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　本日、私たちが新成人としての第一歩を踏み出すにあたり、昨今
の大変な状況の中万全な体制で思い出深い式典を挙行してくださ

った、富士河口湖町全ての関係者の皆様に感謝申し上げます。そして渡辺町長をはじめ、ご来賓の方々からのお祝いや激励のお言葉
に、新成人一同を代表致しまして心よりお礼申し上げます。皆様からの温かいお言葉を胸に、新成人としての自覚と責任を持ち、日々
精進してまいります。
　私たちは、世界に誇る雄大な富士山の下、美しい山々や湖、豊かな自然という感謝しきれないほど恵まれた環境で育ってきました。
そんな故郷、富士河口湖町を心から誇りに思うと同時に、共に励まし合い、いつも私たちのことを第一に考えてくれた家族、たくさん
の思い出を作った友人たち、いつも温かい目で私たちの成長を見守って下さった地域の方 と々いった、多くの支えがあって今日、新成
人という門出を迎えることが出来ました。
　この1年を振り返ってみますと、新型コロナウイルスが感染拡大を起こし先の見えない時期もありましたが、東京オリンピックパラリ
ンピックの開催や新型コロナウイルスワクチンの普及など希望も多く見えてきました。また、東日本大震災から10年が経ちました。当
時私たちは小学校3年生で3月11日2時46分は教室や校庭で授業をするなど、平和な日常を過ごしていました。地震直後には、この町
も停電になり明かりのない夜を過ごしました。無情にも被災地の惨状とは対称的な澄んだ星空だったのを覚えています。朝になり電
気が復旧して被災地の現場が放送されました。私たちは、それが同じ空の下で起こっている出来事なのが信じられませんでした。私た
ちは平穏に過ぎる日々に感謝して生きなければならないと思っています。
　現在私は、高校の教員という夢に向かって山梨大学で主に教育に関することと数学について学んでいます。そんな私も学生の頃に
は病気で、けいれんや失神、頭痛、吐き気などに悩まされる日々を過ごした時期がありました。当時の学校の担任や顧問の先生方を
はじめ、同級生の仲間達や家族、いままで支えてくれた方 、々また、町の子ども医療費助成制度により受けることができた高度な検査
や治療のおかげで病気を克服することが出来ました。こうして私は今日を迎え、当時親身に支えてくれた担任の先生のような社会人
になりたいと思ったことがきっかけで強く教員を志すようになりました。この会場にいる多くの新成人が、この富士河口湖町で生まれ
育ち、夢や希望を持ちました。この町で夢や希望を持てたのは、今の町を創り上げたふるさとの先人達の努力のおかげです。これを受
け継ぐ私たちは、誰もが夢や希望をもてる環境を維持しながら発展させなければいけない責務を持っていると思います。中学校卒業後、
私たちは1人1人の夢を叶えるためにそれぞれの道を歩み始め、将来への不安、自身の未熟さ、家族の存在の大きさなど、様々なこと
に気付かされました。そして、苦しい時や辛い時に富士河口湖町という帰るべきふるさとがあることが、私たちにとって何より大きな支
えとなっています。
　今日、新成人を代表して挨拶させていただいています私には、辛い時苦しい時に「あとちょっと頑張ろう」と思わせてくれる歌があ
ります。それはwacciさんの「大丈夫」という曲です。自分が辛い状況だった時、友人から贈られた曲です。その時も今でも私自身を
助けてくれる曲です。1部分ですが紹介したいと思います。

「涙を流した君にしか迎えられない明日がある
見守ってるから大丈夫　焦らなくたって大丈夫
生きていく中で人はみな幾千もの自分に出会う
そうして大人になっていく　見つけられた分だけ強くなる
世界は涙じゃ変わらない　でも君は変わってゆけるさ
そう僕もちっぽけでも踏み出していくよ
胸を張って君だけじゃない僕ら一人じゃない
そうさ　涙を流した君にしか浮かべられない笑顔がある
たまには泣いても大丈夫　素直になっても大丈夫
生きていくだけで人は皆数えきれないほど乗り越える
だから大丈夫　こぼれ落ちた分だけ強くなる強くなれる大丈夫」

　私たちの未来には幾度となく壁が現れるでしょう。そんな壁にぶつかった時、自分に素直になり何度上手くいかなくてもあと1回あ
と1回と粘り強く挑戦し続けることが大事になると私は思います。ここで新たに成人となり、自分も他人も同じように大切にしながら、
覚悟と責任を持って行動し、いつか、ふるさと富士河口湖町に恩返しできるように努力し続けたいと思います。
　今まで支えてくれた方 、々そして、これから出会う方々へ感謝と尊敬の気持ちを忘れず、これからの人生に希望を見出して自分の道
を歩み進めることをお約束します。
　オミクロン株が急激な広がりを見せる中、私たちのために中止や延期という決断ではなく、コロナウイルスの検査など様々な対応を
行ってくださりそして開催という決断を下されたことに本当に感謝しております。このような状況であるため全員で言葉を発すること
は難しいですが、新成人一同で礼だけでもさせて下さい。本日は開催してくださり本当にありがとうございました。以上で誓いの言葉
とさせていただきます。

令和4年1月9日　新成人代表　古谷　大地

　令和4年1月9日(日)に「令和4年成人者のつどい」が勝山ふ
れあいセンターさくやホールにおいて行われました。集まった
新成人の皆さんはマスクを着用し、感染防止を意識しながら
旧友との再会を喜び、責任ある大人としてのスタートを切りま
した。

●新成人代表　誓いの言葉●

富士河口湖町
令和4年（第19回） 

成人者のつどい成人者のつどい成人者のつどい成人者のつどい成人者のつどい成人者のつどい
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成人おめでとうございます

○小泉政権発足。構造改革がスタート
○『千と千尋の神隠し』公開。興行収入が『タイタニック』を抜き、日本新記録となった
○米マリナーズのイチロー、ＭＶＰと新人王受賞
○東京ディズニーシー開園
○皇太子徳仁親王（第126代天皇）に第1子、敬宮愛子内親王が誕生
○AppleがiPod発表
○JR東日本がSuicaのサービスを開始
○阪神の野村克也監督が辞任、後任に星野仙一前中日監督が就任

船津・浅川地区 1

船津・浅川地区 2

船津・浅川地区 1

船津・浅川地区 2

成人者の皆様が
生まれた年の主な出来事
2001年(平成13年)4月

〜
2002年(平成14年)3月

………………………………

………………………………
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小立・大嵐地区

大石・河口地区

勝山・長浜・西湖・根場・精進・本栖・富士ヶ嶺地区
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はばたけ!  新成人!

広報 52022年 2月号



ふ
じ

か

わ

ぐ
ち こ

令和4年安全祈願祭が行われました

　船津にお住まいの松本かをるさん（写
真左）、小立にお住いの渡邊みねさん（写
真右）が百歳の誕生日を迎えられ、町から
お祝い状と記念品をお渡ししました。
　ご長寿おめでとうございます。

　1月4日（火）に河口浅間神社において令和4年の各種事業などに対する
安全祈願祭が執り行われました。当日は町長をはじめ、町議会議員や観光
連盟関係者、消防団、安協など多くの関係者が集まり、今年1年の安全を祈
願しました。

中学生の「税についての作文」優秀賞受賞者の紹介

江野沢さん山日YBS農業賞受賞

百歳おめでとうございます

　本年度で第５５回を迎えました中学生の「税についての作文」募集に際し、大月税務署管内で参加校２２校、応募総数
６７８編の中から本町において以下の優秀作品が選ばれ、各校において表彰式が実施されました。

　　　　全国納税貯蓄組合連合会優秀賞　　　　　　　　河口湖南中学校　３年　安富　日菜
　　　　大月税務署管内納税貯蓄組合連合会会長賞　　　勝山中学校　　　３年　佐野　心美
　　　　富士河口湖町長賞　　　　　　　　　　　　　　勝山中学校　　　３年　池田　文香
　　　　富士河口湖町教育長賞　　　　　　　　　　　　河口湖北中学校　３年　堀内　紅乃葉
　　　　河口湖南中学校組合教育長賞　　　　　　　　　河口湖南中学校　３年　尾上　釉夏
　　　受賞者の皆様、大変おめでとうございます。

　富士ヶ嶺地区で酪農を営む江野沢伸一氏が第53回山日YBS農業賞（最高
賞）を受賞され、町長を表敬訪問していただきました。この賞は、農業活動の
成果が地域農業の発展に寄与していることと、創意工夫により新しい農業経
営を実践し、その結果が新しい農業の方向に示唆を与えていることなどを満た
した方が表彰されるものです。
　同氏は、県内でも先駆的に酪農と黒毛和種繁殖の乳肉複合経営を実践し、
夫婦二人三脚による細やかな記録管理に基づく正確な飼養管理技術とSDGｓ、
アニマルウェルフェアの考え方に対応した環境整備などが認められ表彰されました。おめでとうございます。

広報6 2022年 2月号



河口湖畔清掃ウオーク
　12月12日（日）に一年の締めとして健康づくりウオークでお世話になった大池公園、
湖畔一周の遊歩道を協会員、約190名で感謝の意を込め清掃ウオークを行いました。
　富士河口湖ウオーキング協会では毎年12月に清掃ウオークを行っています。

清掃活動を実施しました

ジュニア防災士講座を開催しました

ご寄付をいただきました

　11月17日町児童生徒連絡協議会による「町長さんと語る会」が議場を利用し、議会形式で開催されました。
　議場の議長席や議員席に町内の小中学校･高校･支援学校の代表の児童生徒たちが座り、町長や各課長に対して意見や
要望、提案が行われました。
　大嵐小学校から「毎月クリーン登校をしてゴミを拾っています。町でもゴミを拾ったりと取り組めば町全体が非常に綺麗
になります」と意見があり、環境課からゴミ袋を配布するので活用してほしいと回答がありました。
　各学校が配布されたゴミ袋を活用する中で、河口湖北中学校では配布されたゴミ袋を手に学年ごとに分かれて湖畔の
清掃や、歩道の清掃を行いました。生徒たちは汗を流しながら小さなゴミも見逃さずゴミを拾い集めていました。

　夏にはコロナ感染拡大により、中止になってしまったジュニア防災士講座。今回は
感染対策を講じ時間を大幅に短縮して、1月7日に開催しました。
　この講座は、地域の防災力向上を目的に企画されたものです。50名以上の子ど
もたち（町内4～6年生）が参加し、大変有意義な時間を過ごすことができました。
　前半の防災講座では、これまでに起きた富士河口湖町の災害や今後起きるであ
ろうと予測されている災害に対してどのように対応していけばよいのかについて学
びました。後半は、防災工作と避難所設営。防災工作では、一人一人がペットボトル
と懐中電灯を使ったランタンを作り、避難所設営では段ボールベッドとテントを子どもたちが協力し合って完成させること

ができました。
　子どもたちがお互いに知恵を出し合って助け合いながら取り組む姿が大変印象的
でした。自分一人で何とかするのではなく協力しながら活動することを通して、共助
の意識をもつことにもつながったのではないでしょうか。
　この講座を通して、日頃から非常時に対する準備の大切さや万が一災害が起きた
ときに自分たちにできることは何かを学ぶことができたことと思います。知識を持っ
た子どもたちが、これから地域の防災力向上のけん引役となっていくことを期待して
います。

富士レイクサイドカントリー倶楽部様より
社会福祉協議会へ　10万円
富士桜カントリー倶楽部様より
社会福祉協議会へ　10万円
　貴重なご寄付をありがとうございました。
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■高額医療・高額介護合算療養費制度とは？
　医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を
軽減する制度です。1年間の医療と介護の自己負担額を世帯
で合計し、基準額を超えた金額を支給します。
■支給基準
　令和2年8月1日～翌年7月31日までの1年間に医療と介護
の両方に自己負担額があり、その期間の自己負担額の合計が
基準額を超えた世帯（高額療養費または高額介護サービス
費として支給された金額は、自己負担額から差し引いて計算
します）。
■申請方法
　支給対象となる方には、令和4年3月上旬ごろに支給申請
書と支給申請についてのお知らせ等を郵送いたします。支給
申請書・支給申請についてのお知らせ・振込先の口座の通帳
・本人確認書類（免許証や被保険者証）、印鑑を持参のう
え、住民課窓口にて申請をしてください。（令和3年8月以降
に町へ転入した方は前市町村の住民課窓口となります。ご注
意ください。）
　申請の詳細については、これから届くお知らせをご覧くだ
さい。

■申請から支給まで
　医療分については、申請から約3ヶ月後に医療保険者が決
定・支給をおこないます。介護分については、医療分決定後
に、町の健康増進課介護保険係が支給をおこないます。
■申請の時効
　勧奨通知がお手元に届いてから2年間ですが、お忘れのな
いよう早めの申請をお願いいたします。
●問合せ　住民課国保年金係　℡ 0555-72-1114

　広報1月号において掲載しました「体育功労者及び特別体
育功労者を表彰」におきまして、特別体育功労者の氏名に誤
りがありましたので、お詫びをして訂正いたします。
　　誤）安富　日奈
　　正）安富　日菜
　広報1月号において掲載しました「下水道ポスターコンクー
ル入選作品」におきまして、学校名に誤りがありましたので、
お詫びをして訂正いたします。
　　誤）小立小4年　堀内愛音
　　正）勝山小4年　堀内愛音

後期高齢者医療の被保険者の皆様へ
（75歳以上の方）

お詫びと訂正について

3月3日㊍ 配布予定3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

～「高額医療・高額介護合算」の申請が始まります～

　新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者（※後期高齢者医療保険に限り
世帯主となります）が死亡、もしくは重篤な傷病を負った場合、または主たる生計維持者の収
入減少が見込まれる場合に対する減免措置の対象となる方は、期間内に申請をお願いします。
※対象者の要件等は広報「富士河口湖」（令和3年7月号）または町ホームページをご確認ください。
　ホームページの掲載場所は以下をご参照ください。

　町ホームページトップ画面の組織タブから「税務課」を選択して、「国民健康保険税」のページから
「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免のご案内」をお選び
いただくとご覧いただけます。
　●問合せ　税務課 住民税係　℡ 0555-72-1113

　町ホームページトップ画面の組織タブから「住民課」を選択して、「後期高齢者医療制度」のページから
「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う後期高齢者医療保険料の減免のご案内」をお選びいただくとご覧
いただけます。
　●問合せ　住民課 国保年金係（後期高齢者医療担当）　℡ 0555-72-1114

　町ホームページトップ画面の組織タブから「健康増進課」を選択して、「介護保険料の減免について」を
お選びいただくとご覧いただけます。
　●問合せ　健康増進課 介護保険係　℡ 0555-72-6037

国民健康保険税

介護保険料

後期高齢者医療保険料

税・保険料の減免申請について
受付期間：令和4年3月31日まで

新型コロナウイルス
感染症の影響による
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　富士河口湖町ではふるさと納税として町へ寄附された方に感謝の気持ちを込めて地域の特産品や宿泊券等を
返礼品（お礼の品）として進呈しています。
　返礼品を進呈することは町のＰＲやイメージアップだけではなく、事業者の新たな販路の開拓をはじめとした
地場産業の振興も目的としております。通常はなかなか繋がる機会の少ない町外在住の個人の方にアピールする
ことができます。

※町で返礼品をまとめて買い取ることはありません。寄附の成立ごとに寄附者に直接お送り
　いただきます。返礼品の代金は納品の翌月を目途にお支払いします。
※インターネット上の各寄附サイトの掲載や決済にかかる手数料、返礼品の送料は町が負担
　いたします。
※返礼品の金額は町から指定するものではありません。

詳細は富士河口湖町ホームページに記載しておりますので「富士河口湖町　返礼品提供」で
検索、またはQRコードからご覧いただくか政策企画課ふるさと納税推進室までお問い合わ
せください。

〇町内で生産されたもの　(農産物、畜産物、林産物など)
〇町内で生産されたものを主な原料や材料としているもの　(加工食品、工芸品など)
〇町内で製造・加工の主な工程を行っているもの　(飲料、工芸品、加工食品など)
〇町内で提供されるサービス・役務　(宿泊券、旅行券、食事券など)
※単なる販売やラベリングを行っているだけの場合は該当しません

１　上記【返礼品になりえるもの】に該当する物品・サービスをご提供いただける事業者
２　事業所にインターネット環境がある事業者(受注管理・請求処理に必須となります)
３　宅配便等で返礼品を寄附者へ期日までに直接配送できる事業者
４　業種ごとに必要な許認可を取得している事業者

返礼品になりえるもの

応募可能な事業者様 下記のすべてを満たす必要があります

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

お問い合わせ先

町ふるさと納税での
返礼品提供事業者を
募集します！

町ふるさと納税での
返礼品提供事業者を
募集します！
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お問合せ先　地域防災課　地域係　72-1170

区・自治会に加入しましょう!!

　地域の代表として行政との橋渡しの役割をしていただく、新区長・自治会長をご紹介いたします。
１年間よろしくお願いいたします。
　また、町連合会長及び各地区の代表が選出されましたので、あわせてご紹介いたします。
　なお、大嵐区・富士ヶ嶺区の区長は任期の途中ですので、改選した際に改めてお知らせします。

令和4年　新区長・自治会長の紹介

■町連合会長　　　　　堀内　　操　（下条区）
　○船津地区代表　　　渡邉　克美　（富士見一）
　○小立地区代表　　　古屋　章弘　（林区）
　○大石地区代表　　　堀内　　操　（下条区）
　○河口地区代表　　　山崎　正孝　（河口第三自治会）
　○勝山地区代表　　　在原　光弘　（勝山第二区）
　○足和田地区代表　　朝比奈　誠　（大嵐区）
　○上九一色地区代表　渡邊　　久　（精進区）

船津地区
【揚　町】 松浦 潤一 　　　　【浜　町】 渡邉 　剛　
【若松町】 外川 拓也 　　　　【上　町】 仲沢 憲一　
【松場一】 今井 圭介 　　　　【松場二】 白壁 賢一
【湖南一】 佐野 栄治 　　　　【湖南二】 永冨 隆志
【湖南三】  滝口 庄三　　　　【本町二】 中村 誠治　 
【七の一】 佐々木 秀一 　　　【七の二】 東 　健次
【七の三】 外川 仙造 　　　　【七の四】 宮下 　護
【南台一】 長山 　健 　　　　【南台二】 前𣘺 義人　
【七の中】 外川 俊行 　　　　【市　道】 渡邊 貴宏
【富士見一】 渡邉 克美 　　　【富士見二】 小林 智彦
【富士見三】 三村 健次　 　　【富士見四】 井坂 貞之
【本　町】 赤池 久男 　　　　【上の段下】 草田 　透
【上の段中】 宮下 義彦 　　　【上の段上】 梶原 正平　
【高尾町】 赤池 市雄 　　　　【県営住宅】 中込 亜矢子　  
【高尾南】 小俣 儀洋 　　　　【富士見タウン】 伊藤 一夫
【河口湖通】 保坂 　修 　　　【大久保】 長山  尊宣
【宮　森】 外川 孝夫 　　　　【大　池】 白壁  和久
【浅　川】 外川 　智

＝行政区長＝
【山　彦】 原　利也  　　　　【竹の子・松場】 仲沢憲一
【湖　南】 永冨 隆志　　 　　【富士桜・スバル】 外川俊行
【青空・うそぶき】 梶原 　元　【富　士】 井出清春
【蜂の子】 梶原 正平 　　　　【浅　川】 外川新𠮷　　　
【ひばり】 仲沢 明男 　　　　 【富士見】 小林智彦　
【高尾・ニュータウン】 富田 隆治　
【高尾南】 小俣 儀洋

小立地区
【乳ケ崎】 小池 喜知雄 　　　【林】 古屋 章弘　　　　　
【久　保】 渡邊 芳朗 　　　　【八町屋】 渡邊 正孝　　　 
【西】 相澤 國男
【町営住宅小立団地】 廣田 真知子
【河口湖ニュータウン】 奈良 　登

大石地区
【中　沢】 堀内 　靖　　　　【上　手】 梶原 一雄　　  　
【東　村】 鈴木 　勲　　　　【下　条】 堀内 　操
【後　藤】 程原 貞二　　　　【中　村】 堀内 房範
【湯　口】 渡邉 秀希　　　　【ペンション村】 長瀧 和佳奈
【松風台】 渡邉 義男

河口地区
【第　一】 中村 政一　　　　【第　二】 中村 忠敬　
【第　三】 山崎 正孝　　　　【第　四】 中村 真也
【第　五】 渡邊 　正　　　　【第　六】 伯耆 久男

勝山地区
【第一区】 大石 威起　　　　【第二区】 在原 光弘　　　
【第三区】 流石 静雄

足和田地区
【長浜区】 梶原 幸栄　　　　【西湖区】 三浦 敬伯　　　
【根場区】 渡辺 昭也

上九一色地区
【精進区】 渡邊 　久　　　　【本栖区】 滝口 雅博

　町内には、６７の区・自治会（船津地区３５、小立地区７、大
石地区９、河口地区６、勝山地区３、足和田地区４、上九地区
３）があり、快適で住みよい環境づくりを進めるため、各団体
でさまざまな活動や行事を行なっています。普段から育成会
活動や公民館まつりなど地域間のコミュニケーションの形成
や、自主防災組織の確立など有事の際には地域の防災力と
して非常に大きいものがあります。
　まだ加入されていない方も自治会活動に加わり、近隣の方
と親睦を深めながら地区共通の課題や防災活動に一緒にな
って取り組み、安全・安心で豊かな地域づくりに取り組みまし
ょう。

………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………………
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シェイクアウト訓練　事前参加登録申込書
きりとりせんきりとりせん

　シェイクアウト訓練とは、地震発生の合図とともにその場で机などの下に入り、約１分間動かずに３つの安
全確保行動をする一斉防災訓練です。自分が無事ならまわりの人を助けることができますが、無事は当たり
前ではありません。グラッ!! の揺れにすぐ反応し身を守れるように、訓練をお願いいたします。　

富士河口湖町　シェイクアウト訓練

令和４年３月１１日㈮ 午後１時日時

自宅・職場・学校などその場で場所

３つの安全確保行動防災無線等により訓練放送を
流しますので、その場で身を
守る安全行動をとる訓練を
お願いいたします。

事前にアプリに訓練日時を設定すると、その日時にエリアメール（緊急地震速報）のブザー音が鳴ります。
これをきっかけに避難行動の訓練をします。

「地震防災訓練アプリ」で緊急地震速報の音を体感できます

事前参加登録をお願いします

アプリをダウンロード

下の申込用紙

アプリを起動しQRコードで訓練予定の登録 訓練予定日時

「地震防災訓練
アプリ」で検索して
ダウンロード。

緊急地震速報の音が
鳴ります。
避難行動
訓練を
行います。

・富士河口湖町シェイクアウト訓錬
・2022年3月11日 13時
・訓練ID　　2１00６５

【QRコードで登録できない場合、手動登録】

▶ ▶

それぞれが別の場所から一斉に訓練する意識を高めるために、事前参加登録をお願いします。たとえ訓練当日に
参加できなくても、訓練参加や防災対策への意思は誰でも示すことができます。

電 話町ホームページ
・地域防災課
　または各出張所に提出
・FAX ☎72-0969

QRコードを読み取るか、
検索して、登録
フォームに入力

地域防災課
☎72-1170

地域防災課　☎72-1170お問い合わせ

●お住まいの地区　　　　　　　　　　　　地区
●参加形態（該当する□に✓をつけてください）
　　□個人・家族　 □学校・保育所・幼稚園　 □企業　 □自治会等　 □友達などグループ　 □その他
●参加予定人数　　　　　　　　　　　　人
●訓練後の簡単なアンケート配信にご了承いただける方はご記入をお願いします。
　  　　メールアドレス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※以下は、個人・家族以外の企業・団体等で参加の方のみご記入をお願いします。
●企業・団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   
●企業・団体名を町ホームページ等へ掲載してよろしいですか。
　　□ はい　□ いいえ
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● 加入条件 ●

 

令和

加入者が交通災害(交通事故による災害）にあった場合に被害の程度によって見舞
金をお支払いする相互救済の制度です。交通災害共済とは

令和4年4月1日から
(中途加入の場合は、その翌日)

法
方
み
込
申
お

家族そろって加入しましょう!
にに4年度

掛 金

年額（ひとり）

共済
期間

交通災害が発生した日の
翌日から２年以内です！請求

期間

令和5年3月31日まで

次の交通機関の交通途上における運行に起因する接触、衝突、墜落、 
転覆等により生じた事故（日本国内において発生したものに限ります。） 

対象となる交通機関
自動車／自動二輪車／原動機付自転車／自転車／電車／
ケーブルカー／ロープウェイ／身体障がい者用の車いす
（電動車いす等も含む）※航空機、船舶など

【 
【ご注意】次の場合は交通災害ではありません。(主なもの)
◎歩行中に誤って転倒（車両の運行に起因するものを除く。）
◎幼児用乗用具（玩遊具）による自損事故
◎一定の場所で停止して行う作業中の事故
◎駐停車中の交通機関の乗降時における事故
◎自宅敷地内、畑などでの事故（交通事故証明書が取得できる場合を除く。）

実施機関：山梨県市町村総合事務組合 
甲府市蓬沢1丁目15-35 山梨県自治会館内 
TEL　055-235-3237 https://www.ysc-yamanashi.or.jp/

加入条件を満たしていれば

いつでもどなたでも加入OK!

  富士河口湖町に住所を有し、
住民基本台帳に記載されている方

①交通災害共済掛金納入書の提出
②掛金(1人500円)の支払い

●対象となる交通災害●

※町での受付は3月からです。
　受付日程は広報3月号でお知らせします。

お申込みには、以下の2点が必要となります。

（県外に転出している学生は、加入できます。)

身体障害者福祉法
に基づく身体障害者等級
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数
入院日数
実治療日数

被害の程度（ケガの治療日数等）
死　　亡

1～3級の障害
4～7級　〃　

見舞金
100万円
30万円
20万円
18万円
9万円
16万円
8万円
14万円
7万円
12万円
6万円
8万円
4万円
6万円
3万円
4万円
2万円

等級
1
2-1
2-2
3-1
3-2
4-1
4-2
5-1
5-2
6-1
6-2
7-1
7-2
8-1
8-2
9-1
9-2

90日以上

75～89日

60～74日

45～59日

30～44日

15～29日

5～14日
1～14日

※見舞金を受け取るご遺族がいないときに
　葬祭執行者にお支払いするもの

※交通災害による死亡が自殺であった時、
　ご遺族にお支払いできるもの

弔慰金

葬祭費用 上限50万円

20万円

特例

①実治療日数とは、入院日数と通院日数を合算した日数です。
②1日に2つ以上の医療機関等で治療等を受けた場合の日数は、
　1日として計算します。
③見舞金は、入院日数または実治療日数にて算定した見舞金の
いずれか高い額をお支払いします。

備考

※令和3年度から共済見舞金が変わります。令和3年3月31日までの
　交通災害については、加入年度の見舞金の額となります。
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　成年年齢が、2022年4月から、現行の20歳から18歳に引き下げら
れます。約140年ぶりに成年の定義が見直されることで、何が変わる
のか、私たちの暮らしにどのような影響がもたらされるのか、今から
心構えをしておきましょう。

　明治時代から今日まで約140年間、日本での成年年齢は20歳と民法で
定められていました。この民法が改正され、2022年4月1日から、成年年齢
が20歳から18歳に変わります。
　これによって、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に
新成人となります。

　　成年に達すると、未成年のときと何が変わるのでしょうか。
　　民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年
　齢」という意味があります。成年に達すると、親の同意を得なくても、自分の意思で様々な契約ができるようになるとい
　うことです。
　　例えば、携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジットカードをつくる、高額な商品を購入したときに
　ローンを組むといったとき、未成年の場合は親の同意が必要です。しかし、成年に達すると、親の同意がなくても、こう
　した契約が自分一人でできるようになります。また、親権に服さなくなるため、自分の住む場所、進学や就職などの進路
　なども自分の意思で決定できるようになります。
　さらに、10年有効のパスポートを取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすることもで
　きるようになります。
　　また、女性が結婚できる最低年齢は16歳から18歳に引き上げられ、 
　結婚できるのは男女ともに18歳以上となります。
　　一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競
　技に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。健康面への
　影響や非行防止、青少年保護等の観点から、現状維持となっています。

　　未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。もし、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合には、民法で定
　められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。この未成年者取消権は、未成年者を保護
　するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしています。
　　成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようになりますが、 未成年者取消権は行使できなくなります。
　つまり、契約を結ぶかどうかを決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも自分自身になります。
　　契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き
　込まれる可能性があります。社会経験に乏しく、保護がなくなったばかりの成年を狙い打ちに
　する悪質な業者もいます。そうした消費者トラブルに遭わないためには、未成年のうちから、契約
　に関する知識を学び、様々なルールを知った上で、その契約が必要かよく検討する力を身につ
　けておくことが重要です。消費者庁の消費者教育ポータルサイトでは、消費者教育に関する情報
　を紹介しています。特に、未成年の皆さんや成年に達したばかりの皆さんが、社会で一人の大人
　として生きていく力を身に付けるには、全国の高校での活用を目指している教材「社会への扉」などがおすすめです。
　　また、消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合の相談窓口として、消費者ホットライン
　「188（いやや）！」が設置されています。困ったとき、おかしいなと思ったときにはしっかり相談ができることも大事です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：政府広報オンライン）

LINE公式アカウント　消費者庁若者ナビ
消費者トラブルに遭わないために。知って安心の最新情報をお届け！
消費者庁 若者ナビ！　LINE ID : @caa_z  

次のリンクから友だち登録　URL  https://lin.ee/Vly3NYf
LINE友だち登録はこちらから！　右記のＱＲコードを読み取り、友だち登録

アカウント名
友だち登録の方法

18歳から“大人”に！

１「成年年齢」はいつから変わるの？

２ 成年に達すると何が変わる？

３ 成年に達して一人で契約する際に注意することは？

成年年齢
引き下げで
変変変わること、わること、わること、わること、

変変変わらないこと。わらないこと。わらないこと。わらないこと。



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10回 「富士山にまつわる古道を探る～忘れられた道を調べる～」

※来館の際には検温をしてからお出かけください。平熱より1度以上高い場合はご遠慮ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※来館の際には検温をしてからお出かけください。平熱より1度以上高い場合はご遠慮ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（つるし飾り、切り絵、ろうけつ染め等）
「中央公民館講座作品展」の実施

本年度実施した「中央公民館講座」の作品展を実施します。

○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）

○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）

　かつて人々が行き交っていた道は、富士山から流れ出た溶岩で塞がれたり、時代の流れとともに役
目を終えて新たな道に移行するなどして変遷を遂げています。また、世界文化遺産富士山の文化的価
値の要である富士山信仰の実像を明らかにするために、参詣道や巡礼路などの古道の調査が進められ
ています。これまでの調査研究等で解明されてきた古道について、
調査手法を解説しながら成果を紹介します。

●日　時：令和４年２月１６日（水曜日） 19時～21時　
●会　場：勝山地区公民館　多目的ホール　　●講　師：村石眞澄（町史編纂室長）
※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：2月8日（火）９時～
※内容、会場（部屋）は都合により変更になる場合があります。ご了承ください。
※開催日に大雪注意報または大雪警報が発令された際は３月の第３水曜日に順延いたします。

ご来場を
 お待ちしています。
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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

富士河口湖町スポーツ推進事業富士河口湖町スポーツ推進事業
富士山
総合型

地域スポーツクラブ

クラブクラブ

富士山富士山 http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

継続者は会場の都合によりお申込みいただけません。
バドミントン、ZUMBA Kids Jrの体験会は行いません。各教室時に対応いたします。

子どものプログラム　新規入会希望者体験会

た・い・そ・う
●対　象：年長児～小学3年生　●定　員：15名
●日　時：3/12㈯ 9：30～10：20【受付9：20】　

なんでもキッズ・ジュニア
●対　象：年長児～小学6年生　●定　員：15名
●日　時：3/12㈯ 10：30～11：20【受付10：20】

…………………………………………………………………………………………………………………
●場　所：子ども未来創造館ホール　　●持ち物：タオル、飲み物　　　●参加料：1教室につき500円　
●申込み：メールにてお申し込みください。　 ①氏名　　　 ②学校名・学年　　　③保護者携帯番号
●その他：＊定員になり次第締め切ります。定員をオーバーした場合キャンセル待ちとさせていただきます。
　　　　　  ＊対象者は町民のみとなります。

総合型地域スポーツクラブ　クラブ富士山
メール　　 club223@lcnet.jp　　☎0555-72-4772

http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp FUJISAN
CLUB

　

令和４年度の
受付を開始します。
ホームページまたは
チラシをご確認の上
お申し込みください。
状況によっては中止の
可能性もあります。

◆ 辛い時にSOSを出しているでしょうか？ ◆
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

　日本社会の急激な変化の中、子どもを取り巻く環境は大きく変化し、様々な問題や課題が浮き彫りとなっ
ています。学校現場では，様々な困難や悩み，ストレス等への対処方法を身に付けるため，「SOSの出し方に
関する教育」について取り組みを進めています。それだけ「悩みを抱えているがそれを出せずにいる子どもが
多い」ということです。不登校は年々増加の一途をたどり，非常に厳しい状況があります。
　子どもたちの不登校は突然起こるわけではありません。多くの場合，様々なことが積み重なって，「学校に
行かない」というかたちで表出してきます。「勉強に関する不安」「友だち関係の悩み」「容姿や能力について
の劣等感」などの悩みや不安を多くの子どもが抱えています。これがストレスとなり，心の病気となって現れ
ることもあります。
　子どもたちは，辛い時にSOSを出しているでしょうか。誰にも言えずに一人で悩み苦しんでいるのではない
でしょうか。SOSを出して，人に話をすることで気持ちが楽になることもあります。
子どもが出したSOSに対して周囲の大人が気づく感度をいかに高めていくかも課題になっています。
　教育センターでは，相談を受け付けています。秘密は厳守します。安心してご相談ください。

○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」

『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
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英語であそぼうwith BB

新型コロナウイルス対策ご協力のお願い

＜休館日＞
2月6・11・13・20・23・27日2月6・11・13・20・23・27日

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　
　　　　　　　　　　中　高　生　（月）～（金）13：00～18：00　　１日２時間まで　
※なお、状況により開館日時等が変更になる場合がありますのでホームページ・電話等で随時ご確認ください。

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

　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！
日　時：2月19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：2月12日（土）　10：00～

　

　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☆
日　時：３月9日（水）　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：３月２日（水）10：00～
 

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

日　時：①２月８日（火）10：30～11：30
　　　　②3月８日（火）10：30～11：30
参加費：持ち物：なし　
定　員：１５組
申込み：①受付中　②３月１日（火）10：00～

　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♪ 

※「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。

☆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☆

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

＊2月生まれの誕生会は2月25日（金）です。
　予約制となります。手形・足形をとったカードの
　プレゼントがありますので、10：30頃までにお
　越しください。
＊計測を希望される方はフェイスタオルを1枚持参
　してください。
＊各種相談についてはお問合せ下さい。　
●お問合せ：子育て支援課　☎72-1174

　子育て支援課発！つどいの広場　つどいの広場　つどいの広場　つどいの広場　

※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

72/6 8 9 10 11 12

1413 15 16 17 18 19

2120 22 23 24 25 26

2827 3/1 32 4 5

令和4年 2月6日～3月5日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

（助産師相談）

（歯科相談）
（子育て相談）

おもちゃ病院

つどいの広場

つどいの広場 ひなまつり会

（絵本の日）

（絵本の日）

つどいの広場
リトミック
（助産師相談）

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

AM乳幼児親子
自由来館日
PM 集まれ！
双子ちゃん親子

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

【山⇒湖】

【湖⇒山】

【湖⇒山】

つどいの広場
（相談のみ）（相談のみ）

つどいの広場

つどいの広場つどいの広場

（リズムの日）

（体育 勝山さくやホール）

つどいの広場

つどいの広場

（誕生日会）

ふれあい教室A

2月の日曜・祝日は
休館です

funfunくらぶ
 (脳トレ）

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
　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：①2月１０日（木）13：30～14：30
　　　  ②３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
　　　  ②３月３日（木）10：00～

funfun 脳トレ2021⑦脳トレ2021⑦脳トレ2021⑦

児童クラブ登録について児童クラブ登録について児童クラブ登録について
　子ども未来創造館では、原則として放課
後や学校休業日に、就労などにより、家庭
に保護者がいない児童を対象とした『児童
クラブ登録児童』（定員４０名）を募集しま
す。登録審査をさせていただくため、必ず
申請書を受け取り、期限厳守で提出して下
さい【２月末まで】。
　ご質問はお気軽にお問い合わせくださ
い。
＊申請についての詳細は、『こどみらだより2月号』
　をご覧ください＊
お問合せ：☎72-6053（子ども未来創造館）

スーパードクター!!スーパードクター!!スーパードクター!!
　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♪

おもちゃ病院の

日　時：①2月25日（金）午後　
　　　　②3月11日（金）午後
申込み：①２月18日（金）10：00～
　　　  ②3月 ４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＊

休館日 休館日

休館日

休館日 休館日

休館日

ブラウンベアブラウンベアブラウンベア
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。

日　時：3月2日（水） 9：45～
　　　　　　　　　11：00～
　　　　　　　　　13：30～　

〈各回40分程度〉

＊申込みの際にご希望の時間をお伝えください＊
定　員：各回20組　　持ち物：参加費：なし
申込み：2月22日（火）10：00～
大人の方は必ずマスクの着用をお願い致します。
　　　　　　　　　　  お問合せ：☎72-6053

つどい・こどみら合同 ひなまつり会ひなまつり会ひなまつり会
　男の子も女の子も一緒に健やかな成長をお
祝いしましょう♪ 三密を避けて開催する為、
事前に必ずご予約をお願い致します。 

中止

中止
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生涯学習館生涯学習館生涯学習館

　ボランティアの皆さんによる大石分館の読み聞かせ
会の時間が変更になりました。
２月からは、毎月第３火曜日１５：４５開始です。
親子で..お友だちと..ぜひ！遊びにきてください。

大石分館読み聞かせ会時間変更のお知らせi

i 挑戦者求む！図書館脱出ゲーム

『ナイルパーチの女子会』柚木　麻子著

▶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175回 2/26㈯
　　14時～

新型コロナウイルス感染拡大に伴う
利用可能サービス制限（緩和）の基準を公表しますi

　感染症の感染拡大防止とご利用の皆さまへのサービスの両立
を図るため「生涯学習館における新型コロナウイルス感染拡大
予防ガイドライン」を改訂しました。
　県内の感染者数による警戒レベルを設定し、各レベルに応
じた条件付き開館または自主休館の対応を行います。
　警戒レベルにより、開館時間や座席の利用など、利用可能サー
ビスを感染者の発生状況より段階的に制限させていただきま
す。最新の開館状況は、大変お手数をお掛けしますが、生涯学
習館HPまたは☎０５５５-７３-１２１２にてご確認をお願いいたし
ます。　　　　　　

＊本ガイドラインは、生涯学習館ホームページで詳細を
　公開しております。　　
　紙面でご希望の方は、生涯学習館カウンターにご用意
　しております。　　　　　　

ある日、休館日の図書館に集まった１０人の小学生たち..　突然、図書館の自動ドアが閉まり、図書館に閉じ込められてしまった。
ここから出るには、ゲーム主催者が出す問題を解くしかない。果たして挑戦者たちは、図書館から脱出できるのか？
■ 日程：２月２３日（水・祝）　■ 場所：生涯学習館（図書館）
■ 時間：１部　１０：００集合　１１：３０頃終了予定、 ２部 １３：３０集合 １５：００頃終了予定
■ 対象：小学校３～６年生　　■ 定員：各回１０名　  ■ 参加料：０円　  ■ 持ち物：筆記用具
■ 申込：２月１２日（土）１０：００から受付開始（先着順）　　
　　　　生涯学習館カウンターまたは☎０５５５－７３－１２１２まで

〈開館時間〉感染拡大予防ガイドラインに基づき、県内の感染者数により開館時間を設定させていただきます。
　　　　　　　（お手数をお掛けしますが、最新の開館状況は、生涯学習館HPまたはお電話にてお問い合わせください。）
〈休 館 日〉毎週月曜日、２月１１日㈮・２３日㈬、館内整理日（毎月月曜日を除いた最後の平日：２月２５日㈮））　
　　　　　    ＊コロナ感染状況により、自主休館・臨時休館となる場合がございます。
　　　　　　　

☎

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp

library@fujikawaguchiko.ed.jp

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
72/6 8 9 10 11 12

令和4年 2月6日 ～ 3月5日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

1413 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

53/127 28 2 43

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

建国記念の日

休館日休館日休館日休館日
天皇誕生日うさぎの親子

10：30～
P

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
15：45～
（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）

エトワール
13：30



広報18 2022年 2月号

ɹՏބޱொ쏕ฏ��ʢ����ʣ쏑چՏބޱொɺچ
উଜɺچాଜ쎲߹ซ쎽쏌ൃ쎽ɺ쎻쏯쏑ฏ��
ʢ����ʣ쏑쏕ɺ্چҰ৭ଜ쏔ਫ਼ਐɺຊɺ쑏ྮ۠
쎲߹ซ쎽쏌ࡏݱ쏔ொ੍쏑쏐쏰쏤쎽쏅ɻ쏔쏑Ґ
ஔ쎽ɺބޒ쏔쎬쏇ɺՏބޱɺބɺਫ਼ਐބɺຊބ쏔
̐쏊쏔ބ쏑쏤쏅쎲쏱େ쏐ொ쏎쎽쏌৽쏅쏐ྺ쏸ੵ쏥ॏ
쏓쏌쎪쏤쎿ɻ

ɹ߹ซલ쏔چொଜ쏍쏕ɺொɾଜ쏔ྺ쏸औ쏰쏤쏎쏧쏅ࣗ
ମ	ொଜʣ쎲ߦץ쎻쏲쏌쎪쏤쎿ɻچՏބޱொ쏍쏕h Տޱ
ொބ 쎲ɦত��ʢ����ʣ쏑ɺچউଜ쏍쏕h উଜ
 쎲ɦฏ��ʢ����ʣ쏑ɺ্چҰ৭ଜ쏍쏕h ্Ұ
৭ଜࢽ 쎲ɦত��ʢ����ʣ쏑ߦץ쎻쏲쏤쎽쏅ɻ࠷৽쏔ࣗ
ମ쏍쎨쏱h উଜ 쏔ɦߦץ쎱쏯ݱ쏍��ɺhՏ
ொބޱ 쏕ɦߦץ쎱쏯��ɺh্Ұ৭ଜࢽ 쏕ɦ��쎲
ա쎽쏌쎰쏰ɺ߹ซ쎽쏌৽쏅쏐ொ쏑쏐쏉쏅쎹쏎쏨౿쏤쎮ɺܦ
Տބޱொ쏎쎽쏌쏔ࣗମ ɾொ쏔ฤ쎲ඞཁ쏐ظ
쏸ܴ쎮쏤쎽쏅ɻฏ��ʢ����ʣ쏑쎲ੈքจԽҨ
ࢿߏ쏑ొ쎻쏲ɺ ɾߏཁૉ쏸̔ ݅쏨쏇ɺ쏑
ີ쏐ؔ쏸쏨쏊Ҭ쏍쎨쏱쎹쏎쎱쏯쏨ࣗମ ɾொ쏔
ฤ쏕ॏཁ쏐՝쏍쎨쏱쏎쎪쎮쏤쎿ɻ
ɹՏބޱொڭҭҕһձ쏍쏕ɺฏ��ʢ����ʣ쏑
Տބޱொฤجຊܭըࡦఆҕһձ쏸৫쎽ɺྺ
ֶɺֶݹߟɺຽଏֶɺࣗ વՊֶ쏔쏔ઐՈɾ༗ࣝ
ऀ쎱쏯쏔ҙݟ쏸쎪쏅쏆쎳쏐쎲쏯ฏ��ʢ����ʣ̏ ݄쏑
Տބޱொฤجຊܭը쏸ࡦఆ쎽쏤쎽쏅ɻொฤ
쏔େ쎳쏐త쏎쎽쏌ɺେ쏑쏵쏅쏱Տބޱொ쏔ॅຽ
쎲ொ쏔쎨쏬쏥쏸쏰ɺಉ쎾ொ쏑쏯쎿Ұମײ쏸ಘ쏱쎹쏎쎲
ྉฤʢࢿը쏍ɺܭ쏕��쎸쏯쏲쏌쎪쏤쎿ɻொฤܝ
쎺쏎ʣɾ௨ฤɾຽଏฤɾจԽࡒฤɾฤ쏐쏏쏸ߦץ쎿
쏱༧ఆ쏍쎿ɻ

ɹྩ̎ʢ����ʣ쏑Տބޱொฤҕһձ쏸৫
쎽ɺຊ֨త쏐ฤۀࣄ쏑ணख쎽쏤쎽쏅ɻฤҕһձ쏑쏕ɺ
ྺ෦ձɺֶݹߟ෦ձɺຽଏ෦ձɺࣗ વ෦ձɺจԽࡒ෦ձ

쎲ઃ쎷쏯쏲ɺ֤ छ쏔ઐ쏔ௐࠪһ쎲ொฤ쏔쏅쏧
쏑ඞཁ쏐ௐࠪ׆ڀݚಈ쏸ߦ쏐쎬쎹쏎쏑쏐쏰쏤쎽쏅ɻ
ɹ쏎쎹쏳쎲ɺੈ քత쏑쏤쏹Ԇ쎽쏌쎪쏱৽ܕ쐌쑆쐣쏿쏼쑄쐒쏔
Өڹ쏸ड쎷ɺொฤ쏔쏅쏧쏔ௐࠪۀࣄ쏕ײછࢭ쏔쏅
쏧쏑ݶ쏯쏲쏅ൣғ쏍ਐ쏧쎼쏱쏸ಘ쏐쎪ঢ়گ쏑쏐쏰쏤쎽쏅ɻ
ຖߦ쏵쏲쏌쎪쏱தࣄߦ쏪ࡇయ쎲ʑ쏑தࢭ쏎쏐쏰ɺ
ຽଏௐࠪ쏕쏡쏎쏹쏏࣮ࢪ쏍쎳쏀ɺଟ쎵쏔ௐࠪһ쏸ඞཁ쏎쎿
쏱ݹจॻௐࠪɺඒज़ܳ쏔ௐࠪ쏨࣮ࢪ쎲ࠔ쏐ঢ়گ쎲
ଓ쎪쏌쎪쏤쎿ɻ
ɹ쐌쑆쐣Ւ쏍쎨쏉쏌쏨ࢧো쏔쏐쎪ௐࠪ쏸༏ઌత쏑ਐ쏧쏌
쎰쏰ɺֶݹߟ෦ձ쏑쏮쏱ொ쏔Ҩ쏔ௐࠪ쏪ݹಓ쏔
ௐࠪɺจԽࡒ෦ձ쏔ݐ൝쏑쏮쏱ݹຽՈɾݐݹங쏔ॴ
ௐࠪɺࣗهຽՈ쏔ݹௐࠪɺղମલ쏔֬ࡏ વ෦ձ쏑쏮
쏱ಈ২쏔ௐࠪ쏐쏏쎲ਐ쏧쏯쏲쏌쎪쏤쎿ɻ

ɹ쏔Ҡ쏰ม쏵쏰쏕ܹ쎽쎵ɺ߹ซҎ߱쏔쎰쏮쏃��쏔
ؒ쏑쏨ொฒ쏥쏪؍ܠ쏕େ쎳쎵มԽ쎽쏌쎪쏤쎿ɻ쏊쎪ۙ࠷쏔
쎹쏎쏍쏨ɺʮ쎨쏔ࠒ쏔쏛쏱쎻쏎쏕쎹쎬쏆쏉쏅ʯ쏎ৼ쏰ฦ쏱쎹쏎
쏨ଟ쎵쏐쏉쏌쎪쏤쎿ɻԿؾ쏐쎵Ө쎽쏅ࣸਅ쏑ɺࠓ쏍쏕ݟ쏱
쎹쏎쎲쏍쎳쏐쎪෩ܠ쎲ऩ쏧쏯쏲쏌쎪쏱쎹쏎쏨ଟ쎵쎨쏰쏤쎿ɻ
ொฤ쏕ॅຽ쏔쏥쏐쎻쏤쏔쎺ྗڠ쎲쏐쎷쏲쏖ਐ쏧쏱쎹
쏎쎲쏍쎳쏤쏁쏹ɻݹ쎪ࣸਅ쏪ݹจॻ쏸ॴ༗쎻쏲쏌쎪쏱ํɺ
ʮੲ쏕쎹쏹쏐쎹쏎쎲쎨쏉쏅ʂʯ쏎쎪쎬ใ쏐쏏쏸쎰쏇쏔ํ
쏕쏂쏘ੜֶ֔श՝จԽࡒʢ������������ʣ쏤쏍쎺࿈
བྷ쏸쎪쏅쏆쎷쏤쎿쏮쎬쎰ئ쎪ਃ쎽্쎸쏤쎿ɻ

ʢੜֶ֔श՝จԽࡒɹਿຊ༔थʣ

富士河口湖町史編纂事業について

古の小径
いにしえの こみち

町の文化財紹介

考古学部会による鎌倉街道の古道調査（河口地区）

町史編纂の経緯

町史編纂事業

住民のみなさんとつくる町史
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富士河口湖
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本栖高原で３年目の草刈りを行いました

今年度の富士風穴温度ロガー調査を行いました

西湖コウモリ穴で、越冬中のコウモリ類と温度ロガー調査を行いました

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

○2021年11月12・13日に富士山科学研究所付近の雑木林でツキノワグマが目撃されたとの情報がありましたが、河口湖
　フィールドセンター裏の水場に設置したセンサーカメラに、11月1日朝6時49分に水場に来た様子が写っていました。越
　冬前の11月上旬から中旬にかけて剣丸尾溶岩地帯の林の中を移動していたものと考えられます。
○2022年2月19・20日に富士市の「ふじさんめっせ」で、“なんでも富士山2022”が開催される予定で、富士山自然保護
　センターの活動と富士山の自然の素晴らしさを、写真を中心に展示して紹介する予定です。

ショート
ニュース

富士と湖の
自然をみつめて

Nature in and around Mount Fuji 

　昨年の広報でもお知らせしましたが、環境省の生物多様性保全上重要な里地里山に選
ばれている「富士山北麓の草原」の一つ「本栖高原」は、火入れされなくなって50年以上が
経過し、防火帯の場所は毎年初冬に業者によって草刈りされるものの、防火帯以外での草
刈りは2010年以降行われなくなっており、草原環境の疎林化が進み草原性動植物が減少
または見られなくなってきていました。そこで、生涯学習課職員と町民ボランティアの方々
の協力を頂き、2019年には1,410㎡、2020年には1,850㎡の範囲の草刈りを行い、草原

性絶滅危惧動植物の復活を見守ってきました。
　2021年も11月26日に、生涯学習課の外川課長、
杉本・渡辺両係長に町民ボランティア３名、富士山自然保護センター関係３名、富士山クラ
ブ・アクティブレンジャーなど６名を加えた総勢１５名で、前年と同じ範囲での草刈りを実
施することが出来ました（写真）。前２年は６名で実施していましたが、今年度は人数も多
かったこともあり“プロが作業したみたいに”きれいに草刈りをして頂けました（写真）。今
年の春からどんな絶滅危惧種が復活するか、楽しみにしながら観察を続けたいと思います。

　2011年から11年目を迎えた富士風穴での温度ロガー調査を、2021年12月2日に実施し
ました。昨年度には、2018年から氷の融解が激しく、通称「中央広場」の氷が2019年に比
べ約50cm溶けていたことを報告しましたが、今年度は蚕繭保存小屋の遺構の柱が床まで
見えている状態で（写真）、昨年よりさらに約50cm溶けたようでした。ということは2018
年以降の３年間で約150cmもの厚さ分の氷が溶けたことになり、近年の平均気温の上昇
が大きく影響していると考えられました。今年度は、同じ場所で高さが違うとどの程度温度
が変わるかを継続して測定するために、２極センサーを入口から約100mの中央と約
170mの最奥の2ヶ所に追加で設置しました。今年の11月末に約1年分のデータを回収でき
れば、更に詳しく水平距離と垂直の高さでの温度の違いとその変化が判ると期待されます。

　
　2015年から続けている西湖コウモリ穴における温度ロガーと越冬コウモリ類の調査を
2021年12月16日に実施しました。今年はコキクガシラコウモリが計444頭確認され、その
内442頭は「巨人の足跡状広場」の壁に大集団（写真）で止まっていました。昨年は計78頭
でしたので、5.7倍に増えていました。2019年12月20日には414頭、2016年にも448頭
が確認されていますので、2年ぶりの400頭越えで総数は2016年に次いで２番目（4頭少
ないだけですが）に多かったということになります。一方、キクガシラコウモリも奥の保護
区を中心に128頭が確認でき、昨年の75頭の1.7倍に増えていました。2015年78頭、
2016年71頭、2017年89頭、2018年31頭、2019年50頭が各年の12月中旬に確認され
た数ですので、2021年は2015年以降の７年間で最も多かったことになります。
　西湖コウモリ穴が、その名の通りコウモリ類にとって重要な越冬地であることが再確認できたとともに、今年はコキクガシラコ
ウモリ・キクガシラコウモリの２種ともに過去最大級の個体が集結していることが判りました。コウモリ達にとって最も過酷な季
節である冬を、西湖コウモリ穴で安全に過ごせるよう静かに見守って行きたいと思います。
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SDGｓをもっと身近に考えてみよう！（4）
目標４「質の高い教育をみんなに」

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。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４「質の高い教育をみんなに」についてご紹介します。

　世界には、小学校に通えない子どもがたくさんいます。約5,900万人の子どもが小学校に通
う、あるいは学業を終了できずにいます。そもそも先生がいない（先生になるための教育制度が
ない、支払われる給料がない等）、学校がない、あるいはあって遠くて通うのが困難（映画「世界
の果ての通学路」ではサバンナを4時間かけて学校に通う兄弟など世界の大変な通学路の日常
が紹介されています。とても良いドキュメンタリーなので機会があったらみてください）、貧困か

ら学校に通うより働くことを強いられるなど。社会の状況が、子供の教育機会を奪っています。２０１２年に立ち上げ
られたGEFI（グローバル・エデュケーション・ファースト・イニシアチブ）では教育の必要性を以下のように説明して
います。

　低所得国のすべての子供が基礎的読解力をつければ、1億7,100人が貧困から抜け出すことができ、低所得国のす
べての母親が中等教育を受けられれば、1,200万人の子どもたちが発育阻害に陥らなくてもすみ、子どもの死亡は
49％減少します。もしすべての女子が初等教育をうけられれば、出産に置ける死亡も66％減少します。

　このように教育は、貧困問題、飢餓問題、ジェンダー問題を解決するためにもとても大切なのです。日本のように
義務教育制度が導入されている国にいると、遠い世界のように思えるかもしれません。しかし、質の高い教育は、必
ずしも子供だけを対象としているものではありません。質の高い教育をすべての人が受けられるためには、障害者や
貧困層、女性や社会的立場が弱い人に配慮すること、大人になっても学べる機会を提供していくことも重要な内容
なのです。

　目標４のターゲット４．４は「2030年までに、技術的・職業的スキルなど、雇用、働きがいのある人間らしい仕事
及び起業に必要な技能を備えた若者と成人の割合を大幅に増加させる。」とあります。「自分はなんのために働いて
いるの？」この疑問に答え、目標８「働きがいも経済成長も」を達成するためには、大人から大人への教育、たとえば
社員教育なども「質の高い教育を、みんなに」の重要な要素となるのです。
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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

　町社会福祉協議会では、町内在住で普通車での
移動が困難な方に、リフト付き自動車を貸し出すこ
とにより通院等の外出時に本人や介護者の負担軽
減を図っています。在宅福祉の向上を目的に、ガソ
リン代実費でリフト付きの普通車か軽自動車の貸
し出しを行っております。
　詳しくは、お問い合わせください。
　　　　　　　  町社会福祉協議会　☎72-1430

　富士北麓地域高齢者作品展は、県老連富士北
麓ブロック６市町村（富士河口湖町、富士吉田市、
西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村）の代表理事の
市町村が担当し、今年度は富士河口湖町で開催予
定でしたが、新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため、審査のみ実施し、観覧は中止になりました。

　２月15日（火）に予定しておりました「心身障が
い児者交流の集い」は、新型コロナウィルス感染
拡大防止のため中止になりました。

『心身障がい児者交流の集い』
開催中止

『富士北麓地域高齢者作品展』
作品審査のみ開催

リフト付き自動車貸出サービス

令和3年度　赤い羽根共同募金配分金で購入

　地震や大雨、大雪などの災害時には、
それに便乗した悪質商法が多数発生し
ます。
　悪質商法は、災害発生地域だけが狙
われるとは限りません。最近は、「保険金
が使える」など勧誘する手口について、
多く相談が寄せられます。

●工事後に当初より高い金額を請求された。
●何回も訪問され、屋根の吹き替え工事契約を迫られた。
●災害の被災地調査員を名乗り、保険金請求のためのサポートをすると言われて契約した。
●経年劣化により雨どいや外壁がはがれて困っていたところに、「火災保険で修理できる」という業者
　が突然来訪し、保険請求手続の代行と住宅修理を依頼してしまった。

富士吉田市消費生活センター　　℡ 0555-22-1577（9時～12時,　13時～16時30分）
※消費者ホットライン「188」からもつながります。
政策企画課広報統計係　℡ 0555-72-1129

★契約は、その場で決めないようにしましょう。
★「保険金を使える」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や代理店に相談しましょう。
★経年劣化による損傷と知りながら自然災害として申請するなど、嘘の理由で保険金を請求する
　ことは絶対にやめましょう。
★困ったときは、すぐに消費生活センターにご相談ください。（国民生活センター報道発表資料参照）

ひとこと
アドバイス

相談窓口

問 合 せ

 
消費者の基礎知識

相談事例

災害に便乗した
悪質商法にご注意！
災害に便乗した

悪質商法にご注意！

…………………………………………………………

…………………………………………………………
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男女共同参画推進委員会だより

聴ができるようになったため、大会の雰囲気を少しでも感じ
たいと思いそちらでの視聴に参加しました。
　一日目のシンポジウムでは「日本女性会議38年目の総括と
未来～日本女性会議2021in甲府からの提案～」と題し、シン
ポジウム開催に先立ち「日本女性会議」開催都市アンケート
を実施し、その分析結果の報告やこれからの女性会議のあり
方などについて意見交換が行われました。２日目の午前中は
様々な内容の10の分科会が行われ、それぞれ自宅で視聴しま
した。私は「女性が起業するわけ」という参加型の分科会を
希望し自宅でZoomにて参加しました。４人のグループに分
かれ自己紹介をしたり、ちいさなレゴブロックを使った自己分
析などを行い全国から参加した方 と々対面でお話させていた
だきました。午後には前日に続き「ぴゅあ総合」に出向き、東
京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長の橋本 聖子
さんからオリンピックについてのお話を伺いました。
　今回、この女性会議に参加して特に印象的だったことは大
学生の方の参加が多かったことです。これは実行委員長の風
間ふたばさんが山梨大学の教授をされていることも関係して
いると思いますが、このような会議は「年配の女性の参加が
ほとんど」というイメージだったので、大学生が運営に携わっ
たり分科会に参加することはとても新鮮で心強く感じました。
これを機に参加された大学生の方々が男女共同参画社会に
向けて活動し、発信してくださることを期待しています。

　2021年10月22日・23日に開催された「日本女性会議
2021in甲府」に参加いたしました。日本女性会議とは、社会
の変化に伴う様々な課題を「男女共同参画の視点で考える」
参加者相互の交流や情報交換を目的とした全国規模の会議
です。
　私は2018年の石川県金沢大会に初めて参加し、全国から
集まった皆さんと共に学習し、情報交換をするなどの貴重な
経験をいたしました。翌年の栃木県佐野大会にも参加を予定
しておりましたが台風災害により大会は直前で中止、2020年
の愛知県刈谷大会は新型コロナウイルスの影響により初めて
のオンライン開催となりました。そして2021年の甲府大会も
長引く感染症のためオンライン開催を余儀なくされました。し
かしながら大会開催時期には「まん延防止等重点措置」が終
了したことから甲府市の「ぴゅあ総合」においてオンライン視
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貴家 美年子
「日本女性会議 2021in甲府」に参加して

「カジダン・イクメン」及び「男性が作ったお弁当」
フォトコンテストのお知らせ

「カジダン・イクメン」及び「男性が作ったお弁当」
フォトコンテストのお知らせ

「カジダン・イクメン」及び「男性が作ったお弁当」
フォトコンテストのお知らせ

「カジダン・イクメン」及び「男性が作ったお弁当」
フォトコンテストのお知らせ

男性の家事・育児への参加の促進を目的に、家事や育児を楽しむ男性「カジダン・イクメン」と
「男性が作ったお弁当」のフォトコンテストを開催します。
■期　間：令和4年2月22日(火) ～ 28日(月) 午前8時30分～午後5時15分（23日は、閉庁）
■場　所：富士河口湖町役場　エントランスホール
ご覧いただき、お気に入りの１枚に投票してください。
ご来場の際は、感染予防対策をお願いします。

●問合せ：富士河口湖町 政策企画課内　男女共同参画推進委員会事務局　Tel 0555-72-1129　Fax 0555-72-0969

富士河口湖町男女共同参画推進委員募集
　富士河口湖町では、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まちの
実現を目指して男女共同参画計画「第二次ふじサンサンプラン」を策定しております。男女共
同参画社会の推進に理解があり、一緒に学び、推進活動をしていただける方を募集します。

●任　　期：2年間（令和4年4月1日～令和6年3月31日）
●募集人数：若干名（応募者多数の場合、選考）
●募集要件： 20歳以上で町内在住の方
●応募期限：令和4年2月18日（金）
●応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、①直接②郵送③メール④ファックスのいずれかで
　　　　　  「政策企画課宛」に提出してください。応募用紙は、政策企画課で配布しております。
　　　　　 または、町ホームページからダウンロードしてください。

政策企画課　男女共同参画・国際係
住所：〒401-0392 富士河口湖町船津1700番地　電話：0555-72-1129　FAX：0555-72-0969
Mail：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

問合せ
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～ 介護支援専門員（ケアマネジャー）～
困ったな～？ どうしよう？

●普段かかっている主治医を知っていますか？
　薬局は？保険証やお薬手帳は何処にしまってありますか？

●何時も行くスーパーは何処ですか？日常品の銘柄を知っていますか？
　何時ものお米や洗剤は？好きなお菓子はなんですか？
　ご飯の炊き方、水加減は？

●家族の親しい友人の名前を知っていますか？
●お風呂の温度は何度くらいですか？
　頭から、身体から、どちらから洗いますか？

●トイレは食事の前ですか？後に行きますか？

●好きな花は？好きな色はなんですか？

●朝は何時に目が覚めて起きてきますか？夜は何時に寝ていますか？
　暗い部屋ですか？少し明るい部屋ですか？どちらが安心して眠れるでしょうか

●暑さと寒さどちらが苦手ですか？風どちらが不安になりますか？

●好きなテレビやドラマは何ですか？

　今家族との時間が増えています。また家族と離れている人も電話やLINE等で会話する機会を増や
しましょう。特別な用事ではなく、毎日の些細な当たり前の話をしましょう。
何か違う？何時もと違うと感じたら近くにいる人に相談しましょう。そのためにも何時もの様子を
知る事が大切です。
　相談は地域包括支援センター、地域にいる介護支援専門員（ケアマネジャー）や事業所にお問い
合わせください。
　3月頃には町から「富士河口湖町、地域ケアマップ」の最新号が各戸に配布される予定です。身近
において活用してください。

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員　介護支援専門員　丸山春美（ケアプランまるやま）

富士河口湖町在宅医療推進協議会から

　その前に…
高齢者の皆さんは御自分の事、家族に伝えていますか？普段の生活、大切な事？
家族はあなたの日常生活を知っていますか？同居していても離れて暮らしていても大切な事です。
一緒に考えてみましょう。

家族は、知っているようで
知らないこともある？

まだまだ沢山あります。



県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　富士山五合目周辺において自然解説や自然保護の啓
発等をする富士山五合目公園利用指導員及び富士山五
合目自然解説員を募集します。
■募集人員 
　富士山五合目公園利用指導員 5名程度
　富士山五合目自然解説員 20名程度
■勤務期間　令和4年5月1日から
　　　　　　　　令和4年10月31日まで
　（事務局の要請に応じて勤務していただきます。）
■勤務時間 
　公園利用指導 8時30分から17時15分まで
　自然解説員 　9時00分から16時30分まで
■勤務地　富士山五合目総合管理センター及び富士山
　　　　　五合目周辺
■賃　金　公園利用指導員 日給8,952円
　　　　　自然解説員 日給7,450円
　※交通費の支給は、ありません。
■募集締切　2月25日（金）（当日消印有効）

■応募方法　申込書に必要事項を記入し、書類を添付
　　　　　　のうえ、郵送又は持参してください。
　　　　　　詳しい内容は、ホームページをご覧になる
　　　　　　か、電話又は電子メールにてお問い合わせ
　　　　　　ください。
●応募・問合せ先
　富士山五合目周辺公園利用協議会
　富士吉田市外二ヶ村恩賜県有財産保護組合 
　　森林事業部 森林環境課　
　　　℡ 0555-22-3355（内線132）　
　　　URL http://www.onshirin.jp/
　　　E-mail：shinrinbunka@onshirin.jp

　新たな生きがいづくりと仲間づくりで、健康で活力に
満ちた、地域に貢献できる人材の育成を目指します。シ
ニアの生涯学習の場「山梨ことぶき勧学院」で学びませ
んか。
■入学案内・募集要項配付　1月下旬から
（各市町村の教育委員会や教育事務所などで配付予定）
■出願受付　2月1日（火）から3月15日（火）
■修業年限　2年（1年間で25講座実施）
■講座日　原則として金曜日（月平均2回）
■費　用　入学後に基本学習費として16,000円を納入
●問合せ　山梨ことぶき勧学院 
　　　　　　℡ 055-233-6947（甲府方面）
　　　　　　℡ 0554-45-7335（都留方面）

＊詳細は、県ホームページ「山梨ことぶき勧学院」を御
　覧ください。

　県及び市町村では、やまなし思いやり駐車区画利用証
を交付しております。これは、車の乗り降りや移動に不
自由があり、通常より幅広い、または、施設入口に近い
駐車区画を必要とされる方が、安全に、かつ安心して駐
車し、施設を利用できるように支援する制度です。
　そのため、利用証をお持ちでない方は思いやり駐車区
画を利用できません。また、利用証をお持ちでも、県と
協定を結んでいない施設の駐車場では、利用証は使え
ませんのでご注意ください。
　つきましては、利用証の適正利用にご協力をお願いし
ます。
※交付要件、申請に係る確認書類、利用方法、ならびに
　思いやり駐車区画のある施設一覧など、制度の詳細
　につきましては、県障害福祉課ホームページでもご確
　認いただけます。
※有効期間が満了している利用証は使用できません。
・有効期間が満了した利用証につきましては、交付窓口
　へご返却ください。
・利用証の更新をご希望の場合は、県障害福祉課また
　は富士河口湖町役場福祉推進課へお問い合わせくだ
　さい。
※その他制度の詳細は下記までお問合せください。

●問合せ　山梨県障害福祉課　℡ 055-223-1460
　　　　　富士河口湖町福祉推進課　
　　　　　　　　　　　　　　℡ 0555-72-6028

■受付期間　2月5日(土)～3月4日(金)
■受付時間　9時～17時
■対　象　県内在住・在勤・在学の高校生以上
■内　容　当研究所主催の講座を年間8講座受講して、
　　　　　富士山の自然環境について学びます。富士
　　　　　山科学カレッジを修了すると、富士山科学カ
　　　　　レッジ大学院の受講資格を得ることができ
　　　　　ます。
■受講料　無料
■受付方法　電話または来所にて

令和4年度富士山五合目
公園利用指導員及び
富士山五合目自然解説員募集

「山梨ことぶき勧学院」
令和4年度の学生募集について

やまなし思いやり駐車区画
利用証の適正利用をお願いします

山梨県富士山科学研究所から
お知らせ

「富士山科学カレッジ生募集」
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■実施日　2月19日（土）～2月23日（水・祝）
■時　間　9時～17時
■場　所　山梨県富士山科学研究所、山梨県立富士山
　　　　　世界遺産センター
■対　象　中学生以下
■内　容　富士山科学研究所と富士山世界遺産センタ
　　　　　ーでクイズラリーに挑戦し、富士山について
　　　　　学びましょう。2施設両方のクイズラリーに
　　　　　挑戦した方には、オリジナルグッズをプレゼ
　　　　　ントします！
■その他　2施設を廻る順序は自由です
■参加費　2施設とも無料
■定　員　無し
　　　　  （プレゼントは2施設ともに先着25名までです）
●問合せ　山梨県富士山科学研究所　
　　　　　　環境教育･交流部　広報・交流担当　
　　　　　　富士吉田市上吉田字剣丸尾5597-1　
　　　　　　　℡ 0555-72-6206

■日　時　2月13日（日）13時～15時
■講　師　清水敬佑さん（シミズピアノサービス代表）
　　　　　および島村楽器株式会社㈱埼玉ピアノ工房
　　　　　の方3名
■受　講　無料（事前の申し込みが必要）
■定　員　小学生から大学生までのピアノや調律師の
　　　　　仕事に興味のある方10名
■その他　無料託児あり（6か月～就学前）

■日　時　2月26日（土）13時30分～15時
■講　師　原早苗さん
　　　　  （山梨県働き方改革推進支援センター専門家、
　　　　　 社会保険労務士）
■受　講　無料（事前の申し込みが必要）
■定　員　一般10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

　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　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

■開催期間　2022年2月23日（水・祝）まで
■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ます。
　　　　　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します。
■入場料　無料
■問合せ　県立富士山世界遺産センター　
　　　　　　調査研究スタッフ　℡ 0555-72-2314

ぴゅあ富士から講座のお知らせ

司法書士無料相談

企画展「富士山への旅
　　　　―旅日記の世界―」

※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。

お詫びと訂正について
広報1月号において掲載しました「山梨県内の最低賃金が
改正されました」におきまして、時間額に誤りがありました
ので、お詫びをして訂正いたします。
　誤）924円　（効力発生日：令和3年12月15日）
　正）934円　（効力発生日：令和3年12月15日）

「富士山の日クイズラリー」

こども職業体験講座「ピアノ調律師のお仕事」

働きやすい環境づくりセミナー
  「ハラスメントを防ぐコミュニケーション」
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　将来の準備と円滑な事業承継を考える機会として相続セ
ミナーを開催します。相続の基礎知識と法改正をやさしく解
説し、相続が争族とならないように事例を交えたお話をしま
す。
■日　時　2月19日（土）　
　　　　　13時30分～15時30分
■場　所　勝山ふれあいセンター
■共　催　JA北富士・河口湖商工会
■定　員　30名　事前申込必要（予約制）
■受講料　無料
●問合せ・申込み　JA北富士本所　
　　　　　　　　　℡ 0555-72-1439

　富士河口湖町勝山スズ竹伝統工芸センターは、スズ竹を使
い、江戸時代から勝山に伝わる特産工芸品“甲州郡内ザル”
の伝統を受け継ぎながら製作に打ち込んでいます。また、山
梨県よりスズ竹伝統工芸に認定されています。
　伝統工芸に興味のある方はもちろん、時間の余裕が有る方
など気軽にお申込みください。
■募集対象　富士河口湖町在住の71歳未満
　　　　　　週2日以上制作従事できる人（未経験者歓迎）
■募集人数　若干名
■工房場所　勝山ふれあいセンター伝統工芸室
■活動日時間　毎週月曜日～土曜日　
　　　　　　　9時～16時（日曜祭日は休みです）
●問合せ　富士河口湖町勝山スズ竹伝統工芸センター
　　　　　(勝山ふれあいセンター内)
　　　　　　℡ 070-4112-9831（小佐野勝重）

　ＮＨＫ-ＢＳプレミアムで放送予定の「にっぽん縦断 こころ
旅（2022春の旅）」。
　3月28日、和歌山県をスタート。奈良、京都、滋賀から、山
梨に飛び群馬、栃木をめぐり、福島、宮城、岩手、青森と太平
洋側を北上し夏の北海道を目指します。
　番組では、みなさんからのお手紙で旅のルートを決定する
ため町内の「忘れられない場所、風景」にまつわる手紙を募
集しています。
■山梨県の放送予定
　5月9日（月）～5月13日（金）
■応募期限　3月22日（月）必着
■応募内容　住所、氏名、電話番号、性別、年齢、思い出の
　　　　　　場所、風景にまつわるエピソード

■応募方法　http://nhk.jp/kokorotabi(番組HP)
　　　　　　　FAX 03-3465-1327
　　　　　　  〒150-8001　ＮＨＫ「こころ旅」係
●問合せ　ＮＨＫふれあいセンター
　　　　    ℡0570-066-066 または ℡050-3786-5000

■場　所　シェアスペースかかし（旧ふたば薬局）　　
■日にち　2月6日（日）・23日（水）
■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　2月28日（月）　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

　「富士山」をテーマとして山梨県富士山科学研究所の研究
員協力のもと、ケーブルテレビ河口湖が特別番組を制作しま
した。
　〝防災連携″（町役場・町教育センター・町立小中学校・
山梨県富士山科学研究所・ケーブルテレビ河口湖）をいかし
た「富士山に関する番組」です。
●番組名　壮観劇場 「富士山と溶岩のキセキ」　
●番組尺　25分
●放送日時　2022年2月11日（金）21時3分～
●再放送　2022年2月23日（水）21時3分～
●放送チャンネル　KTV11チャンネル
●制作／著作　ケーブルテレビ河口湖
●番組概要　山梨県富士山科学研究所2名の研究員に解説
　いただき、大量の溶岩が噴出して形成された富士風穴や樹
　海など、富士山の噴火からなる溶岩地形や独自の植生を紹
　介。富士山麓エリアからのドローン映像など、KTVが撮
　影した四季折々の富士の姿と共に、日本が誇る大自然に
　フォーカスします。
　　富士の裾野で生活している私たちにとって富士山は身近
　な存在。また「富士山学習」として子供たちの学校教育に
　も盛り込まれています。現在の「活火山・富士山」につい
　て、是非ご家族そろってご覧いただけましたら幸いです。
●問合せ　ケーブルテレビ河口湖　℡0555-72-1931

知って得する講習会
相続セミナーを開催します

にっぽん縦断こころ旅　
お手紙募集

富士河口湖町
勝山スズ竹伝統工芸センター
新規会員募集

ニコニコかかし食堂・教室

「富士山」をテーマとした
  番組を放送します

「にじいろフードパントリー河口湖」
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STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The febuary issue.

河口湖ステラシアター通信 2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♪

富士河口湖町音楽のまちづくり事業
公演情報♪♪

フィルハーモニー・オーボエ・カルテット

with 佐渡裕

発売日等の詳細は
ステラシアターホームページにて
近日中に公開を予定しております。
ぜひご確認ください！

【フィルハーモニー・オーボエ・カルテット with ナレーター 佐渡裕】
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　2月20日㈰ 10:00から21日㈪ 17:00まで
※先行予約の日程が変更になる場合がございます。その際はHPにてお知らせいたします。

【玉置浩二 35th ANNIVERSARY LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022】
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　2月13日㈰ 10:00から14日㈪ 17:00まで
受付電話番号：0555-72-5588　※全公演電話予約のみ　※全公演予定枚数に達し次第受付終了とさせて頂きます。 

　5/7公演・・・一人5枚まで　　6/11-12公演・・・一人4枚まで

★町民先行予約のお知らせ★

ナレーター

©Yuji Hori

Photo: Brioni

2022年5月7日㈯
河口湖ステラシアターにて開催決定！！

モーツァルト：オーボエ四重奏曲
フランセ：イングリッシュ・
　　　　　　　ホルン四重奏曲
モーツァルト／ロシナック編曲：「魔笛」
　　　　　　（ナレーター：佐渡裕）
※佐渡裕は指揮いたしません。

ベルリン・フィルのアンサンブルと佐渡裕のコラボレーション！

阪急交通社presents

玉置 浩二
35th ANNIVERSARY

LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2022

[日時] 2022年
　　　6月11日㈯・12日㈰
　　　 開場／16：00
　　　 開演／17：30（予定）
[会場] 河口湖ステラシアター
[出演] 大友直人（指揮）
　　　 群馬交響楽団
[料金] 全席指定　
　　　13,000円(税込)　
※特製ブックレット付　
※未就学児入場不可

[一般発売］
　4月30日㈯ 10:00販売開始

[日時] 2022年
　　　6月11日㈯・12日㈰
　　　 開場／16：00
　　　 開演／17：30（予定）
[会場] 河口湖ステラシアター
[出演] 大友直人（指揮）
　　　 群馬交響楽団
[料金] 全席指定　
　　　13,000円(税込)　
※特製ブックレット付　
※未就学児入場不可

[一般発売］
　4月30日㈯ 10:00販売開始

"Arcadia –理想郷–"
Special2days in河口湖ステラシアター

[曲目]
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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）

～災害を体験した方のエピソード～  「一日前プロジェクト」
震災以来、避難用リュックに下着常備

― 東日本大震災（平成23年3月）― （新地町　70代　女性　農業）

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

納期限　令和４年２月２８日（月）今月の納税等

 「多彩な進路を目指せる」という本学科の特長をより広く知って
いただくため、学科名称を変更いたします。
　入学後は福祉や心理の基本と教養科目を幅広く学び、2年次の
終わりで進路を決定することが本学科の大きな特徴です。高校卒
業時まだ進路に迷いがある方も、自分自身を知りながら納得感を
もって自分の道を選ぶ事ができます。福祉・心理系の国家資格取
得を目指す方はもちろん、民間企業への就職や公務員（行政職）
への道を今まで以上にサポートしていきます。

　新高校２・３年生対象ですが、もちろん現高校３年生
も大歓迎です。「なんとなく気になることはあるけど、
なにを聞いたら、どうしたらいいのかよく分からない。」
そんな時期の皆さんの助けになるようなイベントを準
備しています。本学の特長や各学科の学び、大学生活
の様子を教員目線・在学生目線で分かりやすくご紹介
します♪
お申込み・詳細は本学ホームページから！
※感染症対策として、完全申込制（定員あり）で開催予定です。

取得をめざせる資格
【国家資格】
社会福祉士
精神保健福祉士
公認心理師*
＊卒後大学院進学
　または特定施設
　での就業訓練を
　要する。

【公的・民間資格】
社会福祉主事（任用資格）
児童指導員（任用資格）
コミュニケーション検定
サービス接遇検定
ホスピタリティ検定4年間の「なりたい自分」探しを

個別指導で徹底サポート！

来校型オープンキャンパス開催！

 に生まれ変わります
人間コミュニケーション学科

2022年4月　福祉心理学科は

健康科学部・看護学部同日開催３月１２日（土）　

皆さんのご来場、お待ちしています！

　我が家はいちご農家で、震災が起きたのは収穫したいちごをパック詰めし
ているときでした。とにかく揺れがひどく、とっさに竹やぶに逃げ、辺りを見渡
すと、土蔵の壁がドサッと崩れ落ちました。これは大変だ！今までにこんなこ
とはなかった、と思ったとき、母の話を思い出しました。母は昭和８年の津波
を経験しており、「地震が来たら逃げろ」と、繰り返し言っていたんです。そこ
で家族や近所の親せきに「逃げろ！逃げろ！」と言って回って、自分も急いで避
難しました。
　家はすべて津波に流されました。その後２か月は避難所生活でしたが、避難
したころ、一番困ったのは着替えがないこと。特に下着は深刻で、５日間おふ
ろに入れずとても不快な思いをしました。寒い季節だったからよかったけれど、あれが汗をかく季節だったらどうなっ
ていたことかと思います。震災５日目になって、義姉の家でおふろに入れてもらおうと思えたのは、下着が支給された
からです。きれいな下着なしではおふろに入る気にもなれません。
　今では、いざというときの避難用のリュックを玄関に用意していますが、その中にはきれいな下着が１組、しっかりと
入っています。「非常用持ち出し袋には下着１組を」。これが震災の教訓です。
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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

2月20日㈰ ●町民福祉館ふじやま　  10時～12時

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

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

弁護士相談

行政相談心配ごと相談

●足和田出張所　　 13時～15時

実施日

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

◎固定資産税４期　　後期高齢者医療保険料８期　

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
センターへの来庁によるご相談を極力控えて
いただきますようお願いします。

お願い

富士吉田市役所　東庁舎1階

富士吉田市消費生活センターへ
消費者問題のお悩みは

女性なんでも相談のお知らせ
（毎月第2･第4水曜日）

男性のための電話相談です。
男性臨床心理士が
お話しを伺います。
家族関係、職場の人間関係、
身体のこと、パートナーとの関係 ほか

ぴゅあ富士
男性総合相談

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129
相談日時 毎月第１日曜日 13時～17時

℡0554-56-8742

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

友野　蓮人　　郁　也・知　佳　船津

友野　瑠人　　郁　也・知　佳　船津

鈴木杜宇加　　己連人・美希菜　船津

佐藤　柚凪　　昭　仁・麻衣子　船津

　形　星凪　　毅　彦・麻　衣　船津

三浦　一桜　　将　太・　彩　　船津

桒原雪希菜　　　晃　・夏菜子　船津

眞田　　凜　　匡　亮・　綾　　小立

渡邊　衣織　　雄　介・利　恵　小立

堀内　文結　　　隆　・福　美　大石

成瀬　葉捺　　佑　一・友　美　河口

渡邉美佐子　90歳　渡邉　文美　船津
外川　　子　96歳　外川　雅人　船津
　川　義記　58歳　樋川　晴一　船津
井出のぶゑ　99歳　井出　勇藏　船津
梶原　尚万　58歳　梶原　　勝　船津
小池　政雄　76歳　小池　正樹　船津
中村　宗雄　95歳　中村　和男　船津
白井　繁子　91歳　白井　　茂　浅川
外川　力三　79歳　外川　文代　浅川
渡邊ますみ　79歳　渡邊　尚希　小立
内田き志子　79歳　内田　健二　小立
小池きぬ江　89歳　小池　亦彦　小立
相澤富士江　86歳　相澤　安晴　小立
倉澤　洸雄　97歳　倉澤　長人　勝山
小佐野てる子　89歳　小佐野直彦　勝山
倉澤　和代　77歳　倉澤　宏忠　勝山

三浦　作子　99歳　三浦　典久　長浜
三浦雄七郎　85歳　三浦　義郎　西湖
渡辺　百代　92歳　渡辺　　潔　西湖南
渡邉袈裟一　80歳　渡邉　　功　精進

渡邊　　樹　 ＝　 鈴木　梨緒　船津
渡邊　紀彦　 ＝　 石田　優衣　船津
梶原　永遠　 ＝　 岡田　葉月　船津
山村　　経　 ＝　 楠　奈保子　船津
奥脇　博基　 ＝　 清水　晶子　船津
長岡　直哉　 ＝　 佐藤　亜衣　船津
若林渓一郎　 ＝　 外川　佳奈　船津
渡邊　智之　 ＝　 仲澤　綾華　小立
井出　雄貴　 ＝　 西端　詩織　小立
木口　　亮　 ＝　 山中　成美　小立
駒谷　秀夫　 ＝　 勝部　　葵　河口
腰原　聖人　 ＝　 菊地　南海　河口

おめでた・おくやみ
〈12/10～1/13〉

お子さん　　　　　　父　　　　 母
おめでた（出生）

　町では、毎月５日（５日が休日の場合はその前または後の平日）にハローワークが出張しての就業相談を
実施しています。次回は3月4日㈮9時から１１時３０分まで町役場１階１０２会議室で実施します。対象者
は、生活保護受給者・生活困窮者・母子世帯となっておりますので、希望する方はお気軽にご相談ください。

生活困窮者・母子世帯等の
就業相談について

相談専用ダイヤル ℡0555‒22‒1577

　　26,709人
(－4)

 

　11,119　
(＋7)

　13,529人
　(－3)

　13,180人
(－1)

人口

男

女

世帯 世
帯

●日時・場所　2月  9日㈬ 富士吉田商工会議所
　  　　　   3月  9日㈬ 河口湖商工会
   午前９時３０分から午後４時まで（１２時から午後１時は昼休み）
●問合せ・予約／日本年金機構  大月年金事務所 TEL 0554‐22‐3811

富士河口湖町結婚相談所では、毎月１回「結婚相談日」を設けています。お気軽にご利用ください。

１月１日現在の
人口・世帯

「生きているのがつらい」、「消えたい」、「生活上の問題」などで悩まれている方、対応の
仕方が分からないご家族の方、相談できずに苦しんでおられる方、あなたの気持ちをお聴かせください。自殺に関する
相談を365日24時間体制（平日12時～13時を除く)でお受けします。まずはご相談ください。秘密は守られます。

こころの健康相談統一ダイヤル（自殺防止電話相談）０５７０－０６４－５５６
おこなおう　  まもろうよ　 　こころ

・老齢基礎年金、老齢厚生年金請求書及び諸変更届の受付
・年金受給権者死亡届、未支給年金請求の受付
・遺族基礎年金、遺族厚生年金請求書の受付
・被保険者記録の確認及び照会
・年金受給見込額の相談
・その他  （年金機構より送付された通知等の見方や内容等）

●相談日／3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（７２-１４３０） ●その他／写真、身分証を持参することと、なるべくご本人が来所してください。

●主な相談内容

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により中止になる場合がございます。

年金相談【要予約】

結婚相談日

自殺予防のための相談

2月22日㊌ 104会議室
2月  �日㊌ 304会議室

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

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）
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30 広報 2022年 2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：10月号～3月号（第2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7月29日（金）
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。

今後ともマンホールカード並びに町下水道事業に関しご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

問合せ　水道課下水道係　℡0555-72-1620

　住民の皆様に対し下水道の必要性や現状について理解を深めていただくツールとし
てこの度制作しました。下水道事業にご協力頂くとともに、マンホールトイレなど災害
時の自助促進が図れるよう、下水道広報に耳を傾けていただければ幸いです。

　マンホール蓋を管理する自治体とGKPが共同で作成するカード型のパンフレットで
す。累計６０７団体８３７種類のカードが発行されています。
　※GKP：国交省、下水道協会、自治体等が下水道広報を共同で行うためのプラットフォームです。

　１　下水道関連図書展示
　　　配布開始と併せて生涯学習館の企画展示スペースでは下水道関連の図書展示を
　　実施中（３月末頃まで）です。下水道を身近なものとしていただくためこちらもぜひ
　　お立ち寄りください。 ※今後の感染状況により変動あり
　２　受験生向け応援配布
　　　マンホールはその構造から「落ちない、滑らない」ためゲン担ぎのお守りとして
　　希望する受験生向けに配布いたします。

　　　　　　　　   を通じて
下水道のコト考えてみませんか

マンホールカード
配布開始に関する
お知らせ

マンホールカード
配布開始に関する
お知らせ

令和４年１月１７日（月）から

（平日）富士河口湖町役場水道課下水道担当　本庁３階
（土日）富士河口湖町役場日直　東側通用口 （平日・土日いずれも）10時00分から17時00分まで

●1人1枚配布します。
●郵送や予約は出来ません。
●簡単なアンケートに答えていただきます。

配布日

配布時間

配布方法

新型コロナ対策
として

●新型コロナウイルスへの対策として、マスクの着用など基本的な感染予防を実施したうえ
　で来庁していただきますようご協力お願いいたします。
●新型コロナウイルス等感染症の発生状況によっては、配布を停止することがございます。
　その際には、再度HP上でお知らせいたしますのでご理解とご協力をお願いいたします。

制作の経緯

マンホールカードとは？

配布日・配布場所について

その他企画



ボランティアだよりボランティアだよりボランティアだより
〒４０１－０３０２
　山梨県南都留郡富士河口湖町小立2487
　社会福祉法人富士河口湖町社会福祉協議会
　　　ＴＥＬ ０５５５－７２－１４３０
　　　ＦＡＸ ０５５５－７２－３６０６

2022年
2月号

ボランティア活動情報ボランティア活動情報ボランティア活動情報ボランティア活動情報
ー 期 間 ー

令和３年11月１６日～令和４年1月１５日

毎年２月は、「ボランティア・ＮＰＯ活動推進月間」です。
　毎年2月は「ボランティア・ＮＰＯ推進月間」です。これは、県民のボランティア・市民活動における理解を深め、活動へ
の参加を促すことを目的として、44年前から実施されています。
　本町ではボランティアのご協力をいただき、給食サ－ビス、声の広報、点訳サ－ビス、高齢者との話し相手などの活動
が展開されています。あなたも、身近な暮らしの中で、できることから始めてみませんか。

　　　時間：午前１０時～午後７時
　　　場所：河口湖ショッピングセンターベル展示会場
　　　内容：冬休みを利用し、町内小・中学校の児童・生徒から募集した作品を展示。

　　　内容：社協・福祉団体への金品の寄付者へ感謝状、並びに小・中学生対象の福祉作文
　　　　　　・ポスタ－の入選者への賞状の贈呈式を実施。その後、登録ボランティアを対象
　　　　　　に講演やグル－プ討議などを行い意識向上を図る。

☆２月１1日(金)～１５日(火)…『第1９回 福祉作文・ボランティア活動ポスタ－展示』

☆３月2９日(火)…『福祉・ボランティア交流の集い』

主な月間の予定

温かい善意ありがとうございました　〔令和３年11月16日～令和４年1月15日現在〕
◎富士河口湖町社会福祉協議会へご寄付いただきました。 【使用済み切手】

流石　眞弓  さん
宗教法人　真如苑  さん
高橋　幹雄  さん
河口湖ライオンズクラブ  さん
富士レイクサイドカントリー倶楽部  さん
富士桜カントリー倶楽部  さん
中村　和男  さん
小立がらくた市　小林三枝子  さん

１００，０００円
７００，０００円
５０，０００円
７０，０００円
１００，０００円
１００，０００円
５０，０００円
２０，０００円

寄付金・物品寄付者名及び団体名

期間中にご協力いただいた各ボランティア活動をご紹介します。（延べ活動回数）
◎広報朗読ボランティア……４名（２回）
◎生き活き交流広場ボランティア協力……９名（３回）
◎おもちゃの病院 ……6名（2回）

（大石）響が丘ちゃんぷるー さん
（大石）堀内初美 さん
（小立）渡辺美穂子 さん
  (小立) パワーマーケットTAC 
          三壁苑子 さん
（船津）渡辺裕一 さん



「ボランティア活動保険」について

　朗読エトワールの会の皆さんから、声の図書(ＣＤライブラリー)の新作品を、町社協へ届けて
いただきました。

『目の不自由な方に多くの本を紹介したい』との思いから、24年前よりテープライブラリーとして無料で貸し出し
を行っていますが、今後は、ＣＤライブラリーとして作品を作っていただけるそうです。声の図書(CDライブラリー)
をご利用希望の方は、社協事務局までお申し出下さい。（℡７２－１４３０）

安心してボランティア活動を行っていくために、活動中の万が一の事故に備えて
「ボランティア活動保険」をご案内します。

●掛　　金：１年間　350円～500円（1名あたり）【加入プラン、補償金額によって異なります】
　　　　　　(令和４年１月17日より郵便局専用払込票での振込の際、1件につき110円の振込手数料が発生します）
●補償内容：ボランティア活動中の様々な事故によるケガや賠償責任を補償します。
　　　　　 （詳しくは、社会福祉協議会へおたずねください）
●補償期間：令和４年４月１日～翌年３月３１日（４月１日以降の加入については、加入申込み手続き
　　　　　　完了日の翌日午前０時から翌年３月３１日午後１２時まで）
●申し込み：ボランティアロビーで取り扱っています。（℡ ７２－１４３０）

声の図書（ＣＤライブラリー）の新作が届きました

25

26

27

28

きょうの料理 9月号（毎日食べたい豚肉おかず）

きょうの料理10月号（れんこんが主役大満足レシピ）

きょうの料理11月号（ワザあり！感動煮物）

きょうの料理12月号（ハレの日おつまみ＆お手軽おかず）

NHK

NHK

NHK

NHK

松浦　敬子

松浦　敬子

松浦　敬子

松浦　敬子

80分1枚

80分1枚

80分1枚

80分1枚

№ 書　　　　名 ＣＤ枚数朗読者名出版社

　「河口湖アレルギーの会」では、アレルギーのある子どもが避難する際の対応についてまと
めた展示を富士河口湖町役場１階エントランスホールで１２月１７日～１月１７日まで開催しました。

　自然災害が増えている近年、アレルギーの家族のいる家庭の災害時における備えについて多くの方に知ってもら
おうと企画されました。避難所で提供される食べ物に対して小麦や卵などのアレルギーがあるため、パンやラーメ
ンが食べることが出来なかった事例や「食物アレルギー」「喘息」
「アトピー性皮膚炎」などに分類し、日常の備えを各家庭でできる
ようにわかりやすく展示されていました。またリュックサックや服
にアレルギーがあることを示すテープを張り付け、周知を図る方法
や炊き出しを提供する際は、アレルギー物質を表示する必要性も
提案されていました。アレルギーのない方々にも展示を見ていただ
くことにより自助、共助、公助を考え、それぞれの立場で災害時に
支え合える地域になることを願い展示されたそうです。

 『河口湖アレルギーの会』
　　アレルギーのある家族がいる家庭同士の情報共有を目的に活動(毎月月末に開催)しています。
　　問合せ　allergie.mama.kawaguchiko@gmail.com

河口湖アレルギーの会　展示会

『災害時アレルギーをもつ家族が避難する際の対応』


