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企業版ふるさと納税の調印が行われました

堀内かつえさん、百歳おめでとうございます

寄付をいただきました

　株式会社横河システム建築様より昨年に引き続き本年も企業版ふるさと納
税のご寄付をいただきました。
　株式会社横河システム建築様は、河口湖ステラシアターの可動式屋根を設
置したことがご縁となり「音楽のまちづくり事業」の趣旨にご賛同いただいて
企業版ふるさと納税のご寄付をいただくことになりました。いただいた寄付金
を活用し、富士山河口湖ピアノフェスティバルを中心に音楽に親しむ環境づく
りや地域経済の活性化を図る事業を行います。
　昨年に引き続き、音楽のまちづくりへのご支援をいただき本当にありがとうございました。

　健康科学大学宿舎組合（外川久会長）様より、寄付をいただきました。
町の事業へ有効に活用されるよう、大切に使わせていただきます。

　大石地区の堀内かつえ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。

こどみら・つどいの広場合同企画の「端午の節句」が行われました
　4月27日子ども未来創造館で行われました「端午の節句」では、こいのぼりの歌に合わせた手遊びから始まり、こど
も戦隊端午マン！の劇では、親子で作製したこいのぼりのマラカスを使って参加者みんなの力を合わせて大魔王の悪
い心を綺麗にし、菖蒲姫を助ける劇や端午の節句のイベントを楽しみました。
　定員を限定するなど規模を縮小しての開催が続いていますが、今後も季節に合わせた楽しいイベントを企画してま
いります。ぜひ子ども未来創造館、つどいの広場に足を運んでください。
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■土地の現況調査にご協力ください
　税務課では、基準日に合わせ町内の土地の状況（田、畑、
山林、宅地、雑種地等の利用状況）を調査しており、特に夏
から秋と年末は重点的に調査します。
　敷地内に入っての確認や、土地の利用状況について質問す
ることもありますが、 その際は皆様のご協力をお願いします。
　また、利用状況に変化があった場合は下記問い合わせ先
までご連絡ください。
■建物（家屋）を取り壊した場合は滅失届のご提出を
　建物の一部又は全部を取り壊した場合、もしくは年内（12
月31日まで）に取り壊す予定のある方は、建物の大小に関係
なく「家屋滅失届出書」のご提出が必要です。様式は町役場
税務課にあります。
　基準日を過ぎてからの取り壊しや家屋滅失届出書のご提
出は翌年度も課税されますのでご注意ください。
■建物（家屋）を新築・増築した場合
　家屋を新築・増築すると、固定資産税の算定の基礎となる
評価額を算出するための家屋調査が必要となります。
　基本的に建築された時に行う調査で、家屋の基礎・外観・
内観・設備等を調査いたします。また、調査に加えて固定資
産税の説明と税金に関する書類についての説明を行います。
所要時間は調査と説明を合わせて1時間程度が目安です。
　建物（家屋）が完成した時点で調査対象となりますので、
下記問い合わせ先までご連絡ください。
※車庫・倉庫についても調査対象となる場合がありますの
　で、ご連絡をお願いします。現地確認のうえ、調査対象と
　なるかを判断いたします。
■未登記家屋の所有権移転の場合は名義人変更届の
　ご提出を
　基準日までに名義人変更届のご提出がない場合は、旧所
有者へ課税がされます。
　相続、売買等、所有権移転の際は、対象家屋が登記されて
いるかを確認し、未登記家屋の場合はご提出ください。
●問合せ　税務課　資産税係
　　　　　　℡ 0555-72-1113　FAX 0555-72-6027

　河口湖畔の大石公園をメイン会場とし、園内がラベンダー
で紫色に染まる初夏の一大イベントです。ラベンダーが咲き誇
る公園で、世界遺産富士山と河口湖、ラベンダーの競演をお
楽しみください。
■開催期間　6月18日（土）～7月10日（日）
■開催時間　9時～17時
■会　　場　大石公園（八木崎公園は、ラベンダーやあじさ
　いといった季節の花の鑑賞スポットとして、お楽しみいた
　だけます。）
　※会場内での感染防止対策にご協力をお願いします。また、今
　　後の状況によりイベントが変更、中止となる場合があります。

■開催期間　6月25日（土）～7月2日（土）
■会　　場　八木崎公園
■内　　容　期間中、会場内にてイルミネーション点灯（日
　没～21時終了予定）、6月25日（土）と7月2日（土）は、パ 
　フォーマー出演のイベントを実施。※詳細はホームページ
（https://yagi　saki-shoku.com/）をご覧ください。

■開催日　7月2日（土）
■開催時間　20時～20時30分（予定）
※今後の状況によりイベントが変更、中止となる場合があり
　ます。
●問合せ　河口湖ハーブフェスティバル実行委員会
　　　　  　　　（観光課内） ℡ 0555-72-3168

　8月5日(金)に2年ぶりとなる「河口湖湖上祭」の開催を決
定しました。
　当日は、湖畔周辺道路において交通規制が実施されます
ので、ご注意ください。
　また、出店につきましては、（一社）富士河口湖町観光連盟
にお問い合わせください。
　なお、新型コロナウイルス等の状況によっては、イベント内
容が中止もしくは変更になる場合があります。
　皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、
何卒ご理解とご協力をお願いします。
　URL：https://www.fujisan.ne.jp
　　　 （富士河口湖町観光情報サイト）
●問合せ　観光課　℡ 0555-72-3168
　　　　  （一社）富士河口湖町観光連盟【運営本部】
　　　　　　　　　　　　　　　℡ 0555-28-5177
　　　　　　　河口湖観光協会　℡ 0555-72-6700

　町では、新型コロナウイルス感染症の影響により低迷して
いますスポーツ・文化合宿等について、その再開を支援するた
め、山梨県と共同で合宿費用の一部を補助いたします。
　補助の内容は、町内へのスポーツ・文化合宿等を取り扱う
『旅行業者』に対し、1人1泊当たり上限2,000円（但し、1団
体上限200,000円）を助成するもので、部活動やスポーツ・
文化団体の合宿等の目的で、以下の要件を全て満たしたもの
となります。
(1)令和4年4月1日～令和5年2月28日迄の間に催行されるス
　ポーツ合宿等であること。※旅行の出発日、帰着日いずれ
　もこの期間内であること。
(2)町内の宿泊施設(G・Z認証施設)に滞在すること。 
(3)合宿に参加した者の延べ宿泊数（宿泊施設に宿泊した人
　数に当該宿泊日数を乗じた数）が30泊以上であること。

河口湖湖上祭についてお知らせ

固定資産税は
毎年1月1日が基準日です

富士河口湖温泉郷　
2022河口湖ハーブフェスティバル

スポーツ・文化合宿での宿泊には
費用補助があります

「燭2022 ハーブ畑の小さなナイトカーニバル」

「富士山・河口湖山開きまつり　花火大会」

関連イベント
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●問合せ　
　（一社）山梨県旅行業協会　℡ 055-237-5760
　 観光課　℡ 0555-72-3168

　11月27日(日)に「第11回富士山マラソン2022」の開催に
向け、本年も参加者のエントリーを富士山マラソン公式ホー
ムページで開始しています。
　大会の詳細につきましては、富士山マラソンのホームペー
ジで順次お知らせをさせていただきますが、大会当日は河口
湖及び西湖の周辺道路において交通規制が行われますの
で、ご了承ください。
　なお、大会は新型コロナウイルス等の状況によっては、中止
もしくは規模縮小などになる場合があります。
　皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解と
ご協力をお願いします。
●問合せ　観光課　℡ 0555-72-3168
　　　　  （一社）富士河口湖町観光連盟　
　　　　　　　　　℡ 0555-28-5177

　児童手当制度の改正に伴い、全国共通で制度が変更とな
ります。変更点は以下のとおりです。
1.現況届の届出義務が原則廃止になります。
　　毎年6月に提出していた現況届について、届出義務が原
　則廃止となります。

　※ただし、児童の養育状況に変更があった場合など、一部
　　の方については引き続き現況届の提出が必要です。提出
　　が必要な方等については、現況届に同封するお知らせを
　　ご覧ください。
2.所得上限限度額が設けられます。
　　所得額が上限額以上の場合、手当が支給されなくなりま
　す。（令和4年6月分から）
　　所得上限額等に関しての詳細は、6月の支払通知書送付
　の際に同封する文書をご覧ください。
●問合せ　子育て支援課　℡ 0555-72-1174

　6月10日（金）は児童手当の支給日です。
　支給額の内容については、令和4年2月～5月の4ヶ月分です。
■支給額

※所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律
　5,000円
※今回の支給は従来通りの制度の支給です。
●問合せ　子育て支援課　℡ 0555-72-1174

富士山マラソンについてお知らせ

児童手当支給日について

児童手当の制度が一部変更に
なります

新型コロナウイルスワクチン
４回目接種の実施について

　新型コロナワクチンの３回目の接種を完了してから原則５カ月以上経過した住民の皆様を対象
に４回目の接種を実施します。

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

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

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

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

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

健康増進課　TEL 0555-72-6037

7月7日㊍ 配布予定7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

児童の年齢
3歳未満 　　　　　　　　

中学生 　　　　　　　　

児童手当の額(1人当たり月額)
一律15,000円
10,000円

一律10,000円
（第3子以降は15,000円）3歳以上小学校終了前

６月中旬以降、順次発送します。

３回目の接種完了から５カ月以上経過した
　①６０歳以上の方
　②１８歳以上６０歳未満の方のうち、基礎疾患を有する方
　　（基礎疾患を有する方は、3回目の接種を別の自治体でされた方は事前の申請が必要です。
　　　申請方法については、後日お知らせします。）

接種券の発送

接種対象者

概　　要

予約方法
接種場所 予約開始時期や予約方法、４回目の接種場所については、後日お知らせします。
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【旧】令和３年１月以降の任意の１か月収入 12倍  
【新】令和４年１月以降の任意の１か月収入 12倍 
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会へ加入しましょう！区・

自治
会へ加入しましょう！

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

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

◆区・自治会とは

地域防災課　地域係　電話 ０５５５－７２－１１７０問合せ先

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

◆区・自治会の活動

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

◆お願い

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

◆区・自治会　加入の仕方

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

災害や火災に備え、自主防災組織（自主防災会）を結成し、防災訓練や消火訓練なども実施
しています。区・自治会にご加入いただくことで、災害時には自主防災組織での安否確認・
救助活動等が容易になります。

清潔でさわやかな街にするため、ゴミステーションの清掃や管理を協力しながら実施していま
す。また、資源ごみの回収を行い、リサイクル活動を推進します。

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

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

情報の
提供

きれいで
快適

ふれあい

防　災

リサイクル

安全・安心
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SDGｓをもっと身近に考えてみよう！（8）
目標８「働きがいも、経済成長も」

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、特に私たちにとっ
て身近な問題でもあるSDGs目標８「働きがいも、経済成長も」ついてご紹介します。

　今までご紹介してきた1-６の目標は、日本でも問題があるものの、どちらかというと途上国の問
題ととらえられがちな問題でした。しかし、この目標８「働きがいも、経済成長も」は、安倍内閣の
経済成長戦略の中で、「女性活躍推進」と「働き方改革」が目玉戦略であったこともあり、私たちに
とってはなじみのある言葉ではないでしょうか？
　ではなぜ、「働き方改革」が実施されなければならないのでしょうか？

１．仕事は生活の基盤であり経済の基盤
　私たちの生活が成立するためには、労働を行いその対価を獲得することが必要です。しかし、ILO（国際労働機関）の
2021年の報告によると、世界の総就労時間が新型コロナウイルスの感染拡大前と比べて8.8％減少しており、2億
5500万人の失業に相当するとの数字が出されています。働きたくても、仕事がない人たちがこんなにいるのです。この
影響は、若者層に特に深刻で、女性への影響がより大きいとされています（『World employment and social 
outlook: Trends 2021(WESO Trends)（世界の雇用及び社会の見通し：動向編2021年版・英語）』

２．ディーセント・ワークという考え方は？
　しかし、仕事はただあれば良いというものではありません。日々従事する仕事が辛ければ、仕事を継続することが難
しく、生産性もおちていきます。個人の豊かで幸せな生活も実現することができません。仕事の生産性、継続性は経済
成長にも影響を及ぼします。
　そこで、ILO総会において、2009年に提案されたのが「ディーセント・ワーク（Decent work）」という考え方です。
ディーセント・ワークとは、「働きがいのある人間らしい仕事（権利が保障され、十分な収入を生み出し、適切な社会的
保護が与えられる生産的な仕事）」です 。
　ディーセント・ワークが実現されるためには、仕事の内容だけでなく、性や年齢などによる差別もなく、就労の機会が
公平に保証され、健康・教育、生活の保障などが様々な面で充実していることなども必要になります。「ディーセント・
ワーク」について以下のような具体的なチェックリストも作成されています 。
①安定して働く機会がある。
②収入は十分（生活し、今後に備えて貯蓄ができる賃金）である。
③仕事とプライベート（家庭生活）のバランスが取れている（長時間労働に苦しんでいない）。
④雇用保険、医療・年金制度に加入している。
⑤仕事で性別 （女性だから、男性だから）、性自認 (LGBT)による不当な扱いを感じることはない。
⑥仕事で身体的、精神的危険を感じることはない。
⑦働く人の権利が保障されていて（組合に入れる、作れる、会社と交渉できる）、職場での相談先がある。
⑧自己の成長、働きがいを感じることができる。

3．日本での取り組み
　安倍政権のもとで、2016年にあらゆる人が活躍できる社会を目指し「ニッポン一億総活躍プラン」が策定され、非
正規雇用の待遇改善もその内容とされました。さらに、一億総活躍プランの働き方改革を実現するために、「働き方改
革実現推進室」が制定され、同室のもとで２０１８年には働き方改革関連法が制定されました。
　また、性別による不当な扱いを是正するため女性の活躍推進として女性活躍情報の「見える化」の徹底・活用の促進
や経済分野における女性リーダーの育成なども実施されました。とはいえ、実際に「働きがい」を感じている日本人は
まだまだ少ないと思います。日本でも「ディーセント・ワーク」の実現に向けての政府、企業の取組はまだ取組途上にあ
るといえるでしょう。
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県などからのお知らせ県などからのお知らせ

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

　薬物乱用とは、「たった一度でも」薬物を社会のルールや
法律からはずれた目的や方法で使ったり、医薬品を病気や傷
の治療の目的以外に使ったりすることです。
　このような「たった一度の」薬物乱用でも脳や体は破壊さ
れ、薬物を手に入れるために窃盗や強盗、殺人などの犯罪が
起き、自分や周囲の大切な人の人生を破壊してしまいます。
国及び県では、6月20日から7月19日までの1か月間「ダメ。
ゼッタイ。」普及運動を展開します。
　この機会に薬物乱用の恐ろしさを正しく理解するととも
に、身近な人の薬物乱用に気付いたときには、勇気をもって
保健所へ御相談ください。
●相談先　富士・東部保健所　衛生課   ℡ 0555-24-9033

　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！
■実施日　6月22日（水）～26日（日）
■時　間　9時～17時（最終入館16時30分）
■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
■その他　2施設を廻る順序は自由です
■入館料　2施設とも無料（参加費無料）
■定　員　無し
　　　　 （プレゼントは2施設とも先着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　
　　　　　　℡ 0555-72-6206

■概要　旅行者や県民に世界遺産富士山を紹介するため
　に、富士山の自然や歴史・文化への理解や関心を深め、地
　域文化の向上に資する人材となる方々を募集します。
■活動内容等　富士山世界遺産センターでガイド養成講座
　を受講（無料）していただき、修了された方を対象として、
　「富士山世界遺産ガイド」に委嘱します。その後、センター
　南館の展示の解説などの活動をしていただきます。ボラン
　ティアガイドのため、報酬はありません。
■募集人員等　若干名（高校生以上）
●問合せ　情報発信スタッフ　℡ 0555-72-2314

　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、各種相談に対応いたします。
■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

品質管理の基礎
■日　程　8月8，9，10日（3日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　6月8日～7月29日

■日　程　8月18日～26日（6日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　6月20日～8月8日

■日　程　8月25日～9月2日（6日間）
■受講料　2,200円
■受付期間　6月27日～8月15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

　5人1チームで123日間無事故・無違反を目指すものです。
この事業への参加者と非参加者を比較すると、「交通事故
率・違反率ともに参加者の方が低い」という結果が出ていま
す。達成チームのうち抽選でギフト券などの賞品（合計100
本以上、総額339万円相当）が当たります。家族・職場・友人
など多くの皆さまの参加をお待ちしています。
■チャレンジ期間　7月21日(木)～11月20日(日)の123日間
■募集部門　一般の部／シルバーの部／高校生の部／
　　　　　　ファミリーの部
※シルバーの部のみ3～5人で参加可
■応募資格　運転免許（国内免許）を持つ県内在住者また
　　　　　　は県内在勤者
■受付期間　5月20日(金)～6月30日(木)
●申込み及び問合せ先　山梨県県民生活部交通政策課　
　　　　　　　　　　　　℡ 055‐223‐1353
※パンフレットと申込用紙は、町役場・各出張所窓口に設置  
　しています。

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

富士山科学研究所からお知らせ

司法書士無料相談

～「世界遺産登録記念クイズラリー」～

山梨県富士山世界遺産ガイドを募集します

富士山世界遺産センターから
お知らせ

「セーフティドライブ１２３」
  参加チーム募集

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

シーケンス制御の基礎

エクセル基礎　第2回
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■日　程　7月28，29日（木、金）10時～16時
■会　場　甲州市民文化会館
■受講料　無料
■定　員　10名（書類選考により決定します）
■締切日　7月12日（火）
■要　件　令和4年度以降にシルバー登録をされる方（事前
　　　　　にシルバー人材センターに登録が必要となります）

■日　程　7月7，8日（木、金）10時～16時
■会　場　中央市流通団地内
■定　員　15名（書類選考により決定します）
■締切日　6月13日（月）
■要　件　令和4年度以降にシルバー登録をされる方（事前
　　　　　にシルバー人材センターに登録が必要となります）
●問合せ　山梨県シルバー人材センター連合会　
　　　　　　℡ 055-228-8383

　商工会は、地域商工業者や創業予定者の経営や販路開拓
などを支援している地域総合経済団体です。
■募集職種　①経営指導員　②経営支援員
■勤務地　県内の商工会（２３か所）又は山梨県商工会連合会
■採用予定人員　①・②とも若干名
■受験資格　山梨県商工会連合会のホームページをご確認
　　　　　　ください
■採用予定日　令和5年4月1日
■募集期間　①・②とも　令和4年6月1日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　～8月24日（水）
●申込み・問合せ　山梨県商工会連合会　総務課　
　　　　　　　　　　℡ 055-235-2115

　放送大学は、2022年10月入学生を募集しています。
10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生が、大学を卒
業したい、学びを楽しみたいなど、様々な目的で学んでいま
す。心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科学など、
約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができ
ます。
　資料を無料で差し上げていますので、お気軽に放送大学
山梨学習センターまでご請求ください。
■出願期間
　第1回　8月31日まで、第2回　9月13日まで
●資料請求・問合せ
　放送大学山梨学習センター　℡ 055-251-2238

　令和4年度山梨県体育祭りゴルフ競技の部が9月1日に開
催されることにあたり、境川C.Cにおいて町の代表選手5名、
補欠選手2名を選考する大会を開催いたします。
■日　時　6月22日（水） 9:02スタート
■場　所　境川C.C
■参加料　無料
■料　金　プレイ代は各自払い(割引料金)
■締　切　6月10日（金）
●申込・問合せ
　小佐野鶴雄　℡ 080-5548-2433
　渡辺　信三　℡ 090-3522-6127
　河口湖富士ゴルフセンター　℡ 0555-82-2525

　河口湖アレルギーの会は、町の施設を利用して食物アレル
ギー、喘息、アトピー性皮膚炎のある子供の親が悩みを話し
たり、情報共有し合う場を作っています。
おしゃべりしに来ませんか？
　6月開催します。お問合せは、
Instagramまたはメールでお問
合せください。
　参加費は無料、お子様連れ可
能です。
●問合せ　
　allergie.mama.kawaguchiko@gmail.com

■場　所　シェアスペースかかし（旧ふたば薬局）　　
■日にち　6月26日（日）
■時　間　食堂（11時～14時）、教室（12時～14時）
■料　金　200円
　　　　 （ニコニコかかし教室に参加するお子様は無料。）

■日　時　6月13日（月）　17時～19時頃まで
●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

シルバー人材センターからご案内

商工会職員募集

ニコニコかかし食堂・教室

放送大学入学生募集のお知らせ

山梨県体育祭り
代表選手選考ゴルフコンペ開催

河口湖アレルギーの会から
お知らせ

介護のための調理補助講習会

事務職で使えるパソコン講習会

「にじいろフードパントリー河口湖」
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令和３年度（順延分）　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～」

　幕末の開国を経て明治維新を迎えた日本は、欧米の文化を取り入れ生活様式が大きく変化しました。イギリスから
技術がもたらされた鉄道の敷設は、日本の交通体系に影響を与えるとともに、富士山の信仰にも多大な変革をもたら
しました。信仰を基本とする「登拝」からスポーツやレジャーの要素も含む「登山」へと移り変っていく過程を、日本の
近代化とともに考えます。

第１2回（最終回） 「日本の近代化と富士山の観光地化」

●日　時：令和4年6月15日（水曜日）　19時～21時
●会　場：勝山地区公民館　多目的ホール　　●講　師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）
※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：６月７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。

みなさんのやる気を応援します!

『スマホ教室　LINE編』
　スマートフォンをお持ちの方でＬＩＮＥを始めたい方や、ＬＩＮＥの設定はしたけれど使い方が良くわから
ないという方など初心者向けの講座になります。

木目込み人形教室作品展勝山地区公民館
公民館教室で作成した、干支やひな人形など数多くの木目込み人形を展示します。

●日　時：令和4年7月2日（土）　10時～16時
　　　　　体験コーナー　13時30分～15時
　　　　 （2日のみ）木目込み携帯ストラップ　当日先着20名
　　　　　　　　　  材料費　500円
　　　　　令和4年7月3日（日）　10時～15時
●場　所：勝山地区公民館
●問い合わせ：勝山地区公民館 （勝山出張所内　83-2111）　　　　　　　 
来館の際には検温をしてからおでかけください。平熱より１度以上高い場合はご遠慮ください。

●日　時：6月21日(火)　　13：30～15：00
●場　所：プログラミング教室プラスワン　　富士河口湖町小立4128‐3
●定　員：4名
●講　師：成瀬佑一 氏
●持ち物：スマートフォン　　●費　用：無料
●申込み：6月13日(月)　9時～　　定員になり次第締切り
●申込み・問い合わせ：生涯学習課　TEL 72‐6053

新型コロナウイルス感染拡大状況等により日時等変更中止になる場合があります。
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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

　新学期が始まって２か月余りが過ぎました。新しい学年での
生活に少しずつ慣れてきたことと思います。
　しかし、みんなと同じ行動をとることがとても苦手な子ども
たちもいます。落ち着きがない、話が聞けない、突発的な行動
をとるなど表面に現れるものだけを見ると「自分勝手な子」だ
と誤解されても仕方がないようなことがあります。こうした子
は叱られることが多くなったり、いじめの対象になったりしま
す。往々にして「できて当たり前」だと考えてしまいがちです
が、多くの子が生きづらさを感じています。表面に現れる行動
には理由があります。子どもがどのように物事を捉えたり、感
じたりしているのか、その子の特徴的なものをしっかり把握
し、正しく理解することが必要です。周りに理解されないため
にさまざまな不適応症状が生じることがあります。
　保護者の育て方や躾の問題ではなく、発達にかかわる問題
があることも考えられます。親も子も生きづらさを感じながら
生活していくことはとても辛いことです。周りから理解されにく
い言動が頻繁に見られるようでしたら専門機関に相談してみて
ください。その子にあった関わり方が見えてきます。

教育センターだより教育センターだより教育センターだより

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

【教育相談のご案内】  
困っていること 悩んでいること 

相談してみませんか

◆ その子の特徴をしっかり把握し，正しく理解することが必要 ◆

やまなし・しごと・プラザサテライトやまなし・しごと・プラザサテライトやまなし・しごと・プラザサテライト 出張相談
子育てと仕事のお悩みにキャリアコンサルタントがお答えします。お気軽にお越しください。

個別無料相談●期　日：7月12日（火）　●時　間：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

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

☆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。
★休講の場合もあります。ホームページお知らせ欄をご確認の上ご参加ください。

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

親子体操教室
朝ヨガ
クラブ富士山月例マラソン

ママ＆ベビーのキラキラビクス

町民体育館
総合公園芝生広場
勝山・小海公園

町民体育館
町民体育館

町民体育館

町民体育館

町民体育館

10：00～
8：00～
10：30～

20：00～
20：00～

20：00～

７／10（日）

７／２０（水）

水曜日
木曜日

木曜日

たのしいバドミントン
NIGHT ZUMBA

17：00～17：50
18：00～18：50
 19：00～20：30

小1～3年
小4～6年
中学生以上

７／４．１１．２５
（いずれも月曜日）

７／９（土）

メノポーズケア

河口湖アスリートクラブ

10：00～
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開館時間

日曜・祝祭日は
休館です

〈休館日〉 6月5・12・19・26日／7月3日

★★

　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　

令和4年 6月5日～7月9日の予定表令和4年 6月5日～7月9日の予定表

66/5

7/1

7 8 9 10 11

1312 14 15 16 17 18

2019

26

21 22 23 24 25

27 28 29 30 2

43 5 76 8 9

日 月 火 水 木 金 土

つどいの広場

七夕の会
※予約制

つどいの広場

乳幼児親子
自由来館日

つどいの広場

ワイワイくらぶ

おもちゃ病院

おもちゃ病院

おもちゃ病院

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

つどいの広場

PM乳幼児親子
自由来館日

AM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

小学生  半日利用

小学生  半日利用

小学生 半日利用

小学生 半日利用

AM乳幼児親子
自由来館日
マムベビー

乳幼児親子
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

ブラウンベア

育児学級

つどいの広場 つどいの広場
（栄養相談）

つどいの広場
（栄養相談）

（造形）

（歯科相談）

つどいの広場
（こどットパペット）

（リズムの日）

（クラフトの日）

（子育て相談）
（助産師相談）

（体育）

（1/2バースデー）
つどいの広場 こどみらまつり乳幼児親子

自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

つどいの広場

リトミック

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

※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。

月～金曜日：9時～18時
土  曜  日：9時～17時

休館日

休館日

休館日

休館日

休館日

funfunくらぶ
(脳トレ）

funfunくらぶ（モルック）

ふれあい教室B

（あそび）
ふれあい教室B （あそび）

ふれあい教室A

（体育）
ふれあい教室A

（体育）
ふれあい教室A

ふれあい教室B

（造形）
※予約制ふれあい教室A

（助産師相談）

つどいの広場
（お誕生日会）

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。

☆乳幼児対象☆…
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　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♡ 
学校や家ではできない楽しい体験学習をするのが「funfunくらぶ」です。

funfun モルックしよう！モルックしよう！モルックしよう！チャレンジ

☆小学生対象☆電話予約

☆どなたでも☆電話予約

電話予約

日　時：6月11日(土)13：30～15：00　　定　員：12名
持ち物：汗ふきタオル・帽子・水筒　場　所：☀芝生広場　☂ホール
申込み：受付中　参加費：なし

フィンランド起源！今流行のスポーツ「モルック」を体験しよう！

日　時：７月9日(土)13：30～15:00
定　員：20名　　持ち物：鉛筆、消しゴム、水筒
申込み：7月2日(土)10：00～　　参加費：なし

funfun 脳トレ2022③脳トレ2022③脳トレ2022③

おもちゃ病院のおもちゃ病院のスーパードクター!!スーパードクター!!スーパードクター!!
　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直し
てくれるスーパードクターたちが来てくれます！　
①日　時：6月10日(金) 午後
　申込み：6月 3日(金) 10：00～　
②日　時：6月24日(金) 午後
　申込み：6月17日(金) 10：00～　
③日　時：7月  8日(金) 午後
　申込み：7月  1日(金) 10：00～　

★こどみらまつり　２０２２★★こどみらまつり　２０２２★★こどみらまつり　２０２２★

【乳幼児親子対象】
日　時：6月18日(土)［午前］
申込み：6月 8日(水) 10：00～

【小学生対象】
日　時：６月18日(土)［午後］
申込み：６月11日(土) 10：00～

ミニゲームやくじなど、楽しいことが盛り沢山！

その他詳細はご予約の際にお伝えいたします。 お問合せ：72-6053

　その他詳細はご予約
の際にお伝え致します。
＊部品代がかかる場合
　があります。

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
定　員：10組　　対　象：0歳親子（ハイハイ前まで）
持ち物：バスタオル　　参加費：なし
日　時：①6月  9日(木) 13：30～14：30　申込み：受付中
　　　　②7月14日(木) 13：30～14：30　申込み：7月7日(木) 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♪ 
日　時：①6月14日(火) 10：30～11：30　申込み：6月7日(火) 10：00～
　　　　②7月12日(火) 10：30～11：30　申込み：7月5日(火) 10：00～
定　員：１2組　　参加費：持ち物：なし

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

製作・劇・ゲーム等、皆で七夕を楽しもう！ 
日　時：7月4日(月)　① 9：45～
　　　　　　　　　　②11：00～　〈各回40分程度〉
　　　　　　　　　　③13：15～
＊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：6月27日(月)10：00～　お問合せ：☎72-6053

つどい・こどみら合同！七夕の会七夕の会七夕の会

＊6月生まれの誕生会は6月24日（金）です。予約制となります。手形・足形を
　とったカードのプレゼントがありますので、10：30頃までにお越しください。
＊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

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 (7組限定)

(7組限定)

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！
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生涯学習館生涯学習館生涯学習館
〈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、蔵書点検（６月２４日㈮～７月１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。
　　　　　　　

令和4年 6月5日 ～ 7月9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

休館日休館日休館日休館日

休館日休館日休館日休館日

蔵書点検
休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

休館日休館日休館日休館日
蔵書点検

エトワール
13：30

P

エトワール
13：30

P

ピーカーブー
10：30

P

ピーカーブー
10：30

P

●リサイクルゲーム
　9：30～16：30

P

P

河口分館
15：50
（読み聞かせ）
大石分館
15：45
（読み聞かせ）

●読書会14：00P小さな
おはなし広場
10：30

☎

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

『アヒルと鴨のコインロッカー』
伊坂　幸太郎著

▶感想や疑問を他の人と共有・交換することで、作品の理解を
　深めることを目的とした読書活動です。
▶課題本は図書館カウンターにてご用意しております。

■場　所：富士河口湖町生涯学習館 ※変更する場合があります。
■予約制：お申し込みは、生涯学習館カウンターまたは
　　　　　　　　　　　　　☎0555-73-1212　まで

▶日　時：６月１２日（日）　９：３０～１６：３０
　　　　（記念品が無くなり次第終了）
▶場　所：生涯学習館　　　▶参加費：無料
▶「リサイクルの日」特別展示の本を借りるとゲームに参加できます。
▶大人も子供も大歓迎！！おひとりでも、家族みんなでも、
　ぜひ！ご参加くだい。

世界環境デー
企画

　近頃よく話題に上がる「環境問題」や「ごみの資源化」等をキーワ
ードに、子どもも大人も環境問題やごみ問題を学べる本を集めた特別
コーナーを開設します。新着資料もたくさんご用意してお待ちしてお
ります。　親子で手に取ってみてください。

　上記期間は、生涯学習館・河口・大石・上九一色分館が
休館となります。
　貸出開始は、生涯学習館７月２日（土）、大石・河口分館７月
５日（火）、上九一色分館７月４日（月）です。

　町では、３Ｒ（リデュース、リサイクル、リユース）運動を
進めるため、令和４年６月１日「リサイクルの日」（毎月１
日）を設けました。そこで知る・学ぶ・取り組む「きっか
け」作りを目的として、図書館では以下に取り組みます。

「リサイクルの日」特別展示

リサイクルゲーム
　本で学ぶことも大事だけど、体験してみるともっ
といろんなことが見えてくるかも？？ ゲームに参加
して「リサイクルふじぴょんトイレットペーパー」を
GETしよう！！（最低１個はプレゼント）

図書館を利用して、たくさん本を読んだ１０名のおともだちを表彰し、写真を図書館児童室に飾ります。
第1位  外間　玲　 　さん （617マイル）　　　第6位　丸山　奏人　さん （381マイル）
第2位　外間　明　　 さん （607マイル）　　　第7位　小池　美月　さん （369マイル）
第3位　小俣　陽茉莉 さん （545マイル）　　   第 8位　小池　美織　さん （365マイル）
第4位　横谷　月咲　 さん （481マイル）　　   第 9位　大内　綾音　さん （286マイル）
第5位　丸山　心暖　 さん （428マイル）　　   第10位　長幡　理世　さん （258マイル）

i ーこれは「資源」？ 「ごみ」？ー

i 蔵書点検に伴う休館のお知らせ
6月2４日(金)～7月１日(金) 

読書会第180回 6/18㈯ 14時～

令和３年４月から１年間  たくさんマイルを貯めた10名のおともだち

【マイルをためるには・・】小学生までのおともだちが対象です。
１．お子さんの図書館利用者カードで本を借りる　１冊１マイル（カードがない方は、保険証を持ってきてください）
２．司書がおすすめする本を読んで読書記録ノートに書く　１冊２マイル（来年３月１日～３月３１日までに読書記録ノートを提出して下さい）
３．読み聞かせ会と　 のついたイベント（下記カレンダー参照）に参加する　１回２マイル
＊図書館イベント「おはなし王国」での表彰は、秋に実施予定です。（コロナ感染状況により、延期・中止する場合がございます。）

P

6/5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 7/1 2

3 4 5 6 7 8 9

みんな、すごいぴょんっ！
あたしもたくさん図書館に
行って本を読むぴょん♪
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船津溶岩流の年代は？

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・資料】
　山本寿々雄　1966　「―生活面としてとらえることが可能な―山梨県河口湖町・船津浜出土の遺物について（中期繩文式土器を考える上に）」　
　『富士国立公園博物館研究報告』第15号　山梨県立富士国立公園博物館
　国立研究開発法人　産業技術総合研究所　地質調査総合センター　2016　「富士山火山地質図（第２版）」
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船津溶岩流の先端部（船津浜）

溶岩流直下出土の縄文土器
　（山本1966より）

●船津溶岩流 ●考古学上の船津溶岩流の年代

●船津溶岩流の年代を特定する意義

●火山学上の船津溶岩流の年代
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６月は男女共同参画推進月間です
男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現する
ためには、みなさん一人ひとりの取り組みが必要です。
私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?

第３６回 山梨県高齢者よい歯のコンクールについて第３６回 山梨県高齢者よい歯のコンクールについて第３６回 山梨県高齢者よい歯のコンクールについて第３６回 山梨県高齢者よい歯のコンクールについて

問い合わせ先　健康増進課介護予防係　７２－６０３７

「一生 自分の歯で食べよう」をテーマに今年も「山梨県高齢者よい歯のコンクール」が行われます。
１．主　　催／一般社団法人山梨県歯科医師会
２．応募資格／ ・山梨県内にお住まいの方
　　　　　　　・令和４年３月３１日現在で７５歳以上の方 （昭和２２年３月３１日以前に生まれた方）
　　　　　　　・健康な歯がおおむね２８本程度ある方（治療していてもかまわない）
３．応募方法／ 郵便はがきに①～⑧を必ず記入し、下記まで送ってください。
　　　　　　　　①郵便番号　②住所　③氏名　④電話番号　⑤生年月日　⑥年齢　
　　　　　　　　⑦最終職歴　⑧かかりつけ歯科医院名
　　　　　　 【送付先】 〒400-0015　甲府市大手1-4-1　山梨県歯科医師会高齢者よい歯のコンクール係
４．応募期間／令和４年６月１日（水）～６月３０日（木）
※詳細については、最寄りの歯科医院または健康増進課までお問合せ下さい。

　３月にCATVで「富士河口湖町男女共同参画推進委員会フォーラム2022」を放映しましたが、昨年度の富士
河口湖町男女共同参画推進委員会活動と標語・俳句・川柳・フォトコンテスト等の入賞作品の展示をします。

●展示期間：６月２３日(木)～２９日(水)　　　　●展示場所：町役場　エントランスホール
●問合せ：政策企画課　TEL 0555-72-1129

『最新科学で紐解く男女共同参画　男性脳・女性脳ってほんと？』

『男女共同参画で変わる社会と暮らし』
ワークショップ『これからの男女共同参画とは? ～未来を切り拓くのは私たち～』
●講　師：山内 幸雄 氏(憲法学者)　　　　　　 ●日　時：６月２５日(土) １３：３０から　　
●場　所：ぴゅあ富士(都留市中央3-9-3)　　　●対　象：どなたでも参加できます　　
●定　員：３０名(要予約)　　　　　　　　　　●参加費：無料　　　●託　児：あり　　　　
●申込み・問合せ：ぴゅあ富士 TEL0554-45-1666　FAX0554-45-1663
 

●講　師：四本 裕子 氏 (東京大学大学院総合文化研究科教授)　　　　　 　●日　時：６月１１日(土) １３：３０から
●場　所：山梨県地場産業センターかいてらす(甲府市東光寺3-13-25)　　　●対　象：どなたでも参加できます
●定　員：会場３５名 オンライン３０名(要予約)　　　　　　　　　　　  　●参加費：無料    　●託　児：なし
●申込み・問合せ：ぴゅあ総合 TEL:055-235-4171 FAX:055-235-1077 

「富士河口湖町男女共同参画推進委員会活動」
及び「標語・フォトコンテスト等の入賞作品」の展示

男女共同参画推進月間記念講演会

男女共同参画推進月間記念講演会

健康のまちづくり
Healthy community building

健康のまちづくり
Healthy community building

男女共同参画推進委員会だより
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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

　　　　●SNSで知り合った外国人女性に、投資すれば儲かると言われ、実在する取引所に口座を開設し、10万円入金し
　　　　　た。その後、指定された海外の取引所に移したところ、20倍になった。しかし、引き出すのに50万円の税金を先に
　支払う必要があるといわれたが本当か。
●マッチングアプリで知り合った外国人男性に、暗号資産（仮想通貨）のFXを勧められ、90万円分の暗号資産を購入し、
　海外の取引所に送金した。投資を始めると利益が出たので、自分の銀行口座に戻そうとしたが出金できなかった。相手とも
　連絡がつかず、既に暗号資産は引き出されてしまった。

　　　　★マッチングアプリ等は気軽に登録できるが、本人確認が難しい面があります。規約をよく読み、違反行為や
　　　　　疑わしい行為を持ち掛けてくる相手とはやり取りを行わないようにしましょう。
★面識のない相手の誘いには安易に応じず、支払いを求められたときには相談しましょう。
★投資はリスクが伴うものです。うまい投資話を持ち掛けられた場合は、特に注意深く判断するようにしましょう。
★不安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）

被害に遭わないために

社協だより社協だより
Social welfare council
社協だより
Social welfare councilSocial welfare council

　職場や家庭の事情により結婚相手にめぐりあう機会の
少ない方のために、町では結婚相談所を設置しています。
　相談所では、結婚相手の紹介や相談に
応じ、生涯の良きパートナー捜しをお手伝
いしています。相談員がお互いの情報を交
換しながらお応えします。
　もちろん秘密は厳守しますので、ご遠慮
なくご利用ください。

【船　　津】宇野みつ子、渡辺千代美
【小　　立】古屋和彦、渡辺毅
【大　　石】藤井 君、貴家幸百合
【河　　口】外川より江、石原ちか子
【勝　　山】小佐野文昭、流石恵子
【足 和 田】渡辺トモ枝、有泉あき子
【上九一色】渡辺敦子、伊藤ちづ子、大額たき子
【事 務 局】町社協（℡72-1430）

　結婚相談所では、毎月第１日曜日に「結婚相談日」を開
催していますのでご利用ください。
■日　時　毎月第１日曜日(１月は要問合せ)
　　　　　午前１０時から１２時まで
■場　所　町民福祉館ふじやま　２階
■その他　写真、身分証を持参。なるべくご本人が来所し
　　　　　てください。

　緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の受付期間
が、令和4年8月末まで延長になりました。詳しくは、富士
河口湖町社会福祉協議会（℡72-1430）までお問い合わせ
ください。

　　　　　　　　　　　

　町社協では、生活資金にお困りの方に、お米やレトルト
食品、カップ麺等、女性の方には生理用品を用意しており
ます。お困りの方は、町社協へお越しいただき、受け取りを
お願いします。（数に限りがあります）
●問合せ：町社協（℡72-1430）

『結婚相談日』について

「生活福祉資金特例貸付」延長のお知らせ

食料品や生理用品にお困りの方に
お譲りいたします。

『結婚相談所』からのお知らせ

相談員の紹介

 
消費者の基礎知識 恋バナがいつの間にか儲け話に！恋バナがいつの間にか儲け話に！

マッチングアプリ等をきっかけとする投資詐欺にご注意ください。マッチングアプリ等をきっかけとする投資詐欺にご注意ください。
相談事例



STELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWSSTELLAR   THEATER   NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The June issue.

河口湖ステラシアター通信 6月号

♪ピアノ･フェスティバル　河口湖ステラシアター公演♪

♪

富士山河口湖ピアノ･フェスティバル ピアニスト・イン・レジデンス：辻井伸行

世界的に有名なピアニストたちが今年も河口湖に登場！

Mt.Fuji Kawaguchiko
PIANO FESTIVAL 2022

PIANO＋

2022年 9月23日(金・祝)　開場／1：15 PM　開演／2：00 PM

2022年 9月24日（土）　
開場／２：15 PM　開演／３：00 PM

2022年 9月25日（日）
開場／1：15 PM　開演／2：00 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）
[曲目] ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ第14番《月光》
　　　 ドビュッシー：月の光
　　　 ショパン：スケルツォ（全曲）他

[会場] 河口湖ステラシアター
　　　（野外音楽堂・可動式屋根付き）
[曲目] 
　
　坂本龍一曲集
　 [ラストエンペラー / レイン /
　メリークリスマス・ミスター・ローレンス他]

　風のワルツ / パリは燃えているか / 黄昏のワルツ　他

　ショパン：ピアノ協奏曲第１番［室内楽版］

　演奏曲：当日発表

[会場] 河口湖ステラシアター　
　　　（野外音楽堂・可動式屋根付き）
[曲目] 
 　
　組曲「映像の世紀」 ［吹奏楽版/編曲：大橋晃一］
　パリは燃えているか / 愛と憎しみの果てに / 
　ザ・サード・ワールド /　他

   リスト：愛の夢　第3番*
　リスト：ラ・カンパネラ*
　ラヴェル：ピアノ協奏曲 ト長調［吹奏楽版/編曲：福田洋介］他
　＊= ピアノ・ソロ
　

　山下洋輔オリジナル・ピアノ・ソロ曲　※演奏曲は当日発表
　ガーシュウィン：ラプソディ・イン・ブルー
　［吹奏楽版/編曲：三浦秀秋］　

　

 [料金] 全席指定　町民/6,000円　一般/7,000円
※町民先行予約あり　※3歳以下入場不可　

 [料金] 全席指定　町民/6,000円　一般/7,000円
※町民先行予約あり　※3歳以下入場不可　

 [料金] 全席指定　町民/6,000円　一般/7,000円
※町民先行予約あり　※3歳以下入場不可　

ピアノの魅力全開！辻井のショパン、加古隆、坂本龍一の音楽、
そして日本のジャズシーンを牽引してきた山下洋輔の圧巻のパ
フォーマンスを一気に堪能できる空前絶後のガラ・コンサート！

PIANO＆WINDS 

最高のソリストの熱演と美しい音楽に次々と魅了され、吹奏楽界
の頂点に立つ東京佼成ウインドオーケストラの重厚かつ華麗なサ
ウンドに圧倒される極上のガラ・コンサート！

Stage 1  ⁄  加古隆  大井剛史 指揮 東京佼成ウインドオーケストラ 

Stage 2  ⁄  辻井伸行  大井剛史指揮 東京佼成ウインドオーケストラ

Stage 3  ⁄  山下洋輔  大井剛史 指揮 東京佼成ウインドオーケストラ

Stage 1  ⁄  川久保賜紀  遠藤真理  三浦友理枝トリオ　

Stage 2  ⁄  加古隆クァルテット

Stage 3  ⁄  辻井伸行＆フレンズ

Stage 4  ⁄  山下洋輔スペシャル・カルテット

辻井伸行 THE BEST2022
世界が驚嘆！辻井伸行ならではの圧巻のベスト・オブ・ソロ！

広報 172022年 6月号

辻井伸行  山下洋輔  加古隆 辻井伸行  山下洋輔  加古隆



♪ピアノ･フェスティバル　河口湖円形ホール公演♪

♪ピアノ･フェスティバル　河口湖円形ホール公演♪ ♪ピアノ･フェスティバル　無料公演♪

辻井伸行 
プレミアム・リサイタル
2022年 9月22日(木)
開場／5：30 PM
開演／6：00 PM

超プレミアム！辻井伸行の超絶技巧を
間近で体感する究極のリサイタル

超プレミアム！海外で高い評価を受ける
菊池洋子の圧巻のピアノ演奏を、
ヨーロッパのサロンのような
極上の空間で堪能！

[会場] 河口湖円形ホール
[曲目]
 バッハ：主よ、人の望みの喜びよ
 ドビュッシー：亜麻色の髪の乙女
 ショパン：アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ　他

[料金] 全席指定　町民/9,000円　一般/10,000円
※町民先行予約あり　※未就学児入場不可

川久保賜紀 遠藤真理 三浦友理枝トリオ 
プレミアム・リサイタル
2022年 9月23日(金・祝)
開場／5：30 PM　開演／6：00 PM

超プレミアム！日本を代表する
ソリストたちによる極上の
室内楽コンサート！

[会場] 河口湖円形ホール
[出演] 
 川久保賜紀（ヴァイオリン）
 遠藤真理（チェロ）
 三浦友理枝（ピアノ）
[曲目]
 ドビュッシー：ピアノ三重奏曲 
 ラヴェル：マ・メール・ロワ［ピアノ三重奏版］
 フォーレ：ピアノ三重奏曲
[料金] 全席指定　町民/4,000円　一般/5,000円
※町民先行予約あり　※未就学児入場不可

[会場] 河口湖円形ホール
[曲目] 
 ショパン：バラード 第1番
 モーツァルト：キラキラ星変奏曲kv265
 ベートーヴェン：ピアノ・ソナタ 第23番《熱情》 他
[料金] 全席指定　町民/4,000円　一般/5,000円
※町民先行予約あり　※未就学児入場不可

100名
限定

100名
限定

100名
限定

富士山河口湖ピアノ･フェスティバル　★町民先行予約★
2022年6月11日㈯・12日㈰ 12:00～16:00
受付電話番号：0555-72-5588　※電話予約のみ

チケット一般発売日 ／ 整理券一般申込開始日：6月26日㈰ 10:00～
※曲目は都合により変更になる場合があります
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2022年 9月25日(日)
開場／11：30 AM　開演／12：00 PM
2022年 9月25日(日)
開場／11：30 AM　開演／12：00 PM

菊池洋子
プレミアム・リサイタル
菊池洋子
プレミアム・リサイタル

2022年 9月24日(土)
12：00 PM～1：00 PM

富士山麓に広がる大草原で自然の音と香りとともに
世界一流のピアノを楽しむ！

ピクニック・コンサート

[会場] 河口湖総合公園芝生広場（河口湖ステラシアター南側）
[出演] 辻井伸行（ピアノ）
　　　 菊池洋子（ピアノ）　他
[曲目] 
 クラシックの名曲の数々を大自然の中でお楽しみください。
（演奏曲は当日発表）

※要事前申込(1,000名限定) 
※雨天の場合は中止となります。
※町民先行予約あり
※申込開始日以降はネット受付のみ

[会場] 河口湖総合公園芝生広場（河口湖ステラシアター南側）
[出演] 辻井伸行（ピアノ）
　　　 菊池洋子（ピアノ）　他
[曲目] 
 クラシックの名曲の数々を大自然の中でお楽しみください。
（演奏曲は当日発表）

※要事前申込(1,000名限定) 
※雨天の場合は中止となります。
※町民先行予約あり
※申込開始日以降はネット受付のみ

入場無料



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♪

♪富士山河口湖音楽祭　河口湖円形ホール 公演情報♪

上野耕平　サクソフォン・リサイタル

券　種
一　般

高校生以下

一般料金
　5,０００円
1,5００円

町民料金
　　4,500円
　1,400円

団体料金
　　4,500円

1,300円

♪河口湖ステラシアター公演情報♪

真っ白なキャンバスフリーライブ夏２０２２
[日時] 2022年 7月9日(土)
　　　 開場／4：30 PM　開演／5：30 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）
[料金] ●Sチケット：10,000円
　　　 （ピクチャーチケット+限定ノベルティ(フォトブック+チケットホルダー)）
　　　●優先撮影チケット：10,000円
　　　 （撮影機材の制限なし+限定ノベルティ(フォトブック)）
　　　●一般無料チケット：0円（撮影はスマホのみ可）
　　　※河口湖ステラシアターでの販売はございません。詳細は公式サイトをご確認ください。

♪河口湖円形ホール 公演情報♪

音楽熱想フェスin河口湖２０２２ 夏の河口湖でおくる新たな音楽フェス　
全７日１２公演　７月公演

[日時] 2022年 7月16日(土)・17日（日）
  【昼公演】 開場12:30 PM／開演1:00 PM／終演予定3:30 PM
  【夜公演】 開場  4:30 PM／開演5:00 PM／終演予定7:30 PM
[会場] 河口湖円形ホール
[出演] 佐藤浩一（さとうこういち）、森岡姿帆（もりおかしほ）
[料金] 一般販売 8,800円（税込）

Though Seasons Change ～Violet Evergarden Piano Memories～   ピアノコンサート

広報 192022年 6月号

STELLAR   THEATER   NEWS

音楽祭ではおなじみの上野耕平が今年も円形ホールコンサート開催！贅沢な一夜をお過ごしください。
[日時] 2022年 8月18日（木）　開場／６：００ PM　開演／６：３０PM
[会場] 河口湖円形ホール　
[出演] 上野耕平（サクソフォン）
[曲目] J.S.バッハ：無伴奏チェロ組曲　第1番　
　　　藤倉大：Bueno Ueno 他　※曲目は都合により変更になる場合がございます。
[チケット発売日] 一般発売 全席自由席 2022年６月１１日(土) 
[料金]

※詳細については公式サイトをご確認ください。
●町民特別割引チケット販売 全席指定席 8,250円(税込)
　2022年6月2日 10:00～予約開始　受付電話番号　0555-72-5588

好評発売中!
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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

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６月３０日（木）今月の納税等

すっかり忘れてた「水って怖いもんやで」
― 前線による大雨（平成24年8月）―　（宇治市　60代　男性　地区役員）

一日前プロジェクト災害を体験した方のエピソード

　僕の家は、川の起点そばに建っています。かなり深い川で、ゴォーゴォー流
れるけどまだ１メートル半くらいの余裕があるし、嫁さんが「たくさん降ってる
けど、大丈夫やろ」とか言ってて。そのうち停電になり、「朝の連続ドラマも見
れないし、もうちょっと寝てようか」と。
　そんな時、近所の人が「大変や！チェーンソー持って、来てくれないか」と呼
びにきました。うちから800メートルくらい下で山崩れが起き、川がせき止めら
れて取り残された人を救助するということでね。同じ地域でも50メートル離れ
ると雨の量にすごい差が出てくるんですね。その場所に行ってみるまで、そん
なことになっているとは思ってもいなかったのです。
　僕も小学校の教員をやってましたから、子どもたちを連れて昭和28年の山城水害の聞き取り調査にも行ってたし、「水
って怖いもんやで」とおじいちゃんによく言われていたのに全く教訓にしていなかった、危機管理意識の欠如があったん
じゃないかなと反省しています。

☆地域の皆様へ ☆地域の皆様へ

理学療法学科  助教　元山 美緒
（出　　　身）長野県安曇野市
（専 門 分 野）肺炎や肺気腫などの呼吸理学療法
　　　　　　  急性期のリハビリテーション
（研究テーマ）呼吸器疾患患者さんへの新しい
　　　　　　 運動療法の開発

作業療法学科  助教　岡  猛
（出　　　身）山梨県甲府市
（専 門 分 野）訪問リハビリテーション
　　　　　　  整形外科分野のリハビリテーション
（研究テーマ）特定保健指導の運動指導、健康
　　　　　　  寿命に関して

　教 員 紹 介　教 員 紹 介　教 員 紹 介
オープンキャンパスオープンキャンパスオープンキャンパス

　今年3月、健康科学大学に着任しました。前年
までは兵庫県の病院で理学療法士として働き、主
に肺炎や肺気腫といった呼吸器疾患の理学療法
に携わっていました。教育活動として、豊かな人
間性をもった次世代の医療人たちを育成し、地域
の皆様に貢献していきたいと考えています。どう
ぞ宜しくお願い致します。

　前職は山梨県内の病院で作業療法士として働
いていました。登山が好きで富士山にも何度も
登っているので、富士山が一望できるここ富士河
口湖町そして健康科学大学にとても親近感を感
じています。地域のリハビリテーションの未来に
つながる学生教育と学生の実りある学校生活に
貢献できればと思います。

２０２２年３月、健康科学大学に新たな教員が加わりました。
今回は、理学療法学科と作業療法学科に所属する２名の教員をご紹介いたします！

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

SCHEDULE

6/18sat  7/16sat 
8/ 6 sat  8/ 7sun
8/20sat  9/10sat
　　  3/11sat

………………………

2023

●申し込み方法やプログラム詳
　細は本学ホームページでお知
　らせいたします。
●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。

＼Instagram はこちら／
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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

6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。

（口座振替日）◎　町県民税１期（全期）

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

髙木　陽貴　　貴　信・侑　季　船津

芹澤　　空　　　匠　・なぎさ　船津

梶原　星彩　　勝　矢・茉　莉　船津

植松　彩乃　　秀　輝・美　穂　小立

植松　咲乃　　秀　輝・美　穂　小立

野田　光玲　　亮　平・玲　奈　小立

北原　樺恋　　直　季・美　貴　小立

古屋　泰希　　壽　人・奈　緒　小立

渡邉　　藍　　高　貴・美　月　大石

佐久間剛詩　　雄　一・美奈子　河口

海野　湊音　　桂　太・利　恵　勝山

佐藤　縁し　　郷　平・　操　　勝山

江野澤陽大　　　翔　・はるか　富士ヶ嶺

渡邉タマヱ　97歳　小泉　益男　船津

小林よしゑ　97歳　小林　浩二　船津

外川　和昭　83歳　外川　　林　船津

渡邊　郁也　97歳　渡邊　益光　小立

廣瀬　富江　96歳　廣瀬　和義　大石

梶原　和治　77歳　梶原　　強　大石

鈴木　禮子　89歳　鈴木　光雄　勝山

倉澤　常代　96歳　倉澤日出男　勝山

髙木　　ヱ　81歳　髙木　健二　勝山

小佐野美和　55歳　小佐野国広　勝山

小佐野む　志　102歳　小佐野　洋　勝山

小佐野孝一　87歳　小佐野一雄　勝山

小林　一長　87歳　小林　梅子　富士ヶ嶺

髙野　佳祐　 ＝　 酒井　　萌　船津

　田　弥築　 ＝　 小﨑　　茜　船津

上田　健登　 ＝　 赤池　美香　小立

安重　博幸　 ＝　 堀内真澄美　大石

鈴木　康崇　 ＝　 宮下　紗樹　河口

大草　貴豊　 ＝　 遠山みなみ　河口

髙根　　透　 ＝　 髙根　映梨　河口

小田　嘉信　 ＝　 小田あすか　勝山

おめでた・おくやみ
〈4/15～5/12〉

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7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。

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

　　26,718人
(＋75)

 

　11,263　
(＋77)

　13,529人
　(＋33)

　13,189人
(＋42)

人口

男

女

世帯 世
帯

●日時・場所　6月  8日㈬ 河口湖商工会
　  　　　   7月13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）
●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。

5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／7月3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

6月  8日㊌ 104会議室
6月22日㊌ 301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）

― 戸籍に関する届出についてのお問い合わせは、住民課（℡ 0555-72-1114）までお願いいたします  ―

おしあわせに（結婚）
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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 
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地元地域皆様のニーズにお応えできますよう
いろいろなサービスにチャレンジしていきます。
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