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さとの川をきれいにする運
動﹂の一環として︑富士・
東部建設事務所吉田支所主
催による﹁桂川流域クリー
ン作戦﹂が同支所管内の富
士河口湖町河口地区を流れ
る寺川河口にて開催されま
した︒作業前の開会式で竹
本慎一吉田支所長より︑河
川に対する県の対応や︑長
年に渡って行われている今
回の河川清掃の意義に付いての説明があり︑渡辺
喜久男町長からも観光地としての最盛期を迎える
当町にとってもありがたい行事になっているとの
お礼の挨拶がありました︒主催者の山梨県から
と ︑ 富士・東部建設業協会︑山梨県測量設計業協
会︑山梨県造園建設業協会および︑当町からも役
場職員︑漁協︑建設安全協議会︑などからおよそ
１２０人が２時間程の作業に汗を流しました︒

建設安全協議会ボランティア作業

広報コンクールで奨励賞を受賞

山梨県広報協会主催に
よる﹁平成 年度山梨県
広報コンクール﹂映像部
門において奨励賞を受賞
しました︒
今回受賞した作品は︑
ＣＡＴＶで放送しており
ます﹁こうほう富士河口
湖﹂で放送しました﹁富士山・河口湖映画祭﹂の
取り組みについて紹介した特集番組です︒シナリ
オコンクールを行い︑グランプリ作品を映画化す
るという特徴的な映画祭の取り組みについて紹介
したもので︑関係者のインタビューを織り交ぜな
がら構成したところが評価されました︒
専門業者に委託する形式ではなく︑職員が手作
りで番組を制作しておりますので︑まだまだ荒削
りなところがあるとご指摘いただきましたが︑今
後もみなさまに親しまれる番組づくりに取り組ん
で参りますので︑広報誌︑広報番組ともにお楽し
みください︒

河口保育所で人権教室

27

７月 日に河口保育所で人権教室が開催されま
した︒人権擁護員の皆様による紙芝居や歌の合唱
などにより︑お友達と仲
良くすることなどが紹介
され︑子供たちも楽しく
人権について学んでいま
した︒
人権の大切さを広める
活動は︑人権の花運動や
小中学校での人権教室な
ど︑対象とする子供に合
わせて様々な取り組みが
行われていくそうです︒
人権擁護員の皆様あり
がとうございました︒
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本栖湖スポーツセンターが
リニューアルオープン

山梨県より移譲を受けました本栖湖スポーツセ
ンターのリニューアル工事が完了し︑７月９日に
オープニングセレモニーが行われました︒
この施設は︑昭和 年の東京オリンピックの契
機に昭和 年に整備された施設であり︑長年の利
用から老朽化している部分も多く︑この度リニュ
ーアル工事が行われました︒山梨県により耐震補
強工事︑体育館のリニューアル︑町により天然芝
サッカーコート整備︑路盤工事︑指定管理者であ
る株式会社 Ｒ．ｐｒｏｊｅｃｔ ︵アール・プロジェ
クト︶により人工芝サッカーコート・全天候型陸
上トラックの整備︑宿泊棟のリニューアルが行わ
れました︒
当日は︑関係者約 人が集まりセレモニーが行
われ︑町長から﹁本栖湖スポーツセンターが富士
北麓地域のスポーツの拠点となり︑全世界から多
くの皆様を受け入れ︑心地よくご利用いただけれ
ばと思います︒﹂と挨拶いたしました︒また︑シ
ドニー︑アテネ︑北京オリンピックにも出場した
為末大さん︵株式会社
Ｒ ．ｐｒｏ ｊｅｃｔ 取 締
役︶からも︑これまで
のオリンピックの出場
の経験から︑本栖湖ス
ポーツセンターは事前
キャンプ地として期待
できる施設であること
が紹介されました︒
リニューアルしまし
た本栖湖スポーツセン
ターを皆様もご利用く
ださい︒

７月１日︵金︶に富士河
口湖町建設安全協議会︵渡
辺文美会長︶の会員 名が
雪解沢の除草ボランティア
作業をしました︒作業前に
渡辺町長より激励とお礼の
挨拶があり︑７月１日とは
思えない強い日差しの中︑
インター線を中心に上流下
流へそれぞれおよそ２５０
ｍの草刈作業に汗を流しました︒雪解沢は名前の
通り︑春先の雪解け時や台風接近時などの限られ
た時期のみに水が流れる︑通常は乾いた状態の雑
草に覆われた沢です︒そのため都市整備課でも維
持管理に手を焼いていましたが︑今回の作業でこ
れから予想される台風での大雨やゲリラ豪雨にも
十分対応でき︑近所の住民の皆様にも安心してい
ただけるのではないかと思います︒
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﹁桂川流域クリーン作戦﹂が
行われました

40

山梨県が７月を強調月間に指定している﹁ふる

20

1
2

3

広報

富士河口湖 2

ま ちか ど情 報 局

まちかど情報局

広報

3

富士河口湖

町からのお知らせ

℡７２

１１１４
‐

児童手当 現況届の提出はお済みですか？
住民課

ナーを守りましょう︒

生涯学習課

℡７２

６０５３
‐

第５回﹁ウルトラトレイルマウントフジ﹂
ボランティアスタッフ募集！

●問合先

富士山をぐるり巡る日本最大のトレイルランニン
グ 大 会 ︒今 年 も海 外から五 百 名を含 め２千 四 百 名の
選 手が参 加 するこの大 会のボランティアを募 集します︒
■ボランティア内容
①選手受付業務 大池公園
名
９月 日︵金︶午前９時 分〜午後１時
②荷物預かり業務 大池公園 ５名
９月 日︵金︶午前 時〜午後３時
③エイドステーション手伝 精進小体育館 ５名
９月 日︵金︶午後１時 分〜４時 分

３１６８
‐

﹁富士山の魅力と奥深さ﹂︵参加料・申込み不要︶
■日時 ９月 日 火( 午
) 前 時〜 時 分
■場所 富士河口湖中央公民館視聴覚室
■講師 富士山自然保護センター
理事・自然共生研究室長 渡邊 通人 様
■内容 ○富士山の昆虫の凄さ！
ミヤマシジミ 絶(滅危惧種 と)アリの共生
ミヤマシジミとクロオオアリ物語 動( 画映像 )
フジジガバチの生態映像 動(画映像 )
○なぜ里山の草原が大切か
草刈りと火入れの効果
○自然の驚異 ○質疑応答

●問合先 ︵一社︶富士河口湖町観光連盟 ℡７２

﹁富士河口湖ガイドの会﹂
公開研修会のお知らせ
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●問合先

児童手当の支給を受けている方は︑児童手当法に
より毎年６月中に﹁現況届﹂の提出が必要となりま
す︒この届は︑毎年６月１日における状況を提出
し ︑ ６月以降の児童手当を引き続き受ける要件があ
る か ど う か を 確 認 す る た め の も の で す ︒現 況 届 の 提
出がないと︑ 月にお支払いする６月分以降の手当
の 振 込 がで き ま せ ん の で︑ ま だ 提出 さ れ て い ない 方
は︑お早目にお願いします︒

個人番号カードの交付時間を延長します
１１１４
‐

回収のお知らせ

所へ８月 日 火( の)午前中までに出してください︒
︵午後から回収します︒なお︑飛散防止の為ごみ袋
等で出すようお願いします︒︶
■各地区収集場所
船津地区 …
河口湖ホテル東の消防用道路︑
たたみ岩入口トイレ東
浅川中央川下流の河川敷
浅川地区 …
小立地区 …
乳ヶ崎土地改良区ポンプ場横︑
妙法寺北の八木崎公園入口
久保花木別荘北側道路
大石公園入口のステーション︑
大石地区 …
中沢橋横︑後藤の木炭倉庫前
河口地区 …
大桧横︑善応寺入口︑
横町渡船場入口︑広瀬バス停付近
収集場所では線香をたかないでください
※

インクカートリッジ

町内の各リサイクルセンターでは︑使用済みイン
クカートリッジの回収を行っています︒
専用のボックスを設置していますので回収にご協
力をお願いします︒

犬の飼い主の方へ こんなことはやめましょう

30

富士河口湖ガイドの会︵ボランティアガイド︶で
は︑富士河口湖町を訪れた観光客の方々に町内の魅

30

℡７２

３１６９
‐

23

富士河口湖ガイドの会会員募集！

11

16

・犬のフンを放置する行為
↓人が不快感を抱くのはもちろん︑他の犬が食べ
てしまい感染症を発症してしまうということも
あります︒必ず持ち帰ってください︒
・犬のフンを畑や山林に投げ捨てる行為
↓他人の土地に犬のフンを投げ捨てることは違法
です︒また︑ドッグフードには添加物があり︑
多くの場合捨てられたフンは石状に固まってし
まい肥料とはなりません︒
・犬の放し飼い︑散歩中にリードから離してしまう行為
↓どこで排泄をしているかわかりません︒畑で野
菜の上にフンがあったという話もあります︒
犬も家族の一員として︑人間と共存できるようマ
※

20

30

30

10

住民課

℡７２

14

河口湖地区については例年実施のとおり︑お盆の
お供え物を収集します︒河川に流さず︑次の収集場

13

●問合先

環境課

30

河口湖地区のお盆のお供えもの収集について

●問合先

環境課からのお知らせ

24

23

23

10

個人番号カードの交付が順次開始されております
が︑平日の開庁時間内にお越しになることができな
い方に︑左記の時間においてカード交付の窓口延長
を行いますのでご利用ください︒
個 人 番 号 カ ー ド が 役 場 に 届 き ︑ 交 付 の 準 備 が 出来
た 方から順 次﹁ 交 付 通 知 書 ハ(ガキ ﹂を
) 送 付します ︒
カード交付時における必要書類は︑ハガキもしく
は通知カード送付時に同封の案内をご覧ください︒
な お ︑ 通 知 カ ー ド を 受 け 取 け る こ と が で き な かっ
た方は︑役場で保管してありますのでお受取ください︒
〇交付場所 富士河口湖町役場 住民課窓口
〇交付時間
８月 日︵ 水 ︶︑８ 月 日︵ 水 ︶︑９ 月 日︵ 水 ︶︑
９月 日︵ 水 ︶ 午 後８時 まで
それ以外の８月︑９月の水曜日午後６時 分まで
28 10
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町からのお知らせ

７２−６０３７

力をご案内し︑思い出に残る旅のお手伝いをしてい
ます︒そのため︑会員のスキルアップを目的に︑歴
史・文化・自然を中心に︑今回のような勉強会や現
地研修会を１月１回のペースで開催しています︒
ご一緒に活動してみませんか︒連絡をお待ちして
います︒

食・健康・環境展

集まれ！スイーツ高校生♪
まだまだ募集中！

皆さんのご参加お待ちしております！

問い合わせ：健康増進課

６０３７
‐

食育絵画
「わが家のおかず」作品展

プチトマトすくい体験

見る

楽しむ

７２

食べる

学ぶ

プランターで野菜づくり

地元農産物の直売

野菜の上手な選び方

郷土伝統食の紹介
食品ロス・リサイクル等
地元産物を使った
料理等の試食

健康増進課

育てる

（数量限定）

●問合先

高校生の皆さん︑
５月には食育に関す
るアンケート調査に
ご協力いただき︑本
当にありがとうござ
いました︒あわせて
行った食育教室開催
の た め の 調 査 結 果 よ り ︑ 今 年 度 の 食 育 教 室 第 １ 回目
は ︑皆 さんの意 見 だ けでまとめた﹁スイ ーツ づくり ﹂
に決定しました！
■日時 ８月 日︵水︶ 午後１時〜午後４時
■会場 富士河口湖町勝山ふれあいセンター調理室
■対象 高校生︵男女問わず︶
■内容 アンケート調 査 上 位のスイーツづくり︑試 食
︵お持ち帰り有り︶
■費用 無料
■持ちもの 手拭き用タオル︑エプロン︑スリッパ
または上履き
■申込締切 ８月８日︵月︶
つくって食べてお土産付き！皆さんのご参加お待ち
しております♪

９月号広報
９月１日㊍配布予定
広報誌に関するお問い合わせは
政策財政課︵渡辺 和馬︶ ℡７２ １-１２９
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８月３１日は野菜の日

８３１（やさい）の日まつりを開催します！

地元の農畜産物（野菜や牛乳、肉など）や郷土料理、伝統食を知ってもらうため、やさいの日まつりを開催します。

日時：平成２８年８月３１日（水） 午後１時３０分〜４時
会場：中央公民館

県などからのお知らせ
「出張がん相談」を実施します
●問合先

山梨県がん患者サポートセンター

℡055‑227‑8740（要予約）
■日時 １０月６日（木） 午後１時３０分〜午後４時
■場所 富士吉田市民会館３階 会議室２・３
（山梨県富士吉田市緑ヶ丘２−５−２３）
■対象 がん患者・がん患者の家族や関係者
※保健師・ピアサポーター（がんを経験した仲間）が悩みや
不安に寄り添います。
当日参加も可能ですが事前の予約が確実です。
お気軽にお電話下さい。

山梨県自殺予防推進大会のお知らせ
●問合先

山梨県福祉保健部障害福祉課

℡055‑223‑1495

９月10日（土）は「世界自殺予防デー」です。この日から始
まる「自殺予防週間」に併せて「山梨県自殺予防推進大会」
を開催します。この大会では、自殺や精神疾患についての正
しい知識を学ぶとともに、自殺を個人の問題ではなく、社会
の問題と捉え、生きやすい社会・地域を育むために何ができ
るかを考えていきます。
どなたでも参加できますので、大勢の皆さんの参加をお待ち
しています。
■日時 平成28年９月14日（水）午後１時30分〜４時
■会場 甲府市総合市民会館（甲府市青沼３-５-44）
■内容 講演「（仮）不安と睡眠」等
■講師 大野 裕（おおの ゆたか）氏（一般社団法人認知
行動療法研修開発センター理事長・精神科医）

山梨県後期高齢者医療広域連合
シンボルマーク募集
●問合先

山梨県後期高齢者医療広域連合

℡055‑236‑5671

山梨県後期高齢者医療広域連合ではこの度、後期高齢者
医療制度への理解と関心をより一層深めていただくため、シ
ンボルマークを募集します。決定したシンボルマークは、広域
連合の名刺や封筒、各種印刷物、ホームページ等で広く活用
します。
■応募内容 親しみやすくシンプルなデザイン
■応募資格 どなたでも可能です
■応募期間 8月1日（月）〜9月30日（金）必着
■応募方法 作品と作品の解説、住所、氏名、年齢、電話番
号、職業を記入の上郵送または電子メールで
①郵送先 〒400-8587
甲府市蓬沢一丁目15番35号 山梨県自治会館2階
山梨県後期高齢者医療広域連合
②電子メール・4MB以内の画像データ（JEPG、PDF形式）
を添付・kouho@yamanashi-iryoukouiki.jp
■採用作品 1点（賞品：山梨県特産品3万円相当）
詳細は広域連合のホームページをご覧ください。

９月20〜26日は
「動物愛護週間」です！
●問合先

富士・東部保健所衛生課

℡0555‑24‑9033

ペットの飼い主は愛情と責任を持ち、家族の一員として最
後まで面倒をみましょう。また、ペットの習性を理解して周り

に迷惑をかけないように配慮し、人と動物が幸せに暮らせる
社会にしていきましょう。

○ペットの防災対策
万が一に備えて準備しましょう。
①緊急時の連絡方法
②所有者明示（迷子札、鑑札等）
③ペットのしつけと健康管理
④ペットの防災グッズ
（フード、水、薬、リード、首輪、ケージ、写真、ワクチン証
明書、ペットシーツ、食器、タオル、マジックペン、ガムテ
ープ、ビニール袋等）
⑤避難所や避難ルートの確認
⑥避難所での心構え

○動物愛護イベント
【動物愛護デー】
■日時 ９月22日（木）午前10時〜
■場所 アイメッセ山梨（甲府市大津町２１９２の８）
■内容 動物クイズ、乗馬体験等

放送大学10月生募集のお知らせ
●問合先

放送大学山梨学習センター

℡055‑251‑2238

放送大学では平成28年度第2学期（10月入学）の学生を募
集中です。放送大学はテレビ等、ラジオ、インターネットを通
して学ぶ通信制の大学です。心理学・福祉・経済・歴史・文学
・自然科学など、幅広い分野を学べます。出願期間について
第一回は8月31日まで、第二回は9月20日まで。資料を無料
で差し上げています。お気軽に放送大学山梨学習センターま
でご請求ください。放送大学ホームページでも受け付けてお
ります。

家庭でできる食中毒予防
●問合先

富士・東部保健所衛生課

℡24‑9033

食中毒というと、飲食店等での食事が原因と思われがちで
すが、毎日食べている家庭の食事でも発生しています。食中
毒を防ぐ６つのポイントを確認し、安心・安全な食生活を送り
ましょう。
①食品の購入
生鮮食品は最後に買い、寄り道しないでまっすぐ帰りまし
ょう。帰ったらすぐに冷蔵・冷凍庫へ。
②家庭での保存
冷蔵庫は詰めすぎに注意しましょう。目安は７割です。
③下準備
こまめに手を洗い、調理器具・ふきんは洗って熱湯消毒を
しましょう。冷凍食品の解凍は冷蔵庫や電子レンジで行い
ましょう。
④調理

加熱は十分に。目安は中心部分の温度が75℃で
１分間以上です。

⑤食事

食品の室温放置はやめましょう。

⑥残った食品
残った食品は小分けして冷蔵保存しましょう。温め直すと
きは十分に加熱をします。
広報
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県などからのお知らせ
富士五湖広域住民交流ふれあい親子バスツアー
〜親子で楽しい秋の行楽へ出かけませんか
●問合先

富士五湖広域行政事務組合

℡23‑5270

■日時

10月30日（日）雨天決行
富士吉田市職員駐車場
7：20集合7：40出発…18：15帰着予定
富士河口湖町職員駐車場
7：25集合7：45出発…18：10帰着予定
■場所 上野動物園見学 その後自由散策（アメ横、国立科
学博物館 ほか）
※昼食は各自でお取りください。主催者での負担はありません。
■申込方法
『往復はがき』に、住所、参加者人数、参加者全員の氏名
（ふりがな）、年齢、学校名、学年、参加代表者の携帯番号
を明記の上、１枚のハガキに１世帯でお申し込みください。
■申込期間 平成２８年７月２５日（月）〜８月２２日（月）消
印有効（応募者多数の場合は抽選を行います。）参加決
定及び抽選漏れについては、返信ハガキでお知らせしま
す。
※決定後の増員、権利の譲渡等は出来ません。キャンセルが
あった場合は再抽選します。
■募集人員 320名
■参加対象 広域圏内在住の小学生児童・園児とその両親。
（３才〜１２才のお子様との親子同伴のみ参加可）
◎祖父母、叔父叔母、中学生以上の子供は対象外です。
・安全面等への配慮からシートベルト着用の困難な２歳以下
のお子様の参加はご遠慮いただいています。
■参加費 大人 １０００円／子供 ５００円
（参加費はバス乗車時に徴収します）
◎９月２６日(月)以降のキャンセルについては、キャンセル料
を徴収させていただきます。
■申込先
〒403-8599 富士吉田市下吉田六丁目２番６号
富士五湖広域行政事務組合振興課
親子バスツアー係 ℡23‐5270

ぴゅあ富士からのお知らせ
●問合先 ℡0554‑45‑1666

夏休み！キッズお仕事体験講座
イタリアンシェフ体験〜小麦粉から「ピチ」を作ってみよう〜
■日時 8月10日(水)10時〜12時
■講師 狭山保幸（ロガンダアブラッチオーナーシェフ）
■材料費 700円
■持ち物 エプロン、手を拭くタオル、筆記用具
■対象 小中学生

夏休み！キッズお仕事体験講座
映像クリエーター体験〜ニュース番組を作ってみよう〜
■日時 8月10日(水)午後1時30分〜3時30分
■講師 Damian Fox (映像クリエーター）
染谷剛（忍者Fujiyama） ■受講料 無料
■持ち物 筆記用具、USBメモリ（映像を持ち帰りたい人は
必ず持ってきてください。）
■対象 小中学生
広報

7

富士河口湖

スモールビジネススタートアップ講座
夢を形にするための「マインドセット」
①心の整え方

②コンセプトと行動計画

■日時 8月20日(土)午後1時〜4時30分
■講師 杉本かおる ■受講料 無料
■持ち物 筆記用具 ■無料託児 あり
■対象 どなたでも（25名）

ともすく広場
■日時 8月2７日(土)午前10時30分〜12時
■講師 ラ・ペジブル（家庭教育支援チーム）
■受講料 無料 ■無料託児 あり
■対象 子育て中の方

おしゃべりカフェ

女性異業種交流会
「郡内の今とこれからを語ろう」

■日時 8月2７日(土) 午後1時30分〜3時30分
■講師 杉山真理子
（CDAキャリア・デペロッペメント・アドバイサー）
■受講料 無料
■無料託児 あり ■対象 一般女性

下水道まつりのお知らせ
●問合先

桂川清流センター

℡0554‑26‑3401

地域のみなさまの下水道事業に対するご協力に感謝すると
ともに、下水道への理解と関心を一層深めていただくため、９
月の「下水道の日」の行事の一環として、毎年下水道まつりを
行っています。今年は桂川清流センターを会場として「第３１
回下水道まつり」を行います。
どなたでも楽しみながら下水道のことが学べるように、た
くさんの催し物を用意しましたので、ご近所お誘いあわせの
うえ、ぜひご来場ください。
■日時 9月10日(土) 午前10時〜午後2時（雨天決行）
■場所 桂川清流センター（大月市梁川町塩瀬800番地）
■催し物 ○下水道施設見学会、下水道探検ツアー ○ミニ
下水道展（下水道リサイクル製品等の展示）水質実験コー
ナー ○じょいそーらん甲斐グループ演舞 ○ファファ、マ
イエコバッグ作りなどのイベント ○模擬店コーナーでの
無料配布、販売 ○おたのしみ抽選会、来場記念品プレゼ
ントなど（予定） ※雨天時には、一部の催し物が中止と
なる場合があります。

「屋外広告物セミナー」を開催します
●問合先

山梨県県土整備部県土整備総務課
景観づくり推進室 ℡055‑223‑1325

屋外広告物は、無秩序に設置されると、街並みや自然景観
を乱す原因になります。また、老朽化による落下などの事故を
防ぐため、日頃の点検や補修も重要です。
このセミナーでは、9月10日の「屋外広告物の日」にあたり、
屋外広告物の安全性について考えます。広告物を設置してい
る事業主の方や広告業者の方など、お気軽にご参加ください。
■日時 ９月７日（水） 午後２時〜午後４時
■場所 甲府市役所 ６階大会議室
■講師 山畑 信博氏 （東北芸術工科大学デザイン工学部
建築・環境デザイン学科 教授）
■参加費 無料
■対象 どなたでも参加できます。
■定員 100名程度

■服装・持ち物

釣り具、ハサミ、野外活動のできる服装、
運動靴、帽子、メガネ類、雨具、着替え、 健
康保険証（コピー可）、昼食、飲み物
参加申し込み締め切りは各会場開催日の１０日前までです。

２０１８山梨冬季国体
「テーマ・スローガン・シンボルマーク」募集
●問合先

山梨県教育庁国体推進室

℡ 055-223-1640
Fax 055-223-1651

第７３回国民体育大会冬季大会スケート競技会が平成３０
年１月２８日から２月１日まで山梨県で開催されます。多くの皆
さまに関心を持っていただき参加していただけるよう、親し
みやすい「テーマ」
「スローガン」
「シンボルマーク」を募集し
ています。
■応募作品
【テーマ】：親しみやすく呼びやすい、山梨県らしさあふれる
言葉で表した大会の愛称
【スローガン】：大会の趣旨や目的、大会への想いを印象づ
ける言葉
【シンボルマーク】：大会を象徴するデザインマーク
■応募資格

どなたでも応募できます。年齢、居住地などの
制限はなし
■応募作品数 各作品１人１点まで ＊いずれも自作で未発
表のものに限ります。
■募集期間 ７月１日（金）〜８月３１日（水）＊必着
■表彰 各作品とも、最優秀賞１点、優秀賞３点を表彰しま
す。最優秀作品はポスター、パンフレットなどに使
用させていただきます。
※応募方法等、詳しくはお問い合わせまたは県ホームページ
「国体推進室」をご覧ください。

るチャレンジで勇気と自信をもっていただく事を目的としてお
ります。是非、この機会に参加してください！！
■日時 ８月２０日（土） 受付開始 ８：２０〜８:５０
・開会式８：５０〜 ・終了予定１２：３０
※雨天時開催。
■集合場所 富士山アリーナ（富士吉田市新屋１９３６）
■参加対象者 富士五湖地域にお住いの小学校１年生から
６年生。先着１００名（申込順になりますの
でご了承ください。）
■競技内容
【動体視力測定】…動体視力を測定します。
【豆粒つむつむ】…器から器へ豆粒を箸で移動させます。
【スーパーダッシュ】…測定機にてダッシュを測定します。
【エスパーサイコロ】…サイコロを転がし数字を予測します。
【『の』の字さがし】…文章の中から
『の』
の字を探します。
【チャリンチャリン】…札束を掴み１００枚の正確性を測ります。
【どこらの富士山】…富士五湖の富士山の地を回答します。
【しゃげきバンバン】…射撃により的に当てる数を測ります。
【大声でさけぼう】…測定機で大声の大きさを測ります。
【靴とばし】…靴を飛ばして距離を測ります。
■競 技方法 学年ごとのグループに分かれて、各種目を
１部２部に分けて自己記録に挑戦して頂きます。
■服装 富士山アリーナ施設内で、各種目を行いますので動
きやすい服装、また、靴飛ばしの種目もありますの
でご了承下さい。※熱中症予防の為に各自飲料水を
ご持参ください。
■申込締切 ８月１５日（月）

富士五湖ゆめりんぴっく
〜かくれた能力を発見しよう!〜
●問合先

公益社団法人富士五湖青年会議所

℡24-0771

お子様には沢山の能力や可能性が眠っています。
本事業は「１番」を競うことが目的ではなく、お子様に新たな

富士河口湖まつり（仮称） 開催のお知らせ
日程：11月20日（日） 10:00〜15：00（予定）
場所：町役場駐車場・中央公民館（予定）
これまで誕生日イベント、コミュニティフェスタなど開催してきましたが、今年はもう少し広げて「富士河口湖まつり」
として開催いたします。
イメージは「富士河口湖町の町民による町民のためのイベント」です。
具体的な企画の内容はみんなで考えていきたいと思います。ご興味のある方はぜひ実行委員会に参加していただき
アイデアをご紹介ください。
みんなでみんなの町を盛り上げていきましょう！
お問い合わせ先…富士河口湖町 政策財政課政策調整係 渡辺（72-1129）
メール：seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp
広報
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かつやまマルシェ
●問合先

Hair&Face LIFE

℡73-3968

約５０店のハンドメイド作家さんやこだわりの食べ物屋さん
が集まり、大人から子供まで楽しめるマルシェです！
■日時 ８月２８日(日) 午前１０時〜午後３時まで
■場所 冨士御室浅間神社

全国一斉養育費相談会開催
●問合先

山梨県青年司法書士協議会

℡055-253-6900

司法書士による「取決めがなくてもＯＫ！
全国一斉養育費相談会〜養育費に関するあなたの
悩みを教えてください〜」開催のお知らせ
山梨県青年司法書士協議会と全国青年司法書士協議会で
は、養育費に関する電話相談会を開催します。
■日時 平成２８年８月７日（日）
午前１０時から午後４時まで
■電話番号 ０１２０-５６７-３０１（フリーダイヤル）
相談料は無料です。秘密は厳守します。

富士北稜高等学校吹奏楽部
第9回定期演奏会 響
〜音に想いをのせて〜
●問合先

富士北稜高等学校

℡22-4161(大森)

■日時

９月４日(日)
開場 午後１時 開演 午後１時３０分
■場所 ふじさんホール 大ホール
入場料は無料です。
部員一同、多くのお客様の来場をお待ちしております！！
【演奏曲】
『マーチ・スカイブルー・ドリーム』
『ウインドアンサンブルの
ための「パーテル・ノステルⅡ」』など

来て！ 見て！ 触って！木の体験

山梨県木造住宅フェア
in 郡内 サマーフェスティバル

●問合先

一般社団法人山梨県木造住宅協会郡内担当

℡73-2107

夏休み最後の体験コーナーがいっぱい！！！
フードコーナーも充実
花台を作ったり、大きな木を切って木の美しい目を引き出し
たり、木とふれあい、楽しむイベント満載
■内容 木工教室、木挽き（こびき）体験、ますのつかみ取
り、積み木、抹茶体験、折り紙教室、光る☆泥だん
ご作り 他
■特典 無料建築相談
■日時 ８月２１日（日） １０時〜１５時
■入場 無料
■場所 西桂町 きずな未来館（旧西桂ＹＬＯ会館）

創業スクール参加者募集
●問合先

都留信用組合地域支援部

℡24-4815

都留信用組合では、中小企業庁の「平成２８年度地域創業
広報
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促進支援事業」として、地域での創業・起業を目指す方々を
対象に、創業に必要な基本的な知識を身につけ、創業に向
けたビジネスプランの作成を支援する『創業スクール』を、
８月２０日（土）から（全５回）都留信用組合本店において開催
します。
■日時 ８月２０日（土）〜９月１７日（土）
■場所 都留信用組合本店
（富士吉田市下吉田２-１９-１
１）
■定員 ３０名
■問合せ先 電 話 ０５５５-２４-４８１５
ＦＡＸ ０５５５-２２-６８２７
■メール chiikishiennbu@tsurushinkumi.co.jp
■対象 地域において新たに創業を予定している方
■受講料 １０,８００ 円（税込）

大正琴の生徒募集
●問合先

川口きくえ

℡ 090-6109-5269

大正琴の生徒を募集します。興味のある方はご連絡くださ
い。

三夜祈り描き公演
〜木花開耶姫と龍の愛の物語〜
●問合先

℡ 080-6550-3335
メール：info@shibatajune.com

現代美術家・芝田じゅんが書き下ろした物語の、巨大水墨
画ライブペイント版 ピアニスト・渡邊千春が演奏をする中、
三夜で展開 富士山麓最古の神社の中で行う、革命的講演！
第１章〜姫の熱〜 ８月２８日(日) １９時〜２０時
第２章〜不死薬〜 ９月２４日(土) １９時〜２０時
第３章〜龍と姫の愛〜 １０月２２日(土) １９時〜２０時
■会場 河口浅間神社（富士河口湖町河口１番地）
各章チケット 前売３，０００円
当日３，５００円
■主催 ＳＨＩＢＡＴＡ ＪＵＮＥ
■協力 河口浅間神社／河口浅間まちづくりの会／上の坊
Project／ソラの家／河口湖オルゴールの森

釣りと環境保全を学ぶ2016
●問合・申込先

認定NPO法人日本釣り環境保全連盟
℡ 83-3277

この活動は、携帯電話・テレビゲーム等の普及により社会と
の関わりが少なくなり室内に閉じこもりがちになる子どもたち
に、ほかの学校の異年齢の生徒と一緒に自然の中での体験活
動をすることにより、自然の中でお互いを理解し助け合うこと
の大切さを知ってもらうと共に、水辺の環境学習・魚釣り体験
・釣り場の清掃活動を通して、釣りの楽しさ、釣りの技術、釣
り場の環境保全の大切さを学んでもらうことが目的です。
■開催地 河口湖
■日時 ９月１９日(月) 受付９時 解散１５時
現地集合・現地解散
■集合場所 ヒューマンアカデミー富士河口湖校
■募集対象 小学校３年生〜中学校３年生
(小学生は保護者同伴)
■内容 ・環境にやさしいルアー作り ・魚釣りに挑戦
・釣り場の清掃活動
■参加費 ２００円（中学生は別途遊漁料４２０円）

富士北麓公園

秋期スポーツ教室

★８回１期の開催★
教 室 名

時

間

曜日

秋

期

8/22（無料体験教室）

ヒップホップ

９：００〜
２０：３０

月

9/5.12.26
10/3.17.24.31
11/7

骨盤調整

１０：００〜
１１：３０

火

9/6.13.20.27
10/4.11.18.25

１９：００〜
２０：３０

水

ベーシックヨガ
（昼コース）

１０：００〜
１１：３０

木

ベーシックヨガ
（夜コース）

２０：００〜
２１：３０

金

ピラティス

8/23（無料体験教室）

8/24（無料体験教室）
9/7.14.21.28
10/5.12.19.26
8/18（無料体験教室）
9/1.8.15.29
10/6.13.20.27
8/12（無料体験教室）
9/2.9.16.30
10/7.14.21.28

参加料

定員

会

場

体育館
４,０００円/ ２０人
２F体育室
期（８回）

４,０００円/
体育館
２０人
期（８回）
２F体育室

内

容

基 本 的なステップから始めます。
さぁ〜ダンスを楽しみましょう！
季節の体操や筋膜ストレッチで不調
を改善し、骨盤を中心に全身を自力
で調整する力を身につけます。
（妊婦可）

４,０００円/
体育館
２０人
期（８回）
２F体育室

呼吸で身体を活性化させ姿勢を整
えます。関節の動きをなめらかにし、
背骨を柔軟に動かす事でしなやか
な引き締まった身体を目指します。

４,０００円/
体育館
４０人
期（８回）
サブアリーナ

呼吸と瞑想を通じて身体のバランス
を整え、心身共にリラックスした健
康的な身体つくりができます。

４,０００円/
体育館
２０人
期（８回）
２F体育室

呼吸と瞑想を通じて身体のバランス
を整え、心身共にリラックスした健
康的な身体つくりができます。

★１日単位で開催される教室★
教 室 名

時

間

エンジョイ
１０：００〜
グラウンドゴルフ
１１：３０

曜日

参加料
8/30

火

9/6,13.20
10/4.11.18

300円/回

定員

会

場

内

容

誰もが気軽に参加でき、設定された
３０人 陸上競技場
コースを回る事ができます。
他

【申し込み・問い合わせ】
※定員になり次第、締め切ります。
１．受付期間／８月１日（月）〜
２．受付時間／９：００〜１７：００
※一人で複数人の申し込みはできません。
３．受付方法／電話または窓口
４．必要事項／氏名、年齢、性別、住所、電話番号他
５．問い合わせ／公益財団法人山梨県体育協会 富士北麓公園管理事務所
富士吉田市上吉田立石５０００番 ０５５５−２４−３６５１

まちづくりワークショップ「御坂山塊縦走計画」
「御坂山塊縦走計画」と題して本栖湖から河口湖畔までのルートを9回に分けて実施している登山です。
第6回目は下記のとおり実施いたしますので、皆様ふるってのご参加お待ちしております。

第6回目「大石峠〜御坂峠」
■日

〜大石峠・新道峠・黒岳・御坂峠〜

時

９月１１日(日) AM 7時45分 富士河口湖町役場前駐車場集合
小雨決行（雨天問合せ：090-8802-6120 井出） （実質歩行時間：約５時間４５分）
■コース 役場前駐車場出発：大石峠入口〜大石峠〜新道峠〜黒岳〜御坂峠〜御坂峠入口
■持ち物 お弁当、水筒、雨具、非常食（行動食含む）、絆創膏、薬、その他必要と思われるもの、歩きやすい
履きなれた靴(できればトレッキング用シューズ）
■参加費 １０００円／１人 （バス代、保険代など）
■募 集 定員20名
■対 象 小学生高学年以上（ただし小学生は大人同伴）
●申込・問合先 町役場政策財政課 岡村・後藤 ℡72‐1129
今後の予定… 10/9御坂峠・清八山、11/13御巣鷹山・八丁山、12/11木無山・霜山
※変更する場合もございますので、広報誌等でご確認ください。
広報
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平成28年度富士河口湖町保育所利用者負担基準額表
平成２８年度から町独自の子育て支援事業として、給食費無料化へ向け、利用者負担額を軽減しました。また、所得割課税額の算定にあ
たっては年少扶養控除をしたなかで階層を決定しております。
平成２８年度の国の取組みにおいて、所得割課税額が57,700円未満（６階層以下）の世帯は、従来の多子軽減における年齢の上限を
撤廃し、第２子半額、第３子以降無料となり、ひとり親家庭等の世帯で、所得割課税額が77,200円未満の世帯は第１子半額（基準額自体が
半額になっています。）、第２子以降無料となります。
また、山梨県の「やまなし子育て応援事業」においては、所得割課税額が169,000円未満（９階層以下）の世帯で、
３歳未満児の子ども
に対して、第２子以降無料の事業が開始されます。この事業に該当すると思われる世帯は、町への申請が必要になります。※申請書は保育
所を通じて配布します。
階層区分については、
４月から８月分の保育料は平成２７年度所得割課税額で決定しますが、
９月からは平成２８年度所得割課税額で階
層が決定いたします。
９月からの利用者負担額については、
９月中にお知らせします。

保育利用者負担金額（月額）
・保育標準時間（7:15〜18:15）
児童の属する世帯の階層区分

０〜２歳児

・保育短時間（8:30〜16:30）

３歳児

４．５歳児

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

第１階層

生活保護世帯

第２階層
第３階層

0円

0円

0円

0円

0円

0円

市町村民税非課税世帯

6,000円

4,000円

3,500円

1,500円

3,500円

1,500円

市町村町民税均等割課税世帯

9,500円

7,500円

8,000円

6,000円

8000円

6,000円

第４階層

20,000円未満 13,000円 11,000円 12,000円 10,000円 12,000円 10,000円

第５階層

48,600円未満 17,000円 15,000円 14,000円 12,000円 14,000円 12,000円

第６階層

57,700円未満 20,000円 18,000円 17,000円 15,000円 16,000円 14,000円

第７階層

77,200円未満 23,000円 21,000円 20,000円 18,000円 18,000円 16,000円

第８階層

市町村町民税
所得割課税額

97,000円未満 25,500円 23,500円 23,000円 21,000円 20,000円 18,000円

第９階層

169,000円未満 39,500円 37,500円 26,000円 24,000円 20,500円 18,500円

第10階層

301,000円未満 44,500円 42,500円 26,500円 24,500円 21,000円 19,000円

第11階層

397,000円未満 45,500円 43,500円 27,000円 25,000円 21,500円 19,500円

第12階層

397,000円以上 47,000円 45,000円 28,000円 26,000円 22,000円 20,000円

保育利用者負担金額（月額）

【母子・父子世帯、障害者同居世帯】
・保育標準時間（7:15〜18:15）

児童の属する世帯の階層区分

０〜２歳児

・保育短時間（8:30〜16:30）

３歳児

４．５歳児

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

第１階層

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

0円

0円

第２階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

0円

0円

第３階層

市町村町民税均等割課税世帯

3,500円

2,500円

3,000円

2,000円

3,000円

2,000円

第４階層

20,000円未満

5,000円

4,000円

4,000円

3,000円

4,000円

3,000円

第５階層

48,600円未満

7,000円

6,000円

6,000円

5,000円

6,000円

5,000円

第６階層

57,700円未満

8,000円

7,000円

7,000円

6,000円

7,000円

6,000円

77,200円未満

9,000円

8,000円

8,000円

7,000円

8,000円

7,000円

第７階層
第８階層
第９階層

市町村町民税
所得割課税額

97,000円未満 25,500円 23,500円 23,000円 21,000円 20,000円 18,000円
169,000円未満 39,500円 37,500円 26,000円 24,000円 20,500円 18,500円

第10階層

301,000円未満 44,500円 42,500円 26,500円 24,500円 21,000円 19,000円

第11階層

397,000円未満 45,500円 43,500円 27,000円 25,000円 21,500円 19,500円

第12階層

397,000円以上 47,000円 45,000円 28,000円 26,000円 22,000円 20,000円

平成28年度富士河口湖町特定教育利用者負担基準額表（認定こども園の幼稚園利用）
特定教育利用者負担金額（月額）
利用者負担額

児童の属する世帯の階層区分
第１階層

生活保護世帯

第２階層

町民税非課税世帯

第３階層
第４階層
第５階層
広報
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市町村町民税
所得割課税額

0円

利用者負担額

【母子・父子世帯、障害者同居世帯】

0円

3,000円

0円

77,100円以下

16,100円

7,500円

211,200円以下

20,500円

20,500円

211,201円以上

25,700円

25,700円

町

外

遠山設備

富士吉田市新屋355

0555-23-7794

㈱小野田設備

西桂町小沼2816

0555-29-2026

鈴木管工

富士吉田市大明見762

090-3098-4016

㈱水電社

西八代郡市川三郷町大塚4403

055-272-2447

富士冷熱株式会社

富士吉田市上吉田1166-7

0555-22-1530

㈲今福建設

西八代郡市川三郷町上野2915-1

055-272-0448

宮下設備工業㈱

富士吉田市上吉田1318-17 0555-22-5084

田口工設

甲州市勝沼町下岩崎1822 0553-44-0233

㈲白富設備工業

富士吉田市上吉田3479-7

0555-23-6309

和永設備工業

山梨市歌田115-1

㈲富士配管

富士吉田市上吉田3555

0555-23-3555

積和建設西東京株式会社 甲府市住吉4丁目2番24号 055-227-3011

高野熱設備㈱

富士吉田市竜ヶ丘3丁目11番23号

0555-24-2323

㈲宮下設備

㈱一水工業

富士吉田市上吉田3718

0555-22-0395

小俣管工設備有限会社 都留市四日市場863番地2

0554-45-7120

㈲スマイル設備

富士吉田市上吉田4590-33 0555-22-7394

米山工業所 米山 徹 富士吉田市上吉田865-6

0555-23-0063

舟久保設備

富士吉田市小明見3956

0555-23-0880

株式会社美沢屋

大月市大月町真木2221

0554-23-0148

めぐみ設備工業

富士吉田市小明見1709

0555-23-0819

㈲鐘山設備

富士吉田市上吉田5982

0555-23-5917

㈱花磁屋

富士吉田市下吉田38

0555-23-0193

㈲アート住設

甲府市竹富4丁目3番38号 055-228-9341

㈲富士五湖設備

富士吉田市富士見7丁目7−5

0555-22-5273

システムＫＩＫＩ

富士吉田市上吉田4510-18

0555-22-3690

横堀住設工業

富士吉田市新西原2-17-10 0555-23-5852

富士冷暖株式会社

甲府市上石田3-17-13

055-226-1451

㈲西山設備工業

富士吉田市新西原3-1-22

0555-23-2598

山梨日化サービス株式会社 中巨摩郡昭和町築地新居907番地1 055-275-6911

㈲沙原設備工業

富士吉田市大明見696

0555-23-8886

宮下管工

富士吉田市新倉1456番地2

0555-23-3653

三協設備㈱

富士吉田市竜ヶ丘1-11-26

0555-23-3506

株式会社山梨管工業

甲府市中小河原1-9-17

055-241-6011

㈱サンエイ

富士吉田市松山1606-2

0555-23-9296

小笠原設備有限会社

大月市初狩町下初狩370

0554-25-6717

広瀬設備

富士吉田市小明見1670

0555-23-1218

雄大管工

富士吉田市新西原1-11-3

0555-23-1987

長田設備工業所

山中湖村平野181

0555-65-8118

山口総合設備

富士吉田市上暮地8-9-11

0555-24-5316

㈱カイ空衛

甲府市大里町1063-1

055-241-1777

有限会社渡辺設備

富士吉田市上吉田4346-14

0555-24-0352

㈲中部配管

忍野村忍草3448-4

0555-84-2640

清優工業

南アルプス市飯野2506-4

055-284-5891

㈱オオモリ設備

忍野村忍草2932

0555-84-2379

橘田総合サービス

甲州市塩山赤尾829-3

0555-33-2919

平島総合設備

甲府市下鍛冶屋町177-1

055-241-4842

大博管工

富士吉田市下吉田5246

0555-22-4863

㈱萩原ボーリング

甲府市上今井町740-4

055-243-4777

北陵設備

富士吉田市下吉田4-1-35

0555-24-2397

宝栄設備㈱

都留市中津森73

0554-43-3782

三枝設備㈱

西桂町下暮地871-3

0555-25-3287

新津設備

甲斐市富竹新田1171

055-276-6918

望月設備工業

南アルプス市藤田2199-5

㈲ナカミチ

西桂町倉見716

0555-25-2248

県
㈱遠藤管工設備

静岡県富士市今泉3301-7

0545-21-2181

笛吹市御坂町成田374

0553-22-7518
055-262-7097

外
アクアサービス

静岡県富士宮市半野66-3 0544-54-0228

富士河口湖灯籠流し 〜ココロにやさしい夏のおもいで〜
地元町民の方、観光でお越しの方どなたでもご来場いただけます。
夜のしじまに、多くの灯籠が河口湖湖面を彩ります。灯籠のやさしい灯火に、想いを、願いを託し、
心に残る夏の一夜をお過ごしください。ご来場を心よりお待ち申し上げます。

日

時：平成２８年８月１６日（火）
午後４時００分〜 灯籠受付開始（随時、灯籠を流せます）
午後６時３０分〜 音楽と声明のセレモニー
午後７時３０分
灯籠受付終了
午後８時００分
閉場
会 場：河口湖湖畔 大石公園
問合先：富士河口湖灯籠流し実行委員会事務局 ０３−６４４７−３８６０
注：問合せ時間は、１０：００−１７：００ ※８月１６日のみ２２：００まで対応
問合せ期間は、６月２８日（火）−９月３０日（金） ※土・日・祝日を除く
※当日は会場周辺の混雑なきよう配慮してまいりますが、何とぞご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
広報
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漏水を発見したら！！

道路部分（公道部）で漏水「水もれ」を見つけたら、わずかでもご連絡をお願いします。
漏水箇所が道路と民地の境付近の場合でもご連絡をお願いいたします。現地を確認し、お客様の負担か、水道
課で修理するのかを判断いたします。

■敷地内、メーター器から１次側（町の水道本管側）の漏水
メーター器から手前(町の水道本管側)の漏水の場合でも個人の敷地内の漏水は、町が個人所有地内を掘削すること
ができませんので、所有者様が修理をすることとなります。その際の修理費は所有者様の負担となります。またメータ
ー器から手前の漏水の場合、水道料金に影響しないのでそのままにしておく方がいますが、敷地内漏水をそのままにし
ておくと、水量・水圧が低下したり、敷地陥没の恐れがありますので指定給水装置工事店に修理を依頼してください。
※第３者の敷地を通っての配管で、第３者敷地内での漏水は第３者と協議の上、指定給水装置工事店へ修理を依頼し
てください。お客様の負担となります。

■敷地内、メーター器から２次側（自宅側）の漏水
目に見えるところ（じゃ口など）から水が出ていない状態で、水道メーターボックス内のメーターのパイロット（銀色
の部品）がまわっていたら宅地内のどこかで漏水しています。指定給水装置工事店へ修理を依頼してください。
また住宅等で発見困難な箇所の漏水により多量の水道使用料になったお客様に対して料金の一部を減免する制度
があります。ただし、次のいずれかの条件を満たす必要があります。
１． 地下埋設管からの漏水で地上からでは容易に発見できないこと。
２． 家屋の壁体や床下における漏水で目視できる状態ではないこと。
３． 町の施工した工事が起因となった漏水。
４． その他町長が特に必要と認めた漏水。
●修理工事は、指定給水装置工事店に依頼していただきます。その際、水道料金減免申請を指定店に記入してもらい、
写真（現場の状況、修繕前、修繕後）を添付して申請していただきます。
問い合わせ

水道課

上水道

電話72-1620（直通）

富士河口湖町給水指定工事店一覧
船 津 地 区
梶原設備工業

富士河口湖町船津910

足 和 田 地 区
0555-72-0172

㈲小佐野設備

富士河口湖町船津3413-2 0555-72-0823

フジコンストラクト㈱

富士河口湖町船津3499-6 0555-73-2222

中村管工

富士河口湖町船津3917

0555-72-2649

渡辺設備

富士河口湖町船津966-2

0555-72-2838

富士見設備工業

富士河口湖町船津3111-2

0555-72-0178

協栄工業㈱

富士河口湖町船津3776

0555-72-1154

石原設備工業

富士河口湖町船津7398

0555-73-1252

㈲綾部設備

富士河口湖町船津2204-2 0555-73-2351

㈱熱研メンテナンス

富士河口湖町船津6601-1 0555-83-5211

㈱ワタナベ工業

富士河口湖町船津1546-8 0555-73-1661

小 立 地 区

広報
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㈲三友設備工業

富士河口湖町小立2051

0555-72-1577

㈱コバヤシ工業

富士河口湖町小立1777-1

0555-72-1168

渡伊設備工業

富士河口湖町小立1790-2 0555-72-1818

㈲鐘畑設備工業

富士河口湖町小立2891

0555-72-1338

光根設備工業

富士河口湖町小立788-2

0555-83-2977

梶原水道

富士河口湖町小立4315-6 0555-72-1012

㈲大星建設

富士河口湖町小立2207-1

富士河口湖

(平成28年4月現在)

0555-72-1634

古谷設備

富士河口湖町西湖2619

0555-82-2283

旭設備

富士河口湖町長浜1218

0555-82-2456

倉沢設備

富士河口湖町西湖西13-1 0555-82-2623

丸修設備

富士河口湖町大嵐898-3

三浦設備

富士河口湖町西湖南13-5 0555-82-2506

古和設備

富士河口湖町西湖西3-7

渡辺水設

富士河口湖町西湖南14-2 0555-82-2437

共同土木㈱

富士河口湖町長浜1552-3 0555-82-2531

0555-82-2798
0555-82-2152

大 石 地 区
㈲はやし設備

富士河口湖町大石2875-1 0555-76-6630

貴家設備

富士河口湖町大石1253-7

0555-76-8657

河 口 地 区
中村設備

富士河口湖町河口1597-2

0555-76-8768

㈲外川設備工業

富士河口湖町河口1089

0555-76-7508

勝 山 地 区
㈱叶建設勝山営業所

富士河口湖町勝山314-1

0555-85-2753

富 士 ヶ 嶺 地 区
富士ヶ嶺水道設備工業

富士河口湖町富士ヶ嶺491

0555-89-2250

㈲山光工業

富士河口湖町富士ヶ嶺615

0555-89-2141

全席シートベルト・チャイルドシート着用徹底運動
（7,8月重点期間）

全ての座席でシートベルト着用を
全席でのシートベルト着用の徹底を図るため、
「広報・啓発活動」
「指導取締り」
「着用
率調査」を組み合わせた運動が実施されています。
山梨県内における後部座席の着用率は36.0％（全国平均35.1％）、チャイルドシートの着用
率は59.6％（全国平均62.7％）となっています。
衝突時に自分自身を支えることができるスピードは、わずか時速7㎞程度しかありません。時速50㎞での衝突時の衝
撃は、体重の30倍にもなります。
後部座席の人がシートベルトを着用せずに事故に遭うと、車の天井や前の座席に激しくぶつかったり、車外へ投げ
出されたりする可能性が高くなります。
シートベルト着用率調査を実施しました
事故はどんなに自分が気を付けていても、遭遇してしまう
平成２８年７月５日 役場前交差点において
ことがあります。
（協力：山梨県交対協交通指導員）

衝撃から身を守るため、車に乗る際にはすべての座席で
シートベルトを着用しましょう。

運転席

９８．５％

助手席

９５．５％

夏の交通事故防止県民運動実施中
平成28年7月21日㈭〜8月20日㈯

夏休みと夏の行楽シーズンが重なることから、道路の混雑が予想され、交通事故の
多発が心配されます。
1人ひとりが交通ルールと交通マナーを守り、事故のない楽しい夏を過ごしましょう。

今夏、高速バス

「富士山・河口湖〜成田空港線」が
運行開始しました。

平成２８年７月１６日（土）より、河口湖駅から成田空港を結ぶ
高速バス「富士山・河口湖〜成田空港線」が運行開始しました。
当路線は、河口湖方面と「成田空港」間を１日２往復で結び、途中
「秋葉原駅」も経由します。空港アクセスに加え首都圏へのアク
セスも益々便利になりました。
今夏は、運行開始キャンペーンとしてご利用前日１７:００まで
の予約・購入で、成田空港まで片道３,３００円（小学生は１,６５０
円）、秋葉原まで片道１,８００円（小学生は９００円）でご乗車で
きます。便利な高速バスを是非、ご利用ください。
※当日購入は通常運賃（成田空港〜大人4,400円

発
発
発
発

秋葉原、成田空港
富士山駅
河口湖駅
富士北麓駐車場
富士急ハイランド

行き

発:乗車のみ

秋葉原駅
成田空港（第２ＴＭ）
成田空港（第１ＴＭ）
成田空港（第３ＴＭ）

時

刻

表

11:4 5
11:52
11:57
12:0 2

21:10
21:17
21:2 2
21:27

発
発
発
発

14:4 0
15:5 0
15:5 5
16:0 0

0:0 5
1:2 0
ー
1:15

着
着
着
着

※途中休憩があります。

着
着
着
着

秋葉原駅〜大人2,400円）となりますので、ご注意ください。
富士山駅、河口湖駅
成田空港（第３ＴＭ）
成田空港（第２ＴＭ）
成田空港（第１ＴＭ）
秋葉原駅

行き

6:3 0
6:3 5
6:4 0
8:0 0

17:50
17:55
18:00
19:25

10:3 0
10:3 5
10:4 0
10:47

21:55
22:00
22:05
22:12

※途中休憩があります。

富士急ハイランド
富士北麓駐車場
河口湖駅
富士山駅

着:降車のみ

運行会社：京成バス(株)、富士急山梨バス(株)

ご予約・問い合わせ：富士急コールセンター 0570-022956（7:30〜20:00）
広報
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★戦没者等のご遺族の皆様へ

〜特別弔慰金（第十回）の請求を受付けています〜
◇対 象 者

平成２７年４月１日において公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順番による
先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
１ 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
２ 戦没者等の子
３ 戦没者等の①父母、②孫、③祖父母、④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番
が入れ替わります。
４ 上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係を有していた方に限ります。
◇支給内容 額面２５万円、５年償還の記名国債
◇請求期間 平成２７年４月１日から平成３０年４月２日まで
◇請求窓口 町福祉推進課 社会福祉係
◇問い合わせ先 町福祉推進課 社会福祉係 ＴＥＬ０５５５-７２-６０２８
または 県国保援護課 ＴＥＬ０５５-２２３-１４６５ まで お問い合わせください。

■町民の皆様、空き家の登録・利活用をお願いします■
町では、年々空き家の数が増加しています。町役場では、増加する空き家を有効活用して、町への移住
者を増やす「空き家バンク制度」を実施しています。この制度は、空き家を借りたい町外の方と空き家を
貸したい大家様を仲介する制度です。空き家の有効活用のためにも「空き家バンク」へのご登録にご協力
お願いします。

空き家バンク制度の特徴

①家が古くても貸し出せます

…築30年から50年程度経過している物件や、トイレが汲み取り式、雨漏りしているなど物件に不便があっても、借りたいと
いう方がいます。

②借りたい人は300名

…空き家を借りたいとお待ちいただいている方は約300名います。家族連れに入ってもらいたいなど、入ってもらう方を大家
さんが選ぶこともできます。

③登録すると補助金の対象に

…空き家大家さんを対象にした、
「空き家リフォーム補助金」や「空き家提供補助金」など補助金交付の対象となります。

■お問い合わせ先■

町役場政策財政課

企業誘致・まちづくり推進係 岡村・後藤 ℡0555-72-1129
Mail:seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

農地を借りたい方・農地を貸したい方はご相談下さい
★従来の農地法や農業経営基盤強化促進法による農地の貸借に加え、平成２６年度から新たな農地の貸借の仕組みとし
て、農地中間管理事業がスタートしました。
公的機関が仲介することで安心して農地の貸し借りができます。
※但し、貸し出しを希望する農地面積が狭小の場合は、本制度が利用できない場合もあります。

農地中間管理事業はこんな仕組みです
公 的 機 関に農 地を貸 すため
、安心して貸せます。

農地を貸したい方
※機構に農地を貸した方に対
する支援策等もあります。

公 的 機 関 から安心して農 地
が借りられます。

山梨県
農地中間管理機構
（山梨県農業振興公社）

〔

必要なら簡易な基盤整備も
行います。

〔

農地を借りたい方
※借りたい方の条件にあう農
地を探します。

★「農地を貸したい」
「農地を借りたい」
「制度の詳細を知りたい」方は、お気軽にご相談ください。
連絡先：富士河口湖町農林課：℡０５５５−７２−１１１５
山梨県富士・東部農務事務所：℡０５５４−４５−７８２５
山梨県農村振興課：℡０５５−２２３−１５９７
広報
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上九一色地区地域通信基盤整備事業における事後評価結果を公表します。
町では、旧上九一色村南部地区の情報格差の是正を行うため、平成２２年度に国の地域情報通信基盤整備推進交付金を
活用して精進・本栖・富士ヶ嶺地区への光ファイバ網の整備を行いました。
事業完了から５年が経過したことをうけ、事業を実施したことによる成果等を評価する事後評価を行いましたので、評価
結果を公表します。
【事業の概要】
平成１８年３月に富士河口湖町と町村合併した旧上九一色村南部の精進・本栖・富士ヶ嶺地区においては、本町の中で唯
一ブロードバンド環境が整っておらず、子どもの教育、地域住民の経済活動や日常生活面に大きな較差が生じていた。
また、テレビの視聴についても、精進・本栖地区においては共聴組合での運営で、地上デジタルに対応できない状況であ
り、また、富士ヶ嶺地区については、各世帯によるアンテナでの視聴となっており難視聴となっていた。
さらにＣＡＴＶのサービスが提供されていないため、町がＣＡＴＶ業者を通じて放送している行政番組、町議会の審議の
様子、町からのお知らせについても情報の提供ができない状況であり、情報通信格差の是正が課題となっていた。
そこで、当該地域の情報通信格差を是正するため、町がＦＴＴＨによる光ファイバ網を整備し、その後、既に町内でサービ
スを行っている河口湖有線テレビ放送(有)へＩＲＵ契約により施設を貸し出し、ケーブルインターネット及びケーブルテレビ
サービスを行った。
【事業完了日】平成２２年１２月２１日
【総事業費】２０１，８８４千円（内、補助金交付額

６７，２９４千円）

【整備対象地域】旧上九一色村南部地区（精進・本栖・富士ヶ嶺）の全域

＜事後評価結果＞
【評価及び課題】
ＣＡＴＶの加入率については、当初町で設定した目標には届かなかったものの、７０％台と比較的高い実績となってい
るが、ブロードバンドにおいては目標を大きく下回る結果となった。
まずブロードバンドについては、光ケーブルの整備により、小学校のインターネット環境が向上し、学校でのＩＣＴを活用
した教育による学習意欲の向上が図られたことなどの効果がでているが、旧上九一色村南部地区については、高齢化率が
他地域よりも高い値で推移しており（平成２６年度：３５.１％）、高齢者世帯によるインターネットの利用が当初の想定よりも
進んでいないことが目標未達成の要因の１つと考えられ、高齢者世帯へのインターネット利用促進対策が今後の課題である。
また、近年スマートフォンの普及が急速にすすんでいることから、インターネット利用をスマートフォン中心に行う世帯も存
在すると考えられる。
広報
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次にＣＡＴＶの加入については、旧上九一色村南部地区（特に富士ヶ嶺地区）が静岡県の県境に近く、地区住民の生活圏
が当町よりも静岡県にあるため、ＣＡＴＶサービスを利用せず、アンテナの利用による静岡県エリアの放送受信を選択してい
る世帯が当初の想定よりも多いことが目標未達成の主な要因と考えられる。
今後は、ＣＡＴＶにおけるサービスの充実（町からのお知らせや防災情報等）を図り、加入促進を行っていく必要がある。
なお、旧上九一色村南部地区の世帯数は、地域情報基盤施設整備を行った平成２２年度末から平成２７年度末時点におい
て１割程度増加している。
転出件数と死亡件数の合計が、転入件数と出生件数の合計を上回っているため、人口については減少しているものの、転
入件数と転出件数の比較では転入件数がわずかであるが上回っており、町外からの転入世帯数が増加しているものと推測さ
れる。
これは、自然豊かな地域の魅力に加え、情報格差の解消による生活環境の向上が世帯数増加の主要な要因の一つと考え
られ、人口減少への対策が急務となっている当町において、情報格差の課題解決とともに、人口減少対策面においても一定
の成果が認められる結果となった。
インターネットとＣＡＴＶについては、町から住民への主要な情報発信手段の１つであり、今後も河口湖有線テレビ放送
(有)とともに加入率促進に向けた様々な取り組みを実施していくことが必要である。

富士河口湖町 地域情報通信基盤整備 サービスエリア図

問合せ先
政策財政課
広報
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TEL 0555-72-1129

みんなの教育委員会 生涯学習課

TEL 72-6053 FAX 73-1358
平成２８年度

富士河口湖町

世界遺産富士山講座

「富士山 ～地域の誇り・世界の宝～」
第４回

「冨士御室浅間神社と甲斐の中世の修験」
富士山を取り巻く修験の活動

吉田口登山道の二合目に富士山中で最も古く建てられたと伝えられる冨士御室浅間神社。平安時代の終わりから鎌倉時代のはじ
めにかけて、修験者が活動の拠点にしていたことが文献や発掘調査から明らかになってきました。そして、その修験者の背景には伊
豆の走湯山や駿河の村山浅間（興法寺）、甲府盆地の円楽寺などの修験者との関わりが指摘されています。また、大嵐の蓮華寺も甲
斐の修験の重要な施設でした。富士山信仰の新たな展開である中世の修験について、みなさんで楽しみながら迫りましょう。
日 時：平成28年８月１７日（水曜日） 午後７時〜午後９時
会 場：富士河口湖町中央公民館 ２階 視聴覚室 講師：杉本悠樹（文化財担当）
参加費用：無 料（申込み不要・どなたでも参加できます）
定 員：40名
※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。

型地域スポーツクラブ
総合

クラブ

富士山

富士河口湖町スポーツ推進事業
休講になることもございますのでお問い合わせください！

体幹トレーニング【昼の部】
期

日

8/31、9/7・14

水曜日

時

間

午前10：30〜11：30

場

所

町民体育館

………………………………………………………………

体幹トレーニング【夜の部】

期

日

8/22・29、9/5・12

時

間

午後8：00〜9：00

月曜日
場

持ち物

ヨガマット、飲み物

参加料

所

中央公民館

………………………………………………………………
600円／回

★詳細は町ホームページをご覧ください。
http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp
申込方法
申 込 先

富士山月例マラソン
子どもから大人までが楽しく走るマラソンです。
競技志向のマラソンではありません。少人数でアットホーム！
期 日
場 所
部 門
登録料
参加料

9/10土曜日＊雨天中止
時 間 10：30スタート
勝山小海公園
持ち物 飲み物
個人の部 【1㎞、2.5㎞、5㎞、7.5㎞、10㎞】
500円（初回のみ）
大人500円／回・小人300円／回

ラテンダンスフィットネス ＺＵＭＢＡ
期 日 8/25、9/1・8・15 木曜日
時 間 午前10：30〜11：30
場 所 町民体育館
持ち物 上履き、タオル、飲み物
参加料 600円／回

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 ☎72-4772

教育センターだより
夏休み真只中、子ども達は、宿題と格闘したりしながらも夏休みを満喫していることでしょう。子ども達にとって、夏休み中の生活
リズムは、２学期からの学校生活をステップアップさせていくベースになっていきます。夏休みの後半、規則
正しく有意義に過ごせるよう、睡眠・食事・学習・遊びなど、目配り・気配り・心配りをしたいものです。
しかし、ちょっとした生活のリズムの乱れが積み重なり、子ども達の心に少しずつ隙間風が吹き込み、とき
には、それが引き金となり、ささいなことから親子間に不協和音が流れることもあるのではないでしょうか。そ
んなときは、一人で抱え込まず、だれかに話を聞いてもらったり、相談したりしてもよいと思います。
教育センターは、８月も開いていますので、ご活用ください。

教育相談の御案内

「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 午前９時〜午後４時
○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
TEL８３−３０２２
E-mail

ed-center@kawaguchiko.ne.jp
広報
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みなさんのやる気を応援します!
夏休みはげんきもり森で遊ぼう！！

げんきもり森プレイパーク
夏休みの期間中、子ども未来創造館の裏山には、子どもを見守り、一緒に遊んでくれる『プレイリーダー』のお兄さん＆お姉さん
がやってきます！色々な道具を使ったり、水遊びをしたり♪♪
裏山が壮大なプレイパークに大変身！！みんなで仲良く遊びましょう。

プレイリーダー配置期間

７月２３日（土）〜８月２１日（日）
10：00〜12：00/13：00〜16：00
※プレイリーダーがいるのは毎日ではありません。
注意

※プレイリーダーを予定している日でも荒天候などはプレイリーダーがお休みの場合があります。
※プレイリーダーの有無に関係なく、通常の裏山遊びは毎日行えます。
※工具等を使う際以外、裏山での活動はすべて自己責任となっております。
※それぞれが自身の危機管理をしっかり行いながら遊びましょう。

中央公民館ロビー展示

「わが家のおかず」作品展
健康増進課で小学5・6年生、中学3年生を対象に募集した絵
画の作品展です。

展示期間

8月26日（金曜日）〜
9月24日（土曜日）まで

※毎週日曜日は休館日です。土曜日は利用予約がない場合は
閉館しておりますのでお問い合わせ下さい。
生涯学習課

℡72-6053

皆さんのお越しをお待ちしています。

まんまるカフェ
お父さんお母さん！子育てをしている
と色々な体験＆エピソードが生まれます
よね♪大変なこと楽しいこと、気軽に話し
合ってみませんか♪みんなでまあるくなっ
て話せば、心も不思議とまんまるに♪是
非ご参加ください。

アーティフィシャルフラワーとは、生花をリアルに再現し、
生花にはない美しさを表現した造られた花です。

壁掛けフラワーとアロマスプレー作り
磁石がついているので、好きなところにつけることができます。
アロマスプレーは自分の好きな香りをお選びいただきます。
日

時：8月29日（月）①10：00〜

場

所：中央公民館

定

員：15名（3名以上で開催）

時：9月7日(水) 10:30〜13:00

場

所：子ども未来創造館

対

象：お子さんのいる保護者の方15名（3名以上で開催）

持ち物：持ち帰り用の袋
花材や花器は変わる場合が
あります。ご了承ください。

アロマワックスサシェとプルプルアロマ
火を灯さないアロマキャンドルで、香りを長く楽しめます。玄関
に飾ったりクローゼット、お手洗いなどにかけて使えます。
また、火を使わないので、小さなお子さんや、ペットがいるご
家庭でも安心してインテリアとして楽しめます。

師：藤森晴江先生（親業訓練インストラクター）
家庭教育支援チーム「ラ・ペジブル」の皆さん

場

所：中央公民館

定

員：15名（3名以上で開催）

材料費：1500円
持ち物：うちわ等の風が出るもの
（キャンドルを早く乾かすため）

持ち物：お子さんに必要なもの、お弁当（注文可能）
参加費：お弁当が必要な方は500円（お弁当持参OK）

広報
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時：①8月26日（金）19：00〜
②8月29日（月）13：30〜

（お子さん連れの参加大歓迎です。）

申込み9月5日（月）まで

②19：00〜

材料費：1500円

日

日

講

アーティフィシャルフラワー教室

ＴＥＬ72-6053

◆どちらも◆
講

師：The Monte

山口沙季先生・嶺山裕紀枝先生

申込み：8月12日（金）9：00〜8月23日（火）17：00

＜休館日＞

８月1１・1４・2８日

楽しいクイズ＆ゲームに挑戦だ！リアル人生
ゲーム！夏休みの良い思い出に！
日 時：８月１９日(金) ２：００〜４：００
参加費：持ち物：定員：申し込み：なし

funfun 脳トレ2016

おもしろクイズのプリントで、君の脳みそを
やわらかくなるように鍛えるのが《脳トレ》
！
日 時：８月２７日(土) １：００〜３：００
この時間内に自由に来てね。

参加費：持ち物：申し込み：なし

funfunアドベンチャー

『海賊のお宝を探せ！』
海賊がかくしたお宝(トレジャー)を、君も海
賊になって探すのだ！
日 時：８月２０日(土) ２：００〜４：００
参加費：なし 定 員:小学生25人
持ち物：汗ふきタオル・ぼうし・のみもの
申込み：8月6日(土)１０：００〜

☆キラキラシリーズ★
★小学生各20人☆
A)『きらきらそうめんつくり』
冷たくってオシャレなそうめんです♥
☆8月16日(火)１０：３０〜
持ち物：エプロン・バンダナ・のみもの・タオル
参加費：200円 定員：20人
B)『きらきらクロックつくり』
パールを使ったかべかけ時計を作ります！
☆8月18日(木) 10:00〜, 11:00〜
参加費：300円 定員：各１０人ずつ
申込み：8月13日(土)１０：００〜
＊やってみたい人は、どちらか一つを選んで
申し込んでね！

平成28年

日
7/31

将棋教室

8/1

わいわいパニック！
！
！
！
こどみらの広いお部屋全部を使って、ワイ
ワイするようなものすごく楽しい、夏らしいゲ
ーム大会をするよ！
日 時：８月１０日(水) ２：００集合
対 象：乳幼児親子・小学生 定 員：なし
持ち物：汗ふきタオル・のみもの
申込み:なし(とつぜん参加もだいかんげい！)

♫マリンバ＆ピアノの
演奏会♫

打楽器奏者の池上英樹さんとピアニスト廣
瀬 史 佳さんをお迎えして、ミニコンサートを
開催します。どなたでも自由に聴くことがで
きます♪
日 時：８月８日(月) １０：００〜１１：００
参加費：持ち物：定員:申込み：なし
場 所：こどみら内 音楽スタジオ

☆乳幼児対象☆

こどみんクッキング
もっちりやわらかくて、とってもヘルシーな『
お豆腐団子 』を作ります♪トッピングで味の
変化も楽しめます♪
日 時：９月３日(土) １０：３０〜
参加費：200円
持ち物：エプロン・バンダナ・飲み物・マスク
定 員:乳幼児親子12組
申込み：8月24日(水)１０：００〜

ヘアアレンジとこどみら縁日は好評を持って定員
いっぱいになりました。ありがとうございました！

7月31日〜9月3日の予定表

月
つどいの広場
(プール)

☆どなたでも☆

火

水

木

2

3

4

9

10

11

親子ふれあいB つどいの広場
(プール)

リトミック

7

ＡＭつみき

8

つどいの広場
こどみらBANK ピアノ＆
マリンバの演奏会

14

15

16

ぷち相談会
ワイワイパニック
つどいの広場
(プール)

12

13

おもちゃ病院
つどいの広場
(読み聞かせの日)
こどみら縁日

20

23

24

25

26

27

30

31

9/1

2

3

22

28

29

休館日

6

19

21

キッズ＆ママ
つどいの広場
こどみらBANK クラブ富士山バレエ

5

ワイワイくらぶ 流しそうめん
つどいの広場(プール)
(PM助産師相談)
ヘアアレンジメント

18

きらきらそうめん つどいの広場

ＡＭプラレール
将棋教室

土

17

つどいの広場

休館日

休館日

金

つどいの広場
(からだの日)

つどいの広場
ク富ママ&ベビー つどいの広場
(おやこの日)
親子ふれあいA
キッズ＆ママ
クラブ富士山バレエ

funfunくらぶ funfunくらぶ
マムベビー
きらきらクロック （ゲーム・クイズバトル）（アドベンチャー）
つどいの広場

育児学級

funfunくらぶ
おもちゃ病院
つどいの広場 （脳トレ）
(お誕生会)
クラブ富士山ズンバ
こどみんくっきんぐ
つどいの広場
(PM助産師相談)
クラブ富士山ズンバ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

funfun おもしろバトルクイズ

⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝⁝

☆小学生対象☆

☆乳幼児対象☆
福祉推進課発!!つどいの広場

「つどいの広場」は就学前の親子があつまる場で
す。子ども同士遊んだり、親同士おしゃべりをし
てストレスを解消しましょう。遊びの時間、身体測
定、相談など、お気軽にご利用ください。また、今
年度より妊活中ママや妊婦さん、産後ママのため
の助産師相談が始まります。基本毎月第1金曜日
13:00〜15:00です。お気軽にどうぞ！
日時：毎週月・水・金 9:00〜12:00 1:00〜3:00
※子育て相談・栄養相談・助産師相談・お誕生会も実施
相談・イベント等の日程についてはカレンダーでご確
認ください。

お問い合わせ：福祉推進課 ☎72−6028

つどいの広場の時間をお借りして、
家族のためのリフレッシュタイムを
お届けします。

おやこの日 8月29日(月)
親子ストレッチと女性の為のトレーニング
からだの日 8月24日(水)
「素敵な体幹を育てよう」をテーマに
プチトレーニング
読み聞かせの日 8月12日(金)
司書さんおすすめの絵本の紹介
○いずれも11：００スタートです○
♪月・水・金以外もプレイルームは自由に遊べます♪

ぷち相談会
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、考え合ったりします。目から鱗が落ちたり、心
が軽くなったりします☆

テーマ：
「甘やかすことについて」
日 時：８月１０日(水) １０：３０〜
持ち物：参加費：なし 申込み：受付中
定 員:乳幼児親子10組

こどみらマムベビー
わらべうた、絵本の紹介とベビーマッサージ体
験で赤ちゃんとの癒しのひと時を♥
日 時：８月１８日(木) 1：30〜2:30
対 象：0歳親子（ハイハイ前まで）
持ち物：バスタオル 申込み・参加費：なし

4月から第２・４日曜日
祝祭日が休館日
になります！
！

月〜金曜日 午前9時〜午後6時
土・日曜日 午前9時〜午後5時
☆12時から1時までは閉館です☆
※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
広報
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毎週月曜日休館
11日(木)祝日、31日(水)は、
館内整理日のため休館になります。

生涯学習館

開館時間 平日 9:30〜19:00/土・日 9:00〜17:00

展示コーナー

文学散歩

〜本を読んでから出かけよう〜
毎年好評の文学散歩。今年のコースは、長野県南木
曽町を訪ねます。舞台となった作品、妻籠馬籠にかかわ
りある作者たちの作品を読んでから出かけましょう。
日

時

１１月７日(月) 午前７時３０分出発
（雨天決行。１０分前までにお集まりください）

集合場所 富士河口湖役場前 駐車場
参 加 費 ３,５００円（昼食・保険料等含む）
参加方法 生涯学習館に展示している関連書を読ん
でからお申込ください。
定
員 ２５名（定員なり次第締め切り）

そうだ！ 旅に出よう♪
夏は家族や友人、一人
で旅に出かけてみては
いかが？
ディズニーランドやディ
ズニーシー。キャンプや
温 泉などの本を展 示し
ています。

第３６回

小さな夏の朗読会

課題の本は、図書館内に展示しています。
読んだ方から、お申し込み下さい。

暑い夏の、ほっとするひと時を朗読会で過ごしません
か？新たな本との出会いがあるかも…
日
場
内

お知らせ
突然の雨にお困りの方に備えて、図書
館では貸出傘も設置しています。必要な
場合、カウンターにて資料の貸出と同様
利用者カードでお貸しいたします。

P

真弓さん
栄子さん

1冊の本から見える、いろんなキモチ。

第114回読書会
日
場
課

8月中は、平日の開館を30分早め、
午前9時30分より開館いたします。
小学生までのお子さんが

時：８月２７日(土) 午後２時〜
所：生涯学習館 学習室１
容：
「青い紅茶カップ」 豊岡靖子 著
読み手：流石
「胡桃の部屋」 向田邦子 著
読み手：中村

時：８月２７日（土） 午後３時〜
所：生涯学習館 学習室１
題：
「ノラや」内田百間 著

※課題本は図書館で用意いたします。

のある講座に参加すると、おはなし王国へのポイント年間合計に1講座２ポイント加算されます。

◎本館読み聞かせ◎ P

各図書館のおはなしくらぶ

●0・1・2・3 歳対象〈10 :3 0〜〉

ブラウンベア(えいご)
うさぎのおやこ

8月 9日（火）
8月 23日（火）

● 幼児〜小学生低学年対象〈13:30〜〉

エトワールの会
パパのえほんタイム

8月 6日（土）
8月27日（土）

8月の予定
分館
大石・河口

読み聞かせ
16日 河口3時5０分〜
大石４時４５分〜

上九一色 18日 ３時３０分〜

開館日

開館時間

火・木曜日 午後3時〜6時
月〜金曜日 午前8時30分〜5時

（12時〜1時は閉館）

0555 -73 -1212
0555 -73 -135 8
htt p : / / w w w. f u j i k a w a g u c h iko.ed.jp
library@fujikawaguchiko.ed.jp
問い合わせ

広報
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生涯学習館

きり だ

うんぱん
あさ ま

河口浅間神社の鳥居木もここから伐出された
かのうせい
じっけん
可能性もあると思うが︑私が実見した文書はい
ずれも﹁大隅山﹂と書かれている︒いずれにし
ても︑この辺から伐出されたということが分か
った︒
さて ︑本 題の 運 搬・伐 出 しについてで あ るが ︑
﹁大正九年度事務報告書﹂は次のように記述し
ている︵本文は漢字・カタカナ混じり文︶︒
ふ しん
三月二十二日
浅間神社大鳥居普請に本日
着手する︒
どうばん や ね
八月二日
神社では大鳥居銅板屋根工
事の受け渡しをする︒
︵富︶
はら
八月三十日
神社では不士山大隅山で払
かぶ き
ばっさい
い下げを受けた冠木の伐採
さきやまにんぷ
のため︑先山人夫を連れて
登山する︒
九月一日
村内一般ヘ十五才以上の男
みなこし べんとう
子は皆腰弁当で参加するこ
まで
とを周知し︑船津村の上迄

引き来たり︒
そうで
へんそう
九月二日
当日は男女とも総出︑変装
きやりうた
かそうしゃ
うた
仮装者が出て︑木遣歌を唄
にぎ
み ぞ う
い︑船津村では未曾有の賑
ひょう
わいということで︑渡辺兵
じ ろう
かさいかめきち
しょうぎょうくみあい
次郎︑笠井亀吉︑商業組合
か し
お み き
とう
むぎ ゆ
等から御神酒︑菓子︑麦湯
きょうおう
かん
じゅうぶん
等の饗応があり︑充分の歓
つ
を尽くしつつ︑湖上を転石
の湖岸迄引き付けた︒
ゆう
三日
前日同様男女総出で︑各有
し
せったい
志の接待を受けながら午後
ひ
七時神社先迄曳き付けた︒
じょうとうしき
きょこう ぐんちょう
十一月二十三日 大鳥居上棟式を挙行︒郡長︑
しょちょう
署長が来場した︒火曜日
十二月四日
神社において大鳥居上棟祭
なおらい
の直会として八十才以上の
こうれいしゃ
しょうたい
高齢者を招待した︒土曜日

りゃく

鳥居 建 替 え に 関 わ る 記 述 は 大 略 以
上 で あ る が ︑ 次号ではこの記述の内容
ほ そく
さいげん
について補足をまじえて具体的に再現
してみたいと思う︒

︵おはやし︶

中村章彦︶

広報
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かわぐちあさ ま じん じゃおおとり い ようざい

えんねん

河口浅間神社大鳥居用材の伐出しと運搬

︱大正九年縁年︱
めぐ

りゅうが

に安政

︵注１︶例えば﹃富士河口湖町古文書目録第５

家蔵

︵富士河口湖町文化財審議会

会長

細図﹄︵平成９年︶︒原画は本庄元直

︵注３︶富士吉田市歴史民俗博物館﹃富士山明

︵注２︶三浦司郎家文書Ｃ１ １‑４６

大すみ山の樅木四本﹂の記がある︒

︵もみ︶

６ 年 ︵ 一 八 五 九 ︶ 付 で ﹁ 冨 士 山 御林 字

集﹄︵三浦司郎家文書︶御師

78

富士河口湖古の小径
町の文化財紹介

河口浅間神社の大鳥居は六十年ごとに巡って
こうしんえんねん
か
ゆいしょ
来る富士山の庚申縁年に建て替えるという由緒
をもっている︒古文書︵注１︶を見ると︑その
おおすみやま
きり だ
時用いる大鳥居の用材は富士山大隅山から伐出
ちょくせつ
したと記録されているが︑私が直接御聞きした
ご ぞん
地元河口の方には︑大隅山の所在を御存じの方
はおらず︑また︑これまで大鳥居用材の伐出し
じっ
や運搬について記した資料は見ていないので実
たい
態は不明であった︒
たび
ところが︑この度町の古文書調査を通して︑
ひょう
河口村﹁大正九年度事務報告書﹂︵注２︶の表
だい
題を持つ文書の中に︑三十八回目の庚申縁年と
される大正九年︵一九二〇︶の河口浅間神社鳥
きじゅつ
居木の伐出しと運搬についての記述があるのを
発見した︒そこで︑本号と次号では二回に分け
てその内容を報告したいと思う︒
まず︑大隅山の所在であるが︑ふじさん
しのはらたけるがくげいいん
ミュージアムの篠原武学芸員から吉田口登
うまがえし
なかのちゃ や
山 道の中ノ茶 屋 と馬 返 間の西 方にある山で︑
めいさいず

﹃富士山明細図﹄︵注３︶の中の ﹁龍ケ
ば ば
おおすみやま
こと
馬場﹂に漢字は異なるが﹁大炭山﹂と書か
きょうじ
れている山のことと思われるというご教示
いただ
さっそく
を頂いた︒早速その図を見ると大炭山は吉
へだ
えが
田口登山道から大きな沢を隔てた西方に描
とり い ぎ
かれており︑手前には﹁鳥居木﹂と書かれ
た場所があるのも確認することができる︒
せんげん
篠原氏によると︑上吉田の浅間神社大鳥居
の用材はこの﹁鳥居木﹂で伐出したと伝え
られているという︒確かにそこには周辺に
描かれていない大木が描かれているのを読
み取ることができる︒
12

みち
こ
いにしえ

Nature in and around Mount Fuji

２０１６年度第１回アレチウリと絶滅危惧湿性植物の調査を行いました
特定外来植物アレチウリが河口湖周辺で広がり絶滅危惧湿性植物に影響を与えないように、これらの植物が
どうなっているかを定期的に調べる調査を２０１０年から始め、７年目を迎えた調査の第１回を６月１７日に実施
しました。幸いにして、昨年6月に芽生えや１０月に群落が確認された河口地区、8月に大きな群落がみられた大
石地区、これまでアレチウリがみつかっていない勝山地区、昨年から調査を開始してアレチウリがみつからなか
った小立地区八木崎公園周辺の全５地区でアレチウリは全くみられませんでした。これは、住民の皆さんの防
除活動や定期的な草刈り（写真）等の適切な管理によってアレチウリの広がりを抑えることが出来始めている
結果ではと感じました。絶滅危惧湿性植物もジョウロウスゲ、スジヌマハリイ、オナモミ、コキツネノボタン、カン
ガレイ、カワヂシャの６種が確認され、河口湖の水位が下がり湖畔の面積が増えたこともあり、個体数も昨年より多く確認出来ました。
今年も8月と１０月にも調査を予定していますが、これからもアレチウリの地道な防除活動を続けるとともに、絶滅危惧湿性植物が生育し続け
られる河口湖畔の環境を大切に残して行きたいものです。

山梨県絶滅危惧ⅠB類アカショウビンが富士河口湖町役場でみつかりました
富士河口湖町役場３階南側の窓に衝突してしまったアカショウビンの個体を、５月２３日に三浦吉彦氏が届けて下さいました（写真）。アカシ
ョウビン（赤翡翠；赤いカワセミの意味）は、カワセミ科の夏鳥で、渓流沿いの広葉樹林などに生息し、樹洞など
に営巣するため近年その個体数は急減していると考えられ、山梨県では絶滅危惧ⅠB類に指定され、富士山麓と
周辺ではこれまでほとんど記録がない鳥です。名前の通り、嘴（くちばし）や脚（あし）も含め全身が鮮やかな赤
色をしたきれいな鳥で、はじめて実物をみて改めてそのきれいさに感動しました。移動の途中で誤って窓にぶつ
かってしまったものと思いますが、河口湖周辺の渓流に生息している可能性を示す記録としても非常に重要と思
います。アカショウビンが安心して生活できるような環境を、後世に残して行きたいものです。

河口湖フィールドセンターでアライグマが繁殖しました
６月３日１８時４０分頃帰ろうと車で入口に向かうと、数頭のネコのような動物が「ミャーミャー」と鳴きながら
近づいて来たので、車を止め急いでトランクからカメラを取り出してみると、何とアライグマの子供達でした。あ
わてたアライグマの母親が警戒声を発すると子供達は自販機の下に潜り込み、助けに下りて来た母親の姿を見
てあわてて柱を登ろうとしました。母親は、５頭いた子供の一番上の子をくわえて（写真）自販機の上に置きまし
たが、その子はあわてたのか落ちてしまいました。他の４頭もガリガリともがいているのがほとんどで、母親は
あきらめて地面に降り、こちらをにらみつけて「ウーッ」と唸っていましたので、そのまま離れて帰宅しました。翌
日、フィールドセンターの荒井館長さんにその様子を話すと、
「屋根の隅の穴にいたアライグマと目が合ったこと
があり、どうしたら良いかと思っていたところでした。子供もいたんですね」とのことでした。農林課から２個の檻を借りて設置して下さったので
すが、かかりませんでしたので、自然保護センターで中型ほ乳類用の檻を購入し設置してもらっていますが、今の所ハクビシンの子供が２回かか
ったもののアライグマはかかっていません。

河口湖物産館でヤモリがみつかりました
６月２０日河口湖大橋の北（富士河口湖町河口）にある河口湖物産館から「イモリの様な動物を捕まえたので
見てもらいたい」と連絡をいただき、早速伺うとビンに入れられていたのはニホンヤモリ（家守（やもり）の意味
で付けられた名前）でした（写真）。過去には河口湖などにも沢山いたイモリ（アカハライモリ：両生類）は、今
では富士五湖では精進湖の一部で確認されているだけです。一方、トカゲに近い爬虫類のヤモリ（この個体もト
カゲ同様に「自切」といって危険が近づくと尾を落として逃げようとしたようで、尾の先端がありませんでした）
は、成体で越冬するため富士山麓では2004年以前には記録がありませんでした。しかし、数年前「ホタル・オオ
ムラサキ賞」に応募してくれた地元の小学生の写真にヤモリが写っていて、ヤモリがすむようになったんだと思っ
ていましたが、今回は温暖化のせいか富士山麓と周辺でもヤモリが増えている可能性を示すものとして重要な記録といえましょう。基本的に夜
行性ですから、夕方や朝方に見られるかも知れませんので、見つかったらお知らせ頂ければと思います。

ショート・ニュース
○「第５回富士山の自然保護 大賞ジュニア」の作品募 集が、今 年も粟井英朗環境財団の協賛、環境省や地 元自治 体の後援をいただき
行われています。「私たちのまわりの自然の素晴らしさを訴える」写真・自由研究・ポスターの作品を９月２０日〆切で公募しています。
小 学 校４年生から高校 生までの皆さん、是非ご応募 下さい。詳しくは、各 校に配布しました募 集要綱や富士山自然保護センターの
ホームページをご覧下さい。

ご意見・ご質問は、TEL (FAX) ０５５５−２０−３５１０
広報
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自然共生研究室まで

議長賞
西浜小６年
家庭では 役職一緒

ま な

ま ゆ

森下愛菜

父と母

くれは

教育長賞 河口湖南中３年 外川真夢
父の味 家族の評価 星三つ

森下こと

優秀賞
西浜小１年
渡辺紅羽
あかとくろ どちらのいろでも
人のいろ
西浜小１年

な ご み

パパつかう

外川みこと

ママのエプロン

船津小２年

パパとママ おうちのしごとは
はんぶんこ
休日は

ひと

ひと

支えだよ

朝比奈和美
りんか

流石梨花

新米ママの

大嵐小６年

ひと

勝山中３年

イクメンが
ひと

男と女

家事に参画

般

やなぎやますひろ

柳谷益弘

こういち

拝命し
俺の夢

渡辺幸一

妻から主夫を

般

いつでもどこでも 人と人
ひと
すべての人が 平等だ
一

胸張って
一

16.1

年度総会が終わって

女連協だより
平成

童謡と唱歌の会・月見草

富士河口湖町女性団体連絡協議会会長

28

中村政代

六月二十九日︑女連協︵八団体︶の総会が︑各団体と
多数の会員のご協力により︑盛大に行う事が出来まし
た ︒ 心よりお礼申し上げます︒昨年度を振り返ってみま
すと︑町への協力︑諸行事︑自我自賛ですが︑良き一年
であったと思います︒今年度はそれ以上の成果が得られ
ますよう会員の皆様のご活躍を切望するところです︒
町長様のご祝辞の中で︑女性の力で国全体の活性化︑
少子高齢化社会への対応︑女性の各サークルの発展︑女
性の社会での存在アピールなどのお言葉をいただきまし
た︒いずれにしても互いに健康に留意し︑地域のご協力
をいただきながら︑可能なことから取り組んでいきたい
と思います︒
第二部の講演会は︑勝山在住の山梨県立大学看護学部
教授の流石ゆり子氏の﹁人生 年時代を自分らしく生き
るために︑老いを理解し︑自己決定する︒﹂をテーマに
現在の高齢者は 年前に
比べて５歳から 歳若返
っているとの事︒高齢者
も十分社会活動を営む能
力があり︑就労にボラン
ティア活動にと高齢者ら
しく社会参加してほしい
との事でした︒心身とも
に自立し︑健康的に生活
できる期間をどれだけ伸
ばすかに関心が高まって
います︒自分らしい最期
を迎えるために︑一日一
日を大切に暮らせていけ
たら幸せだと思います︒

10 20

貴美江

51.6

小西
第２次ふじサンサンプラン︵富士河口湖
町 男 女 共 同 参 画 計 画 ︶では︻ 基 本 目 標 ２︼
﹁誰 も が 多 様 な 生 き 方 ・ 働 き 方 を 選 択 で
き ︑ 地域・職場などのあらゆる場への参画
が出来るまち﹂を目指しています︒昨年実
施された︑富士河口湖町の男女共同参画に
関 す る 意 識 と 実 態 調 査 の 結 果 ︑ ワ ー ク ライ
フ バランス︵ 仕 事 と 生 活 の 調 和 ︶について ︑
﹁女性が働く上での障害は何か？﹂の問い
に対し︑﹁結婚・出産退職の慣行﹂と﹁育
児・介護休暇が取得しにくい﹂が共に ％
と最 も多 く ︑女 性が 働 くことに対 して︑風 土
の醸 成 と環 境の改 善が 求 められています ︒
女性の就労の場における活躍への支援と
して︑平成二十七年に成立した﹁女性活躍
推進法﹂により︑各企業においても様々な
労働環境の整備が加速されています︒
例えば育児に関しては︑企業内託児所の
新設や育児休業・時短勤務・スライド勤務
等の労働条件の見直しを行う企業などもさ
らに増えてくるでしょう︒
家事や育児・介護等︑どうしても女性に
負荷がかかるケースが多く︑仕事と家庭の
両立には︑本人の意思の強さと︑そして周
囲の精神的なフォローが必要になります︒
職場において︑男女が公平と思う割合︑
平成二十七年度調査では ％↓平成三十七
年目標値 ％を目指して︑さらに︻男女共
同参画推進︼活動を進めて参ります︒
30

たくさんの作品ありがとうございました︒︻男女共同参画︼
女性活躍の視点から

まなみ

第９回︵平成 年度︶男女共同参画推進
事業の一環として﹁標語・俳句・川柳﹂の
募集を行い︑小・中学校児童・生徒からは
１７１０点・一般の方︑保育所保護者から
は︑ 点の応募をいただきました︒大変あ
りがとうございました︒
入選作品は８月１日〜 日まで生涯学習
館に展示しています︒

31

町長賞
勝山中２年
渡辺愛美
オレやるよ 父の一言 母うれしい

27

今年こそ

年度です︒︶

90

27

︵＊学年は︑平成

27

ふじサンサン
男女共同参画推進委員会だより

広報
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社協だより
聴覚障がい者のためのパソコン
講習会の開催︻参加者募集︼

ます ︒
事前予約受付はありませんので︑当日︑直接各会
場で受付してください︒
期 日
平成 年９月 日 木( )
………
受 付
午
前９時〜 時
………
治療時間 ……
午前９時〜 時
会 場
船津福祉センター
………
小立福祉センター
河口住民センター
勝山ふれあいセンター
15

12 11

町社協では︑老人福祉週間事業の一環として︑金
婚式を迎えられるご夫婦に記念写真を贈呈します︒
今年度は︑昭和 年に結婚さ
れたご夫婦が該当になります︒
ご希望の方は︑ 月 日 月( ま)で
に町社協までお申込み下さい︒
︵７２ １-４３０︶

金婚式のご夫婦に
記念写真を贈呈します

足和田地区︑上九一色地区の方は︑会場が船津福
※
祉センターになりますので︑当日︑温泉送迎バス
をご利用ください︒
大石 地 区 の 方 は ︑ 会 場 が 河 口 出 張 所 に な り ま す の
※
で︑大石出張所を午前９時に送迎します︒
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町社協では︑町内の聴覚障がい者
を対象に︑今年度も︑パソコン講習
会を開催します︒
内容は︑Ｗｉｎｄｏｗｓ８の操作
方法を学びます︒手話通訳者を派遣
します︒
この機会にパソコン体験をしてみませんか？
実施日 ……
全８回︵毎週金曜日︶
平成 年９月９日︵ 金 ︶〜 月４日︵ 金 ︶
︵９月 日はお休みです︶
実施時間 午
…後６時 分〜９時
実施場所 富士河口湖町中央公民館
…
講 師
︵
株︶カルク
……
対象者 ……
町内の障害者手帳保持者︵聴 覚１〜３級 ︶
定 員
７名︵定員になり次第締切り︶
……
受講料 ……
無料︵テキスト が必 要 な場 合 ︑自 己 負 担 ︶
申込締切日 ８月 日︵金︶
…
申込み・問合せ先 富
…士河口湖町社会福祉協議会
︵ＦＡＸ ０５５５ ７‑２ ３‑６０６︶

鍼・マッサ ー ジ サ ー ビ ス︵ 無 料 ︶
才以上の方
対象
町社協では︑山梨県鍼・灸マッサージ師会湖岳部
会にご協力していただき︑町内在住で 才以上の方
を対象に鍼とマッサージ治 療の無 料サービスを実 施し

軽スポーツで交流
﹃ふれあいペタンク大会﹄を開催
７ 月 ５ 日 火( ﹁) ふ れ あ い ペ タ ン ク 大 会 ﹂ が あ か つ
き高原グランドにて開催され︑町老人クラブ連合会︑
障 がい者 福 祉 会 より チーム︑総 勢１２１名が参加し

ました︒
この大会は︑ペタンク
とグランドゴルフを交互
に毎年開催され︑健康増
進︑社会参加促進並びに
交流を目的に行われてい
ます︒
当日は︑この時期とし
ては天気に恵まれ︑リー
グ戦と決勝トーナメント
のすべての試合をするこ
とが出来ました︒試合
中︑大逆転劇がおきて
大歓声が上がるほど盛り上がっていました︒

今大会の成績は次の通りです︒
優 勝
障がい者福祉会①チーム
……
準優勝 ……
勝山老人クラブＢチーム
３ 位 ……
足和田老人クラブチーム

ペタンクとは︑フランスが発祥の球技で︑フラン
※
ス語で﹁ピエ・タ
ンケ︵両足をそろ
えて︶﹂由来して
います︒コート上
に描いたサークル
を基点として木
製のビュット︵目
標球︶に金属製の
ボールを投げ合
って︑相手より
近づけることで得
点を競うスポー
ツです︒

広報
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健康のまちづくり
簡単ささっと
材

朝ごはん

豆腐とわかめのどんぶり

料

★豆腐 半丁
★乾燥わかめ 小さじ１
★明太子 半腹
醤油 小さじ１
ごま油 小さじ１
ごはん 適量

食生活改善推進員のおすすめ

作り方

①★の材料をご飯の上にのせ、醤油とごま油は食べる時にかけて混ぜる。
＊ごまをかけても良い。
栄養価

エネルギー ４４１Ｋｃａｌ
食塩相当量 ３．９ｇ

……………………………………………………………………………………
材

料

ミニトマト ２個
味噌 大さじ１
バター 小さじ半分
お湯 適量

お湯で割るだけ
作り方

トマト味噌バタースープ

①器にトマトを手でつぶして入れ、
他の材料とお湯を入れる。
栄養価
エネルギー ５９Ｋｃａｌ
食塩相当量 ２．３ｇ
（本栖地区会員）

献血のお知らせ

〜あなたのやさしさわけてください〜

日 時 平成２８年９月１日（木） 午前９時３０分〜１２時、 午後１時〜３時３０分
場 所 富士河口湖町役場駐車場
対象者 １６歳から６９歳の健康な方 ※65歳以上の献血については、献血される方の健康を考え、
60〜64歳の間に献血経験のある方に限ります。

持ち物

献血カード（献血手帳）※献血経験のある方。初めて献血される方は当日発行します。
本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険被保険者証等)

※当日服用していても献血可能な薬があります。
血圧の薬(降圧剤)・ビタミン剤・花粉症の薬（セレスタミン以外）・胃腸薬・高脂血症治療薬(コレステロールを下げる薬)
※患者さんの血液の安全性をより高める400ｍｌ献血の推進にご協力お願いします。

お問い合わせは 健康増進課 TEL０５５５−７２−６０３７

健康増進課からのお知らせ

硬膜外自家血注入療法（ブラッドパッチ）が
保険適用になりました
脳脊髄液減少症の治療に有効とされる硬膜外自家血注入療法（ブラッドパッチ）が、平成２８年４月から保険
適用となりました。
この疾患は、一般的に交通事故やスポーツ等で体に強い衝撃を受けたことにより、脊髄の硬膜が破れ、脳脊髄
液が漏れて減少し、頭痛、めまい、耳鳴り、倦怠などさまざまな症状を呈する疾患と言われています。この疾患の
治療に有効とされる方法として、硬膜外自家血注入療法が保険適用となりました。
ただし、この疾患の特定については、同様の症状を呈する他の疾患がありますので、専門の医療機関による慎
重な検査が必要です。
お問い合わせ先

健康増進課

０５５５−７２−６０３７
広報
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健康のまちづくり ウォーキング
町では、ウォーキングを町民スポーツと定め、健康づくり事業の一環として「健康のまちづくりウォーキング大会」を
実施しています。
今回は、世界遺産「富士山」のすそ野に広がる青木ヶ原樹海で開催します。
ウォーキングはどこでも手軽に、無理なく自分の体調に合わせてできる運動です。その上、有酸素運動の代表格で
あり、脂肪を効率よく燃焼させることが出来ます。
今回は、山梨県や各関係団体と共催いたします。樹海の爽やかな風を感じて歩きましょう。

参 加費

健やか樹海ウォーク２０１6

無料

①「ちょっくら樹海をお散歩コース」5ｋｍ
②「こぴっと樹海を満喫コース」10ｋｍ
■日
時 平成28年 ８月２１日（日）小雨決行
■集合場所 西湖 野鳥の森公園
■受付開始 午前8時30分
■出 発 式 午前9時 出発式終了後スタート
■持 ち 物 水筒 副食 雨具（カッパ等）

Let's Walkin g

◆事前申込は不要ですので、当日は直接町民受付へ

運動で

心と体

リフレッシュ

健康のまちづくりキャッチフレーズ入選作
H27
健康のまちづくりキャッチフレーズ入選作

●お問合せ先

健康増進課

℡７２−６０３７

65歳からの健康づくり講座

いくつになっても

元気でいきいき 楽しみながらチャレンジ！！

i Pad（アイパッド）で 脳トレ
視覚・聴覚及び指先からの刺激で脳を活性化させます。
「回想法」
「体操」
「音読」なども組み合わせ、脳をイキイキ・ワクワク若返らせる楽しい講座です。
対

象：65歳〜80歳位

期

日：9/12．21．26．

時

間：14：00〜15：30

場

所：役場 1階 研修室

定

員：20名

講

師：システムインナカゴミ

10/4．11．17．24．31

11/7．14．21．28

1回目と11回目に脳力テストを実施します。

丸山智子

問い合わせ・申込み
広報
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健康増進課 ☎ 72-6037

全12回

『ピロリ菌の除菌治療費の助成について』お知らせ
山梨県では、医療保険適用によるピロリ菌の除菌治療を実施した方に対し、自己負担額の一部を助成す
る制度を開始しました。
２０歳から７５歳未満の県内在住の方で、平成２８年４月以降にピロリ菌の除菌治療を開始した方は、助
成金の申請ができます。
※申請書及びリーフリットが、町役場健康増進課にあります。
ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)は、口から体の中へ入って胃の粘膜に棲みつき、胃の内壁に炎
症を起こし、胃を守っている粘膜を減少させ、胃炎・消化性潰瘍を発症させ胃がんの原因になりま
す。
ピロリ菌は、一度感染すると除菌しない限り、生涯にわたって胃の中に棲み続けます。
ピロリ菌の除菌治療は、医師の診断のもと、除菌薬を朝と夕２回、１週間、飲むだけです。８割
以上の方が除菌に成功します。
なお、除菌治療後も定期的ながん検診は必要になります。
申 請 受 付：平成２８年６月１日〜平成３３年３月３１日まで
対象となる治療：ピロリ菌の陽性者が行う医療保険の適用を受ける
除菌薬による除菌と除菌後の判定検査を実施する
までの一連の治療(保険適用ピロリ除菌治療)
助 成 対 象 者：次に掲げる要件を全て満たした方
①申請時に山梨県内に住所を有している方
②平成２８年４月１日以降に保険適用ピロリ菌除菌
③保険適用ピロリ菌除菌治療の開始の日
(除菌薬を受けとった日)の年齢が２０歳以上７５未満の方
助 成 金 額：保険適用ピロリ菌除菌治療に要した薬剤費の自己負担額(１,０００円を限度)と、除菌後の
判定検査費の自己負担額(１,０００円を限度)
なお、１回目の保険適用ビロリ菌除菌治療(一次菌治療)と２回目の保険適用ピロリ菌除菌
治療(二次除菌治療)を実施した場合はそれぞれに助成。
申 請 方 法：申請書に添付書類を添え、郵送または持参(下記担当へ)
※助成制度に関するお問合せ先

山梨県 福祉保健部 健康増進課 がん対策推進担当
電話番号 ０５５−２２３−１４９７

「第2次富士河口湖町食育推進計画」策定に関する
町民アンケートのご協力について
超高齢社会と少子化を背景とした人口減少社会の到来により、社会情勢や環境が大きく変化し生活スタイルが多
様化しています。食生活にも変化が生じ、栄養の偏りや生活習慣病といった健康に対する悪影響も懸念されています。
町では、平成２４年３月に「富士河口湖町食育推進計画」を策定し、豊かな人間性を育む教育や生涯学習の一環
としての「食育」を計画的に推進することを目的に、各種施策を展開しています。
今回、
「第２次富士河口湖町食育推進計画」策定にあたり、アンケートを実施し、町民の皆様の食生活の現状や
食育に対する考え方などについて調査を行い、計画の基礎資料として活用させていただきます。
アンケートは町から、８月中旬に該当者へお届けしますので、８月３１日までにご回答ください。回答方法は郵
送ですが、切手は不要です。
今回、調査にご協力いただく方は、町内にお住まいの２０歳以上の方から２,８００人を無作為に選ばせていただきます。
ご回答の内容は、統計的に処理し、個別の回答者や回答内容が明らかになることはありません。また、個別の調
査結果を他の目的に使用することも、一切ございません。
お忙しい中、大変お手数をおかけしますが、
この調査の趣旨をご理解いただき、
ご協力をよろしくお願い申し上げます。
※このアンケート調査に関して、電話で問い合わせをしたり、直接訪問したりして調査することはございません。
問合先

健康増進課

72-6037
広報
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〜富士河口湖在宅医療推進協議会から〜
認知症を学び地域を支えよう!!
認知症はだれにでも起こりうる脳の病気です。
高齢者の約4人に一人が認知症又はその予備群。
高齢化の進展に伴い認知症の人はさらに増加するといわれています。
自分も家族も認知症になる可能性があるのです。
理解や知識を深めると、困っている誰かの小さな支えになることもできます。

あなたも認知症サポーターになりませんか？
認知症サポーターとは？
「なにか」特別なことをする人ではありません。
認知症についての正しく理解し、偏見を持たず、認知症の人や家族に対して暖かい目で見守り、支援するのが認
知症サポーターです。
自分の出来る範囲で、友人や家族に知識を伝える、認知症になった人や家族の気持ちを理解し、支えになるよう
な手助けをするのが役割です。

認知症サポーターになるためには？
「認知症サポーター養成講座」を受講した人が「認知症サポーター」となることが出来ます。
受講された方には「認知症の人を支援します」という意思を示す目印の「オレンジリング」が渡されます。
富士河口湖町でも今までに１７７５人が認知症サポーターになっています。

☆認知症サポーター養成講座とは
認知症についての勉強会を行います。この講座は認知症の介護の方法を学ぶものではなく、認知症について
正しく理解していただくための講座です。標準テキストやビデオ教材を使って学びます（60分〜90分）。講師は
キャラバンメイト（専門の研修を受講し、認知症に対する正しい知識と具体的な対応方法を伝える方）です。
☆5名以上の参加が見込まれて、町内であれば出張講座を行います。
☆講師代、資料代は無料です。
☆開催希望日の1か月前までにご連絡をお願いします。

たとえば…
地

域：自治会・町内会・老人クラブ・ボランティア団体

企業・団体：商工会・金融機関・スーパーマーケット
学

校：小学校・中学校・高等学校・大学・PTA

など…

＊企業・団体で養成講座を開かれた場合、認知症サポーターがいることをPR出来るステッカーをお渡しすることもできます。

【問い合わせ・申し込み先】
富士河口湖町地域包括支援センター（富士河口湖町役場
広報
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健康増進課内）

TEL 0555-72-6037

『 理 解促 進 研 修・啓発事業 』
健康科学大学

健康科学部

福祉心理学科

古川

奨

今回の特集は「統合失調症」についてです。
統合失調症は精神科医療の現場でよく見られる病気です。医師の診断を受け集中的・継続的な通院医療を要す
ると判断された場合、障害者総合支援法に基づく自立支援医療制度（心身の障害を除去・軽減するための医療に
ついて、医療費の自己負担額を軽減する公費医療負担制度）も受けられる病気です。

統合失調症とは？

病気の経過
個人差はありますが、前兆期、急性期、消耗期（休息

統合失調症の有病率は人口の約１％、およそ１００人に
１人弱がかかる頻度の高い病気です。発病率に男女差、

期）、回復期の経過をたどります。

地域や人種によっての違いはないといわれていますが、男

前兆期：不眠、イライラ、周囲がうるさく感じるなどの聴覚

性のほうが発症が早い傾向にあるといわれています。年

過敏がみられます。 → 過労・睡眠不足に要注意の時期

齢層としては、
１５〜３５歳くらいまでの比較的若い世代の

急性期：幻覚（聞こえないはずの声が聞こえる幻聴や実際

人が発症しやすい病気です。症状は多岐にわたりますが、

にはないはずのものがあるように見える幻視）や周囲には

脳をはじめとした神経系の働きの不調と表現することが

理解不能な想像にとらわれる妄想、睡眠障害激しい等の

できます。

症状がみられます。 → 睡眠、休息、安心感が大切な時期
消耗期（休息期）：これまでの激しい症状は落ち着くもの

原因と症状は？

のエネルギーが枯渇した状態のため、すぐ疲れがでたり何

この病気の原因は、現在でもまだはっきりとわかってい

もやる気が起きない症状がみられます。過度の眠気があ

ません。ひとつの原因によって発病するのではなく、脳の

り眠りすぎると思うほど眠ってしまう状態でもあります。

神経伝達物質の過剰や過重なストレスの相互作用によっ

→

て発病すると考えられています。発症前には、前駆症状と

活リズムと就寝時間の調整をしていくことが大切な時期

して不安や緊張、不眠、倦怠感などが現れる場合もありま

回復期：ゆとりができ周囲への関心がわいてきます。個人

す。統合失調症の症状としては、自分で気づく症状と自分

差があり数年間〜数十年の期間が必要となります。

では気づきにくい症状があります。

→

数カ月単位の休息、焦らず、ゆっくりと規則正しい生

楽しみながらのリハビリテーションや体力づくりが大

切な時期

自分で気づきやすい症状
・イライラすることが増え集中できない。

家族はどう付き合うか
病気を抱える本人の不安を理解することがスタートで

・物事に興味がわかなくなる。
・気分が落ち込み何もしたくなくなる。

す。本人の苦しみを理解することができないからこそ家族

・眠れなくなったり、朝早く目が覚めてしまう。

も困惑しかかわることができなくなってしまいます。家族

・その場にいない人の声が聞こえてくる。
（幻聴）

会のような同じ悩みを抱える家族が集まり、病気や治療に

・自分の考えが誰かに抜き取られるように感じる。

ついての正しい情報を学び合う場を使うことで、家族の辛

・考えがまとまらなくなる。

さは和らぎます。気持ちのゆとりを家族が取り戻すことが

など

本人の回復にもつながります。本人のペースに合わせ、あ

自分で気づきにくい症状

せらず、ゆっくりとが基本です。家族だからこそ、回復を願

・まとまりなくよくしゃべってしまう。

い心配のあまり、すべてが気になり、なんでもやってあげて

・怒りっぽくなる。

しまったり、時には強い口調で叱咤激励をしてしまうこと

・ひとり言やひとり笑いが多くなる。

があります。ですが、本人が一番、回復したいという思いを

・身だしなみが乱れてしまう。

持って毎日を過ごしています。本人の

・事実にないようなことを考え話す。
（妄想）

やり方や一歩一歩進んでいくペースを

・部屋に閉じこもる。

尊重して付き合っていきましょう。

・誰とも話さず、ご飯も食べなくなる。

など

広報
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富士河口湖町

28年8月号
(第46号)

観光まちづくりかわら版
富士山と湖と高原のまち̶日本の湖水地方̶

富士河口湖町の観光に関する興味深い情報やまちづくり情報などを紹介するかわら版です。

『河口湖』がTripAdvisorの「外国人に人気の日本の観光スポットランキング 2016」の
第23位に選出されました！
４８カ国でサービスを提供している世界最大の旅行サイト「TripAdvisor
（トリップアドバイザー、https://www.tripadvisor.jp）」が実施した「外国人
に人気の日本の観光スポットランキング ２０１６」の第２３位に『河口湖』が
選ばれました。このランキングは昨年度、同サイトに投稿された日本語以外
の口コミの数や評価点をベースに決定されています。過去に『富士山』はラ
インクインしていますが『河口湖』としての選出は今回が初めてです。訪日外
国人旅行者が増える中、実際に日本を訪れた外国人の視点を反映した結果
であり、国内の観光地の中でも非常に注目されているエリアであると言えま
す。今後も外国人観光客のさらなる受入環境整備や満足度の向上を図り、国
際観光地としての質を高めたいと考えています。

地域資源を活用した観光まちづくりの取組み
八木崎公園・大石公園の２会場で開催さ
れた河口湖ハーブフェスティバルが終了し
ました。今年も両会場ともに、多くの日本人
・外国人観光客の方にお越しいただきまし
た。河口湖ハーブフェスティバルは今年で
２５回目を迎え、富士河口湖町の初夏を彩
るイベントとして全国的にも広く認知されて
います。富士河口湖町を代表する地域資源
に成長したハーブやラベンダーは、お土産
品や製造品にも活用されるという形でも観
光まちづくりにも貢献しています。例えば河
口湖ハーブ館等の観光関連施設では、ラベ
ンダーソフトクリームや、様々なラベンダー
の関連商品を製造・販売し、ラベンダーのまちづくりを内外に広めています。また１０年前に移転してきた町の
誘致企業の一つである松山油脂では、富士山の伏流水やラベンダーといった資源を活用したせっけんや化粧
品等の製品を製造するなど、直接的な観光業でない企業にも観光まちづくりの取組みは広がっています。富士
河口湖町では、企業をはじめ、主婦や学生、高齢者の方まで、住民一人ひとりが楽しんで参画する観光まちづく
りを推進しており、平成２０年度に策定された観光立町推進基本計画の理念としても大きく掲げられています。
一人ひとりが、それぞれの持っている想いや特技を活かし、身近な所から始められる観光まちづくりに、あなた
も参加してみませんか。
富士河口湖町の観光まちづくりに関する詳しいお問い合わせは下記までお願いいたします。
お問合せ 観光課 観光振興係 ℡７２‑３１６８／E‑mail kanshin@town.fujikawaguchiko.lg.jp
広報
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からのお知らせ
の

夏イベント

夏の風物詩がもりだくさん！ぜひお越しください！！
☆養
蚕
☆納 涼 会

8月中旬まで一般公開
８月２０日(土) 午後5時〜8時(入場無料)

☆クイズラリー

フィナーレに打ち上げ花火
８月３１日(水)までの開催

年に一度のライトアップ

流しそうめんやミニ縁日！
天候により変更・中止になることもございます

いやしの里にちなんだクイズに答えて各棟をめぐります。期間終了後、抽選で景品プレゼント

火の見屋・着付スタッフ募集！

西湖いやしの里根場オープン１０周年体験！

『富士とくにます』と
『富士と幸せふくろう』の壁掛けレリーフ

着物や鎧などの着付けを手伝っていただける方を
募集致しております。
詳細についてはお問合せください。

新しいぬりえ体験始めました

西湖いやしの里根場
総合案内所

料
時

金；800円
間；30分から60分
素焼きのレリーフにアクリル絵の具で
ぬりえをします。当日お持ち帰りできます。
問い合わせ・予約；土あそび富士炉漫窯(前田)
℡ 080-5024-5735

0555-20-4677
お問合せ時間
9：00〜16：00

匠や

企画展

匠や

陶と藍の二人展

企画展

依田修木工 展

８月９日（火）から９月１３日（火）まで開催

8月３１日（水）まで開催中！

８月９日から８月３１日
まで木工体験が出来ます。
料金；700円から1,000円

夏休みの工作に
いかがですか？

八丁目会 8月のおススメ！

地域に根差して…
根場地区の第８番目の

組

です！

陶と香のかやぬま

手びねり陶芸、粘土の冷たさが気持ちいい！

紙屋

花火は無理です！花火の貼り絵でも。

逆手山房

大石紬と布の館

美顔パフ

土あそび富士炉漫窯

夏休みの体験いろいろ

ちりめん細工・つるし飾り

可愛いちりめん小物がいっぱいです

おもいで屋

まろやか干し梅

食事処

スパイシーなカレーほうとう

里山

石挽き手打ちそば松扇

暑い夏は「西湖そば」が人気（別名 すずしろそば）

匠や

陶芸とクールな藍染め

≪詳細お問合せ先≫
3月〜11月
12月〜２月

西湖いやしの里根場総合案内所
午前9時〜午後5時

午前9時30分〜午後4時30分

TEL；0555-20-4677

無休
水曜日定休日

URL http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

町民の皆様は無料で入場できますので、お気軽にお越し下さい。
その際、免許証などご住所の確認できるものをご提示下さい。
広報
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河口湖
ステラシアター通信

8月号

The Kawaguchiko Stellar Theater. The August issue.

富士山河口湖音楽祭2016 開催15年記念 開催期間/8月13日(土)〜28日(日)
♪アウトリーチプログラム 〜音楽があなたの身近なところに〜♪

8月11日㈭㈷

PM2：00〜

富士山ハーモニーコンサート
《出演》ふじ山麓児童合唱団、吉田高校 ほか
《会場》ショッピングセンターBELL時計台広場

8月14日㈰

PM4：00〜

レラーブル ミニライブ

《会場》ショッピングセンターBELL時計台広場

8月16日㈫

PM1：40〜

上野耕平

サクソフォンミニ演奏会
《会場》河口湖オルゴールの森美術館

8月25日㈭

PM1：00〜

金野紗綾香(フルート)
＆ 西村正秀(ギター)
《会場》久保田一竹美術館

8月26日㈮

PM5：15〜

金野紗綾香(フルート)
＆ 西村正秀(ギター)
《会場》ステラ前広場（ワインバー併設）

8月27日㈯

PM4：00〜

サクソフォンカルテット
ジャスミン ミニライブ

《会場》ショッピングセンターBELL時計台広場

★上記公演は鑑賞無料となります。

8月13日㈯

AM11：00〜／PM2：30〜

音楽祭中学生特別バンドメンバーによる

8月13日㈯

音楽祭中学生特別バンドメンバーによる

よりみちコンサート vol.1．
2 くつろぎコンサート vol.1．
2
《会場》ショッピングセンターBELL時計台広場

8月15日㈪

PM2：30〜

笛奏者オマタタツロウによる

《会場》富士山五合目広場

8月15日㈪

《会場》河口湖オルゴールの森美術館

《会場》富士すばるランド

8月18日㈭

AM11：30〜

習志野高校吹奏楽部
ミニライブ

8月18日㈭

PM3：00〜

金野紗綾香(フルート)
＆ 西村正秀(ギター)

《会場》町道船津登山道（BELL⇒ステラ間）

8月26日㈮

池上英樹

AM11：30〜

シエナ・ブラス5
ザ・ピクニックコンサート

《会場》ステラ前広場（ワインバー併設）

8月27日㈯

サクソフォンカルテット
ジャスミン ミニライブ

《会場》ステラ前広場（ワインバー併設）

8月28日㈰

《会場》町内で開催予定 ※詳細はステラシアターHPまで

PM1：30〜／PM5：30〜

サクソフォンカルテット
ジャスミン ミニライブ
《会場》ステラ前広場（ワインバー併設）

※富士すばるランド、河口湖オルゴールの森美術館と久保田一竹美術館は別途入場料がかかります。

♪ステラシアターコンサートスケジュール♪

富士山の麓で音楽に囲まれながら山梨県産ワインを堪能！！
日時：8月26日(金) PM 4:00〜PM9:00
8月27日(土) PM12:00〜PM9:00
8月28日(日) PM12:00〜PM7:00
会場：河口湖ステラシアター正面広場

Def Tech Special Summer Live

2016年 9月4日（日） 開場 PM 4:00

全席指定 6,500円

開演 PM 5:00

※未就学児は保護者膝上に限り入場無料

第8回国際ジャズオーケストラフェスティバル

★ワインを召し上がるにはオリジナルワイングラスが必要です。
[グラス券]前売800円／当日1,000円（500円デポジット含む）
※グラス券はステラシアターで販売しています。※飲食は別料金
※各ワインの値段が違いますので、料金はブースでご確認ください。
※お帰りの際にワイングラスをご返却いただくと、500円返金いたします。
※オープンライブを開催予定です。詳細はステラシアターまで。

♪自然の香りが響きわたる♪

[大学生ジュニアバンドの部] 32バンド出演
2016年 9月8日（木）、9日（金）
開場 AM 9:00

開演 AM 9:45

[小中高生＆青少年市民バンドの部]

2016年 9月10日（土） 開場 AM 11:00

全席自由 一般1,200円
小・中学生無料

6バンド出演

開演 AM 11:30
高校・大学生500円

♪優しい音が湖風に舞う♪

& 河口湖円形ホール
http://www.stellartheater.jp/
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
広報
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PM1：00〜／PM7：30〜

サクソフォンカルテット
ジャスミン ミニライブ

《会場》河口湖総合公園芝生広場

8月28日㈰

PM4：15〜

マリンバミニ演奏会

《会場》山梨赤十字病院 1Fレストラン

8月27日㈯

PM12：15〜

習志野高校吹奏楽部
マーチングパレード

《会場》ショッピングセンターBELL時計台広場

8月25日㈭

PM1：40〜

レラーブル ミニライブ

森のミニコンサート

森の蔵出しワインバー
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AM11：00〜／PM2：30〜

Q1 町からの情報の入手方法は？
広報誌 ・ ＣＡＴＶ ・ 町公式ホームページ ・ フェイスブック・ メルマガ・
回覧・公民館などの掲示やチラシ・ その他（
）

特製ふじぴょんランタン
（富士らんたん）

Q2 広報誌の入手方法は？

を差し上げます。

自治会配布 ・ 銀行やコンビニ等 ・ 町役場や出張所 ・
その他（
）

※当選者は発送をもって
かえさせていただきます。

Q3 広報誌は…
すべて読んでいる ・ 関心のある分野のみ ・ 読んでいない

アンケートの答え・年齢・性別・地区（プレ
ゼントを希望の場合は住所と名前必須）
を明記し、点線で切り取り、はがきに張り
付けるか、メールで下記連絡先の政策財
政課までお送りください。
いただいた情報は厳重に管理し、目的以
外には使用いたしません。

キリトリ線

キリトリ線

回答方法

Q4 広報誌の情報量は 多い ・ ちょうどよい ・ 少ない
Q5 今月号の広報誌で必要ないと感じた記事とその理由

Q6 今月号の広報誌で役に立った記事とその理由

………………………………………

Q7 こんな面白い人がいる、取り上げてほしいことがあるなどの情報や、

アンケート回答先

広報誌に関するご意見、要望などご自由にお書きください

〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700
富士河口湖町役場
政策財政課

広報担当

渡辺宛

e-mail:seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp

● 生活困窮者・母子世帯等の就業相談について●
町では、毎月５日（５日が休日の場合はその前の平日）にハローワークが出張しての就業相談を実施し
ています。次回は９月５日（月）朝１０時から１１時半に町役場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。

● 女性なんでも相談のお知らせ（毎月第２･第４水曜日）●
今月の相談日

8月10日㊌・24日㊌

時間:午後1時30分〜／午後2時30分〜

育児・心の悩み・身体の事など。
お気軽にご相談下さい。
相談は予約制（無料）
です。

生涯学習課【７２−6053】
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男

堀内矢枝子

梶原
艹

場所:中央公民館 第2会議室

問合せ・申込み先

６/１５
▼
７/１４
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情 報・相 談・お めで た・お く やみ

アンケートにご協力ください

お答えいただいた方の中から、
抽選で10名様に

情 報・相 談・お めで た・お く やみ

もっと知りたい！

http://www.kenkoudai.ac.jp

健 康 大

『健康大ブログ』好評発信中！
健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします

オープンキャンパスのご案内

富士河口湖町との地域連携について
6月28日（火）に「富士河
口湖町・健康科学大学地域連
携 推 進 委員会 総 会 」が富 士
河口湖町役場3階304会議
室 で 開 催され 、富 士 河 口 湖
町関係者（渡辺喜久男町長・
藤巻美文副町長・梶原正孝教
育長・役場職員10名）と健康
科 学 大 学 関 係 者（ 笹 本 憲男
学長、教職員7名）が出席し、
昨年度実施した連携事業についての活動報告と本年度活動予定につい
て話し合われ、富士河口湖町と健康科学大学の更なる発展に向けた意
見交換が行われました。
平成22年3月に「健康科学大学と富士河口湖町との連携に関する協
定書」を締結し、
「地域連携講座」、
「（地域行政理解を目的とした）大学講
義への町役場職員招聘」、
「町内で実施されるお祭り等のイベントやスポ
ーツ大会でのボランティア活動」等において連携事業を行っております。

お問い合わせ

■総務課

健康科学大学河口湖キャンパス（健康科学部）で
は、下記の日程でオープンキャンパスを開催いたし
ます。
大学概要説明会、学科別説明会、展示・体験コー
ナー、各種個別相談コーナー、キャンパス見学ツア
ー、在学生と話そう！コーナー、学食ランチ体験、学
生生活・サークル紹介等、みなさまの「知りたい」
「体
験したい」に応える企画を数多く用意しています。
また、高校生だけでなく、地域の方々も参加可能
となっておりますので、下記お問い合わせ先（入試
広報課）まで、お気軽にご連絡ください。
なお、都留キャンパス（看護学部）も下記日程で
同日開催となりますが、開催時間・プログラム等が異
なりますので、詳細は本学HP等をご確認ください。

回

0555-83-5200（代表）

数

月

日

第2回

8月 6日（土）

第3回

8月27日（土）

第4回

10月 1日（土）

■入試広報課

0555-83-5240

※相談日の４日前までに政策財政課
72-1129まで連絡してください。
お問い合わせ ■総務課 0555-83-5200（代表）
■入試広報課℡ 0555-83-5240
● 相談は予約制です
●
相談は、1人20分間です。

実施日

8月20日㈯

●町民福祉館ふじやま 午前10時〜午後2時
行政相談
心配ごと相談 ●勝山出張所 午後 1時〜 4時
弁護士相談

町の行政相談委員さん

●町民福祉館ふじやま

渡辺久美子 72−2849

午前10時〜12時

堀内 洽 83−2304

消費者問題のお悩みは

渡辺袈裟司 87−2316

横瀬
龍雄
勝山

横瀬 裕介

歳

船津

勝山

船津

歳 小佐野 賢

宮崎 茉紀

船津

小佐野八重野

中村 恵利

大石

正彦 長浜

未来

梶原

＝

原

85 78 60
歳

＝

堀内 彩野

梶原美代榮

田村

＝

おしあわせに ︵ 結 婚 ︶

外川 毅直

＝

正紘

鷹野 敦貴

12

根内 俊輔

10

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︒

９月４日︵日︶
午前 時〜 時
町民福祉館ふじやま ２階
町社協︵７２ ー１４３０︶

なるべくご本人が来所してください︒

富士河口湖

写真︑
身分証を持参することと︑
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30

24

相談日
時 間
場 所
問合せ
その他

(＋26)

時から午後１時は昼休み︶

世帯

世 帯 10,063

12

日 時 ８月 日 水
( ︵)要予約︶
午前９時 分〜午後４時

(＋13)

︵

13,511 人

場 所 富士吉田商工会議所
問合せ 日本年金機構 大月年金事務所
☎０５５４︵２２︶３８１１

女

(＋14)

︵ 時から午後１時は昼休み︶

12,989 人

日 時 ８月 日 火
( ︵)予約優先︶
午前９時〜午後４時

男

山中湖村役場
日本年金機構 大月年金事務所
☎０５５４︵２２︶３８１１

(＋27)

会 場
問合せ

人 口 26,500 人

渡辺 秀樹 82−2424

℡055−253−2376

※産業会館建て替えのため4/1より移動しました

23

午後1時〜3時

毎月第４火曜日 午後１時〜４時
富士山駅ビル(Ｑ−ＳＴＡ) 地下１階
予約受付 月〜金曜（祝日除く）
午前９時〜午後５時
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 ほか

月〜金曜日（祝日を除く） 午前９時〜午後５時
多重債務相談 消費者問題相談 ほか

12

●上九一色出張所

司法書士無料相談（予約制）

相談専用ダイヤル ℡0555−22−1577
富士吉田商工会議所3階

7月１日現在の
人口・世帯

午後1時〜4時
午後1時〜4時

山梨県司法書士会総合相談センターの

富士吉田市消費生活センターへ

人のうごき

●足和田出張所
●上九一色出張所
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地震から生き残るために!! まずは自分の体を守る!!
１分間の行動訓練

町総合防災訓練 発災時刻

9/4(日) 8:30

シェイクアウト訓練 事前参加登録受付中

グラッ!!と来た時、正しい安全行動がとれますか？
出来ると思っていても、日頃から訓練していないと
いざ大地震が発生した時に行動することができません。
訓練時刻にその場で１分間程、地震から身を守る安全行動をとって下さい。
「その場でできる」「短時間でできる」「簡単にできる」訓練ですので、子供から高齢者まで多くの人が手軽に参
加することができます。
シェイクアウト訓練の公式参加者数は事前参加登録者数となります。
ぜひ訓練参加の意思を事前参加登録で示して下さい。
ご家族、個人、友人、地域、職場などで登録し訓練に参加しましょう。
（申込用紙は全戸配布しました。また役場、出張所、町ＨＰ内にもあります。）
まず自分が無事でなければ、何もできません。
シェイクアウト訓練に参加し、地震の揺れから身を守りましょう。
「シェイクアウト公式ＨＰ

http://www.shakeout.jp/」 ◇問合せ

〜災害を体験した方のエピソード〜

町役場 総務課 防災係

72−1112

「一日前プロジェクト」

『土のうが必要になるなんて夢にも思わず 〜今までの経験が裏目に〜』
―平成22年梅雨前線による大雨災害（平成22年7月）― （山陽小野田市 50代 女性 菓子店経営）
それまでは徐々に徐々にという感じだったんですけどね。目に見えて水が増えてきたの
は、ほんの５分か１０分ぐらいの間でした。で、
「仕方ない。避難しようか」って感じで、近
所の高台にあるお宅に避難させてもらいました。
水がヒタヒタと店の方に押しよせてきた時には、
「こういう時は土のうが欲しいね」って本
気で話をしていました。
昨年、川向こうが水に浸かった時でもうちの方は大丈夫だったし、今までそういう危険を
感じたこともなかったので、土のうが必要になるなんて夢にも思っていませんでした。だか
ら、店に水が浸入するのを防ぐ手立ては何もありませんでした。
「万一水害になったら、物なんかに執着しないで、命だけ持って出たらいい」としか言えま
せんね。本当に水はあっという間にやってきますから、一人暮らしのお年寄りを誰がどこに避難させるかは、前もって決めてお
くようにしなければいけないと思いますね。
内閣府「一日前プロジェクト」

http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/ichinitimae/

〜表紙の写真〜

総務課防災係

℡７２−１１１２

つどいの広場の水遊び

毎週月・水・金に0歳から就学前の子供と保護者の方を対象に開催している
「つどいの広場」では、夏場の暑い時期に水遊びを行っております。今年も本格
的な夏を迎えて子供たちも水遊びを楽しんでいました。つどいの広場は、子育て
中の親御さんの情報交換の場になっており、楽しく子育てできるように「子育て
支援」も行っています。
これからの町を担っていく子供たち。子供たちの笑顔を見ていると、とても癒
されますが、子育て中の方々は心配や悩みも多いと思います。そんな時には、つ
どいの広場にご参加ください。つどいの広場の取材にいきますと、子供たちも親
御さんたちも、とても明るい笑顔で楽しんでいます。
つどいの広場についての詳しいお問い合わせは…
福祉推進課 ７２-６０２８までお願いいたします。

24時間対応

休日・夜間の救急医の問い合わせ先

☎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)
広報
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