ：中央公民館（72-0001）・生涯学習課（72-6053）　　　　　　　　　 
※ご来場をお待ちしています。　　　　　　　　　　　　　　　　 　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

「中央公民館まつり」中止のお知らせ

「中央公民館講座作品展」の実施

　例年３月上旬に実施していた「中央公民館まつり」について、本年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、また、中央
公民館がワクチン接種会場となり使えないため中止となりました。
　ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。

（つるし飾り、切り絵、ろうけつ染め等）

かけがえのない文化財を火災から守りましょう。
１月２６日は「文化財防火デー」です！

●日　時：令和４年1月１２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：１月４日（火）９時～
※通常よりも早い開催のため、広報配布時点で募集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。

本年度実施した「中央公民館講座」の作品展を実施します。
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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

電気主任技術者第三種国家試験受験講座電気主任技術者第三種国家試験受験講座電気主任技術者第三種国家試験受験講座
●期　間：令和4年2月6日（日）～
　　　　  毎週日曜日を基本として開催
●場　所：富士河口湖町生涯学習館（図書館）学習室1
●時　間：14～17時
●定　員：7名
●費　用：必要なテキスト代のみ受講生負担
●講　師：長山　和男先生
●申込・問合先：生涯学習課へ

　明けましておめでとうございます。2022年の幕開けです。

　新年を迎えるとよく聞くことわざに「一年の計は元旦にあり」というものがあります。一年間の目標や計画は元旦

に決めるのが良いという意味だったり，何事も最初に計画や準備が必要であり，初めの計画ができていないと物事

はうまくいかないというような意味で使われたりします。子どもたちも2022年のスタートにあたり，今年一年間の

目標を決めて，目標の実現に向け計画を立てていることと思います。

　しかし，目標通りに物事が進まず，悩み苦しむことはよくあることです。周りを見ると自分だけが良くない状況に

なっているように感じるかもしれませんが，誰でも良いことばかりではありません。人生，失敗はつきものです。失

敗しても何度でもやり直すことはできます。「3歩進んで2歩下がる」，人間うまくいく時もあれば，うまくいかない

時もある，そんな前向きな気持ちで少しずつ前に進んでいければいいのではないでしょうか。

　壁にぶつかり，前に進みたくても進めない，そんな時は誰かに頼りましょう。町教育センターでは相談を受け付け

ています。

◆ 3歩進んで2歩下がる　　そんな気持ちで進んでいきましょう ◆
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

『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

○時間帯　「月曜日～金曜日　９：００～16：００」
○場　所  「富士河口湖町中央公民館１階　教育センター」
○対　象  「お父さん・お母さん・子どもさん・おじいさん・おばあさん・先生方」
○連絡先  「富士河口湖町立教育センター　０５５５－８３－３０２２」
         　  「E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp」
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＜休館日＞
1月1日～1月4日

1月9・10・16・23・30日

＜休館日＞
1月1日～1月4日

1月9・10・16・23・30日

※未就学児は必ず保護者と一緒に活動して下さい。
※館内ではゲーム機・カードゲームを使って遊ぶこと
　ができません。ご理解・ご協力をお願いします。
※教室・イベントに参加していただいた写真をお便り
　等に掲載させていただくことがあります。ご了承
　下さい。
✆公衆電話はありませんが、1回10円で事務所の電
　話を使用することが出来ます。気軽に声をかけて
　下さい。

問い合わせ先　☎72-6053

☆12時～13時までは閉館です。

月～金曜日：9時～18時
土  曜  日：9時～17時

開館時間開館時間

101/9 11 12 13 14 15

1716 18 19 20 21 22

2423 25 26 27 28 29

3130 2/1 32 4 5

令和4年 1月9日～2月5日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

休館日 休館日

休館日

休館日

休館日

（助産師相談）

（助産師相談）

（歯科相談）

（子育て相談）

おもちゃ病院

ワイワイくらぶ
おもちゃ病院

ワイワイくらぶ

つどいの広場

つどいの広場 豆まきの会
〈予約して
  いただいた方のみ〉

つどいの広場

（助産師相談）

（絵本の日）

つどいの広場

つどいの広場
リトミック

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

乳幼児親子
自由来館日

ジョブカフェ

乳幼児親子
自由来館日

AM乳幼児親子
自由来館日

PM乳幼児親子
自由来館日

te to te
マムベビー

ブラウンベア
〈小学生対象〉

ぷち相談会

【山⇒湖】

【山⇒湖】

【湖⇒山】

【湖⇒山】

つどいの広場
（栄養相談）

つどいの広場つどいの広場

（リズムの日）

（クラフトの日）

（体育）

（心と脳） （体育）

つどいの広場

つどいの広場

（誕生日会）（栄養相談）
ふれあい教室B

ふれあい教室A

ふれあい教室
AB

新型コロナウイルス対策ご協力のお願い

1月の日曜・祝日は
休館です

　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（冬休み中除く）　
　　　　　　　　　　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、今後の状況により開館日時等が変更になる場合もございますのでホームページ・電話等で随時ご確認ください。

funfunくらぶ
 (お正月あそび）

funfunくらぶ
 (脳トレ）

funfunくらぶ
 (バレンタイン
       スペシャル）

☆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 ☆どなたでも☆☆どなたでも☆☆どなたでも☆☆どなたでも☆

電話予約 ☆乳幼児対象☆☆乳幼児対象☆☆乳幼児対象☆☆乳幼児対象☆

※「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。

　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♪

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

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

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア

　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　

感染拡大防止の為の対策として予約制で実施致しております。

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

＊1月生まれの誕生会は1月28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。
＊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

英語であそぼうwith BB

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：１月１１日（火）10：30～11：30
参加費：持ち物：なし　定　員：４０名
申込み：受付中

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：受付中
 

　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♪
今年の王者は誰かな…?
日　時：１月１５日（土）14：00～15：00　
　　　　　　　　　　　〈山・湖グループ合同で行います〉
定　員：２０名　持ち物：水筒　参加費：なし　申込み：受付中

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

ｆunfun　バレンタインスペシャルｆunfun　バレンタインスペシャルｆunfun　バレンタインスペシャル
おもちゃ病院のスーパードクターー！！おもちゃ病院のスーパードクターー！！おもちゃ病院のスーパードクターー！！

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

　手作りチョコができない今、売っているチョコをかわいく
ラッピング♡花束のままでも１本で渡してもかわいいね！
みんなで一緒に「バレンタインブーケ」を作っちゃおう！ 　壊れてしまったおもちゃはありませんか？こどみらにお

もちゃを治してくれるスーパードクターたちが来てくれま
す！困っている方は是非どうぞ♪

日　時：1月29日(土)　

定　員：各15名　　参加費：なし　持ち物：鉛筆、消しゴム、水筒
申込み：1月22日（土）　10：00～

日　時：２月５日（土）

定　員：１５人　参加費：150円　　　
持ち物：セロテープ、ハサミ
申込み：１月２２日（土） 13：00～

日　時：①1月１4日（金）午後　②1月28日（金）午後
申込み：①受付中　②1月21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

ｆunfun　脳トレ2021⑥ｆunfun　脳トレ2021⑥ｆunfun　脳トレ2021⑥

　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
工作をみんなで楽しみませんか♪

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

日　時：①1月13日（木）13：30～14：30
　　　  ②2月10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　②2月3日（木）10：00～

 

　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♡

　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♡

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

豆まきの会豆まきの会豆まきの会

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会
テーマ「お母さんの戦い～生き残ること～」

日　時：２月１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：１月２５日（火）10：00～

つどい・こどみら合同！
　今年も３密を避けて実施致します！製作をしたり、か
わいい鬼が出てきたり…節分を一緒に楽しみましょう♪
必ず事前にご予約ください。

　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！
みんなで英語を楽しみましょう♪

日　時：２月２日（水）  9：45　　
　　　　　　　 　　　11：00　〈各回４０分程度〉
　　　　　　　 　　　13：30
＊申込みの際にご希望の時間をお伝え下さい＊
定　員：各回２０組
申込み：１月２６日（水）10：00～
※大人の方は必ずマスクをご着用ください。
　その他詳細につきましてはご予約の際にお伝え致
　します。

お問合せ：72-6053

日　時：２月８日（火）　10：30～11：30
参加費：持ち物：なし　定　員：１５組
申込み：２月１日（火）10：00～
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生涯学習館生涯学習館生涯学習館

＊１２月14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。

令和4年 1月9日 ～ 2月5日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

館内整理日館内整理日館内整理日館内整理日

☎

大石・河口

上九一色

火・木曜日（祝日除く）
　　15時～18時

月～金曜日（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

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パパの絵本タイム
　　13：30～
●朗読会　
　　14：00～
●読書会　
　　14：00～

P上九分館
　　15：30
（読み聞かせ）

Pピーカーブー
　　10：30

Pうさぎの親子
　　10：30

〈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＊
〈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：１月２8日㈮）

『川っぺりムコリッタ』 萩上　直子∥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174回 1/22㈯
　　14時～ 小さな冬の朗読会第59回 1/22㈯ 

  14時～

生涯学習館貸出ランキング

『ゆめみるどうぶつたち』 イザベル　シムレール∥文・絵　　　石津　ちひろ∥訳
　森・海・空・草原・木の上に住む動物たちが気持ちよさそうにスヤスヤ眠る様子が美しく描かれている。暗い中に蛍光オレンジが輝いて不思議
な世界へと誘ってくれる。暖かみのある繊細な絵と言葉が詩的で心地よい。文字のない風景ページが間にあって静けさを感じさせる。

司書おすすめの一冊

●「晴れた空の下で」 
　江國　香織∥著, 『１日１０分のごほうび』より,　読み手：小林美智子さん 
●「神様」　「帰省」 
　春風亭　一之輔∥著, 『まくらが来りて笛を吹く』より,　読み手：中村栄子さん
●「冬枯れの道」
　瀬戸内　寂聴∥著, 『やっぱり、嵯峨野に行こう』より,　読み手：古屋政子さん
■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

～ ２０２１年にたくさん読まれた・聴かれたTOP１０ ～

⒈『52ヘルツのクジラたち』 町田 そのこ∥著
⒉『心淋し川』 西條 奈加∥著
⒊『金持ち父さん貧乏父さん』 ロバート キヨサキ∥著
⒋『小説8050』 林 真理子∥著
⒌『哲学の世界へようこそ。』 岡本 裕一朗∥著
⒍『スティーブ･ジョブズ驚異のプレゼン』 カーマイン･ガロ∥著
⒎『人生を変える80対20の法則』 リチャード コッチ∥著
⒏『パソコン最強時短仕事術』 守屋 恵一∥著
⒐『AI vs.教科書が読めない子どもたち』 新井 紀子∥著
⒑『あきない世傳金と銀10』 高田 郁∥著

⒈『ものぐさトミー』 ペーン デュボア∥文 絵
⒉『はらぺこあおむし』 エリック=カール∥さく
⒊『かわいいおりがみディズニーのなかまたち』
⒋『100かいだてのいえ』 いわい としお∥作
⒌『バムとケロのおかいもの』 島田 ゆか∥作 絵
⒍『三びきのやぎのがらがらどん』 マーシャ ブラウン∥え
⒎『くつやさんとおばけ』 いわさき さとこ∥作
⒏『やさいさん』 tupera tupera∥さく
⒐『ももたろう』 松井 直∥ぶん 赤羽 末吉∥え
⒑『こんとあき』 林 明子∥さく

⒈『瞬間的シックスセンス』 あいみょん
⒉『おいしいパスタがあると聞いて』 あいみょん
⒊『CEREMONY』 KING GNU
⒋『LOVE』 菅田将暉
⒌『STRAY SHEEP』 米津玄師
⒍『ここにいるよ』 中島みゆき
⒎『BOOTLEG』 米津玄師
⒏『Go Special Christmas』 Misia
⒐『L&』 King&Prince
⒑『アンコール』 back number

【一般書】 【児童書】 【C  D】

101/9 11 12 13 14 15

1716 18 19 20 21 22

2423 25 26 27 28 29

3130 2/1 2 3 4 5

成人の日
休館日休館日休館日休館日

あなたのお
気に入りは

入っていま
すか？
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渡邊　舜太
工一　晃士
渡辺　心
若月　想
山中　俊輔
西畑　澪
馬淵　嘉人
仲沢　和
佐野　暁亮
朝比奈　由衣
笠原　彩心
渡辺　京花
北川　礼
杉本　氣良俐
松本　薫弥
小佐野　貴富
朝比奈　隼正
杉本　七色
梶原　健成
土屋　あかね
渡辺　笙ノ介
渡辺　星空
齋藤　陽
渡辺　一成
澤田　恵一
宮下　姫実
渡辺　保
勝山中学校スケート部
天野　楓奈
小笠原　桜
三枝　萌花
新井　紫月
中村　優里奈
羽田　杏
流石　あおい
渡邉　柚花
在原　百音
刑部　れのあ
白石　蒼衣
北川　結
仲沢　伊玖磨
古谷　陽彩
渡辺　宗尊
田中　晴登
渡邊　長己
渡辺　みのり
渡邊　ひかる
松浦　美加
郡司　真聖
本間　大智
杉山　智基
松崎　優羽

世界カヌースプリントジュニア選手権大会　男子カナディアンシングル　出場
第41回全日本中学選手権競漕大会　男子シングルスカルの部　第6位
JOCジュニアオリンピックカップ令和3年度全国中学生カヌー大会　男子カヤックフォア　第8位
JOCジュニアオリンピックカップ令和3年度全国中学生カヌー大会　男子カヤックフォア　第8位
JOCジュニアオリンピックカップ令和3年度全国中学生カヌー大会　男子カヤックフォア　第8位
JOCジュニアオリンピックカップ令和3年度全国中学生カヌー大会　男子カヤックフォア　第8位
JOCジュニアオリンピックカップ令和3年度全国中学生カヌー大会　男子カナディアンペア　第1位
JOCジュニアオリンピックカップ令和3年度全国中学生カヌー大会　男子カナディアンペア　第1位
JOCジュニアオリンピックカップ令和3年度全国中学生カヌー大会　男子カヤックシングル　第3位
令和3年度全国小年少女カヌー大会　女子カヤックペア　200ｍ　第6位
令和3年度全国小年少女カヌー大会　女子カヤックペア　200ｍ　第6位
令和3年度全国小年少女カヌー大会　女子カヤックペア　200ｍ　第5位
令和3年度全国小年少女カヌー大会　女子カヤックペア　200ｍ　第5位
令和3年度全国小年少女カヌー大会　男子4年生以下普及艇　200ｍ　第5位
令和3年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技　男子カヤックシングル200ｍ　第3位
令和3年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技　男子カヤックフォア500ｍ　第5位
令和3年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技　男子カヤックフォア500ｍ　第5位
令和3年度全国高等学校総合体育大会カヌー競技　男子カヤックフォア500ｍ　第5位
令和3年度全国高等学校総合体育大会ウエイトリフティング競技　55ｋｇ級　第1位
令和3年度関東高等学校ボート大会　女子シングルスカル　第4位
第76回国民体育大会カヌー競技関東ブロック大会　少年男子カヤックシングル500ｍ　第5位
令和3年度関東高等学校カヌー大会　女子カヤックペア　第3位
令和2年度関東高等学校選抜ボート大会　男子舵手付きクォドルプル　第6位
令和2年度関東高等学校選抜ボート大会　男子舵手付きクォドルプル　第6位
令和2年度関東高等学校選抜ボート大会　男子シングルスカル　第4位
令和3年度関東高等学校ウエイトリフティング競技大会　49ｋｇ級　第1位
第15回山日YBS杯グラウンドゴルフ大会　総合　第3位
第71回山梨県中学校総合体育大会スピードスケートの部　男子総合　第1位
第43回UTY旗山梨県ミニバスケットボール大会　兼　第52回全国ミニバスケットボール大会山梨県予選会　第3位
第43回UTY旗山梨県ミニバスケットボール大会　兼　第52回全国ミニバスケットボール大会山梨県予選会　第3位
第43回UTY旗山梨県ミニバスケットボール大会　兼　第52回全国ミニバスケットボール大会山梨県予選会　第3位
第43回UTY旗山梨県ミニバスケットボール大会　兼　第52回全国ミニバスケットボール大会山梨県予選会　第3位
第43回UTY旗山梨県ミニバスケットボール大会　兼　第52回全国ミニバスケットボール大会山梨県予選会　第3位
第43回UTY旗山梨県ミニバスケットボール大会　兼　第52回全国ミニバスケットボール大会山梨県予選会　第3位
第6回山梨県ミニバスケットボール選手権大会　第3位
第6回山梨県ミニバスケットボール選手権大会　第3位
第6回山梨県ミニバスケットボール選手権大会　第3位
第6回山梨県ミニバスケットボール選手権大会　第3位
第6回山梨県ミニバスケットボール選手権大会　第3位
2021年度山梨県カヌースプリント大会　小学4年生以下女子普及艇　200ｍ　第3位
2021年度山梨県カヌースプリント大会　小学生男子カヤックシングル　200ｍ　第3位
2021年度山梨県カヌースプリント大会　小学5・6年生女子普及艇　200ｍ　第1位
2021年度山梨県カヌースプリント大会　小学生男子カヤックシングル　500ｍ　第1位
2021年度山梨県カヌースプリント大会　小学生男子カヤックシングル　200ｍ　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　水泳の部　水泳男子100ｍ背泳ぎ　第1位
令和3年度山梨県中学校選手権大会　剣道の部　女子団体　第2位
令和3年度山梨県中学校選手権大会　剣道の部　女子団体　第2位
令和3年度山梨県中学校選手権大会　剣道の部　女子団体　第2位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　弓道の部　男子団体　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　弓道の部　男子個人　第3位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　弓道の部　男子団体　第1位
令和2年度山梨県中学校新人大会　弓道の部　男子団体　第2位

　富士河口湖町体育協会は体育功労者、特別体育
功労者を表彰いたしました。本年は新型コロナウ
イルス感染症拡大予防のため、表彰式は実施いた
しませんでした。表彰対象者は次のとおりです。

体育功労者及び
特別体育功労者を表彰

小林　雅俊
外川　はる子
梶原　寿博

スポーツ協会船津支部
レクリエーション協会
剣道専門部

梶原　一美
坂本　健司
渡辺　信三

バレーボール専門部
バスケットボール専門部
ゴルフ専門部

富士河口湖町体育功労者
（順不同）

富士河口湖町特別体育功労者（順不同）
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保坂　百々
渡邊　友理奈
蓑手　ゆめか
山本　萌衣
渡邊　智咲
渡邊　柊子
宮城　百花
加々美　武
三浦　海夢
中山　惺太
秋山　幹太
腰塚　鈴
渡邊　楓太
渡邉　遊糸
渡邊　素波琉
赤池　大輝
堀内　未風
渡邊　侑
下野　駿太
萱沼　大和
外川　晃耀
吉井　晴咲
渡邊　稔
渡邊　壮祐
渡邊　倖成
渡邊　昌子
渡邊　雅子
古屋　まりな
安富　日奈
秋山　蒼衣
小宮　由愛
渡邊　彩乃
菅沼　華伝
池谷　未夢
倉田　希望
梶原　芽紗
渡邊　彩夏
野口　陽菜
坂本　鼓牧
園田　怜冬
堤　京介
浅川　瞳
鈴木　慶次郎
西岡　秀太
五味　龍星
三浦　望愛
藤井　奈々子
稲村　芽蕗
荒井　快
滝代　康十郎
梶原　愛菜
古屋　菜々美
朝比奈　琴美
渡邊　美羽
渡邊　美羽
小林　綾花
加藤　梓
三浦　友脩
山中　颯
堀内　大
朝比奈　隆太
倉澤　伸太郎

令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　弓道の部　女子個人　第1位
令和3年度山梨県中学校選手権大会　弓道の部　女子団体　第2位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　弓道の部　女子団体　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　弓道の部　女子団体　第1位
令和3年度山梨県中学校選手権大会　硬式テニスの部　女子ダブルス　第1位
令和3年度山梨県中学校選手権大会　硬式テニスの部　女子ダブルス　第1位
令和3年度山梨県中学校選手権大会　卓球の部　女子個人　第2位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　柔道の部　男子個人90ｋｇ級　第2位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　柔道の部　男子団体　第2位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　柔道の部　男子個人60ｋｇ級　第2位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　柔道の部　男子個人50ｋｇ級　第2位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　柔道の部　女子個人48ｋｇ級　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　柔道の部　男子団体　第2位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　ラグビーの部　　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　ラグビーの部　　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　ラグビーの部　　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　ラグビーの部　　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　ラグビーの部　　第1位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ラグビーの部　第3位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　ラグビーの部　　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　ラグビーの部　　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　ラグビーの部　　第1位
令和2年度山梨県中学校新人大会　空手の部　男子団体組手　第1位
令和2年度山梨県中学校新人大会　空手の部　男子団体組手　第1位
令和2年度山梨県中学校新人大会　空手の部　男子団体組手　第1位
令和2年度山梨県中学校新人大会　柔道の部　女子団体　第1位
令和3年度第72回山梨県中学校総合体育大会　柔道の部　女子個人48ｋｇ級　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　柔道の部　女子団体　第1位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和2年度山梨県中学校新人大会　ソフトボールの部　第3位
令和3年度山梨県高等学校総合体育大会　剣道競技　団体　第3位
令和3年度山梨県高等学新人大会　カヌー競技　男子カヤックシングル　第3位
令和3年度山梨県高等学新人大会カヌー競技　女子カヤックシングル500ｍ　第3位
第103回全国高等学校野球選手権山梨県大会　第2位
第103回全国高等学校野球選手権山梨県大会　第2位
第103回全国高等学校野球選手権山梨県大会　第2位
令和3年度全国高等学校総合体育大会山梨県大会　女子バスケットボール競技　第3位　
令和3年度山梨県高等学校総合体育大会　ボート競技　女子舵手付きクォドルプル　第1位
令和3年度山梨県高等学校新人体育大会　ボート競技　男子シングルスカル　第3位
令和3年度山梨県高等学校新人体育大会　ボート競技　男子ダブルスカル　第3位
令和3年度山梨県高等学校新人体育大会　ボート競技　男子ダブルスカル　第3位
令和2年度山梨県高等学校新人体育大会　ボート競技　女子舵手付きクォドルプル　第1位
令和3年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技山梨県大会　第2位
令和3年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技山梨県大会　第2位
令和3年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技山梨県大会　第2位
令和3年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技山梨県大会　第2位
令和3年度全国高等学校総合体育大会バスケットボール競技山梨県大会　第2位
第44回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会　小学生女子　3種目総合　第4位
第44回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会　小学生男子　3種目総合　第2位
第44回山梨県小中学校スピードスケート選手権大会　小学生男子　3種目総合　第1位
第44回山梨県小中学校スピードスケート競技大会　1500ｍ　第1位
第44回山梨県小中学校スピードスケート競技大会　1000ｍ　第1位
第44回山梨県小中学校スピードスケート競技大会　5000ｍ　第1位
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SDGｓをもっと身近に考えてみよう！（3）
目標３「すべての人に健康と福祉を」

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。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３「すべての人に健康と福祉を」についてご紹介します。

　「健康」であることは、豊かな人生を享受するための必須の要件です。しかし、現実には世界
人口の半数にあたる約36億人が最低限必要な医療を受けられず、予防接種やワクチンが受けら
れないことから5歳になることなく死亡する子供の数は年間約560万人にものぼります（5秒に
一人世界のどこかで子供が亡くなっていることを意味します）。

　日本では、医療サービスも保健制度も整っているため、目標3の問題は切実でないようにも思えますが、「健康」
は身体の健康だけでなく、心の健康も含んでいます。「心身ともに健康」という言葉があるように、心の健康は身体
の健康にもつながっており、対人関係などでストレスがあるような状況は、決して「健康」ではないのです。さらに、
性別、国籍、宗教、体形など個性の違いよる差別も「健康」を損ないます。

　WHOの定義では、「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そし
て社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます。人種、宗教、政治信条や経済的・社会的条件によっ
て差別されることなく、最高水準の健康に恵まれることは、あらゆる人々にとっての基本的人権のひとつです。
（「世界保健機関憲章前文 (日本WHO協会仮訳）」https://www.japan-who.or.jp/commodity/kensyo.ht-
ml）)とされています。

　このように考えると、身近な組織の取組でも目標３に貢献しているものを探せます。例えば、企業や自治体の健康
診断、ストレスチェックなどです。有害物質（アスベストなど）のないビルでの作業など労働衛生や労働環境改善へ
の取組、就業時間の管理なども働く人のストレスを軽減することから、目標3に向けての取組になります。
　このように、身近に目標３を達成するための取組は沢山あります。また、日本から医療サービスが十分でない最貧
国の「健康と福祉」に、大きく貢献しているのが「母子手帳」です。日本人にとっては、見慣れた「母子手帳」ですが、
現在子供の病気を予防するための情報を提供するツールとして、子供の死亡率低下に貢献しています。

　知識を得ることが健康確保にもつながり、また女性のエンパワーメントにもつながっています。健康な生活を送る
ためには、貧困や飢餓の解決は不可欠であり、さらに予防のためには、教育やジェンダー（女性のエンパワーメント）
問題も解決しなければなりません。ＳＤＧｓ目標が相互に関連していることも、目標３から読み取れますね。
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～災害を体験した方のエピソード～ 「一日前プロジェクト」
備えのない一人暮らしを反省

―東日本大震災（平成23年3月）― （仙台市宮城野区30代　男性　会社員）

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

地域防災課　防災係　72-1170

　仕事中に地震が発生。事務所内はありとあらゆるものが倒れてきましたが、
けが人もなく、全員無事でした。その後、外に出ていた社員の安全と田舎の両親に無
事なことを報告、幸いにもタイミングが良かったのか、メールで連絡をとることがで
きて一安心。
　その後は一人暮らしの寮に戻りましたが、メチャメチャな状態…。一人暮らしの寮
住まいのため、普段は自炊を全くせず、毎日の食事は外食とコンビニで冷蔵庫の中は
カラ状態が当たり前でした。田舎の両親に物資の発送をお願いしようとしましたが、震災発生直後は、宅配便も動
かなかったため支援物資も届かず、スーパーもコンビニもダメ…。大変な思いをしました。
　今回の震災で食料の大切さを感じました。もし一日前に戻れるなら、缶詰等の食料を買っていたと思います。

～非常食と日常生活を切り離さない～
ふだん使いでカンタン備蓄『ローリングストック法』

　災害時に備えて保管している非常食ですが、いざという時には消費期限が過ぎていたり、口に合わなかっ
たり、作り方が分からず戸惑ったりすることがあります。また、家族分を一度に大量購入するのは大変です。そ
こで、特別なものを買わずにできる「ローリングストック法」をご紹介します。

　SDGsとは、世界を持続可能なものとするために国連サミットで採択された17の国際目標です。
ローリングストック法は、家庭での食品ロスを防いでSDGs目標達成を推進するためにも注目されています。
（目標2「飢餓をゼロに」　目標12「つくる責任 つかう責任」）

★このような方法で準備していくと、非常食や備蓄用品が日常生活と切り離されないため、より身近なものになっ
　ていきます。ご家庭でも、ぜひ実践してみましょう。

SDGｓ目標達成を推進

自分や家族が安心して食べられるものを
栄養バランスも大切です。
「主食＋おかず」の両方で備えましょう。

１年ほどの賞味期限なら
非常食にもなります。

キャンプや山登りなどの
アウトドアでも。

備える

ふだんの食材を
少し多めに

食べた分だけ
買い足す

月に１～2回ほど
定期的に
食べてみる

※ローリングストック
　＝ローリング（回す）
　＋ストック（貯める・備える）

備蓄用品も
定期的に使う
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令和３年度　富士河口湖町不動産公売
公売日

公売保証金納付

入札時間

開札

売却決定

令和4年2月1日（火）

午後１時00分～午後１時45分

午後１時30分～午後２時00分

令和4年2月1日（火）午後２時01分から

令和4年2月22日（火）午前10時00分

売却決定の場所

代金納付期限

公売会場

所在地

交通

売却区分番号 5 富士河口湖町役場 税務課

令和4年2月22日（火）午後3時00分

東八代合同庁舎　大会議室（3F）

山梨県笛吹市石和町広瀬785

ＪＲ中央本線石和温泉駅より徒歩約35分

1 この公売は、富士河口湖町（以下「公売実施機関」という。）が、保有する公売物件を、公売実施機関の定める手続きに従い、山梨県合同不動
　産公売会場で行うものです。
2 公売の手続等については、「合同不動産公売案内」等をご覧ください。
3「公売公告兼見積価額公告（写）」及び「公売財産明細ファイル」は、公売実施機関及び山梨県総合県税事務所滞納整理部に備え付けてあります
　ので、ご覧ください。また、公売実施機関のホームページでも、明細の一部を案内しております。
4 入札に際しては、あらかじめ公売財産の現況等を確認し、関係公簿を閲覧したうえで入札してください。なお、土地の境界については、隣接土
　地所有者と協議してください。
5 公売実施機関は公売財産について契約不適合責任を負いません。
6 買受人が公売財産にかかる買受代金を全額納付したときに、買受人に危険負担が移転します。
7 入札日には次のものが必要となりますので、持参してください。
　   ⑴ 公売保証金：現金または銀行振出の自己宛小切手(公売実施機関が定めるもの)。釣銭のいらないようにしてください。
　   ⑵ 印鑑：個人の場合は認印、法人の場合は代表者印、代理人が入札する場合は代理人の認印
　   ⑶ 収入印紙：営利法人又は個人の不動産業を営む方が入札される場合は、公売保証金返還時に200円の収入印紙が必要となります。
　   ⑷ 委任状：代理人が入札する場合は委任状が必要です。
　   ⑸ 共同入札者持分内訳書：共同入札の場合のみ必要です。
　   ⑹  公売不動産の入札等及び随意契約による買い受けをしようとする者及び買い受けさせようとするものが暴力団員等ではないことを陳述
　　　 する陳述書等（個人用・ 法人用）
8  公売公告後、公売を中止する場合がありますので、入札の際に再度公売実施機関に確認してください。
9  ご不明な点は、富士河口湖町役場税務課収納係までお問い合わせください。

【入札について】

●所 在 地／山梨県南都留郡富士河口湖町西湖３１０１番地１９外６筆
●交　  通／富士急行線「河口湖」駅から西に約１０．５㎞
　　　　　　富士急行路線バス停留所「十二ヶ岳登山口」から南東６００m　
　　　　　  徒歩９分
●土地面積／１４４５．００㎡（うち共有分１６２㎡）
●建物面積／１階３４０．６９㎡
　　　　　　２階１００．０５㎡　建物図面に無いが、地下に２部屋（トイレ付）有り
●地　   目／（登記地目）原野、公衆用道路　（現況地目）宅地、雑種地
●都市計画／非線引き区域
●用途地域／指定なし
●建ぺい率／７０％　　　　　　
●容 積 率／２００％
●混在財産
●備　　考／対象物件は、幅員約４ｍの町道に接面しており、
　　　　　　北側より南側になだらかに傾斜している。
　　　　　　建物の建築年月日は、登記簿によると平成２年１０月３０日である。
　　　　　　詳細は富士河口湖町ホームページ 
　　　　　　  (http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if_id=1610&ka_id=11）をご覧ください。
　　　　　　　  　

売却区分番号　５

見積価額  ３０，２１０，０００円　 公売保証金  ３，０３０，０００円
土地・建物 南都留郡富士河口湖町西湖3101番地19外6筆及び3101番19建物

東八代合同庁舎 公売会場はこちら
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男女共同参画推進委員会だより

を覆うような状況でした。その中には、家具の固定化やガラ
スの補強、避難経路の確認など、事前に対策してあれば防
げたであろう事例がいくつも含まれていました。まずは、我
が家の安全点検と備え対策が重要であると実感しました。
　過去に起こった災害を教訓にするとしたら「想定外が想
定内」であることや「最悪な事態を想定して、最高の準備を
する」等、普段から様々な事を想像して備えることで守れる
命があることを学びました。また、令和3年5月20日以降は
災害対策基本法の変更により、災害時の「避難勧告」は廃
止となり、警戒レベル4の「避難指示」で必ず危険な場所か
ら全員避難となりました。 災害時には、 町や気象庁の情報を
参考にして、 冷静な行動で早めに避難することが大切です。
　間近に迫っていると言われる南海トラフ地震や首都直下
地震、台風による洪水や土砂災害、活火山の富士山の麓で
暮らしている私達は、自然災害に備え
なくてはなりません。毎日の生活の中
で防災に対する意識を高めて、正しい
知識を養い、いざという時に落ち着い
て行動してより良い判断ができるよう
にしておきたいと思います。　

　
　
　コロナ禍により、延期になっていた富士・東部地域防災
リーダー養成講座が、１０月２日に南都留合同庁舎にて開
催されました。講師は「NPO法人災害・防災ボランティア
未来会」代表で、山梨県防災安全センター長の山下博史氏
です。地震や風水害等の自然災害が全国各地で発生した
際、救援・救護・支援を行った経験から、諸問題や対応例
をあげて支援活動の様子を講義して下さいました。日本の
被災地に加え、スマトラ島沖津波災害やフィリピン台風被
害、アメリカのハリケーン災害など諸外国でも活動されてお
り、写真で見せて頂いた現地被災地や人々の様子は時折目

令和３年度地域防災リーダー養成講座を
受講して
古屋 あさ子

…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
…
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山梨県地方税滞納整理推進機構と共同で
町税等の徴収を強化しています！

　税は、町づくりを支える大切な財源です。町では、納期内に納付いただいた方との公平を保ち、滞納を解消する
ために、県と県内市町村共同で「山梨県地方税滞納整理推進機構」を設置しております。
　「山梨県地方税滞納整理推進機構」では、町税等を滞納し納税指導等に従わない方に対し、差し押さえ等の滞
納処分を強力に推進しています。
　また、滞納すると納めるべき税金の他に延滞金を納めなければなりません。

納税相談 町税等を納期限までに納めることが困難な場合には
納税相談を行っています。

納税催告 納期限を過ぎても納付のない方に対し、文書催告や
電話催告などを行っています。

財産調査 滞納者の財産を官公署・金融機関・生命保険会社等
に対し調査を行っています。

給与調査 滞納者が給与所得者である場合、給与の差し押さえを
するために、勤務先に対する給与調査を行っています。

滞納処分

～滞納解消に向けた取り組み～
富士河口湖町では滞納解消に向け、次のような取り組みを行っています。

土地・建物などの財産がある滞納者に対し差し押さえ
を行っています。差し押さえ後も納付にならない場合
はやむを得ず、差し押さえた財産の公売を行うことに
なります。また、預貯金、給与、自動車、生命保険など
も差し押さえの対象となります。

滞納整理は、このような流れで行います。

富士河口湖町
山梨県地方税
滞納整理
推進機構

徹底した財産調査と差押
（不動産・預貯金・給与・自動車・生命保険など）

納付のない場合は

滞納税額に充当します！
公売・取り立て等を実施

共同

徴収が困難な滞納に
共同して取組みます。

納税相談窓口
富士河口湖町役場税務課　収納係　午前８時３０分～午後５時１５分　℡ ０５５５－７２－１１１３（税務課直通）



健康のまちづくり
Healthy community building

健康のまちづくり
Healthy community building

～慢性腎臓病（ＣＫＤ）予防講演会～

※なお、新型コロナ対策として定員を設定させていただきます。
　参加を希望される方は必ず電話での事前予約をお願いいたします

連絡先
健康増進課 健康増進係  0555-72-6037

●日　時：令和4年１月14日（金）14：30～16：00（受付14：00～）
●場　所：勝山ふれあいセンター２階 研修室
●講　師：山梨赤十字病院　腎臓内科医　加藤謙一先生、町栄養士
●内　容：・腎臓の働き　・慢性腎臓病はどんな病気？　・予防と治療について
　　　　 ・「今日からできる」減塩方法について　・塩分測定（希望者のみ）

腎臓の機能が低下していることを言います。あまり耳にしないかもしれませんが、日本
の患者数は１０００万人を超え、新たな国民病といわれています。
腎臓は“沈黙の臓器”と言われ、自覚症状もないため放置すると透析となることもあり
ます。
そのため、いかに腎臓の機能低下を遅らせるかが大切になります。
この講演会では、誰でも腎臓病予防のポイントについてお話を聞くことができます。

入場無料

託児：感染症予防のため、ご家族で対応できない入園前のお子さんのみ（要申込）
※マスクの着用をお願いします。　発熱・風邪症状がある方は入場をご遠慮ください。 
　　　　　感染症拡大の状況により、中止することもございます。ご了承ください。

◆赤池智恵子薬剤師の…内服薬やサプリメントなどの個別相談
◆渡邊美幸助産師の…生理の症状、更年期症状などの個別相談
　　　　　　　　　　からだのケア方法などのアドバイス♪悩まないで話してみましょう♪

健康相談
10：００～１１：３０

参加費
無料

女性のためのエクササイズ
♥からだの不調を予防・改善し、いつまでも素敵な女性でいるために… ♥ 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

対象者：町民の３０歳以上の女性の方
　【乳腺エコー検査】　 ３０歳代の方、４０歳以上で年度末年齢偶数の方
　【マンモグラフィ検査】４０歳以上で年度末年齢奇数の方または、
　　　　　　　　　　　 ４１歳の無料クーポン券利用の方
検診費用：５００円　＊無料クーポン券の方は無料
感染予防のため、定員があります。早めに下記健康増進課にお申込みください。

慢性腎臓病
（ＣＫＤ）
とは？

検診・託児のお申し込み、お問い合わせ:健康増進課　72-6037

※検診は、
９時３０分～１１時です

乳がん車検診

女性の健康づくり
■日　時：令和４年２月５日（土） 午前９時３０分～１１時３０分
■場　所：勝山ふれあいセンター

 
10：00～10：３0 10：３0～10：４0 10：４0～1０：５0 1０：５0～11：２0 11：２0～11：３0

有酸素運動 骨盤底筋体操
＆ストレッチ 休憩 有酸素運動 骨盤底筋体操

＆ストレッチ

時間

内容

【講師】　　　　　　☆産科婦人科　清水クリニック勤務  ☆日本マタニティーフィットネス協会認定インストラクター
  無料プログラムです。体験してみませんか？　運動ができる服装・シューズでご参加ください。

石倉 秀子
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みなさんは山梨赤十字病院に地域医療連携室という部署があることを
ご存知ですか？
最近では多くの病院に「患者さんや地域の医療機関との連携窓口」と
して設置されています。当院の地域医療連携室には、医師、看護師、医
療ソーシャルワーカー、事務が在籍し、患者
さんの受診対応、転院調整、医療福祉相談
など行っています。
今回はその中で、医療ソーシャルワーカー
の仕事についてお話します。

◇医療ソーシャルワーカーって？？
病院で働く相談員のことです。私たちは毎日当たり前の生活を送っていますが、病気や怪我で生活できなくなること
があります。そのような時に医療ソーシャルワーカーがみなさんの困りごとや不安に対して相談にのり、抱えている問
題を一緒に解決します。

●＜入院時＞
・担当医療ソーシャルワーカーを決める
　支援が必要な患者さんを担当する医療ソーシャルワーカーを決めます。その日から患者さんの状態を主治医や看護
　師に確認したり、病室に出向き本人や家族と面談を行い、入院前の生活の様子をうかがいます。　　　　　　　　　　　
●＜入院後＞
・患者さんについて、スタッフの中で話し合い
　医師や看護師、リハビリスタッフなど、それぞれが持っている患者さんの情報を
　出し合います。その情報をもとに、患者さんに合った支援方法を考えます。
・主治医からの病状説明に同席
　突然の病気で状況が整理できない方の中には「こんな質問してもいいのかな。話が難しくて分からないけどどうし
　よう。」と思う人もいます。患者さんや家族の思いを確認し、時には代わりに主治医へ質問するなど、主治医と患者
　さんの橋渡しを行います。

●＜退院にむけて＞
・退院先の決定
　患者さんの状態を家族へ説明し、本人や家族が今後どうしたいか確認します。自宅へ退院する場合に介護サービス
　の調整、施設入所や転院を希望する場合には申し込みを行います。
・患者さん、家族、病院スタッフ、在宅スタッフでの話し合い
　退院後も医療や介護が必要な患者さんが安心して生活するために話し合いをします。患者さん、家族、医師、看護師、
　医療ソーシャルワーカー、ケアマネジャーや役場職員、介護サービス担当者などが集まり、介護サービスの内容や
　通院方法を考えたり、退院後の注意点、困った時の相談窓口など確認します。
・退院
　医療ソーシャルワーカーの関わりは退院したら終了ではありません。退院した後、「病院で教わった介護方法が分か
　らない」「食事が食べられなくなってきた」「体調が悪そうで心配」「通院するのが大変」など、入院中には想像しな
　かったことが起こります。そんな時にも話をうかがい、一緒に解決策を見つけます。

当院には3名の医療ソーシャルワーカーがいます。入院中の方、通院中の方、どなたでも相談が可能です。直接窓口に
お越しいただくか、主治医や看護師などにお声掛けください。
【窓　口】：地域医療連携室（正面玄関入ってすぐ右側）
【受付時間】：平日8時半～17時

◇相談したいときにはどうしたらいい？

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員 山梨赤十字病院　医療ソーシャルワーカー　初鹿野　美穂

地域医療連携室って

どんなところ？

富士河口湖町在宅医療推進協議会から

………………………………………………………………………

………………………………………………………………
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　町社協では、心身障がい児者やその家族、ボラン
ティアの方々が交流を図れる場として、年1回交流の
集いを開催しています。
　内容は、福祉サービスについての勉強会や障がい
に関わるボランティアグループの活動紹介、NPO法
人Momの代表の堀内詠子さんによる
朗読口演を行います。

■開催日時　令和４年2月１５日（火）
　　　　　　10時00分～１２時
　　　　　　（受付9時30分）

■開催場所　勝山ふれあいセンター　和室
■対 象 者　町内在住の身体障害者、療育、精神障
　　　　　　害者保健福祉各手帳保持者とその家
　　　　　　族、ボランティア

■申し込み　２月7日（月）までに町社協事務局へ
　　　　　　　　　　　　　（☎７２－１４３０）

※新型コロナウィルスの感染状況によっては、集いを
　中止する場合もあります。

　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）

※初回のみ（再貸付は終了しました）
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

　※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。

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4年3月31日（木）

『心身障がい児者交流の集い』
を開催します

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
3月末受付終了

緊急小口資金

総合支援資金
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　日常生活のお困りごとはありませんか？　
　山梨県県民生活センターと富士吉田市消費生活センター
は、共催で相談員の出張相談会を開催します。
　事前の予約は不要ですので、直接会場にお越しください。
■開催日　令和4年3月15日（火）
■開催場所　河口湖ショッピングセンターBELL
■相談時間　10時～15時
■相談内容　消費生活相談、法律相談（家族、相続、近隣、　
　　　　　　金銭貸借、土地・住宅）、交通事故相談
■相談方法　面談による相談（※予約不要）
■相談料　無料
※当日は、消費生活に関するパネル展示や啓発物品の配布
　を予定しております。相談のない方も、ぜひお越しくださ
　い。
●問合せ　山梨県県民生活センター
　　　　　　℡ 055-223-1571
　　　　　富士吉田市消費生活センター
　　　　　（産業観光部商工振興課内）　
　　　　　　℡ 0555-22-1111（代表）

　今年、新たに成人式を迎える「はたち」の皆様を中心に献
血への御協力をお願いします。　　　　　　
献血された血液は、血液製剤としてがん等の治療に多く用
いられていますが、少子高齢化社会の日本では血液製剤を
必要とする人が増加する一方で、献血可能な若年層が減少
しています。この問題を乗り越えるためには、若者を中心に
多くの方から継続的に献血への御協力をいただくことが必
要です。
　山梨県内では、献血バスや甲府市丸の内の献血ルームで
献血を行うことができます。
献血という命を救う身近なボランティアに御協力をお願い
します。
【献血バス】
山梨県赤十字血液センターのホームページで献血バスの運
行スケジュールを確認できます。
https://www.bs.jrc.or.jp/ktks/yamanashi/index.ht-
ml
【献血ルーム】
■場　所：甲府市丸の内1-16-20　ココリ２階

■日　時　2月5日（土）13：30～16：30
■場　所　富士吉田市民会館
※無料・要予約
●問合せ　山梨県司法書士会総合相談センター
　　　　　　℡ 055-253-2376

　求職者支援訓練は、雇用保険を受給できない方などを支
援する国の制度で、職業訓練を受講してスキルアップを図
り、早期就職の実現を目指す厚生労働大臣認定の公的職業
訓練です。また、一定要件を満たす場合、職業訓練受講給
付金が支給されます。
■訓練内容　OA事務（パソコン活用）、宅建、Webデザイ
　　　　　　ン、IT、介護など（時期によって開講コースの
　　　　　　内容が異なります）
■訓練期間　1か月～5か月
■受講料　　無料（テキスト代、任意の検定試験受験料な
　　　　　　どは自己負担）
■就職支援　訓練期間中はもちろん、訓練終了後も、ハロ
　　　　　　ーワークによる就職支援が受けられます。
●問合せ・申込み　　
　ハローワーク富士吉田　℡0555-23-8609
　※具体的な訓練コース情報は、（独）高齢・障害・求職者
　　雇用支援機構山梨支部のホームページからもご覧いた
　　だけます。
　　https://www.jeed.go.jp/location/shibu/
　　yamanashi/jyukou.html

　山梨県では「信玄公祭り」のお手伝いをいただくボランテ
ィアを募集しています。
■募集業務・人員　会場警備係（100人）
※いずれも原則として18歳以上70歳未満の方
■業務日時
  4月9日（土）14時～19時30分（予定）
■応募方法
  ハガキ、FAX又はEメールにて受付。
  　住所、氏名、年齢、性別、電話、過去ボランティア経験の
　有無を明記の上、下記宛先まで
■宛　先
  「やまなし観光推進機構内 信玄公祭り実行委員会ボラン
　 ティア係」
　・ハガキ応募先　〒400-0031甲府市丸の内1-6-1
　・FAX応募先　055-221-3040
　・Eメール応募先　k-ogawa@yamakan-sk.jp
■締め切り
  2月18日（金）必着
●問合せ　
　信玄公祭り実行委員会　
　　℡ 055-231-2230

移動県民相談会の開催について ～求職者支援訓練・受講者募集～

「はたちの献血」キャンペーン

司法書士による
「相続・遺言・成年後見」無料相談会

第49回（令和4年度）信玄公祭り
「ボランティアスタッフ」募集について
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※各種イベントや相談会等につきましては、延期又は中止
　となる場合があります。開催状況等の詳細につきまして
　は各主催者までお問い合わせください。

■山梨県最低賃金
　時間額　866円（効力発生日：令和3年10月1日）

■山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
　情報通信機械器具製造業最低賃金
　時間額　924円（効力発生日：令和3年12月15日）

■山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金
　時間額　938円（効力発生日：令和3年12月11日）
詳しくは、山梨県労働局賃金室（℡055-225-2854）、都留
労働基準監督署（℡0554-43-2195）まで

　相続・遺言・成年後見・登記に関する相談、家・土地に関
する相談、会社に関する相談、借金・日常生活のトラブルに
関する相談、その他、各種相談に対応致します。
■開催日　毎月1回　第3水曜日
■開催時間　13時～16時まで
■場　所　富士山駅ビルショッピングセンター
　　　　　「Q-STA（キュースタ）」　地下1階
■予約制　予約受付時間　月～金曜（祝祭日は除く）　
　　　　　9時～17時
■相談料　無料
●問合せ　山梨県司法書士会総合相談センター
　　　　　　℡055-253-2376

■日　程　2月28日～3月8日（6日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　1月4日～2月18日

■日　程　3月10日～3月18日（6日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　1月11日～2月28日

■日　程　3月16,17日（2日間）
■受講料　3,400円
■受付期間　1月17日～3月4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

■日　時　1月17日（月）13時30分～15時30分
■講　師　藤井宥貴子さん
　　　　　（くまもと県民交流館パレア　館長）
■定　員　一般30名、オンライン30名
■その他　無料託児あり（6か月～就学前）

■日　時　1月18日（火）、2月8,22日　
　　　　　10時～11時30分
■講　師　杉本かおるさん（都留文科大学　キャリア支援
　　　　　センターキャリア相談専門員）
■定　員　これから就職・再就職を考えている女性10名
■その他　無料託児あり（6か月～就学前）

■日　時　1月22日（土）10時～11時30分
■講　師　都留市総務課業務防災室職員
■定　員　小学生と保護者10組20名
■持ち物　筆記用具、水分補給できる飲み物、マスク
■その他　無料託児あり（6か月～就学前）

■日　時　1月30日（日）12時30分～13時45分
■講　師　山内幸雄さん（憲法学者）
■定　員　30名
■その他　無料託児あり（6か月～就学前）
※各講座事前の申し込みが必要
●申込み・問合せ　ぴゅあ富士　℡ 0554-45-1666

■開催期間　1月5日（水）～1月31日（月）
■会　場　山梨中央銀行吉田支店
■概　要　富士山レンジャーが巡回中に発見した富士山の
　　　　　美しい写真や、環境問題を撮影した写真を展示
　　　　　します。
■入場料　無料
●問合せ　富士山憲章山梨県推進会議
　　　　　　℡ 0555-20-9229

山梨県内の
最低賃金が改正されました

司法書士無料相談

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

富士山レンジャー写真展2021

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

「男女共同参画の視点で考える熊本地震　
　　　　　　　　　　今、熊本から伝えたいこと」

「発見！わたしのお仕事スタイル
　　　　　　～これからの女性の新しい働き方～」

ホームページ開設（基礎編）

ホームページ開設（応用編）

3次元ＣＡＤによる機械設計の基礎（専門短期コース）

親子で学ぶ防災講座
　　　「地震発生！！学校から無事帰れますか？」

ぴゅあ富士フェスティバル2021記念講演会
　　　　「男女共同参画で変わる社会と暮らし」
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■映画上映　「ザ・トゥルー・コスト」
■講　演　「衣料廃棄物について考える」
　　　　　　織朱實・上智大学大学院・教授
※講演後、参加者との意見交換を予定
■日　時　1月30日（日）
　　　　　開場12：30・開演13：30（16時終了）
■場　所　勝山ふれあいセンター・さくやホール
■参加費　1,000円（大学生迄無料）
■対象・定員　中学生以上・80名　
■申込み　メールアドレスに、「申し込みフォーム希望」・
　「ご氏名（ふりがな）」・「郵便番号、住所」・「連絡先電話
　番号」をご記入の上メールをご送付ください。受信確認が
　できましたら、申し込みフォームをメールさせていただきま
　すので、ご記入いただきご返送ください。申し込み確認の

　メールを送付いたします。
　主催：富士山からサステナブル ＆SDGsを発信する会
●問合せ　中村　℡090-3512-0536
　　　　　メール　hi-nakamura@s9.dion.ne.jp

　食物アレルギー、アトピー性皮膚炎や喘息で悩んでいる親
子で様々な思いを共有、情報交換のおしゃべり会です。お子
さんも参加できます。アレルギーを知りたいという親子も大
歓迎です。
■日　時　1月26日（水）10時～12時
■場　所　勝山ふれあいセンター
■参加費　無料
●問合せ・申込み
　河口湖アレルギーの会　在原
　メール allergie.mama.kawaguchiko@gmail.com

もの忘れ相談会のお知らせ
～ この町で元気に生活するために ～

早めの気づきと適切な関わり
もの忘れなどの心配のあるご本人・ご家族・住民の方へ

●例えば…ふだんの生活の中でこんなことはありませんか？
　〔ご本人・ご家族などの周りの人の気づき〕

●あれ？もしかして…？　認知症？
　　★どう対応したらいいの（本人の対応や家族の接し方を知りたい）
　　★どんなサービスが利用できるの
　　★どんな病院を受診したらいいの

１.日　時：令和４年１月２７日（木）午後１時３０分～４時１５分まで
２.場　所：富士河口湖町勝山ふれあいセンター　２階
３.内　容：専門的な資格をもった相談員が、ご本人・ご家族などの
　　　　　ご相談に応じます。（個人情報は厳守します。）
　　　　　相談は事前予約となり、それぞれ　①１：３０～　
　　　　　　②２：３０～　③３：３０～　の相談時間枠があります。
４.相談員：認知症疾患総合センター(回生堂病院) 社会福祉士、認定看護師
　　　　　富士河口湖町地域包括支援センター　保健師、社会福祉士
５.予　約：令和4年1月24日（月）までに、下記連絡先にご予約ください。
　　　　　なお、予約の際には、お名前・ご住所・相談内容の概要をお伺いいたします。

富士河口湖町役場　健康増進課　介護予防係
富士河口湖町地域包括支援センター　☎0555-72-6037お問合せ・ご予約先

河口湖アレルギーの会

第6回 SDGsの学びと実践

テーマ：華やかなファッション業界の裏側
　　　　　　　　知られざる真実とは

・何度も同じ話しをしたり、同じことを聞く。   
・今日が何月何日かわからない。
・直前の出来事を忘れてしまう。

・ものの置き忘れが多くあり、探しものをしている。         
・以前と変わった様子（意欲低下など）がある。

「おかしいな…」と感じたら迷わずにご相談ください。

物忘れ
相談会の
内容
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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４年１月３１日（月）（口座振替日）今月の納税等

　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し
上げます。
　さて、新年を迎え、本学健康科学部の4年次学生はいよいよ国家
試験対策の追い込み時期に入りました。試験日は社会福祉士・精神
保健福祉士が2月上旬、理学療法士・作業療法士の試験日が2月中
旬です。感染症に気を配りつつ、難関を突破するべく朝早くから暗く
なるまで、毎日勉強しています。
　全員が万全の状態で本番当日を迎え、実力の全てを発揮できるこ
とを祈りつつ、教職員一丸となってバックアップしてまいります。
　医療・福祉の専門家として活躍する春を目指して。みんな頑張れ！

入学試験のご案内入学試験のご案内入学試験のご案内
　健康科学大学では、2022年度入学試験を
1月以降、以下のスケジュールで実施いたしま
す。試験科目・試験会場等の詳細は、本学ホー
ムページから学生募集要項をダウンロードの
上ご確認ください。

2022年を迎えて　2022年を迎えて　2022年を迎えて　

選抜種別 出願期間 試験日

大学入学共通
テスト利用選抜

一般選抜

総合型選抜（AO）

Ⅰ期 1月7日㈮～
　1月21日㈮

Ⅱ期 1月24日㈪～
　2月10日㈭

2月 2日㈬

2月17日㈭

3月10日㈭

Ⅰ期 1月11日㈫～
　1月28日㈮

Ⅲ期 2月14日㈪～
　3月 7日㈪

Ⅱ期
2月14日㈪～
　3月 7日㈪

本学
個別試験
なし

LINE 個別相談
みなさんのご相談にLINE でお答えします！
入試のこと、学校生活のこと…何でもお気軽にご相談
ください。
まずは本学公式アカウントを「友だち追加」！
　　　回答時間： 平日9 ： 00 ～ 17 ： 00（模擬試験受験の様子。4年間の努力が試される時まで、あとわずか）

２４時間受付！

富士河口湖町小規模事業者等事業継続支援金事業
　町では、新型コロナウィルス感染症に関する国のまん延防止等重点措置適用を受け、事業継続が厳しい
事業者に対して、支援金を交付します。

〈申請期間〉令和４年２月２８日（火）まで
〈提出・相談〉河口湖商工会（要予約）　0555-73-1122
〈問合せ〉河口湖商工会
　　　　  富士河口湖町役場観光課商工係　0555-72-3168（直通）
＊詳細は、町ホームページをご確認ください。 
　URL: https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp　新型コロナウィルス情報（富士河口湖町）

町ホームページQR コード
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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。

1月20日㈭ ●町民福祉館ふじやま　  10時～12時

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

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

弁護士相談

行政相談
心配ごと相談

●勝山ふれあいセンター   13時～15時

生活困窮者・母子世帯等の就業相談について

　　26,713人
(－9)

 

　11,112　
(－11)

　13,532人
　(－4)

　13,181人
(－5)

人口

男

女

世帯 世
帯

●日時・場所
　１月12日㈬ 富士吉田商工会議所
　2月  9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】

12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。

1月26日㊌ 304会議室
1月12日㊌ 104会議室

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129

お気軽にご相談ください。
相談は予約制（無料）です。

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

おめでた・おくやみ
〈11/11～12/9〉

外川　光希　　則　人・亜　紀　船津

山下　あん　　森　生・　栞　　船津

林　　風帆　　智　也・な　み　船津

舩木　　郷　　　翼　・好　美　船津

山口湊凪斗　　洋　平・悠　乃　船津

三浦　瑚子　　孝　基・直　子　船津

岩本　　澪　　　篤　・弥　子　船津

坂本　　湊　　和　紀・一　葉　小立

岩下　舜己　　正　男・典　子　小立

桒原一空太　　章太朗・はる香　河口

瀧口　　明　70歳　瀧口　益美　船津

鷹谷　智恵　52歳　鷹谷　　久　船津

髙橋　末男　74歳　髙橋　幹雄　船津

渡辺富士雄　66歳　渡辺　一正　船津

渡邊　眞一　63歳　渡邊　晴美　浅川

新田　隆雄　70歳　新田ちえみ　小立

渡邊　俊康　83歳　渡邊　浩二　小立

伯耆コシヨ　95歳　伯耆　　　　河口

石川　　進　77歳　　　　　　　河口

小佐野文德　92歳　小佐野尚広　勝山

渡邊　　亮　 ＝　 古屋まどか　小立

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/2月6日㈰
●時　間/10時～12時
●場　所/町民福祉館ふじやま ２階
●問合せ/町社協（７２ ー １４３０）
●その他/写真、身分証を持参する

ことと、なるべくご本人
が来所してください。

◎町県民税４期　国民健康保険税７期　後期高齢者医療保険料７期　介護保険料７期　

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

お子さん　　　　　　父　　　　 母
おめでた（出生）

こう き

みつ き

み　な　と

い　く　た

か　ほ

こ　こ

ごう

みお

みなと
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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。

佳作
船津小4年 山口 茉莉

努力賞
小立小6年 山中 隆之介

佳作
小立小4年 渡邉 みくる

佳作
小立小4年 南畑 茉空

努力賞
小立小4年 髙尾 右花

努力賞
小立小4年 松井 南菜子

努力賞
小立小4年 堀内 愛音

令和３年度　下水道ポスターコンクール入選作品
　例年山梨県内の小学校４～６年生を対象に下水道ポスターコンクールが実施されています。
子どもたちの豊かな感性によって描かれた作品は作品集をはじめ下水道建設現場の看板やポケット
ティッシュの図案として活用され多くの県民に下水道の大切さを訴えています。

　この度応募総数１，２１０点の中から町内小学校より７名の方が入選されました。 入選された方
おめでとうございます。

富士河口湖町のおいしいお水を飲むふじぴょん


