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女性活躍支援講座「ＥＭの使い方」が
開催されました

「FCふじざくら山梨」の皆さんが町長室を訪問

　3月17日、女性活躍支援講座「ＥＭの使い方」が、勝山ふれあいセンター
において開催されました。
　環境問題等に取り組んでいるグループみずうみの代表である渡辺節子さ
んを講師にむかえ、「ＥＭって何？」そんな方のために基礎及びEMの使い
方はもちろん、日常生活で役立つ情報・EM発酵液の作り方を教えていた
だき、あらためてEMの良さを知ることができました。
今回の講座は、私たち一人一人のEM活用が美しい地球を守るということを
知る機会になりました。

大嵐地区の渡辺様に山梨県知事より交通安全功労表彰が贈られました

地域おこし協力隊就任

　長年にわたり、交通安全活動の積極的な実践、交通安全思想の普及高
揚に努めるなど、交通事故防止に貢献されております渡辺国春様に、山梨
県知事より交通安全功労表彰が授与されました。
　渡辺様は、富士吉田交通安全協会足和田支部において29年もの長い
間、交通安全対策にご尽力されており、近年は、富士吉田地域交通安全
活動推進委員を兼務し、地域の交通安全の普及および高揚に大きなご貢
献をいただいております。
　渡辺様、おめでとうございました。

　FCふじざくら山梨の金子代表理事代行と工藤選手、松岡選手、濱名選手が町長室を訪問してくださいました。
　昨年は保育所でのサッカー教室を開催するなどし、子どもたち
にサッカーの魅力を伝えてくれました。
　今シーズンは関東女子サッカーリーグ2部での戦いです。プレイ
ングワーカーとして「競技者としても社会人としても一流になろ
う」を合言葉に日々の業務や練習に励まれています。
　地元チーム「FCふじざくら山梨」を地域全体で応援したいです
ね。
　　第5節　5月21日13時～　ＶＳ　山梨学院大学　　
　　　　　（会場：富士緑の休暇村フジビレッジ）
　　第6節　5月29日13時～　ＶＳ　ⅤＯＮＤＳ市原　
　　　　　（会場：富士緑の休暇村フジビレッジ）

※試合日程については、ＦＣふじざくら山梨のホームページ(https:www.fujizakura-sc.jp/)で確認をお願いします。

　4月より町の農業の発展及び新規就農を目指すため、1名の地域おこし
協力隊が就任しました。
　植野景吾隊員は東京都三鷹市から富士河口湖町に来てくれました。
　河口湖野菜倶楽部の指導のもと、独立を目指し農業を学びながら活動
をしていきます。
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健康食材「生きくらげ」を栽培！
　富士河口湖町の新しい食の名産品として期待する肉厚で立派なきく
らげを紹介します。
　日本きくらげ株式会社では、富士ヶ嶺地区で生きくらげを栽培して
います。きくらげは、中国産が市場の大半を占め、国産は希少です。市
場シェアでの希少に加え、ここのきくらげは品質と栽培方法も希少で
す。従来のきくらげのイメージを覆す手のひらサイズの大きさ、そして
厚さ、とても肉厚です。次に栽培方法、コンテナ内の収納棚に立体正方
形のきくらげの菌床を縦横に整列配置し、コンテナ内の温度、湿度、二
酸化炭素を遠隔にて集中管理し、適時灌水をし栽培しています。
　当きくらげはビタミンＤ、βグルカン、バナジウムなどを多く含んでいるとのことで、健康志向が高い昨今、町内ホテ
ルでの提供やふるさと納税返礼品としても大変注目されています。
　生きくらげは、そのままわさび醤油やポン酢につけたり、塩コショウで焼いたり、天ぷらにして食しても美味しいと

のことで、料亭などの食材として、また都内の百貨店などのデパ地下や、地
元いちやまマートなどスーパーで店頭販売用として取り扱っているとのこと
です。また、インターネット販売も行っており地元の方でも気軽に購入でき
ます。（日本きくらげオンラインショップで検索。https://nihonkiku-
rage.stores.jp/）
　希少であるがゆえに様々な課題がありますが、健康志向の生きくらげは
継続的需要が期待でき、また荒天や野生鳥獣などの外的影響を受けにく
く、温度、湿度などが栽培適度に保たれ、通年栽培が可能で生産性の高い
コンテナ栽培は、将来性を感じます。

渡邊 あやめさん、
百歳おめでとうございます
　船津にお住まいの渡邊 あやめ
さん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。

ご寄付のご紹介
　北富士農業協同組合様よ
り、町内の園児・児童・生徒
たちの新型コロナウイルス
感染予防、拡大防止のため、
消毒用アルコール及びペーパ
ータオルをいただきました。
各施設に配布し、有効に活用
させていただきます。
　ありがとうございました。

広報 32022年 5月号



　農用地区域除外申出書（農振除外申出）の受付を次の
とおり行います。農用地区域除外については、条件にそ
ぐわないものは除外できませんので、事前にご相談くだ
さい。
■受付期間　6月1日（水）～　6月30日（木）
（※土曜日・日曜日・祝日を除く）
■受付時間　8時30分～12時、13時～17時15分
■受付場所　富士河口湖町役場　3階　農林課窓口
※「農用地区域除外申出書」の様式は、ご提出書類等の
　確認をさせていただくため、お手数ですが富士河口湖
　町役場３階　農林課窓口にて、お受け取りくださいま
　すようお願いいたします。
※町へ申出書をご提出後、申出書の内容について、町担
　当者から確認させていただく場合がありますので、申
　出書に必ず連絡のとれる電話番号（携帯番号等）のご
　記入をお願いいたします。
●問合せ　農林課 農政畜産係　℡ 0555-72-1115

　交通災害共済は、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。通院1日から対象とな
り、見舞金額は、2万円から最高
100万円（死亡時）となります。
　ご家族そろって加入しましょう。
■共済掛金　年額1人500円
　　　　　　（中途加入も同額）
■共済期間　令和4年4月1日
　　　　　　（中途加入の場合は加入した翌日）から
　　　　　　　令和5年3月31日まで
■加入資格　富士河口湖町に住民登録されている方（学
　　　　　　生については、他県等に転出していても加
　　　　　　入できます。また、加入者が途中町外へ転
　　　　　　出しても共済期間中は有効です。）
■申込方法　掛金を添えて、町役場2階地域防災課また
　　　　　　は各出張所へお申込みください。
●問合せ　地域防災課防災係　
　　　　　　℡ 0555-72-1170

　「梶原林作基金助成事業」とは、富士河口湖町地域づ
くりのために、町民の皆さん、または町に縁のある個人及
び団体が行う地域づくり事業に対し、助成を行う制度で
す。対象となる事業は以下のとおりです。
※令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に行わ
　れる事業が対象です。
　①地域の文化振興に資する事業
　②文化芸術の創作及び成果の発表等
　③活力ある地域づくりのための事業
　④個性豊かで魅力ある地域づくりのための事業
■受付期間　5月9日（月）～5月30日（月）
■助成までの流れ　
　①申請書提出
　②締切後、審査会を開催（6月予定）
　③各個人、団体は事業を実施
　④実績報告書提出
　⑤助成金交付
■申請方法
　　指定の申請書に必要事項を記入して、町教育委員会
　文化振興局（河口湖ステラシアター内）まで直接お持
　ちください。（郵便、その他の方法では受付できません
　のでご了承ください。）
　　また、申請代表者には審査会にて助成事業の説明を
　していただきます。
　※申請書は町教育委員会文化振興局（河口湖ステラシ
　　アター内）にございます。ご希望の方はお問い合わせ
　　ください。
■お知らせ
　　本年度の事業助成は今回で終了する予定ですが、助
　成状況により再度募集を行うことがあります。詳しくは
　お問い合わせください。
●問合せ　町教育委員会
　　　　　文化振興局（河口湖ステラシアター内）
　　　　　　℡ 0555-72-5577（火曜日定休日）

　毎年６月下旬に開催しております富士河口湖町住民ゴ
ルフ会ですが、新型コロナウィルス感染症の感染拡大を
受け、まん延防止や参加者の安全を考慮し、開催中止を
決定致しました。
　イベントへの参加を予定されていた皆様には、大変申
し訳ございませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。
●問合せ　地域防災課〔船津財産区事務局〕　
　　　　　　℡ 0555-72-1170

農用地区域除外申出書
（農振除外申出）の受付について

交通災害共済加入受付中

梶原林作基金助成事業について
令和4年度助成の申請受付を行います

富士河口湖町住民ゴルフ会の
中止について

お忘れではありませんか？今からでも加入できます！

6月2日㊍ 配布予定6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
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　後期高齢者医療制度では、医療費等の自己負担額を除く費用（医療給付費）を、公費が約5割、現役世代
（0～74歳）が約4割を負担し、残りの約1割を後期高齢者医療保険料で賄っています。
　山梨県後期高齢者医療広域連合では、これまで8年間保険料率を据え置くことができましたが、被保険者
数の増加に伴い、医療給付費は年々増加していることから、令和4・5年度の医療給付費に必要となる費用が
確保できるように、必要最小限の範囲で令和4・5年度の保険料率を改定いたしました。

※均等割額は、世帯の所得水準にあわせて軽減されます。詳細は、7月に配送予定の被保険者証に同封される
　パンフレットをご覧ください。
令和4年度分の保険料は、令和3年中の所得に基づいて、令和4年7月に決定されます。
令和4年度の保険料の通知は7月上旬から中旬にかけて発送します。

令和2・3年度

保険料率

保険料の賦課限度額
（上限額）

均等割額※ 40,490円
7.86％

640,000円

所得割率

令和4・5年度

保険料率

保険料の賦課限度額
（上限額）

均等割額※ 40,980円
8.30％

660,000円

所得割率⇒

令和４年度 後期高齢者医療保険料が変わります

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の申請はお済みですか
基準日（令和3年12月10日）時点で町内に住民票があり、次のいずれかに該当する世帯対象世帯と申請期限

１．住民税非課税世帯

２．家計急変世帯

※上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成された世帯は対象外となります。

＜お問合せ＞ 政策企画課政策調整係　℡ 0555-72-1129

世帯全員の令和3年度住民税（均等割）が非課税の世帯

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和３年１月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」の収入となった
世帯
　　→町役場本庁舎・出張所・ホームページで配布している「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金（家
計急変世帯分）申請書（請求書）」を9月30日（金）までにご提出ください。

　→町からお送りした「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書（請求書）」を９月３０日（金）まで
にご提出ください。

　→町からお送りした「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を5月16日（月）までに
ご返送ください。

世帯全員が令和3年1月1日以前から現住所にお住いの世帯

世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入などにより令和3年度住民税の課税状況が当町で確認できない方が
いる世帯
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町役場職員の異動について

【昇　任】  
出納室長兼職会計管理者　　　　　小佐野　明美　（福祉推進課長補佐兼職社会福祉係長）
文化振興局長兼職文化振興係長　　野澤　藤司　　（文化振興局長補佐兼職文化振興係長）
教育センター長　　　　　　　　　 藤巻　桂吾
  
【昇任・派遣】
富士・東部広域環境事務組合　　　  岡村　等　　　（水道課長補佐兼職下水道係長）
  
【配置換】 
政策企画課長 　清水　勝也 （観光課長）
福祉推進課長 　小林　久弥 （出納室長兼職会計管理者）
観光課長 　外川　正和 （生涯学習課長）
生涯学習課長 　梶原　浄 （文化振興局長）

  
 
【配置換】 
政策企画課長補佐兼職男女共同参画国際係長 深沢　和美　（福祉推進課長補佐兼職障害福祉係長）
  
【兼　職】
観光課長補佐兼職観光施設係長兼職商工係長兼職西湖ネイチャーセンター所長
　　　　　　　　　　　　三浦　浩　　　（観光課長補佐兼職観光施設係長兼職西湖ネイチャーセンター所長）

  
 
【昇　任】
総務課管財係長　　　　　大石　将城 （総務課管財係）
政策企画課企業誘致まちづくり推進係長 廣瀬　晃士　　（政策企画課企業誘致まちづくり推進係）
  
【配置換】 
住民課国保年金係長　　　渡辺　里恵 （健康増進課健康増進係長）
環境課環境保全係長　　　堀内　進　 （観光課商工係長）
農業委員会事務局長　　　倉澤　准也 （総務課管財係長）
農林課振興係長　　　　　  流石　良一 （環境課環境保全係長）
観光課観光係長　　　　　渡辺　誠 （農林課振興係長）
水道課下水道係長　 　朝比奈　伸次 （観光課観光係長）
こもも保育所長　　　　　　渡辺　厚子 （大石保育所長）
小立保育所長　　　　　　　窪田　栄子 （河口保育所長）
大石保育所長　　　　　　　丹沢　美良 （こもも保育所長）
河口保育所長　　　　　　　三浦　克子 （足和田保育所長）
  
【兼職・配置換】
住民課戸籍係長兼職窓口係長 　　　　　　五味　裕子　　　（政策企画課男女共同参画国際係長）
福祉推進課社会福祉係長兼職障害福祉係長　　倉澤　美由紀　　（健康増進課健康増進係長）
足和田保育所長兼職富士ヶ嶺保育所長　　　　　宮下　きよみ　　（富士ヶ嶺保育所長）

課　長

課長補佐

係　長
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【兼職解除】 
政策企画課政策調整係長　半田　一幸 （政策企画課政策調整係長兼職企業誘致まちづくり推進係長）
  
【兼職解除・配置換】
健康増進課健康増進係長　古屋　真由美 （住民課戸籍係長兼職窓口係長）

【配置換】
総務課　　　　　渡辺　映里奈 （都市整備課）
総務課　　　　　倉澤　光一郎 （税務課）
政策企画課　　　渡辺　玲奈 （税務課）
政策企画課　　　三浦　貴洋 （都市整備課）
政策企画課　　　渡辺　沙也香 （住民課）
地域防災課　　　小佐野　正吉 （水道課）
税務課　　　　　土屋　真理 （住民課）
税務課　　　　　宮下　航 （環境課）
税務課　　　　　堀内　貫汰 （政策企画課）
住民課　　　　　渡辺　綾香 （総務課）
住民課　　　　　後藤　竣亮 （水道課）
住民課　　　　　三浦　静波 （政策企画課）
健康増進課　　　菊島　志保 （子育て支援課）
福祉推進課　　　外川　雄一郎　（政策企画課）
子育て支援課　　白鳥　裕美　　（健康増進課）
環境課　　　　　渡辺　慎 （農林課）
農林課　　　　　小河原　司 （福祉推進課）
農林課　　　　　藤井　美沙紀 （総務課）
農林課　　　　　渡辺　梢 （住民課）

観光課　　　　　宮下　史也 （税務課）
観光課　　　　　渡辺　卓 （地域防災課）
都市整備課　　　草田　弥築 （環境課）
都市整備課　　　鳥居　明日香 （健康増進課）
水道課　　　　　勝俣　航 （農林課）
水道課　　　　　佐藤　穣 （観光課）
船津保育所　　　中村　恵子 （勝山保育所）
勝山保育所　　　渡辺　真理 （船津保育所）
富士ヶ嶺保育所　山中　昭美 （勝山保育所）
船津保育所　　　杉本　美奈子 （足和田保育所）
船津保育所　　　小山田　恵里 （小立保育所）
こもも保育所　　　在原　智美 （富士ヶ嶺保育所）
小立保育所　　　菊地　真由美 （大石保育所）
小立保育所　　　天野　絵美 （こもも保育所）
大石保育所　　　宮下　真由子 （船津保育所）
河口保育所　　　北宮　えりか （勝山保育所）
勝山保育所　　　梶原　めぐみ （大石保育所）
足和田保育所　　白須　由貴 （河口保育所）

【出　向】
学校教育課　　　渡辺　梨花 （住民課）
  
【出向解除・配置換】 
総務課　　　　　外岡　彩香 （学校教育課）
総務課　　　　　梶原　湖都 （生涯学習課）
福祉推進課　　　酒井　遼 （生涯学習課）

【採　用】
住民課　　　　　萱沼　彩乃 
健康増進課　　　矢野　慎一郎 
環境課　　　　　渡辺　優樹 
生涯学習課　　　古屋　貴嗣 
都市整備課　　　荻原　健 
健康増進課　　　渡辺　紀佳 
子育て支援課　　坂本　衣里 
小立保育所　　　渡辺　瑞穂 

【採　用】
政策企画課　　　渡辺　昭一 
社会福祉協議会　羽田　牧子 
住民課　　　　　渡辺　勝美 
じん芥処理場　　渡辺　晴男 
こもも保育所　 　小林　よし美

渡辺　昭一 政策企画課長 
羽田　牧子 福祉推進課長 
梶原　斉 教育センター長 
渡辺　勝美 農林課長補佐兼職農業委員会事務局長
小林　よし美 小立保育所長 
鷹取　美咲 健康増進課 
渡辺　晴男 じん芥処理場  

副主幹・主査・主任・主事他

再任用職員 退職者
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◆５月は消費者月間です！◆

富士吉田市消費生活センターを
知っていますか？？

　消費生活センターは、地方公共団体が運営する消費者のための相談業
務を行うところです。消費生活の安定と向上のため、消費生活上のトラブ
ルを解決するための業務にあたっています。

●大手の通販サイトで注文をしたら、偽サイトで商品が届かなかった。
●アナログ回線が使えなくなると言われ不要な契約をしてしまった。
●通販でお試し購入したつもりが定期購入だった。
●借金が返せずどうしたらいいか分からない。　　　など

　ひとりで悩まないで消費生活センターへ相談しましょう。
　早めに相談することで適切な対応をとることができます。

◇富士吉田市消費生活センター　22-1577（受付／9：00～12：00,　13：00～16：30）
　※消費者ホットライン「188」からもつながります。

◇こんな悩みを抱えていませんか？？

◇こんなときに頼れる相談先があります！

「考えよう！大人になるとできること、気を付けること～18歳から大人に～」テーマ
　2022年4月1日から成年年齢は18歳になり、「18歳から大人」になります。
大人になると、クレジットカードなど様々な契約が一人でできるようになると同時に、一度結んだ契約は簡単には取り
消せなくなります。できることが増える分、責任も生じることになります。
　また、自分の消費が社会や世界とつながっており、未来や他者のための行動が最終的により良い社会の形成につな
がります。「今だけ」「自分だけ」の消費行動から、人や社会、地域などに配慮した「自分で考える消費者」になること
が必要です。

　このようなことについて、周囲の大人も含め、改めて考えるとともに、自分ごととして捉え、実践につなげるきっかけ
にしていきましょう。

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

相談窓口

問 合 せ

 
消費者の基礎知識模倣サイトに気を付けて！模倣サイトに気を付けて！

　　　　　★模倣サイトでは明らかに日本語がおかしいことがあります。最近では見分けがつかないほど模倣されて
　　　　　　いる場合もあり、販売価格が大幅に値引きされている場合は、特に注意が必要です。
★模倣サイトでクレジットカード決済をしたときは、すぐにクレジットカード会社に連絡しましょう。
★不審に思ったり困ったりしたときは、消費生活センターに相談しましょう。　（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

こんな相談が寄せられています
●有名家具店の公式サイトだと思い、安くなっていたので家具を購入した。受注メールが届かない
　ので、改めてサイトを確認したところ、URLが公式サイトと違っており、偽サイトだと気づいた。
●有名家電メーカーの公式サイトだと思い、格安で家電を注文した。受注メールは届いたが、商品は届かず不審に思って
　いたら偽ブランドのマフラーが送られてきた。家電メーカーに確認したところ、偽サイトだったことが分かった。
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　農業用ビニ－ル・マルチの回収を下記日程のとおり行いますので、廃プラ回収袋には氏名を記入のうえ、最寄の回収場所に
て持ち込みをお願いします。
　令和３年１０月以降、農ビ、あぜ波の搬出につきましては、農協で販売している新しい専用の廃プラ回収袋（黄色）に入れる
ことになっていますのでお間違えのないようお願いします。

農業用ビニ－ル・マルチの回収について

5月24日㈫

5月25日㈬

午前　９時　　  ～午前１０時００分
午前１０時３０分～午前１１時３０分
午前　９時　　  ～午前１０時００分
午前１０時３０分～午前１１時３０分
午後  １時３０分～午後　２時３０分

河口多目的広場前
大石公園駐車場
中央公民館前駐車場
勝山ふれあいド－ム駐車場
富士ヶ嶺公民館前駐車場

月　日 時　　間

方　　法品　　目

場　　所
（回収日程）

（持ち込みのできる品目及び持ち込み方法）

※上記状態になっていない場合は、手直しをしていただきますのでご了承願います。
（お問い合わせ先）　富士河口湖町農林課　　　　　７２－１１１５
　　　　　　　　　　ＪＡ北富士本所　　　　　　　７２－１４３９
　　　　　　　　　　ＪＡクレイン富士豊茂支店　　８９－２０１１

農ポリ、ユタンポ、灌水チューブ、
トレー（セルトレー以外）、育苗箱

ビニール紐等で縛る。

肥料袋等にまとめて入れる。

農協で販売している専用の
廃プラ回収袋（透明）に
入れる。

農協で新しく販売している専用の
廃プラ回収袋（黄色）
に入れる

農ビ（※以下の品物と混合しない。）
農ビ（糸入り、汚れた物、古くなりパリパリの物）、あぜ波
　※農ビやあぜ波を廃プラ回収袋（透明）に入れてきた場合は、
　　廃プラ回収袋（黄色）との差額を徴収します。

ビニールマルチ（※以下の品物と混合しない。）
反射マルチ、シルバーシート、防鳥・防風ネット、寒冷紗、
ラブシート、セルトレー、プラグトレー、ビニール紐、マイカ線、
ブルーシート、防草シート、パッカー、モモ出荷用パック

肥料袋、苗ポット、プラ鉢（軟膏）、プラ鉢（硬質）

　男女共同参画推進委員のご紹介をいたします。任期は、令和4年4月1日から令和6年3月31日です。
　令和4年3月31日に退任された旧委員の皆さまには、長期にわたり男女共同参画推進活動にご尽力いただき心より
感謝申し上げます。ありがとうございました。

• 渡辺　克美　　　• 渡辺　実美　　　• 外川　満　　　　• 坂本　昌美　　　• 古屋　あさ子
• 谷　美由紀　　　• 堀内　詠子　　　• 田中　さゆり　　 • 小佐野　恵子　　• 宮下　寿夫
• 伊藤　一寿　　　• 相澤　友亮　　　• 沢登　裕弘　　　• 星野　亜希子　　• 渡部　富美佳

◎男女共同参画推進委員の紹介◎

男女共同参画推進委員会だより
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古の小径
いにしえの こみち

町の文化財紹介

富士河口湖
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【参考文献】平山　優　2006　『武田信玄』
　　　　　（歴史文化ライブラリー221）　吉川弘文館

（生涯学習課文化財係　杉本悠樹）

500年前に富士山に登った武田信虎

『勝山記』 冨士御室浅間神社蔵
山梨県指定有形文化財

『勝山記』・『妙法寺記』の記事から

「八要（八葉）」

信虎による甲斐国の平定

かつやま き　　　　みょうほう じ き　　　　き　じ

へいてい

はちよう

ねんまえ のぼ たけ だ  のぶ とらふ　じ　さん
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쎽쏹쎹쎬 쎱쏹쎲

쎻쏹쎷쎪

쏕쏇쏮쎬

쏏쎬쏓쏹

쏅�쎿쎬�쏘

쎺�쎾쏫�쏡쎬

쎱쏵쏇 쎶쏹쏐쎪

쏛��쎾�쎱쏵 쏇쏫쎬 쏕쏹 쏕쎱쏰쏫쎬 쏕쏹쎹쎬

쏎쎬쏌쎪

쏐쎪쎲쎪 쎽쏧

쏛쏅 쎽쏫쎬쎳쏭쎬쏌쎳

쏁쎪�쎾�쏌쎳 쏘

쎸쏹쎼쎪 쎰

쎹 쏇�쎪쎳 쎽�쏕쎪 쎨쏐쏪쏤 쎽쏅쎲

쏰쏭쎬쎺쎵 쏞쏹쏑쏫쎬 쏕

쎰�쏪쏤�쏆�쎽

쎾쏊쎸쏹

쏇쏹쎨쏊

쎻쎪쎽쏭 쎻쎪�쎺 쏳쎵 쎱쏊쏯쎲쏵쏰쏫쎬쎪쎳

쎬

쎰�쏎쏨�쏔쏘쏎쏙쏎 쎱�쎽쏹쏆쏹��쎹쎵쎾쏹쎽쏫쎬

쏥쏐쏥쎹쏤쎶쏹쏥쏔쏜쏇쏭쎬쏥�쏔쏜쎻쏹�쎵�쎰쏹�쎾�

쎰쎹 쎽쏱

쏮 쏎 쏎쎬�쎾 쎱쎪쏔쎵쏑

쎸쏹쏜쏹

쎻쏹쏇쏭쎬

쎾쏭쎬쎳쏭쎬

쎪쏉쎽쏫쎬

쏇쏇 쎹쎬�쏛 쎱쎪�쏛 쎽
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みなさんのやる気を応援します!

子育てのお悩みは専門家の先生に相談を
川邉修作先生の川邉修作先生の川邉修作先生の川邉修作先生の何でも相談何でも相談何でも相談何でも相談

●日　時：5/28（土）　13時30分～16時35分（1回40分）要申込
●場　所：教育センター相談室(中央公民館内)
●申込・問合先：生涯学習課へ

令和3年度（順延開催）　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～」

　日本を代表する山岳である富士山は、記号化され
て誰でも描くことができるほど日本人の心に姿が定
着しています。古くから富士山は和歌に詠まれ、絵画
の題材となり、その美しさは時代を超えて賞賛されて
きました。火山の噴火によって形成された自然物であ
りながら、人々の心に感銘を与え、数々の芸術作品を
生み出してきた富士山。今回は、芸術の源泉としての
富士山の価値について迫ります。

第１１回 「富士から生み出される芸術」

●日　時：令和4年5月25日（水曜日）※会場の都合により第４水曜日　19時～21時
●会　場：勝山地区公民館　多目的ホール　　●講　師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）
※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：5月17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。

個別相談
秘密厳守

出張相談やまなし・しごとプラザサテライトやまなし・しごとプラザサテライトやまなし・しごとプラザサテライト
子育てと仕事のお悩みにキャリアコンサルタントがお答えします。お気軽にお越しください。
●期　日：5月31日（火）
●時　間：午前10時30分～（1人20分程度） ※前日までに要予約
●場　所：子ども未来創造館　　　詳しくは生涯学習課へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個別無料相談
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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

安心して話せる環境はストレス解消につながる
　風薫る五月がやってきました。学校や職場で新たな生活がスタートして早一ケ月が過ぎましたが、子どもたちの様子はいか
がですか。医学的な病名ではありませんが、5月病という言葉をよく耳にする時季でもあります。
　慣れない環境で知らず知らずのうちにストレスがたまり、疲れやすい、意欲がわかない、食欲がない、イライラする、学校に
行きたくないなど様々な症状があらわれることがあります。生活の中で生じる日常的なストレスにうまく対処することができ
ない結果、不登校になってしまうこともあります。
　几帳面でまじめな性格から必要以上に深刻に物事を
とらえ過ぎてしまう子もいます。子どもの変化を大人が
できるだけ早く気付いてあげ、じっくり話を聞く中で、ス
トレスへの対処方法を一緒に探すことも大切です。自分
を真剣に心配してくれる親の姿は、子どもにとって大き
な支えになります。聞いてもらうことで気持ちが楽にな
ります。その際、じっくり聞くことが大事です。ついつい
親の意見を押し付けてしまい、悪化してしまうこともあ
ります。自分をわかってくれているという安心感があれ
ば、話そうという気持ちになります。安心して話せる環
境はストレス解消につながると言われています。
　親だけでは解決できないことは多々あります。一人で
悩みを抱え込まず、身近な人に相談しましょう。きっと
解決の糸口が見つかります。町教育センターでは、相談
を受け付けています。

【教育相談のご案内】  
　『困っていること 悩んでいること 相談してみませんか』
【時間帯】月曜日～金曜　午前9時～午後4時
【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】富士河口湖町教育センター
　　　　　℡0555-83-3022
　E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp

【教育相談のご案内】  
　『困っていること 悩んでいること 相談してみませんか』
【時間帯】月曜日～金曜日　9時～16時
【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

教育センターだより教育センターだより教育センターだより

富士河口湖町スポーツ推進事業富士河口湖町スポーツ推進事業
富士山
総合型

地域スポーツクラブ

クラブクラブ

富士山富士山 http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp
新型コロナウィルスの影響で中止になる場合もありますのでお問い合わせください！

申込方法

申 込 先

メールまたは電話にてお申込み下さい。メールの方は受信設定をお願いします。
①参加希望プログラム　　②氏名（ふりがな）　　③電話番号（携帯番号）
総合型地域スポーツクラブ　クラブ富士山　　　club223@lcnet.jp　☎0555-72-4772 FUJISAN

CLUB
（留守番電話になっておりますので用件を入力してください。折り返しご連絡いたします。）

☆詳細は　富士河口湖町 クラブ富士山 ホームページでご確認ください

河口湖アスリートクラブ 朝ヨーガ

●対　象：小１～３年　１７:００～１７:５０
　　　　　小４～６年　１８:００～１８:５０
　　　　　中学生以上　１９:００～２０:３０
●曜　日：毎週木曜日　　　●場　所：町民体育館
●持ち物：上履き、タオル、飲み物　　●参加料：500円

☆総合的な動きづくりを中心にトレーニングします
運動の基礎は走ることから…☆

☆自然のパワーをいっぱい浴びよう☆

●開催日：５／２８（土）　●時　間：８：００～９：００
●場　所：河口湖ステラシアター前広場　
　　　　【天候等により 町民体育館】
●持ち物：ヨガマット、マットの下に敷く物、飲み物
●参加料：500円

★体験の方大歓迎！一度ご連絡ください。 ★どなたでもご参加いただけます

親子体操教室
メノポーズケア
ママ＆ベビーのキラキラビクス
クラブ富士山月例マラソン
たのしいバドミントン
NIGHT ZUMBA

６／５（日）
６／６．１３．２０（いずれも月）
６／８（水）
６／１１（土）
毎週水曜日
毎週木曜日

10：00～
20：00～
10：00～
10：30～
20：00～
20：00～

町民体育館
町民体育館
町民体育館
勝山・小海公園
町民体育館
町民体育館
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令和4年 5月15日～6月4日の予定表令和4年 5月15日～6月4日の予定表

165/15 17 18 19 20 21

2322 24 25 26 27 28

3029 31 6/1 2 3 4

日 月 火 水 木 金 土

※未就学児は必ず保護者と一緒に活動
　してください。
※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。ご了承ください。
✆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。気軽に声をかけてください。

問い合わせ先 ☎72-6053

☆12時～13時までは閉館です。

開館時間

月～金曜日：9時～18時
土  曜  日：9時～17時

日曜・祝日は
休館です

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
育児学級

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

ぷち相談会
ジョブカフェ

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

小学生半日利用

小学生半日利用

小学生半日利用

te to te

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場 つどいの広場

つどいの広場 つどいの広場
リトミック

（リズムの日）
つどいの広場

エコフェスタ おもちゃ病院

ふれあい教室B
（栄養相談）

（体育）

つどいの広場

ふれあい教室B
（お誕生日会）

（えほんの日）
（助産師相談）

ワイワイくらぶ

（あそび）
ふれあい教室A
（あそび）

（子育て相談）
（助産師相談）

funfunくらぶ
 (外遊び）

funfunくらぶ
 (脳トレ）

休館日

休館日

休館日

★★

☆小学生対象☆ ☆乳幼児対象☆

　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♡ 
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　子育て支援課発！

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

つどいの広場　つどいの広場　つどいの広場　

電話予約電話予約

　活動的になる２歳を迎える親子に贈るお楽しみの時間です。歌遊びや工作を
親子で楽しみませんか☆

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

　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！　　

小学生までのお子さんが使える服、おもちゃ等の無料フリーマーケット♪

　寄付していただける乳幼児さん向けの物（食品以外）があれば事前
にお電話にて申込みの上、こどみら窓口までお持ち寄りください。
※洋服は110㎝以下に限らせていただいております。持ち寄っていた
　だいた物が残った場合には、再度お引き取りをお願いします。

日　時：5月25日（水）10：00～14：00
　　　　※30分ごとに予約をお取りしております。
持ち物：エコバッグ　 　参加申込み：5月18日（水）10：00～

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

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

ぷち相談会ぷち相談会ぷち相談会

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。

＊5月生まれの誕生会は5月27日（金）です。予約制となります。手形・足形を
　とったカードのプレゼントがありますので、10：30頃までにお越しください。
＊計測を希望される方はフェイスタオルを1枚持参してください。
＊各種相談についてはお問合せください。

●お問合せ：子育て支援課　☎72-1174

新型コロナウイルス対策ご協力のお願い
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、引き続き分散利用を継続させていただきます。
＊感染対策の為、町民の方のみの利用とさせていただいております。 
　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いたします。
＊自由利用について《小学生》 平日放課後　土曜日・小学校代休日は午前か午後どちらか1回
　　　　　　　　　《乳幼児親子》 ㈫㈭㈯ 10：30～12：00・13：30～15：00  《中高生》 ㈪～㈮ 13：00～18：00　１日２時間まで　
※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。

〈休館日〉 5月15・22・29日

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。

☆どなたでも☆

funfun 外遊び外遊び外遊びゲーム

7組
限定

スーパードクター!!スーパードクター!!スーパードクター!!

エコフェスタエコフェスタエコフェスタ

日　時：5月24日（火）　10：30～11：00
対　象：2020/4/2～2021/4/1生まれ　　参加費：なし
定　員：12組　　持ち物：水筒　　申込み：5月17日（火）10：00～

日　時：5月28日（土）13：30～15：0０
定　員：20名　持ち物：汗ふきタオル・帽子・水筒
申込み：5月21日（土）10：00～　参加費：なし

こどみらの外で、いろいろな楽しいゲームをしよう！　※雨天中止

①日　時：５月27日（金）午後
　申込み：5月20日（金）10：00～　　
②日　時：6月10日（金）午後
　申込み：6月  3日（金）10：00～　

おもちゃ病院の

その他詳細につきましてはご予約の際にお伝えいたします。
＊部品代がかかる場合があります。

日　時：6月9日（木） 13：30～14：30
定　員：10組　 　持ち物：バスタオル
対　象：0歳親子（ハイハイ前まで）　 参加費：なし
申込み：6月２日（木）10：00～　　　　　　

テーマ『子どもの信頼感を育む為に』テーマ『子どもの信頼感を育む為に』テーマ『子どもの信頼感を育む為に』

日　時：6月2日（木）　10：30～11：30　　定　員:乳幼児親子（５組）
申込み：5月26日（木）10：00～　　持ち物：参加費：なし

電話予約

　エコフェスタ当日のご参加は、予約制です。

出品について

参加について
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生涯学習館生涯学習館生涯学習館

令和4年 5月15日 ～ 6月4日の予定表
日 月 火 水 木 金 土

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小さな
おはなし広場
　   10：30

P

P

河口分館
　　15：50
（読み聞かせ）
大石分館
　　15：45
（読み聞かせ）

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

Pうさぎの親子
　　10：30

〈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。）

『ひ と』 小野寺　史宜∥著

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〉毎週月曜日、館内整理日（毎月月曜日を除いた最後の平日：31日㈫）
＊コロナ感染状況により、イベントの中止や自主休館・臨時休館となる場合がございます。

▶『チョウセンアサガオの咲く夏』 柚月 裕子∥著　
▶『ショートケーキ。』 坂木 司∥著　▶『タダキ君、勉強してる？』 伊集
院 静∥著 ▶『しない掃除 ー手間かけない、時間かけない、頑張らない
ー』 みな∥著　▶『世の中は奇跡であふれている ー前向きになれる確
率の話ー』 鳥越 規央∥著　▶『学校のおばけずかん ハイ！』 斉藤 洋∥
著　▶『かみはこんなにくちゃくちゃだけど』 ヨシタケ シンスケ∥著　
▶『ゆきちゃんは、ぼくのともだち！』 武田　美穂∥作 絵　　　　
などなど、たくさんご用意してお待ちしています♪

5/15 16 17 18 19 20 21

2322 24 25 26 27 28

3029 31 6/1 2 3 4

司書おすすめの一冊この本読んでみて！！

　両親を亡くし天涯孤独になってしまった二十歳の主人公。大学
を中退せざるを得なくなりますが、偶然出会った「ひと」たちとのつ
ながりによりたくさんの優しさに触れます。読んでいて温かい気持
ちになります。また、何かをがんばろうとしている「ひと」の背中を
そっと押してくれる一冊です。　　　　

　おすすめの絵本はもちろん紙芝居や大型絵本の読み聞かせ
手遊びを交えたとっても楽しい時間をお届けします♪　　　　
●ボランティアによる乳幼児親子向け読み聞かせ会●

●図書館スタッフによる乳幼児親子向け読み聞かせ会●

●ボランティアによる幼児～小学校低学年向け読み聞かせ会●

ピーカーブー（英語）
うさぎのおやこ

上九分館 読み聞かせ会

毎月第１火曜日 10：30
毎月第4火曜日 10:30
毎月第３木曜日 15：30

エトワール 読み聞かせ会
河口分館 読み聞かせ会
大石分館 読み聞かせ会
パパのえほんタイム

毎月第２土曜日 13：30
毎月第3火曜日 15：50
毎月第3火曜日 15：４５
毎月第4土曜日 13:30

小さなおはなし広場 毎月第3金曜日 10:30

＊日程や時間を変更する場合がございます。毎月のカレンダー
　でご確認くださいますようお願いいたします。
＊感染状況や当日の状況により、場所の変更や中止する
　場合がございます。
　ご了承くださいますようお願いいたします。

読み聞かせ会のご案内

新着資料のご紹介i

読書会第178回 5/28㈯
　　14時～

『わたしの良い子』 寺地　はるな∥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

小さな春の朗読会第60回 5/28㈯ 
  14時～

●「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

※令和4年度は、9月から開始予定



SDGｓをもっと身近に考えてみよう！（7）
目標７「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」

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、SDGs
目標７「エネルギーをみんなに、そしてクリーン」ついてご紹介します。

　最近の石油が値上がりした影響を皆さん、ひしひしと感じていいらっしゃるのではないでしょうか。
石油が値上がりする背景は、様々なものがありますが、ウクライナ情勢により石炭と天然ガスの需給
が影響を受け、エネルギー需給バランスが崩れていることも要因の一つです。
エネルギーは、私たちの生活に欠くことができないもので、現在の日本の発電電力構成は、３７％が
天然ガス、３１％が石炭ガス、残りを原子力、石油、再生エネルギーとなっています。エネルギー需給に

ついては、安価に入手できるだけでなく、安定的に供給されること、経済効率性が良いこと、環境への適合性があるこ
と、さらに安全であること、この4つの要素を考えていかなければなりません。
　一つのエネルギー源だけに頼るとこの4つの要素を満たすことが難しくなります。特に、日本はエネルギー自給率が諸
外国の中でも低く、多くを輸出に頼っています。そこで、どのようにバランスをとっていくかを考えていかなければならな
いのです。

資料：https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/community/dl/05_01.pdf
2021年10月14日資源エネルギー庁新エネルギー課「2030年に向けた今後の再エネ政策」資料

　ＳＤＧｓ目標７は、このエネルギーについての目標です。「すべての人に、
安価でかつ信頼できる持続的可能な近代的なエネルギーへのアクセスを確
保する」ためのターゲットを掲げています。この目標が掲げられている背景
には、世界では12億人以上が電力を利用できず、28億人が調理や暖房用に
薪や木炭、石炭を用いそのことによる健康被害に直面していることがあり
ます（参照：ユニセフ　

　私のモザンビークの出身の学生は、家庭内では燃えやすいプラスチック袋
を着火剤として調理などに日常的に使用しており、そのことにより健康被害
について報告をしてくれました。これらは、人の健康に影響を及ぼすだけで
なく、地球温暖化の原因ともなっています（世界の温室効果ガス排出量の約
60%が化石燃料をエネルギーとする際などに発生する二酸化炭素が占めて
います）。
　手ごろな価格で、信頼できる持続可能なエネルギーをすべての人が享受できる仕組みを作り上げることは、ＳＤＧｓ目
標3「すべての人に健康と福祉を」目標13「気候変動に具体的な対策を」達成にもつながります。では、具体的にどのよう
な対策を講じることができるでしょうか？太陽光，水力，風力，バイオマス，地熱などの自然を活用した再生可能エネル
ギーは、二酸化炭素を排出することもなく環境に適合したクリーンなエネルギーです。
　再生可能エネルギーを増やしていく政策が重要であることはもちろんです。しかし、再生可能エネルギーは、自然に頼
っていることから安定的供給という面での課題もあります。企業の再生可能エネルギーへの取組を促進するためのサポ
ートとして、経済産業省から「再生可能エネルギー事業支援ガイドブック」なども出されています。（https://ww-
w.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/guide/pdf/guidebook.pdf）
　再生可能エネルギーやエネルギーの効率化に取り組んでいる企業に投資することで、こうした企業の取組を応援する
こともできます。また個人としてあるいは企業として省エネに取り組むことも、ＳＤＧｓ目標７に貢献することにつながり
ます。たとえば、企業のテレワーク促進、電気自動車の公用車の利用、自転車の活用、使用していないときは電源を完全
にきるなど私たちの身近なちょっとした行動も目標７につながっていきます。こうした行動ともに、日本のエネルギー需
給をどのようにしていくべきかも国民全体で議論していかなければならないでしょう。

【発電電力量の構成（2019年度）】
再エネルギー＝18.1%

水力除く再生可能エネルギー 太陽光：6.7%
風力：0.7%
地熱：0.3%
バイオマス：2.5%

水力
7.8%

10.3%

原子力
6.2%

天然ガス
37.1%

石炭
31.9%

石油その他
6.6%

Why it Matters Goal 7Clean Energy　https://
www.unic.or.jp/files/853db942f4202b62ef7b9e0fb0902eef.pdf )。
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社協だより
Social welfare council
社協だより
Social welfare council
社協だより
Social welfare council
社協だより
Social welfare council

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
６月末受付終了

　町社協では、３月29日（火）に、勝山ふれあいセン
ターにおいて、「福祉・ボランティア交流の集い」を開
催しました。当日は、社協役員やボランティア関係者
等97名が参加し、感謝状の贈呈、児童生徒の福祉作
文・ボランティア活動ポスタ
ー入選者の表彰や小中学校へ
の共同募金会会長表彰の伝
達を併せて行いました。
　贈呈式終了後、町役場地域
防災課の渡辺係長をお招きし、「富士河口湖町の防災」
と題して講演をいただき、災害を知ること、富士河口
湖町で災害は起きるのかなどを考えました。また、自
分たちにできることを考え、防災用の備蓄だけではな
い、家庭にある冷蔵庫の中の物も備蓄品なんだと、知
恵と工夫で災害を乗り切れるよう学びました。

　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

〇償還方法
　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

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

〇貸付上限額
　2人以上世帯：月20万円以内
　単身世帯：月15万円以内
　　　　　　※貸付期間：原則3カ月以内
〇償還方法
　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

《 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６月３0日（木）

『福祉・ボランティア交流の集い』
を開催

総合支援資金 ※初回のみ

緊急小口資金

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



健康のまちづくり
Healthy community building

健康のまちづくり
Healthy community building

～禁煙はあなたとみんなのために～
５月３１日～６月６日は「禁煙週間」です！

　喫煙は発がん率を高めることや、生活習慣病、ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）などの発症要因になることは知られてい
ますが、さらに新型コロナウイルスやインフルエンザなどの感染症にもかかりやすく、重症化しやすくなります。
　また、たばこから発生する有害物質は直接肺に入る「主流煙」よりも、火のついたたばこの先から立ち上がる「副流
煙」のほうが高い濃度で含まれます。
そのため、他人が吸っているたばこの煙にさらされる人は病気になりやすくなります。

　第４期健康まちづくり計画の町民アンケート（令和3年）では、現在喫煙している方は平成27年度と比較し減少しています。
また、禁煙を始めた人も増加しています。
 「禁煙したいけれど自分だけではなかなか禁煙できない！」という方は、禁煙外来などの医療のサポートを受けることもひとつの
方法です。現在禁煙治療は保険適応（適用条件あり）になっており、町や周辺地域でも受診できる医療機関はいくつかあります。

　歯周病とは歯ぐきや骨など歯を支える組織に炎症が起こっている病気の総称です。また、歯周病になると、脳血管疾
患、脳卒中、糖尿病が悪化すると言われています。

　歯周病を防ぐためには毎日の丁寧な歯磨きが大切になってきます。しかし、毎日の丁寧な歯磨きを心がけていても歯周の細
かい部分まで磨くことが難しく、完全に虫歯や歯周病を予防することはできません。そのため、定期的に歯科医院を受診し、
専門的なクリーニングを行うことで歯周病予防をしていきましょう。

たばこの煙などにより肺に炎症が起こり、呼吸しにくくなる病気を「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」といいます。一度発症す
ると完治することはできないため、早めの対策が必要になります。

皆さんは“COPD”を知っていますか？

もともと喫煙していたが
既にやめた

喫煙している

0.0% 10.0% 20.0% 30.0%

15.5%
19.1%

27.4%27.4%
22.9%

第4期健康のまちづくり計画　町民アンケート

H27 R3

喫煙者の
減少！

あなた自身の健康と、周囲のひとたちの健康のために、禁煙への１歩を踏み出しましてみませんか？

問合せ先：健康増進課  健康増進係　0555-72-6037

歯と口の健康週間（６／４～６／１０）

□　歯がズキズキする　　　　　　□　歯が動く、グラグラする
□　歯がしみる　　　　　　　　　□　歯ぐきから血が出る
□　歯が腫れた　　　　　　　　　□　口内炎などができた

町では40・50・60・70歳の方に、
歯周病疾患検診を無料で受けられる受診票を４月末にお送りしております。

この機会にぜひ歯科検診をお受けください。

このような症状があれば放っておかず歯科医院に受診するようにしましょう！

放っておかないで！
こんな症状！
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　6月4日（土）、5日（日）の2日間に渡り、大石紬伝統工芸館におきまして日本の伝統織物である大石紬とフラン
スの伝統織物(タピスリー・タペストリー)の交流イベントを開催いたします。当日は、実演・ワークショップ・養蚕
見学・専門家による講演会を行います。ぜひ足をお運びください。

※ワークショップ・講演会の参加者数には限りがありますため、ご予約の上お出掛けくださいますようよろしくお願いいたします
　(予約に空きがある場合のみ当日参加可)。
※新型コロナウイルスの感染拡大の状況を鑑み、主催者の判断でイベントを中止させていただく可能性がございます。中止の場
　合は、当日の午前9時迄に大石紬手織工房のブログ(https：//www.oishi-tsumugi.com/?cat=8)にてお知らせいたし
　ます。

●実施日時：2022年6月5日㈰ 13：00～15：30
●講演者：元・国立歴史民俗博物館助教授/元・駒澤大学教授　湯浅隆氏

　　　　　　湯浅氏は歴史がご専門で、フランスのかつての養蚕産地アルデッシュ地方の養蚕を研究されていらっしゃいま
　　　　　した。当日は、「幕末維新期、蚕養いにおける日仏の出会い」というテーマでお話をしていただきます。
●講演者：富士河口湖町生涯学習課　文化財係　杉本悠樹氏

　　　　　　杉本氏は富士河口湖町の歴史について調査されていらっしゃいます。当日は、富士河口湖町における養蚕
　　　　　や特に大石紬の歴史や背景に関してお話しいただきます。

●実施日時：6/4㈯ 13：00 ～ 6/5㈰ 12：00
　①ヨーロッパの伝統工芸／フランスの伝統織物であるタピスリー(タペストリー)作家・フランス政府認定【パリ綴れ織
　　り協会】関東支部理事　牛尾優子氏による織り実演を行います。
　②大石地区にある養蚕所にて養蚕作業のご見学・桑やり体験を実施いたします。

●開催日時：6月4日㈯ 13：00～ 5日㈰ 15：45　　 ●開催場所：大石紬伝統工芸館

■主催：大石紬手織工房・栗林茜
■協力：富士河口湖町、パリ綴れ織り協会、大石紬伝統工芸館、大石紬手織組合、大石紬保存会、粟井英朗環境財団
   　　（※2022年度助成事業）

実施概要

予約•お問合せ先

日仏伝統織物の交流「フランスの養蚕と河口湖の養蚕」

大石紬手織工房・栗林　　連絡先：0555-28-4507(平日10：00～16：00)
　　　　　　　　　　　　　　　 メール：info@oishi-tsumugi.com

①仏伝統織物：タピスリー織り体験
　　フランス伝統織物のたて機による織りを、簡易織機
　にて体験していただきます。簡易織機、糸、織った(織り
　途中の)作品はお持ち帰りいただけます。
●実施日時（45分程）：
　⑴ 6月4日㈯ 14：00～　　
　⑵ 6月5日㈰ 10：15～　　
　⑶ 6月5日㈰ 11：15～
●対象者：どなたでも
　(10歳以下のお子様の参加
　には大人の付き添いが必要
　です)　
●参加費：1000円

②大石紬：座繰り体験
　　大石紬の絹糸製糸方法である座繰り製糸を簡易座
　繰り機の組み立てから体験していただきます。簡易座
　繰り機、繭、糸はお持ち帰りいただけます。
●実施日時（45分程）：
　⑴ 6月5日㈰ 10：30～　
　⑵ 6月5日㈰ 11：30～
●対象者：子ども(10歳以下の
　お子様の参加には大人の付き
　添いが必要です)、親子　
●参加費：500円 (1組あたり)

…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…

実　演

ワークショップ

講　演

日仏伝統織物の交流
－フランスの養蚕と河口湖の養蚕－

イベント
講演会のお知らせ



♪富士山河口湖音楽祭　河口湖円形ホール 公演情報♪

富士山河口湖音楽祭2022 開催決定！！
開催期間：8/11㊍㊗～8/20㊏

STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
河口湖ステラシアター通信 5月号

The Kawaguchiko Stellar Theater. The MAY issue.The Kawaguchiko Stellar Theater. The MAY issue.

菊池　洋子　
ピアノ・リサイタル

[日時] 2022年 8月13日（土）
　　　 開場／2：30 PM　
　　　 開演／3：00 PM

[会場] 河口湖円形ホール

[出演] ピアノ：菊池洋子

[曲目] J.S.バッハ：ゴルトベルク変奏曲BWV988

券　種
一　般

高校生以下

一般料金
　5０００円
15００円

団体・町民料金
45００円
13００円

券　種
一　般

高校生以下

一般料金
　5０００円
15００円

団体・町民料金
45００円
13００円

池上 英樹・塚越 慎子 
マリンバデュオ＋打楽器マスタークラス披露演奏会

[日時] 2022年 8月19日（金） 開場／6：00 PM　開演／6：30 PM
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] マリンバ：池上英樹、塚越慎子、打楽器マスタークラス受講者
[曲目] リベルタンゴA,ピアソラ、道化師の朝の歌M.ラヴェル/池上英樹編
　　　 マスタークラス受講生とのアンサンブル　他　　

7月プレ演奏会予定

　モーツァルト国際コンクールで
優勝し、人気実力共に日本を代
表するピアニスト。コロナ禍で真
摯に取り組み、思いを込めて演奏
する「ゴルトベルク変奏曲」を、富
士山麓で聴く特別なコンサートで
す。

　唯一無二の世界観で観客を魅了し続ける打楽器奏者池上英樹さんと、国内外のコンクールにて数々の賞を受賞し現在最も
注目を集めるマリンバ奏者の塚越慎子さんが今年も音楽祭にて共演！贅沢な一夜をお過ごしください。

ⒸFumitaka Saito ⒸYuji Hori

川口 成彦
フォルテピアノ リサイタル

[日時] 2022年 
　　  8月11日（木祝）
　　　 開場／2：30 PM　
　　　 開演／3：00 PM
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] フォルテピアノ：川口成彦
[曲目] ショパン:ノクターン 第4番 ヘ長調 op.15-1
　　　 練習曲 ハ短調 op.10-12 《革命》
　　　 練習曲 ホ長調 op.10-3 《別れの曲》  他

券　種
一　般

高校生以下

一般料金
　5０００円
15００円

団体・町民料金
45００円
13００円

　第1回ショパン国際ピリオド
楽器コンクール第２位の名手
が、ショパンと同時代に製造さ
れたフォルテピアノ「プレイエ
ル」で当時の人々が実際に聴い
た“本物のショパン”を奏でま
す。

広報20 2022年 5月号
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♪富士山河口湖音楽祭　河口湖ステラシアター 公演情報♪

ぱんだウインドオーケストラ コンサート

原　由莉子
ピアノで聴くドイツ・ウィーン音楽の変遷

[日時] 2022年 8月20日（土）　開場／2：00 PM　開演／4：00PM　
　　　　　　　　〈プレ演奏〉　開演／2：30 PM
[会場] 河口湖ステラシアター（野外音楽堂・可動式屋根付き）
[出演] コンサートマスター：上野耕平（サクソフォン）
　　　 演奏：ぱんだウインドオーケストラ、山梨県中学生特別バンド、
　　　　　　ステラ吹奏楽団
[曲目] 
※曲目は後日発表させて頂きます。 

券　種
指定席

区　分

一　般
高校生以下

一般料金
4500円
3000円
1500円

自由席

町民・団体料金
　4100円
　2700円
　1300円

[日時] 2022年 8月15日（月）
　　　 開場／6：00 PM　
　　　 開演／6：30 PM
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] ギター:朴葵姫 
[曲目] 
※曲目は後日発表させて頂きます。

[日時] 2022年 8月17日（水）
　　　 開場／6：00 PM　
　　　 開演／6：30 PM
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] ピアノ:原由莉子
[曲目] 
シューマン：子供の情景 Op.15
R. シュトラウス： 5つの小品Op.3他

朴  葵姫
ギター・リサイタル

券　種
一　般

高校生以下

一般料金
　5０００円
15００円

団体・町民料金
45００円
13００円

券　種
一　般

高校生以下

一般料金
　5０００円
15００円

団体・町民料金
45００円
13００円

富士山河口湖音楽祭 ★町民先行予約★
5月28日(土)10:00～5月29日(日) 17:00まで

受付電話番号：0555-72-5588
[チケット一般発売] 6月11日(土) 10:00予定

※電話予約のみ　※3歳以下のお子様の入場はご遠慮願います　※曲目は都合により変更になる場合があります

　2021年にデビュー10周年を迎え、今後ますます活躍が期
待される、クラシック・ギター界のホープ。河口湖のさざ波に
乗って響く、唯一無二の美しいトレモロとメロディをご堪能い
ただける、特別なコンサートです。

　今、全国で話題沸騰！クラシックの本場ウィーンやドイツで
生まれた数々の作曲家や名曲を、解説とピアノで聴かせる独
創的なプログラムで注目を集めている原由莉子が、河口湖に
初登場！18世紀の古典派からロマン主義を経て、混沌の中で
発展を遂げる19世紀末まで、音楽の変遷を美しいピアノで学
べるコンサートです。

　すっかりおなじみのぱんだウインドオーケストラが今年も音楽祭に登場！中学生特別バンド・ステ
ラ吹奏楽団と共によりパワーアップして富士の麓から大迫力な演奏を皆さまにお届けします。今年
は何が飛び出すのかお楽しみに！！

パク　　キュ　ヒ

Ⓒkno jung

広報 212022年 5月号
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このページについてのお問合せは、河口湖ステラシアター  
７２－５５８８までどうぞ

&
♪自然の香りが響きわたる♪ ♪優しい音が湖風に舞う♪

♪河口湖ステラシアター公演情報♪

富士山吹奏楽フェスティバル
[日時] 2022年 
　　 6月19日（日）
　　　開場/12：30　
　　　開演/13：00
[会場] 河口湖ステラシアター
　　　 (野外音楽堂・可動式屋根付き)
[出演] 習志野市立習志野高等学校（千葉県）、
　　　 山梨県立韮崎高等学校、
　　　 山梨県立日川高等学校、昭和町立押原中学校
[料金]

[一般発売] 2022年5月9日(月) 10:00販売開始

券　種
一　般

高校生以下

一般料金
　１０００円
６００円

団体・町民料金
　９００円
　５００円

[日時] 2022年 7月16日（土）
　　　 開場/17：00　
　　 　開演/18：00

[会場] 河口湖ステラシアター
　　　 (野外音楽堂・可動式屋根付き)

[料金] 全席指定
　　　10,450円(税込)
※6歳以上有料、5歳以下入場不可

[一般発売] 2022年5月２１日(月) 10:00販売開始
ticketbook/ローソンチケット（Lコード：73035）
※ステラシアターでのチケットのお取り扱いはございません。

「私たちの食生活が地球温暖化に与える影響について」
■講　演  「SDGsと食料問題が地球環境に与える影響」
　　　　「気候変動に向き合う食のありかた」　
※講演後、参加者との意見交換を予定
■日　時　5月29日（日）
　　　　　開場12：30・開演13：00（16時終了予定）
■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　下記アドレスに、「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。
　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

■場　所　シェアスペースかかし（旧ふたば薬局）　　
■日にち　5月15日（日）・29日（日）
■時　間　食堂（11時～14時）教室（12時～14時）
■料　金　200円（ニコニコかかし教室に参加するお子様は無料。）

※募集：調理や盛り付け、学習支援にご協力いただける方ご連絡
　ください。年齢不問です。
●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

　キディキャンパス　ママと一緒に英語で遊ぼう
■日　時　6月11日（土）・8月20日（土）・9月10日（土）　　　　
　　　　　10時～10時45分
■対　象　1歳児～2歳児と保護者（1名）
■定　員　10組
　　　　　（予定日の1週間前までにお申し込みください。）
■場　所　マリア国際幼稚園・ゆめの木保育園
　　　　　（園庭・周辺散策等）
■持ち物　帽子、水筒
※雨天の場合は。中止いたします。またコロナ感染防止の為、事
　前の健康管理、予約が必要となりますのでホームページをご覧
　になり申し込み、お問合せくさだい。
●問合せ　認定こども園ドリームツリー　
　　　　　　マリア国際幼稚園　℡ 0555-72-5522
　　　　　　http://www.maria-mik.com

マリア国際幼稚園から子育て支援の
お知らせ

ニコニコかかし食堂・教室

第6回 SDGsの学びと実践の会

i nformationnformation インフォメーション

広報22 2022年 5月号
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ県などからのお知らせ

　山梨県立ふじざくら支援学校では、本校の教育活動を
知っていただくために、次のとおりオープンスクールを実
施予定です。詳しくは、今後本校ホームページにてお知ら
せします。
（URL：http://www.fujizaky.kai.ed.jp）
■日　時　6月予定　
　＊決まり次第HPにてお知らせします。
■内　容　学校概要説明、学校紹介、授業見学
■場　所　山梨県立ふじざくら支援学校
■その他　地域の感染状況や台風等の気象状況によ　
　　　　　り、中止となる場合がありますので、予め御了
　　　　　承ください。
　・中止の場合は本校ホームページにてお知らせしま
　　す。
　・教育相談につきましては、通年でお受けしておりま
　　すので、お気軽に電話でお申し込みください。
●問合せ　山梨県立ふじざくら支援学校
　　　　　　担当　宮下・小宮山・石井（地域支援部）
　　　　　　　℡ 0555-72-5161

　本校は、軽度知的障害のある生徒の企業就労を目指
した県内唯一の高等部のみの特別支援学校です。入学
をゴールにするのではなく、卒業後の進路（就労）を目標
に、早い段階から本校を知っていただき、準備をスタート
する良い機会としていただくために、ぜひご参加くださ
い。
■対　象　小学生保護者・教員、福祉施設関係者、その
　　　　　他（興味のある方はどなたでも）
■日　時　7月8日（金）午前　
■場　所　山梨県立高等支援学校桃花台学園
　住　所　山梨県笛吹市石和町中川1400
　　　　　℡ 055-263-7760　　fax 055-263-0741
■申し込み方法　小学校関係者の方には各小学校へ案
　内を送付しますので、小学校を通じて申し込みをして
　ください。福祉関係者、他の方々はお手数ですが、本
　校ホームページより申込用紙をダウンロードし、各自
　Faxで申し込みください。
●問合せ　高等支援学校桃花台学園　相談支援部　
　　　　　　℡ 055-263-7760

■日　時　6月18日(土)～6月22日(水)
■会　場　富士山世界遺産センター
■概　要　富士山の世界遺産登録とセンターの開館　
　　　　　6周年を記念して、様々なイベントを実施　
　　　　　します。
・構成資産ミニツアー、体験ワークショップ、カフェス　
　ペシャルメニュー、クイズラリー、缶バッジづくり
　詳細はホームページ、Facebookにてご案内します。
■参加料　無料
●問合せ　富士山世界遺産センター　　
　　　　　　℡ 0555-72-0259

　総務省では6月1日から10日までを「電波利用環境保
護周知啓発強化期間」として、電波を正しく利用してい
ただくための周知・啓発活動及び不法無線局の取締りを
強化します。
　電波は暮らしの中で欠かせない大切なものです。電波
のルールはみんなで守りましょう。
●問合せ　関東総合通信局
　不法無線局による混信・妨害　℡03-6238-1939
　テレビ・ラジオの受信障がい　℡03-6238-1945

■日　時　6月11日（土）　13時30分～16時
■場　所　山梨県富士山科学研究所　本館１階ホール
　　　　　又はオンライン
■内　容　①「富士登山」②「行動変容」をテーマに当
　　　　　　研究所の研究員が講演を行った内容を動
　　　　　　画公開します。　
■講　師　①演題：「富士登山で発生する転倒の実態」
　　　　　　講師：宇野　忠（環境共生科）　
　　　　　②演題：「行動をおこす要因を探る」
　　　　　　　　　　～外来植物の防除策を例に～　
　　　　　　講師：三ツ井聡美（環境共生科）
■対　象　高校生以上
■参加費　無料
■予　約　事前申し込み必須。5月11日（水）より申し込
　　　　　み開始。会場参加定員は50名まで。詳しく
　　　　　はＨＰをご覧ください。
■オンライン視聴期間　6月12日～19日
●問合せ　山梨県富士山科学研究所　
　　　　　　環境教育･交流部　広報・交流担当　
　　　　　　　℡ 0555-72-6206

ふじざくら支援学校　
オープンスクールのお知らせ

富士山世界遺産センター　
開館６周年

高等支援学校 桃花台学園　
小学生保護者・教員等対象
オープンスクール開催のお知らせ

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

守ろうよ！電波は大切なライフライン

「富士山科学講座」
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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）

ご近所みんなで助け合えた
― 平成19年新潟県中越地震（平成19年7月）―　（柏崎市 40代 女性）

一日前プロジェクト災害を体験した方のエピソード災害を体験した方のエピソード

　電気は翌々日で、ガス、水道は8日後に復旧しました。夏だからやっぱ
りお風呂とかに入りたいじゃないですか、でも水も何もない。そんな時、
近所に引っ越してきた人が、「水が使えるから、お風呂に入りに来なよ」
と言ってくれました。
　1週間水が出なくて、洗濯が大変だったんですが、近所の人が「私の
実家は水が出たよ」と言って、洗濯物を持っていってくれて、全部洗濯機
で洗ってくれて、後は干すだけにして戻してくれました。ほんとうに有り
難いと思いました。
　それから、うちは市内でもすごく復旧が早いほうだったので、子供の部活の友達が、帰りにシャワーを浴びに来たり
したこともよくありました。隣が「カップラーメンはいっぱいあるんだけど、火がないんだよね」と言えば、うちのカセ
ットコンロを貸してあげたりしたこともありました。
　何か、地域のみんなが、ほんとうに助け合ったなって思います。

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５月３１日（火）今月の納税等
５月は町税等滞納整理強化月間です。

令和四年度　入学式 挙行

6/18sat  7/16sat   8/ 6sat  8/7sun
8/20sat  9/10sat  3/11sat
※日程は変更になることがあります。
必ずホームページ等でご確認ください。

オープンキャンパス2022
開催予定

　２０２２年４月４日、ハイランドリゾートホテル＆スパにて入学式を執り行い、健康科学部と看護学部に多くの新入生
が入学しました。笹本 憲男学長からは「実り多い学生生活を送れるよう、ファン・ツー・ラーン　ファン・ツー・ワーク
をモットーに、教職員一同皆さんをサポートして参ります」と式辞が述べられました。
　また、新入生を代表して人間コミュニケーション学科 加藤 生 さんが宣誓を行い、これに対し在学生を代表して学友
会会長作業療法学科４年の 岡 瑠星 さんより歓迎の言葉が述べられました。
　なお、感染症対策のため規模を縮小し、教職員・入学生のみで挙行いたしましたが、市町村関係者、教育関係者、医
療・福祉関係者など多くの方々から祝電を頂戴いたしました。心より御礼申し上げます。
　これまでの福祉心理学科は、この4月より新名称「人間コミュニケーション学科」として始動いたします（学修内容、
専門分野等に変更はございません）。
　地域の皆様におかれましては、新入生・在学生ともに温かく見守っていただきますようよろしくお願いいたします。
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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

5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

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。

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

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

野中　　陽　　　肇　・しのぶ　船津

外川　桃弥　　　翔　・秀　子　船津

渡邉　湖雪　　正　平・瑠　里　船津

浅川　善雅　　雅　人・　葵　　船津

関本　　歩　　直　人・奈　菜　小立

大石　一凜　　良　久・真美子　小立

外岡　侑悟　　孝　保・彩　香　小立

前田　陽葵　　譲　二・真奈美　勝山

小松　蒼空　　　貢　・真　緒　勝山

三浦　潤華　　雄　次・由　美　西湖南

山下トヨコ　83歳　山下　春美　船津

梶原　文江　90歳　梶原　五男　船津

中村さと子　85歳　中村　　聡　船津

奥脇　錦子　94歳　奥脇　　隆　小立

渡邊　　真　56歳　渡邊　達樹　小立

小池　和栄　73歳　小池　昌和　小立

渡邊　政泰　72歳　渡邊　智子　小立

山中みゑ子　94歳　山中　康美　小立

茅原　昌登　69歳　茅原　昌和　小立

太田　博純　80歳　太田　博樹　小立

山崎　岳仁　44歳　山崎　光晴　河口

中村三千枝　95歳　中村　𠀋夫　河口

中村　幸子　67歳　中村　妙子　河口

倉澤　一惠　72歳　倉澤紀美恵　河口

小佐野英明　92歳　三浦　和朝　勝山

流石　　操　94歳　流石　昭仁　勝山

朝比奈　仁　51歳　朝比奈　翔　西湖南

小林　富重　80歳　小林　信子　富士ヶ嶺

荒井　祐人　 ＝　 貴家　美羽　船津

渡辺　明典　 ＝　 柁原美奈子　船津

林　　壮紀　 ＝　 土屋亜希子　河口

小谷　将貴　 ＝　 倉澤　由紀　勝山

おめでた・おくやみ
〈3/16～4/14〉

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6月3日㈮9時から１１時３０分まで町役場１階１０２会議室で実施します。対象者
は、生活保護受給者・生活困窮者・母子世帯となっておりますので、希望する方はお気軽にご相談ください。

生活困窮者・母子世帯等の
就業相談について

相談専用ダイヤル ℡0555‒22‒1577

　　26,643人
(－58)

 

　11,186　
(＋39)

　13,496人
　(－30)

　13,147人
(－28)

人口

男

女

世帯 世
帯

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。

4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／6月5日㈰   ●時　間／10時～12時　●場　所／町民福祉館ふじやま  ２階　
●問合せ／町社協（７２-１４３０） ●その他／写真、身分証を持参することと、なるべくご本人が来所してください。

●主な相談内容

※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により中止になる場合がございます。

年金相談【要予約】

結婚相談日

自殺予防のための相談

届出人
おくやみ（死亡）

おしあわせに（結婚）

(口座振替日)　◎軽自動車税（種別割）　　
納め忘れはありませんか？

とう や

いつ り

ゆう ご

ぜん が

うる は

こ ゆき

ひ まり

ひなた

あゆむ

そ  ら

問合せ・申込み先　政策企画課 72－1129

5月11日㊌／5月25日㊌ 

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 104会議室

●日時・場所／5月11日㈬ 富士吉田商工会議所
　  　　　   6月  8日㈬ 河口湖商工会
   午前９時３０分から午後４時まで（１２時から午後１時は昼休み）
●問合せ・予約／日本年金機構  大月年金事務所 TEL 0554‐22‐3811
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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：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。

　当日は、新型コロナウイルス
感染拡大予防対策を徹底して行
いますので、安心して来店して下
さい。
　尚、マスクの着用と手の消毒に
つきましては、ご協力をお願いし
ます。

富士北麓花き生産協議会が生産した花壇苗、鉢花（ベゴニア等）、花き、多肉植物等の
直売イベントを行います。

当日は、花に関するアンケートに協力してくれた方先着で１００名様に
花壇苗を１鉢プレゼントします。

富士北麓花き生産協議会が生産した花壇苗、鉢花（ベゴニア等）、花き、多肉植物等の
直売イベントを行います。

当日は、花に関するアンケートに協力してくれた方先着で１００名様に
花壇苗を１鉢プレゼントします。

（花がなくなり次第終了となります。）
５月１９日㊍令和４年 9：30～14：00日 時

場 所 株式会社オギノ  河口湖店 
　　　　　　店舗入口近くの軒下スペース

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

富士北麓

地産地消花フェア

２０２２ 春

開 催

山梨県富士・東部農務事務所生産振興担当　０５５４－４５－７８３２
北富士農業協同組合　０５５５－７２－１４３９
農林課　農政畜産係　０５５５－７２－１１１５

問合先


