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大相撲陸奥部屋 町長表敬訪問、
船津保育所で訪問交流
大相撲 陸奥部屋（陸奥親方：元大関 霧島）の力士
の皆さんが、船津保育所で園児たちと交流しました
交流会では、力士の皆さんへの質問コーナーや綱引
きでの対決、さらには四股ふみを披露していただき、本
物の力士を間近で見た子ども達は大盛り上がりでした。
また、町長へも表敬訪問していただき、本当にありがとうございました。

クニマス交流
秋田県仙北市の中学生が来町
8月1日から３日間、秋田県仙北市の中学生の代表6
名がクニマス交流で、富士河口湖町を訪れました。秋田
県田沢湖の固有種であったクニマスが西湖で生きてい
たことが発見されたのが2010年、それから田沢湖を有
する仙北市より、中学生の交流団がおとずれて、今年で
6回目となりました。交流団は、町長への表敬訪問や西湖ネイチャーセンターのクニマス展示館を訪れたほか、精進湖でのカヌ
ー体験や、富士登山とお中道散策、大石地区でブルーベリーの摘み取りなど、富士河口湖町を堪能し、交流を深めていました。
クニマスを通じた町と仙北市の交流が、これからも続くことを期待しましょう。

河口湖精進湖線（河口アクセス）が開通
8月2日に河口湖精進湖線（河口アクセス）の開通式
が行われました。この開通で、新倉トンネルから湖北ビ
ューライン（河口湖美術館の通り）までが結ばれ、短い
距離ですが大変便利になりました。県議会議員の皆
様、県関係者、町関係者のご尽力により今回開通の運
びとなり、セレモニー後、通り初めも行われました。地
区や周辺の皆様、観光客の皆様にとりましても大変便
利になりましたが、より一層の安全運転でお越しいただ
きたいと思います。

在宅医療フォーラム2018 in 富士河口湖町 開催
7月25日に町役場のコンベンションホールにおいて、在宅医療フォーラム2018が開催
されました。健康科学大学看護学部長 山崎洋子教授を座長に、医師の河内恵介さん
（かわぐち湖ファミリークリニック）歯科医師の安富和宏さん（安富歯科医院）、薬剤師
の赤池久男さん（赤池薬局）、ソーシャルワーカーの初鹿野美穂さん（山梨赤十字病院
地域連携室）をパネリストに迎えパネルディスカッションが行われました。在宅医療の
現状などを参加者の方々が、熱心に聴き入っていました。フォーラム終了後には、歯科医
師・薬剤師・看護師・ケアマネージャー・保健師による在宅医療・介護相談会や、庁舎エントランスホールにおいて、医療・介護
の各機関の活動紹介も展示されました。
（詳細は、在宅医療推進協議会のページにも掲載しています）

全国少年少女カヌー大会、
文科大臣杯日本カヌースプリントジュニア選手権大会が精進湖で開催
7月21日〜22日に全国少年少女カヌー大会が、8月19日〜
22日文部科学大臣杯日本カヌースプリントジュニア選手権大
会が精進湖において開催されました。町内からも山梨県代表
として多くの選手が参加し、全国から集まった強豪選手を相手
に熱戦を繰り広げました。日本カヌースプリントジュニア選手
権大会では、男子カナディアンシングル200Ｍ（仲田翼選手）
が2位に入賞するなどの活躍を見せ、素晴らしいレースを見せ
てくれました。全選手、関係者の皆様本当にお疲れ様でした。
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パパ s クリエイトによる
「流しそうめん大会」が行われました。
7月22日に生涯学習館の芝生広場で、
『流しそうめん大会』が開催さ
れました。お父さんボランティア「パパʼs クリエイト」のみなさんによ
り、伐採してきた太い竹木を割り、節をぬき、つなぎ合わせ、15ｍにお
よぶ流しそうめんレーンを3つ作成し、町内の子どもやその親、総勢
150名が、真夏の暑い中、流しそうめんを楽しみました。参加した子
どもたちからは「楽しかった」
「フルーツも流れてきておもしろかった」といった感想が寄せられていました。

子どもクラブ交流球技大会が開催されました
7月29日は台風12号の影響が心配されましたが、小学1年生から中学3年生、育成会の皆様、
スポーツ推進委員の皆様など、200名を超える多くの育成会の方が参加し、ユニホック、キンボ
ールで、大変盛り上がりました。
声を張って応援する保護者の姿や、チームで一生懸命プレーする子どもたちの姿があり、たく
さんの育成会・子どもクラブが交流できました。
ご協力いただいた皆様、
ありがとうございました。
ユニホック低学年の部
●優勝：湖南町・富士桜チーム ●準優勝：乳ヶ崎チーム ●第3位：富士ヶ嶺チーム
ユニホック高学年の部
●優勝：大石Aチーム ●準優勝：大檜チーム ●第3位：浅間チーム／富士ヶ嶺チーム
キンボール（中学生）
●優勝：破風山チーム ●準優勝：船津合同Aチーム ●第3位：小立合同Bチーム

絵本「富士の農鳥さま」を小学校へ贈呈
小林広美さん（町内在住）、榊三男さん（富士吉田市在住）が来庁し、町の小学校へ
絵本「富士の農鳥さま」を贈呈していただきました。
小林さんがストーリーを作り、榊さんが絵を手がけた絵本だそうです。当初は、紙芝居
で披露したそうですが、好評だったため絵本として出版される運びとなったそうです。町
の方にはおなじみの富士山の農鳥を題材にした絵本なので、ぜひ富士山を知るいい機会
になると思いますので、ぜひ絵本を手に取ってご覧いただきたいと思います。小林さん、
榊さん、本当にありがとうございました。

親子スズ竹ザル教室が開催されました
勝山ふれあいセンター内のスズ竹伝統工芸センターにおいて、親子スズ竹ザル教室が開催
されました。7月と8月合わせて2回開催され、約12組の親子の皆さんが参加してくれました。
参加者親子の皆さんは、指導を受けながら小皿のザルを
編む作業を熱心にしていました。
このザルは、富士山の2合目で採れるスズ竹を使ったザ
ルで、勝山地区の伝統工芸品として親しまれています。長年後継者不足などの問題を抱えて
いますが、こうしたスズ竹ザルを作る体験をしてもらうことで、地域の伝統工芸品としてより
親しみを感じてほしいと開催されました。スズ竹伝統工芸センターでは、随時見学等できる
そうなので、ぜひお気軽に足を運んでみてはいかがでしょうか。

ボーイスカウト河口湖第2団ボーイ隊2名が、
日本スカウトジャンボリーに出場しました
ボーイスカウト河口湖第2団ボーイ隊（隊長：中村 忍）に所属する阿部きうとさん、辻
柊雄さん（共に河口湖南中学校3年）が、8月3日〜8月10日に石川県珠洲市「リフレッシュ
村鉢ヶ崎」において開催された「第17回日本スカウトジャンボリー」
（国内外より約
13,000名参加）に山梨県代表として参加しその報告を兼ね、町長を表敬訪問をしてくれ
ました。日本ジャンボリーは4年に1度開催されるボーイスカウト最大行事の1つで、冒険
的で楽しい野外活動を行いながら奉仕活動に励む
「活動的で自立したスカウトを育てる」
ことを目的とした大会として開催されて
います。2人とも大会を通じ国内外のスカウトとの交流や友情を深め大変貴重な思い出作りができましたと感想を述べてくれま
した。現在、ボーイスカウト河口湖第2団ではスカウトを大募集しておりますので、
ご興味のある方お気軽にお問合せください。
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環境課からお知らせ

「粗大ごみの拠点収集」の場所と日程についてお知らせします。
町内６か所での拠点収集を行います。そのほか船津リサイクルセンターで毎月第２
土曜日に収集するほか、河口のじん芥処理場への持ち込みも受け付けています。
又、拠点回収化に伴い「収集支援事業」についても希望を受け付けます。
（申し込みは、10月26日までに環境課72-3169にお願いします。）
なお、粗大ごみの拠点収集は、一般家庭から排出されるものに限ります。
事業活動により発生した粗大ごみは有料処理となり、事業者が河口のじん芥処理場に持ち込んでください。

１０月２日㈫／小立・船津地区会場
中央公民館

役場入口

１０月４日㈭／大石地区会場

図書館駐車場

会場

駐車場

若彦路

河口湖消防署

至 元気丸

馬場久保バス停

職員駐車場

１０月１１日㈭／足和田地区会場
足和田リサイクル
センター

馬場川方面

湯口方面

会場
改良区

１０月１６日㈫／勝山・大嵐地区会場
勝山保育所

会場

会場

駐車場

勝山ふれあいセンター
駐車場

足和田出張所

会場
自由広場
河口支所

神社

詰所

１０月１８日㈭／河口地区会場

１０月２３日㈫／船津東地区会場
まえふじ
R137

会場
鐘突堂グラウンド駐車場

鐘突堂
グラウンド

至 大石方面
吉田方面

受付時間

８時３０分〜１１時３０分までに持ち込んでください。

小型廃家電（９４品目）の受け入れは、船津のリサイクルセンター、河口のリユースセンターで随時実施して
おりますので、併せてご利用ください。

表紙の説明

〜
「文部科学大臣杯日本カヌースプリントジュニア選手権大会」〜

写真は、男子Ｃ−４（カナディアンカヌー4人乗り）200メートル決勝の山梨選抜（仲田、佐藤、三浦、渡辺選手）のス
タート前の一コマです。
（3位入賞）これから始まる競技に静かに向かう後姿が、とても頼もしい感じに写っている様子
です。この大会は、カヌースプリントジュニアの全国大会のひとつとして毎年、精進湖で開催されています。中高校生約
３８０名が出場し、熱戦を繰り広げました。
町からも多くの選手が参加し、男子カナディアン
シングル２００メートルで仲田翼選手が2位に、女
子カヤックシングル２００メートルで都築千空姫選
手が3位に入るなど山梨県選抜チームが全国の強
豪を相手に大健闘しました。みなさんもカヌースプ
リント競技をぜひ知っていいただきたいです。
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「トライアスロン教室」開催
トライアスロン教室参加者を募集します
■講

師

山梨県トライアスロン連合
（プロトライアスリート）
■日 時 9月24日（月・祝日）
12時45分開会式（12時15分受付開始）
16時ごろ解散
■集合場所 富士河口湖町民体育館
■開催場所
スイム…富士河口湖町民プール
バイク（自転車）…富士河口湖町民体育館北側駐車場
ラン…富士河口湖町民運動場
（※雨天時 富士河口湖町民体育館）
■定 員 30名（町内の小中高生なら誰でも可。
ただし、
クロールで25ｍ以上泳ぐことができる事、引
率者・保護者がいる事）
■持ち物 水着、スイミングキャップ、ゴーグル、自転車
（どのような自転車でも可、数台用意あり）、ラ
ンニングできる服装、飲料、タオル、着替え、
体育館履き
■申込期限 9月18日（火）まで ※定員になり次第締切
●申込・問合先 富士河口湖町「スポーツキャンプ地」
誘致委員会事務局（政策企画課内）
℡72-1129

富士河口湖町競争入札
参加資格定期審査を実施します
富士河口湖町が行う競争入札における参加資格の審査
は、
山梨県市町村総合事務組合（以下「組合」
といいます。）
において共同処理を実施しています。
今回、ご案内する定期審査は、平成31年度・32年度分に
おける「建設工事」「測量・建設コンサルタント等」「物品
製造・役務提供等」の各職種における競争入札に参加す
るための資格審査です。
申請受付期間は、平成30年10月22日（月）から11月16
日（金）までです。
詳しくは、組合ホームページ
「http://www.ysc-yamanashi.or.jp/」をご覧ください。
インターネット環境をお持ちでない方は、組合までご連
絡ください。
●問合先 山梨県市町村総合事務組合 業務課
甲府市蓬沢1-15-35山梨県自治会館2階
℡055-268-3446

児童手当受給者の方へ
10月は児童手当の支給月です

＊支給日 10月10日（水）
支給額の内容については、平成30年6月から平成30年9月
の4ヶ月分です。

●支給額
児童の年齢

児童手当の額（1人当たり月額）

3歳未満

一律

15,000円

3歳以上
小学校修了前

10,000円（第3子以降は15,000円）

中学生

一律

10,000円

＊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
児童手当法では、児童手当を受給している方は毎年6月
中に現況届を提出していただくことが決められています。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、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。この届の提出がないと、6月以降の手当が受けられ
なくなります。
まだ提出されていない方は、10月の振り込みができませ
んので至急提出してください。
●問合先 子育て支援課 ℡72-1174

「慢性腎臓病（ＣＫＤ）」、
ご存じですか？

ー慢性腎臓病講演会開催のお知らせー

たんぱく尿が出たり、腎機能の低下が3ヶ月以上続いて
いる状態のことを慢性腎臓病と言います。放置すると透析
や腎移植が必要となることもあります。
自覚症状が少なく、定
期的な健康診断による早期発見が大切になります。
町では9月14日（金）14：00〜16：00（受付13：40）に慢
性腎臓病講演会が行われます。参加料無料で誰でも参加
できます。お気軽にご参加ください。
■講 師 山梨赤十字病院 腎臓内科医
加藤謙一先生、
町栄養士、保健師
■内 容 ・腎臓の働き ・慢性腎臓病はどんな病気？
・予防と治療について ・「今日からできる」
減塩方法について ・塩分測定（希望者のみ）
※お申込みについては、健康増進課 成人担当保健師まで
ご連絡ください。
●申込・問合先 健康増進課 ℡72-6037

献血のお知らせ

〜あなたのやさしさわけてください〜

■日

時

9月28日（金）
9時30分〜12時、 13時〜15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）
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※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。
●問合先 健康増進課 ℡72-6037

女性の健康づくりイベントを
開催します
「あなたと大切な人の未来のために、
乳がん検診を受けましょう」

女性の健康づくりイベントをおこないます。当日は、乳が
ん検診をはじめ、各種健康測定・健康相談・お子さんの託
児コーナーがあります。是非、この機会に乳がん検診をご
利用ください。
■日 時 10月6日（土） 13時30分〜15時30分
■場 所 富士河口湖町勝山ふれあいセンター
■対象者 富士河口湖町民の方
（託児：就園前のお子さん）
■乳がん車検診（事前予約になります）
30歳以上の女性が対象です。妊娠中や授乳中はできま
せん。
◎検診内容
「乳腺エコー検査」
30歳代の女性及び40歳以上の和暦奇数年生まれの女性
「マンモグラフィ検査」
40歳以上の和暦偶数年生まれの女性
（例：昭和50年、48年生まれ）
◎自己負担金 500円
※無料クーポン券が利用できます。
●申込・問合先 健康増進課 ℡72-6037

65歳からの健康づくり講座
iPad（アイパッド）で脳トレ
指先を使って頭の体操
元気でいきいき楽しみながらチャレンジ！！
初めての方も大丈夫！

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

①わくわく脳若トレーニング
■期

日

10月4、9、18、25日
11月1、8、15、22、29日、12月6、13、20日
全12回
毎週木曜日
（10月9日のみ火曜日に行います。）
■時 間 14：00〜15：30
■場 所 富士河口湖町役場 1階 研修室
■定 員 20名
■講 師 システムインナカゴミ 丸山智子先生
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②いきいき脳トレ教室

■期

日

10月15、22、29日、11月5、12、19日
全6回 毎週月曜日
■時 間 14：00〜15：30
■場 所 上九一色コミュニティセンター
■定 員 20名
■講 師 システムインナカゴミ 丸山智子 先生
●申込・問合先 健康増進課 ℡72-6037

「緑の募金」へのご協力をお願いします
山梨県緑化推進機構では、
「緑の募金運動期間（9月1
日から10月31日）」とし、募金への協力を呼びかけておりま
す。
皆様の善意で集まった「緑の募金」は、森林の整備・緑化
の推進活動等に使われます。
今年も各自治会長・区長さんを通じて協力をお願いしま
すので、皆様の温かいご支援をお願いします。
●問合先 農林課 ℡72-1115

「富士河口湖町水道事業経営戦略」
を策定しました
水道課では、町民の約75％の人口が居住する船津・小立
・勝山地区の水道を供給する富士河口湖町水道事業が、
地域の発展を支えながら安全でおいしく、また災害にも強
い水道を永続的に提供するための今後10年間の運営ビジ
ョンを経営戦略として策定し、町ホームページに公表して
います。ご覧になる際は、以下のURLから、または町ホー
ムページ 新着情報 からお開きください。
http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/upload/ﬁle/
suidou/h30senryaku1.pdf
●問合先 水道課 ℡72-1620

学校給食調理員(臨時職員)募集
町立船津小学校給食調理員として勤務していただける
方を募集します。
■給食調理員（臨時職員）１名
（要件）心身ともに健康で勤務可能な方
（内容）学校給食調理全般
（採用期間）任用決定日〜（※6ヶ月更新）
（勤務）原則、平日の7時45分〜16時30分
（夏季･冬季･学期末休業中は勤務なし）
（待遇）町規定の臨時職員基準額
(日給6,780円、賞与あり)、社会保険加入
（選考）履歴書と面接により決定します。
■提出書類 履歴書
■募集受付 随時
●問合先 学校教育課 ℡72‐6052

富士河口湖町第15回文化祭
出展作品大募集
開催期間

受付及び締切

■文芸の部

10月5日（金）13時から16時までに「富士河
口湖町中央公民館」へ
■その他の部門 10月23日
（火）13時から16時30分までに
勝山ふれあいセンターへ搬入してください。

11月1日(木)〜11月3日(土・祝)

部門：募集内容等

■美術の部

題は自由、一人1点、10号以内
（額装に限る）
■写真の部 題は自由、一人1点、四つ切以上全紙まで
■文芸の部 題は自由、
短歌・俳句・川柳は一人2首（句）
以内
随筆・詩は原稿用紙2枚程度で一人1篇
■書道の部 書体は自由、一人1点、半切以下、表装又は
仮巻きのこと
■手芸の部 ローケツ染め、刺繍、編み物、リボンフラワ
ー、粘土、木目込人形、パッチワーク等、
一人1点
■工芸の部 陶芸、木彫、竹細工等の工芸、染色等
一人1点
■拓本・写経の部 題は自由、一人1点
■華道の部 生花、投入花、盛花、一人1点
■芸能の部 芸能一般
園児・児童・生徒部門（学校・保育所等を通じて募集します）

■美術の部

題は自由、8つ切、縦横自由、画材自由、
（小中学生は額縁なし、平面に限る）
■書道の部 児童は楷書、中学生は行書、一人1点、半紙
縦書き、
作品に学校名、
学年、
氏名を記入、
学校等を通じて依頼（手本は後日配付予定）

お知らせ

11月3日「文化の日」は、勝山ふれあいセンター前でうど
ん、もろこしだんご、ポップコーン等を販売しますのでご利
用ください。
●問合先 文化振興局 ℡72-5588

平成30年住宅・土地統計調査を
実施します
総務省統計局では、10月1日現在で住宅・土地統計調査
を実施します。
この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査
で、全国約370万世帯の方々を対象とした大規模な調査で
す。富士河口湖町内では計38調査区にて調査を行います。
調査員証を携帯した調査員が訪問した際には、調査への
ご協力をお願いします。なお、回答はスマートフォンなどを
利用した便利なインターネット回答又は紙の調査票（郵送
提出可）での回答をお願いします。
●問合先 政策企画課 ℡72-1129

10月号広報 10月4日㊍ 配布予定
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
℡７２-１１２９

が

8 に

エントリーしました！！
Ⓡ

ゆるキャラ グランプリとは・・・

投票期間

全国のゆるキャラの中から投票でグランプリを決めるイベント。

平成30年 11月9日㈮ 18時まで

ゆるキャラ® グランプリの投票は、パソコンやスマホ等から

ＩＤ登録していただくと簡単にできます！
ＩＤ登録後は、１日１票投票することができます！

ゆるキャラグランプリ２０１8

投票期間限定です！

で検索するか、左のQRコードを読み取ろう♪

富士河口湖町役場

みんなの応援
待ってるぴょん!

ゆるキャラ ® グランプリでふじぴょん
へ投票していただける企業・団体の
みなさまのところへ直接ふじぴょん
がPRに行きます！

まずは、

●問合わせ先

を
呼んでみませんか？

ふじぴょんの予定もありますので、まずは
下記の問合せ先へご相談ください！

政策企画課 政策調整係

電話 ０５５５−７２−１１２９

2018年 9月号
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就学時健康診断のお知らせ
教育委員会では、平成３１年４月１日に小学校に入学する児童を対象とした就学時健康
診断を次のとおり実施します。

＜対象となる児童＞ 平成２４年４月２日から平成２５年４月１日の間に生まれた児童
＜日

時＞

平成30年１０月１６日㈫

健診開始 午後１時３０分
受

入学予定の小学校

付

時

間

平成30年１０月１７日㈬

受

入学予定の小学校

船津小学校（女子） 午後１時１５分〜午後１時３０分

小立小 学 校

船津小学校（男子） 午後１時３０分〜午後１時４５分

勝山小学校

大石小学校

河口小 学 校

大嵐小学校

健診開始 午後１時３０分

午後１時４５分〜午後２時００分

付

時

間

午後１時１５分〜午後１時４０分
午後１時４０分〜午後２時００分

西浜 小 学 校

富士豊茂小学校

＜場

所＞

中央公民館

＜当日持参するもの＞ ●小学校入学通知書 ●母子手帳 ●印鑑 ●保健調査票 ●健康診断票
対象児童には、１０月上旬までに書類等（入学通知書・保健調査票・健康診断票）を郵送します。健診日に都合が
悪い・その他就学についてのご相談は、教育委員会学校教育課（７２−６０５２）までご連絡ください。

特定外来植物 の

駆除ご協力のお願い
河口湖畔周辺には、きれいですが環境に多大な影響を及ぼす特定外来植物（写真参照）が多く生えています。
最近では、放牧地や農地にも侵入し莫大な被害を生じさせています。既に町内の一部農地にも転移し、繁茂し始めており、
「見かけたら、抜く」を意識していただき、早期の段階で駆除できるように日頃から注意し、こまめに駆除していただきますよう
お願いします。花にスズメバチが多く訪花する傾向にあり、駆除作業の際には、十分注意してください。
みなさまのご協力をお願いいたします。

富士河口湖町内でよく見かける特定外来生物（植物）

オオキンケイギク（富士山クラブ提供）

オオブタクサ

セイタカアワダチソウ

ナガミヒナゲシ

ビロードモウズイカ

アレチウリ

オオハンゴウソウ

トウゴマ（ヒマ）

これらは全て、駆除すべき特定外来生物です。
「問合先」富士河口湖町
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環境課

℡0555-72-3169

男女共同参画推進委員会だより

ふじサンサン

地域防災リーダー養成講座に参加して
７月２７日 勝山ふれあいセンターで富士東部地域防災
リーダー養成講座「被災地の実情を踏まえた備えについ
て
（自助･共助）」が開催され参加しました。講師は、
「NPO
法人 災害・防災ボランティア未来会」代表 山下博史氏で
した。未来会は、雲仙普賢岳噴火、阪神淡路大震災、東海
豪雨などで支援活動を行った経験を通し、平成１３年に
災害・防災ボランティアとして設立されたそうです。全国各
地で地震や水害が発生した際、支援活動を行い、平時は
教訓等を活かし、各種講師、訓練指導をされています。支
援活動でまず大事なことは、支援物資輸送等のための道
路を開放することだそうです。今回この講座に参加したこ
とにより、過去の災害からの教訓や日常からの心構えの大
切さを学びあらためて防災について考える機会になりまし
た。
講座の内容を少しお話しますと、
「災害から命を守る３

ヶ条」として、

●あまく見ない・・・正常化の偏見。

危険が迫っていても無視する。または、その事実を

認めない心理「どうせたいしたことはない」
「自分は
大丈夫だろう」と思う危険な判断。
●正しく学ぶ・・・災害の特性と対処法。

台風接近予報がでたら、家の周辺を確認する。気象

情報に注意し、
いつでも避難できるように準備する。

渡辺 美実

●つながる・・・地域や職場、学校などの連携。

隣近所や高齢者の世帯など日頃から連携を深めて

おくと、より早く対応

できるようになる。

人間は、
「３日で飽き、
３月で冷め、３年で忘れ
る」との話がありました。
「天災は忘れた頃にやっ
てくる」との言葉もありま
す。地震、台風の雨や風による災害は、その被害の恐ろし
さを忘れた頃に再びやってきます。日頃からの備え、防災
訓練、防災教育がとても大事だと思いました。また、防災
訓練等も
「これで大丈夫」ではなく、
「 繰り返す」
「 見直す」
ことが大切で、想定を超える災害がありうる前提で実施
することが重要であるとの話しもありました。避難経路は、
近道だけでなく、安全でなければ意味がありません。安
全な経路で安全な場所に早く避難することが大切です。
今すぐ出来ることは、すぐ行動。家具の固定をすること
により、けがを防げます。非常持ち出し品の準備は、それ
ぞれの家庭によって必要な物は違います。持病がある方、
高齢者や乳幼児がいる家庭などそれぞれです。まずは、
出来ることから始めることが備えの一歩だと思います。
日頃から防災への意識を高め、落ち着いて正しく判断し
行動出来るようにしていきたいものです。

〜災害を体験した方のエピソード〜

「一日前プロジェクト」

『車を高台に避難させ、自分はみぞにはまる』
―平成18年梅雨前線による豪雨（平成18年7月）―（諏訪市30代 女性）
これは、私の上司の話ですが、上司の家も浸水していたそうなんですが、車を
安全な高台に動かそうということで、持っていった帰りに、本人がみぞにはまって
しまったらしいんです。180センチぐらいある背の高い方ですが、背伸びをしてやっと顔が出るくらいの深さだったようで、
本人も「おお、セーフ」と思って、水から上がってうちに帰ったそうなんです。
上司は、泥だらけになって奥さんに怒られたといっていましたが、流されていたら九死に一生レベルの話ですよね。
水がついたときには、引けるまでは出ないほうがいい。ふだん通っているところでも、危険な落とし穴がいっぱいあるの
で、必ず2メートルぐらいの棒を持って、探りながら歩かないといけませんね。
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

2018年 9月号
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県などからのお知らせ
平成30年度県民の日
富士吉田会場イベントのお知らせ
■日 時 10月6日（土）9時30分〜15時
■場 所 山梨県立富士北麓駐車場
■内 容 オープニングセレモニー、市町村の特産品販
売、屋台、東京オリンピック・パラリンピック
コーナー、文化活動の発表
●問合先 山梨県 県民生活・男女参画課
℡055-223-1350

一日合同行政相談所お知らせ

全国一斉！ 法務局休日相談所及び
相続セミナーのお知らせ
■場

所

■日

時

甲府合同庁舎2階会議室
甲府市丸の内1-1-18
10月7日（日）10時から15時

（予約制）
「法務局休日相談所」

■内

容

土地建物の登記、会社の登記、土地の境界問
題、遺言、
いじめなどの人権問題に関する相談
■相談員 公証人、司法書士、土地家屋調査士、
法務局職員
■相 談 無料（予約制）

国や県、市などの担当者が相談をお受けします。
「相続セミナー」
（予約制）
■日 時 9月13日（木）
＜午前の部＞ 10時〜11時30分
10時30分〜15時（受付時間）
ー円満解決の秘訣ー」
「登記における遺産分割と相続手続
■場 所 ぴゅあ富士（都留市中央3-9-3）
講
師
司法書士
■内 容 国民生活にかかわる登記、年金、道路などの
相談に、国や県、市の担当者がお応えするほ
＜午後の部＞ 13時〜14時30分
か、弁護士や司法書士、行政書士、税理士、土
「遺言のすすめ ーいざというときに困らないためにー」
地家屋調査士、社会保険労務士なども参加し
講 師 公証人
ます。相談は、無料で、秘密は守られます。事
前の予約は不要です。お気軽にご利用くださ
●問合先 甲府地方法務局総務課 ℡055-252-7151
い。
■参加予定機関
甲府地方法務局、大月年金事務所、山梨県県民生活セ
「法の日」週間行事「家庭裁判所ツアー
ンター、都留市、山梨県行政書士会、山梨県弁護士会、
〜少年審判を通じて
山梨県司法書士会、東京地方税理士会山梨県会、山梨
家庭裁判所の仕事を知ろう！〜」
県土地家屋調査士会、山梨県社会保険労務士会、山梨
行政相談委員協議会、山梨行政監視行政相談センター
■日 時 10月29日（月）
計12機関
15時15分〜16時45分
●問合先 総務省行政相談センター きくみみ山梨
（受付14時45分受付開始）
℡0570-090110
■場 所 甲府地方・家庭裁判所（甲府市中央1-10-7）
■対 象 山梨県の高校生、短大生、専門学校生、大学
移動県民相談会のお知らせ
生及び大学院生
■募集人数 約30名（先着順、参加費無料）
山梨県県民生活センターでは、富士吉田市消費生活セ
■内 容 少年審判の説明、裁判所書記官及び家庭裁
ンターと共催で相談員の出張相談会を開催します。事前
判所調査官の職種説明、庁舎内見学、質疑応答
の予約は不要ですので、直接会場にお越しください。
■申込期間 9月18日（火）〜10月5日（金）まで
また、当日は、消費生活相談に関するパネル展示や啓
■受付時間 月曜日〜金曜日（土日祝日を除く）
発物品の配布を予定しております。相談のない方も、ぜひ
8時30分〜17時
お越しください。
ただし、定員に達し次第、受付終了
■開催日 9月20日（木）
■申込方法 電話による申込み
■場 所 河口湖ショッピングセンターBELL
●問合先 甲府地方裁判所事務局総務課庶務係
（富士河口湖町船津2986）
℡055-235-1133
■相談時間 10時〜15時
■相談内容 消費生活相談、法律相談（家族・近隣、相
富士・東部保健福祉事務所から
続、金銭賃借、土地・住宅）、交通事故相談
■相談方法 面談による相談（※予約不要）
「富士・東部地域看護職員就業相談会を開催します」
■相談料 無料
●問合先 山梨県県民生活センター
「富士・東部地域看護職員就業相談会を開催します」
℡055-223-1571
保健所では、管内8病院、訪問看護ステーション、山梨県
富士吉田市産業観光部商工振興課
看護協会ナースセンターとの共催で看護職員就業相談会
℡ 0555-22-1111（代表）
を開催します。
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県などからのお知らせ
■日 時 9月28日（金）10時〜14時
■場 所 いきいきプラザ都留3階
（住所：都留市下谷2516-1）
結婚、出産、育児、介護等によって職場を離れている看
護職の免許をお持ちの皆さん、復職を考えてみませんか。
最近は、院内保育室の整備や育児短時間制度、夜勤免
除等の就業時間の工夫を行い、看護職員が働きやすい環
境を整えている医療機関が増えています。また、離職して
からの期間が長く、病院における最新の看護業務に不安
を抱いている方への、病院内での実務研修や職場復帰の
ための相談を行うことができるよう体制が整備されてい
ます。
自分に合った職場を選択するきっかけとして、この機会
にぜひ、気軽に相談してみませんか。※個人情報は厳守し
ます。
●問合先 富士・東部保健福祉事務所 健康支援課
℡0555-24-9034

「9月20〜26日は「動物愛護週間」です！」

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。
飼っている犬や猫に首輪・迷子札は付いてますか？迷
子になってしまったら、すぐに保健所・市町村・警察署に
ご連絡ください。

【動物愛護デー】

■日 時 9月23日（日）10時〜15時
■場 所 昭和町総合体育館（昭和町押越1001）
■内 容 犬猫の飼い方・しつけ相談、動物クイズ、
乗馬体験等
●問合先 富士・東部保健福祉事務所 衛生課
℡0555-24-9033

農作業安全推進運動のお知らせ
農作業が忙しくなる中で、心配されるのは作業中の事
故です。農繁期を迎え、高齢者を中心に農作業事故が多
くなります。
山梨県では、乗用草刈り機や昇降機などの農業用機械
と木の枝に挟まれる事故や脚立などの高所作業台からの
転落事故が多くなっています。
「農作業は焦らず、急がず、慎重に」を合言葉に、農作
業中の事故に十分注意してください。
●問合先 山梨県農政部農業技術課
普及教育・資金担当
℡：055-223-1616

野生きのこの流通、販売に係る
御協力のお願い
富士吉田市、鳴沢村、富士河口湖町の３市町村で採取
された野生きのこからは、食品衛生法で定められた基準
値（100ベクレル/㎏）を超える放射性物質が検出されて
おります。

本年も野生きのこの採取シーズンを迎えますが、富士
吉田市、鳴沢村及び富士河口湖町内で発生した野生きの
こについては、採取、出荷及び摂取を控えて頂くようお願
いします。
野生きのこを販売される方は、富士吉田市、鳴沢村及
び富士河口湖町内で採取された野生きのこを取り扱わな
いようお願いします。
また、上記の3つの市町村以外で採取された野生きの
こについては、産地の市町村名を表示した上で販売し、入
荷先等の記録を保存して頂くよう御協力をお願いします。
なお、出荷制限等に係る損害賠償請求については、東
京電力（株）福島原子力補償相談室〔電話：0120-926404〕へお問い合わせください。
●問合先（平日：8時30分〜17時15分）
山梨県森林環境部 林業振興課
℡055-223-1652
富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課
℡0554-45-7812

山梨県シルバー人材センター連合会から
◎農園管理講習会

（チェーンソー作業従事者・刈払機取扱作業者の資格取得）
■日 程 10月3，4，5日 9時〜17時
■会 場 富士吉田市立青少年センター・赤い屋根
■受講料 無料
■定 員 15名（書類選考により決定します）
■締切日 9月5日
■要 件 シルバー就業を希望する60歳以上の方
（事前にシルバーセンターに登録が必要となり
ます）
●問合先 山梨県シルバー人材センター連合会
℡055-228-8383

「健康づくり」川柳募集
山梨県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医
療制度への関心を高めるため、川柳作品を募集します。
受賞作品は、広域連合が発行する印刷物等で広く活用さ
せていただきます。
■テーマ 「日頃心掛けている健康づくり・健康法」
■応募資格 山梨県後期高齢者医療広域連合の被保険者
■応募期間 9月1日(土)〜10月31日(水)必着
■応募方法
川柳作品とペンネーム、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人2点まで
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
kouho@yamanashi-iryoukouiki.jp
■表彰内容 広域連合長賞
（賞品：山梨県特産品5千円相当）等
詳細は広域連合のホームページをご覧ください。
http://www.yamanashi-iryoukouiki.jp/
●問合先 山梨県後期高齢者医療広域連合
℡055-236-5671
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県などからのお知らせ
あなたのイチオシ富士山を教えてください！

富士山モ〜ルフォトコンテスト開催中！
富士山と富士五湖を楽しむポータルサイト『富士山モ
〜ル』ではフォトコンテストを開催しております。
富士北麓地域（富士吉田市・富士河口湖町・西桂町・鳴
沢村・忍野村・山中湖村）で撮った富士山の写真を募集し
ております。また、賞品も多数ご用意しておりますので皆
様のご応募お待ちしております。
■応募期間 7月1日（日）〜9月30日(日)
■応募方法 富士山モ〜ル フォトコンテストサイト応募
フォームで応募
コンテストサイトへはこちらから
http://223mall.com/contest.html
■応募資格

プロ・アマ不問 どなたでも
応募いただけます。

【平成30年度フォトコンテスト】

★最優秀賞・・・・・1点 賞状・賞金3万円
副賞 ハイランドリゾート ホテル＆スパペア宿泊券
（提供元：富士急行株式会社）
★優秀賞・・・・・・2点 賞状・賞金1万円
副賞 富士急ハイランドペアフリーパス券
（提供元：富士急行株式会社） 他17点
※今回入賞された作品等で卓上カレンダーを作成して販
売する予定です。
●問合せ先 富士山モ〜ル運営協議会
事務局 富士吉田市 まちづくり戦略課
℡0555-22-1111（内線232）

山梨県富士山科学研究所から
「森のガイドウォーク」
■日

時

■場 所
■対 象
■内 容

■参加費
■定 員
●問合先

9月8、9、15〜17日、22〜24、29、30日
①10時〜 ②11時〜 ③13時〜 ④14時〜
⑤15時〜 （1回50分程度）
山梨県富士山科学研究所 本館1階ホール
どなたでも
いろいろな経験をつんだガイドが交代で研究
所の周りの自然を案内してくれます。何回参
加していただいても異なるガイドにて楽しめ
る内容になっています。１周３００ｍの整備さ
れた木道を歩くので車イスやベビーカーでも
参加できます。
無料
なし 事前申込不要（10名以上の場合要予約）
山梨県富士山科学研究所
℡72-6203（教育・情報担当）

「富士山科学講座応用編(1)」

■日 時 9月8日(土) 13時30分〜16時
■場 所 山梨県富士山科学研究所 本館1階ホール
■対 象 高校生以上
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■内

容

「水との共生」をテーマに当研究所の研究員
が講演を行います。その後には質疑応答の時
間を設定しています。

■講 師
演題「富士五湖の環境をめぐる諸問題」
山本真也 当研究所火山防災研究部
｢安心して水を利用するための決まりごと｣
長谷川達也 当研究所環境共生研究部
■参加費 無料
■定 員 約120名 （事前申込不要）
●問合先 山梨県富士山科学研究所
℡72-6206（広報交流担当）

「もりのおはなしかい」
■日

時

■場

所

■対

象

■内

容

■参加費
●問合先

9月9日（日）①10時〜 ②14時〜
（1回40分程度）
山梨県富士山科学研究所 本館1階ホール、
屋外
幼児〜小学校低学年
（対象年齢以外も参加可能）
季節の自然をテーマにした絵本や紙芝居を使
った読み聞かせなどをします。開始30分前か
ら折り紙教室も行っています。
無料
山梨県富士山科学研究所
℡72-6203（教育・情報担当）

生物多様性ハカセになろう！
「夜の忍者コウモリ観察」
■日 時 9月15日（土）16時〜18時30分
■場 所 環境省生物多様性センター
（富士吉田市上吉田剣丸尾5597-1）
■対 象 小学生以上ならどなたでも参加可・大人の方
のみの参加歓迎（ただし、小学生は保護者の
同伴参加が必要です。）
■参加費 無料
■定 員 50名（お申込み先着順となります。）
■内 容 夜の闇を自由に飛び回るコウモリのヒミツを
解き明かそう。昨年大好
評だった「コウモリ観察」
を今年も開催します。野
生 動 物写 真家のレクチ
ャーを受けながらコウモ
リの超音 波 が 聞こえる
特殊な装置を使って飛んでいる様子を観察し
たり、コウモリの不思議な生き方について楽し
いお話が聞けます。
■申込み 参加者氏名（全員）、代表者電話番号をご連
絡ください。
●申込・問合先
環境省生物多様性センター業務受託者
NPO法人ホールアース研究所
℡0544-66-0790 Fax0544-67-0567
メール tayousei@wens.gr.jp

9月9日は「救急の日」

〜救急医療の適正利用をお願いします〜
9月9日(日)から15日(土)までは「救急医療週間」です。
◎救急車の不適正利用について
救急医療の利用について、急でない傷病での利用や救急車をタクシー代わりに利用するなど
不適正な利用が問題になっています。富士五湖消防本部では、管内における救急車の搬送件数
のうち、半数以上が軽症者でした。不適正な利用が多いと、本来救急対応が必要な患者への診
療が遅れてしまい、助かる命を助けることができない可能性があります。

◎「コンビニ受診」をやめましょう
「コンビニ受診」と呼ばれる、比較的軽い症状の患者さんが安易に夜間や休日の救急外来を利用する現象が問題と
なっています。医師の負担も増加し、県内では救急外来を取りやめた医療機関も出ています。

◎救急医療を必要とする人のために
１．昼間の診療時間内に受診しましょう
２．かかりつけ医を持ちましょう
３．本当に必要なときに、救急車や救急医療機関を利用するようにしましょう。

救急車を必要とする人がいます!
重症・死亡

軽症者

中等症

救急車の出動件数が増加しており、
その内の半数以上は軽症者 でした。

このままでは、

助かる 命 を
助けることができません!

H29 救急車出動件数
(富士五湖消防)

次のような心がけをお願いします。
ケガや病気になったら…
軽い症状

重い症状
救急病院まで自分で
※家族の送迎、タクシー
行くことができる※ か?
の利用なども含む

かかりつけ医がいるか?
いる

いない

かかりつけ医に

行ける

どこに行けばいいのか
わからない

相談する

普段から気軽に健康状態を
相談できる関係が大切

行けない

直接119番!
救急車を正しく
利用しましょう!

山梨県救急医療情報センターなどに電話しましょう!
連絡先

山梨県救急医療情報センター
富士五湖消防本部

☎0555-224-4199
☎0555-23-4444

富士・東部保健福祉事務所・富士河口湖町
2018年 9月号
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みなさんのやる気を応援します!
みなさんのやる気を応援します!
平成30年度

富士河口湖町

世界遺産富士山講座

富士山 〜世界遺産登録５周年・未来につなぐ富士の文化〜
第６回「戦国領主の富士信仰」〜「冨士御室浅間神社文書」に込められた領主の想い〜
戦国乱世の時代、諸国の領主は領地の拡大、天下統一への野望を抱き軍略を画策しました。甲斐国の領主として名
高い武田氏も周辺諸国や国内勢力と激しくにらみ合い、戦略を練り続けました。甲斐国の領主にとって自国にそびえ
る富士山は尊い存在であり、戦勝祈願などのため信仰をよせてきました。その信仰の姿を「冨士御室浅間神社文書」
（県指定有形文化財）から読み取ることができます。戦国領主の富士信仰について、同文書の内容から迫りたいと思
います。
●日

時：平成30年 9月19日（水曜日） 午後７時〜午後９時

●講

師：杉本悠樹（文化財係学芸員）

●定

員：40名

●参加費用：無

●会

場：富士河口湖町中央公民館

２階

視聴覚室

料（申込み不要・どなたでも参加できます）

※内容、会場（部屋）は都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

足和田公民館事業

中央公民館ロビー展示

奥寿美子氏

作品展

つまみ細工と木目込み人形
（勝山地区在住）

9月4日㈫から27日㈭午前まで
休館日 日曜・祝日
※土曜日…利用予約がない場合、閉館
詳しくは生涯学習課へ
皆様のお越しをお待ちしております。

●日

時：9月11日㈫

●場

所：足和田出張所

午前10時〜12時
交流センター

●参加費：500円
●申込み：9月７日㈮までに足和田出張所（82-2311）へ

小立地区公民館まつり
小立地区公民館事業

保育所・小学校のお友だちの作品や、一般作品、芸能
発表、おまつり広場など盛りだくさん！皆様のご参加お
待ちしております。

日時：9月30日
（日）午前10時〜
場所：小立地区公民館
アーティフィシャルフラワー
とプ リザーブド フラワー を

※駐車場が少ないため乗り合わせ等にご協力ください。

使ったフラワーアレンジ
●日

時：9月26日㈬ 午後7時〜

●場

所：富士河口湖町中央公民館

●参加費：3,500円
●持ち物：マチ付持ち帰り袋
●申込・問合先：9月21日（金）までに生涯学習課へ
小立地区以外の方もご参加できます。
お気軽にお申し込みください

14

広報

2018年 9月号

●日

時：9月26日㈬ 午後2時〜

●場

所：富士河口湖町中央公民館

●対

象：小学生20名

●参加費：500円
●持ち物：マチ付持ち帰り袋
●申込み：9月8日㈯ 10時〜

○問合先

教育委員会

生涯学習課

TEL 0555-72-6053 FAX 0555-73-1358

生の
川邉修作先

やまなし・しごと・ 出張
…………
プラザサテライト 相談

何でも相談

子育てのお悩みを専門家の先生に相談しませんか？

子育てと仕事のお悩みにキャリアコンサルタントが
おこたえします。
お気軽にお越しください。
個別無料相談
●日

時：9月19日㈬

●日

午後1時30分〜4時35分（1回40分）
要申込

午前10時30分〜

●場

※前日までに要予約（窓口：子ども未来創造館）
所：子ども未来創造館

所：中央公民館

●申込・問合先：生涯学習課へ

（1人30分程度）
●場

時：9月22日㈯

個別相談／秘密厳守

詳しくは生涯学習課へ

型地域スポーツクラブ
総合

富士山 富士河口湖町スポーツ推進事業
クラブ

クラブ富士山

９０minマラソン

家族、友人とタスキをつなごう！

11月１１日㈰ 午前10時30分〜
種

目 個人の部…中学生以上

団体の部…小学生以上
参加料

富士河口湖町くぬぎ平サッカー場

１人で90分走り続ける自信のある方

先着２０名

2〜5人でタスキをつなぎ90分支えあえるチーム

先着30チーム

１人７00円

型地域スポーツクラブ
総合

クラブ

申込〆切 10月３１日㈬ 午後５時メール必着

富士山

申込方法 クラブ富士山ホームページに掲載いたしますのでご覧ください。

総合型地域スポーツクラブ

クラブ富士山

http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp
TEL 0555-72-4772

教育センターだより
とても暑い日が続いた夏休みも終わり，２学期が始まりました。
９月は，小学校は運動会，中学校は学園祭と，大きな行事があります。
子ども達は，行事を成功させようと目いっぱい頑張ります。行事をとお
して，精神的成長も著しいものがあります。是非，活躍の大小ではなく，
お子さんが生き生きとしている姿を見てあげてください。そして，親子
ともども成長を喜び合いたいものです。
しかし，ともすると大きな行事の後は，やる気が出ず，目標を失い，進
むべき道に迷っているような言動がみられることもあります。また，夏
休み明けの生活リズムの切り替えがうまくいかず，登校を渋る様子が
引き続きみられることもあります。
そのようなお子さんの気になる様子に気付いても，どうしたらよいか
分からないとき，一人で悩まないでください。「子どものことで心配が
あります。」とか「親として何をしてあげたらよいのか困っています。」
など教育センターに声をかけてください。

困っていること
悩んでいること
相談してみませんか

教育に関するお悩みは
教育センターへ

月〜金曜 午前9時〜午後4時
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

2018年 9月号
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＜休館日＞

9月9・17・23・24日
☆小学生対象☆

☆乳幼児対象☆

こどみら

あそぼう！こどみん

《早帰りお楽しみ》

就園しているお子さんと、家族の方が一
緒に楽しむイベント！第3回目はお麩を使っ
たクッキング♪簡単で美味しいおやつを作
りましょう！

今回の《早帰りお楽しみ》は、こどみら発
の『大豆の不思議！』勉強をした後はお楽しみ
があるかも♪
学校が終わったらこどみらに来てね。

日

時：９月22日㈯ 10:00〜10:45

参加費：申込み：定員：なし

日

時：9月26日㈬
15:00〜15:30
参加費：申込み：定員：持ち物：なし

持ち物：のみもの

ブラウンベア

ｆunfun 脳トレ２０１８❹

ブラウン ベア

英語であそぼう with B

今年度４回目になりました♪みんなぞくぞ
くとメダルを獲得してます！お友達と一緒に、
または1人でも。自由に参加して頭をやわら
かく鍛えましょう!
日 時：9月29日㈯ 1３:００〜１５:００
参加費：申込み：定員：持ち物：なし

日

時：９月11日㈫ （毎月第2火曜日）
10：30〜11：00
場 所：プレイルーム
参加費：申込み：定員：持ち物：なし

☆どなたでも☆

町民の方から寄贈された、木製のプラ
レールを自由に使って遊べます！

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

時：9月16日㈰ 10:00〜12:00

△つみ木パーク△

テーマ：「子どものしつけ」
日 時：10月２日㈫ 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

３種類の小さなつみ木を使って、大きな
作品を作りませんか?
日

時：9月16日㈰ 13:00〜15:00

平成30年

日
9/9

9月9日〜10月6日の予定表

月

火

10

11

休館日

ブラウンベア
つどいの広場
リトミック
PM母学
キッズ＆ママビクス
キラキラビクス
ク富バレエ

16

17

AMプラレール
ＰＭつみ木

23

18

PM母学

休館日
24

25

水
12

栄
つどいの広場○

13

10/1

つどいの広場

19

2

リトミック
キッズ＆ママビクス
ク富バレエ

16
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つどいの広場

20

21

子 マムベビー
つどいの広場○
(からだの日)
育児学級
ジョブカフェ

ワイワイくらぶ

26

28

27

ふれあい教室B

ぷち相談会

14

土
15

3

子
つどいの広場○
（読み聞かせの日）

ふれあい教室B
(野鳥の森)

4

つどいの広場

22

あそぼう！
こどみん

ク富ズンバ

29

つどいの広場
funfunくらぶ
(お誕生日会)
(脳トレ)
ふれあい教室B
おもちゃ病院
ク富ズンバ

5

つどいの広場
(PM助産師相談）
ク富ズンバ

日時：毎週月・水・金 9:00〜12:00/13:00〜15:00

※子育て相談・栄養相談・助産師相談・お誕生会
も実施。
（お誕生日の方は、10:30までにいらして
ください。）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：子育て支援課 ☎72−1174
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 10月１0日㊌
親子ストレッチと女性の為のトレーニング
からだの日 9月19日㊌
「○○すると痛くならない!!」をテーマにプチトレーニング
読み聞かせの日 9月26日㊌、10月3日㊌
司書さんおすすめの絵本の紹介

こどみらマムベビー
図書館の司書さんによるわらべうた、絵本の
紹介と講師による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：9月20日㈭ 13：30〜14:30

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

第2・4 日曜日、祝祭日が
お休みになります。

開館時間
月〜金曜日：午前9時〜午後6時

ク富ズンバ

早帰りお楽しみ

30

金

おもちゃ病院

ふれあい教室A

栄
ふれあい教室A つどいの広場○
（読み聞かせの日）

休館日 休館日

木

「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。

○いずれも水曜日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

◎プラレールの日◎
日

B

絵本の世界を飛び出して、体もいっぱい動
かします♫ 楽しく英語を体験しませんか！
☆今年度から、こどみらで活動しています☆

子育て支援課発!! つどいの広場

6

土・日曜日：午前9時〜午後5時

☆12時〜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

生涯学習館
〈開館時間〉平日午前９時３０分〜午後7時／土・日午前９時〜午後5時

毎週月曜日休館／10日㈪〜18日㈫は蔵書点検、23日㈰は祝日、28日㈮は館内整理日のため休館
ブック

読書通帳機が導入されます

BOOK CAFE

生涯学習館では、本に親しむための取
り組みとして、
９月１９日より読書通帳機
を導入いたします。
今回読書通帳は都留信用組合さんの
ご厚意により、
５０００冊を製作しました。
通帳には読んだ本のタイトルや貸出日
などが記録されます。通帳の無料配布対
象は、町内の0〜15歳の子ども達で、町内の保育所、幼稚
園、小学校の子ども達には全員に配布します。9月19日〜
10月31日までを読書通帳サービス開始キャンペーンと
して、希望者には無料配布します。また、16歳以上・町外
者の方は、キャンペーン終了後は、1冊100円となります。

読書通帳の無料配布キャンペーン中の下記日程で、図
書館内でのブックカフェを開催いたします。ご利用の皆様
にコーヒーやお茶などを、無料でご用意いたします。ご来
館お待ちしております。
■日

時： 9月30日㈰・午後2時〜午後5時
10月28日㈰・午後2時〜午後5時
■場 所：第3学習室前

図書館脱出ゲーム

読書通帳機の導入を記念した、セレモニーと富士五湖マジ
ック倶楽部によるマジックショーを行います。どんなマジッ
クが見られるか、お楽しみに！
●日時：9月19日㈬ セレモニー
午前9時30分〜
マジックショー 午前9時45分〜

■日 時：10月8日㈪ 10時〜
■対 象：小学3年生以上
■定 員：20名 （お申し込みは、9月9日㈰ 10時〜）

本を読んでから出かけよう

読書会

■日 時：9月22日㈯ 午後2時〜
■場 所：生涯学習館 学習室１
■課 題：「漁港の肉子ちゃん」 西加奈子 著
※課題本は図書館で用意いたします。

■日

平成30年

時：10月13日㈯ 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：富士河口湖町役場前 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
からお申しみ込ください。
■定 員：20名（定員になり次第締め切り）

小学生までのお子さんが P 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。

月

文学散歩

毎年好評の文学散歩。今年のコースは、軽井沢ゆかりの
作家を掘りおこしつつ、長野県軽井沢町を訪ねます。

1冊の本から見える、いろんなキモチ。

日

P

制限時間内にグループでクイズを解いて図書館から脱
出しよう！図書館の中には、謎を解くためのヒントがいっ
ぱい。脱出できたグループには、プレゼントがあります。

読書通帳機導入セレモニー・マジックショー♡

第139回

カフェ

9月6日〜10月6日の予定表

火

水

木
9/6

金

ママピヨ

10:30〜/11:30〜

土
8

7

エトワールの会 P

13:30〜

(読み聞かせ）

9

10

11

休館日
蔵書点検

16

休館日

17

休館日

蔵書点検

23

休館日

30 BOOK CAFE

14:00〜17:00

分

館

大石・河口
上九一色

休館日

12

蔵書点検

18

蔵書点検

24

休館日
休館日

休館日

13

蔵書点検

19

読書通帳キャンペーン

〜10/31

蔵書点検

20

読書通帳セレモニー
マジックショー

蔵書点検

26

27

ママピヨ

2

3

4

ママピヨ

休館日

ピーカーブー P

10:30〜

10:30〜/11:30〜

15
22

21
28

休館日

休館日
蔵書点検
パパの絵本タイム P
13:30〜 (読み聞かせ）
読書会 14:00〜

29

館内整理日

6

5

(英語読み聞かせ）

各分館の開館日・時間

開館曜日・時間

火・木曜日・午後3時〜6時

10:30〜/11:30〜

休館日
蔵書点検

ママピヨ 10:30〜/11:30〜
上九分館 15:30〜
（読み聞かせ）P
血圧と関連本展示

10:30〜 P
25 うさぎのおやこ
大石分館 16:45〜 P
河口分館 15:50〜 P
（読み聞かせ）

10/1

14

休館日

生涯学習館

TEL 0555-73-1212

FAX 0555-73-1358

問い合わせ

月〜金曜日・午前8時30分〜5時（12時〜1時は閉館）

2018年 9月号
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インフォメーション

i nformation
河口湖スキークラブジュニア部員募集
お子さんと一緒にスキーを楽しみましょう。
河口湖スキークラブでは、ジュニア部員を募集していま
す。興味のある方はお気軽に活動説明会へ参加してくださ
い。体験も、可能です。
■活動説明会 日時 9月13日（木）19時30分から
■場 所 富士河口湖町中央公民館 第1研修室
■ジュニア部員対象者 小学1年生から中学3年生
■活動日 スキーシーズン中の毎週末
●問合先 河口湖スキークラブJr部
℡090-8842-0042（上田）

河口湖商工会からのお知らせ
「消費税軽減税率制度説明会」を開催します。

事業者の方を対象とした、消費税の軽減税率制度に関
する説明会を開催します。多くの事業者の方に関係のある
制度ですので、是非、お越しください。

消費税の軽減税率制度
平成31年10月1日から、
消費税の税率が引上げられ、
軽減税率制度が実施されます。

標準税率:10%
軽減税率: 8%
軽減税率の対象品目は?

飲食料品

(酒税及び外食等を除く)

週2回以上発行される新聞

(定期購読契約に基づくもの)

軽減税率制度に関する情報は

消費税軽減税率制度 をクリック

国税庁
ホームページ

軽減税率制度実施に伴うレジの導入や
電子的受発注システム改修には支援制度があります。詳しくは、

軽減税率対策補助金事務局 http://kzt-hojo.jp/

■説明会開催日程
開催日

開催時間

9月13日(木)

15：00
〜16：30

河口湖商工会館2階研修室
富士河口湖船津2088-2

10月 5日(金)

13：30
〜15：00

大月税務署 ３階会議室
大月市御太刀2-8-10
大月地方合同庁舎

10月12日(金)

13：30
〜15：00

ぴゅあ富士 ３階大研修室
都留市中央3-9-3

10月19日(金)

10：00
〜11：30

富士吉田商工会議所
２階大会議室
富士吉田市下吉田7-27-29

●問合先

18
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河口湖商工会

開催場所

℡72-1122

2018年 9月号

記帳専任職員募集しています
■受験資格
①学校教育法に基づく高等学校以上を卒業した者
又は、平成３１年３月までに卒業見込みの者
②簿記検定試験３級以上の資格保有者
（採用予定日までに取得見込者を含む）
③自動車運転免許取得者
（採用予定日までに取得見込者を含む）
④パソコン（ワード・エクセル）操作技能を保有する者
（使える者）
■採用人員 若干名
■採用予定日 平成31年4月1日
■募集期間 9月3日（月）から9月28日（金）
■試 験 書類選考
（書類選考により1次試験受験者を決定）
1次試験 10月20日(土)
（一般教養・職場適応性検査）
■給与・待遇等 商工会統一規程による
●問合先 山梨県商工会連合会 総務課
℡055-235-2115
http://www.shokokai-yamanashi.or.jp

（詳細は、本会ホームページに掲載されています。）

お子さまの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！
高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を対象
とした公的な融資制度です。お気軽にご相談ください。
■融資額 お子さま1人あたり350万円以内
■金 利 年1.76％ 固定金利
※「母子家庭」、
「父子家庭」、
「世帯年収200万円（所
得122万円）以内の方」または「子ども3人以上の世帯
かつ世帯年収500万円（所得346万円）以内の方」は
年1.36％（平成30年6月5日現在）
■返済期間 15年以内
※「交通遺児家庭」、
「母子家庭」、
「父子家庭」、
「世帯
年収200万円（所得122万円）以内の方」または「子ど
も３人以上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万
円）以内の方」は18年以内）
■使いみち 入学金、授業料、教科書代、アパート・マン
ションの敷金･家賃など
■返済方法 毎月元利均等返済
（ボーナス時増額返済も可能）
■保 証 （公財）教育資金融資保証基金
（連帯保証人による保証も可能）
詳しくは、ホームページ（「国の教育ローン」で検索）ま
たは教育ローンコールセンター（0570-008656（ナビダイヤ
ル）
または
（03）5321-8656）
までお問い合わせください。
●問合先 日本政策金融公庫教育ローンコールセンター
℡0570-008656（ナビダイヤル）
℡03-5321-8656

インフォメーション

i nformation
●問合先

ＪＡ北富士からのお知らせ
「ＪＡ北富士農業まつり」

富士聖ヨハネ学園 広報担当
℡0555-23-5155(担当：三浦、堀内、小佐野)

小学生3年生〜高校生のための
冬休み海外研修交流事業 参加者募集

■日 時 9月16日（日）9時〜15時
■場 所 JA北富士本所 （船津3112-1）
●問合先 JA北富士本所
℡0555-72-1439（担当：渡辺）

「墓石相談会」

■日 時 9月8日（土）・9日（日）9時〜15時
■場 所 ＪＡ北富士小立支所（小立1911）
●問合先 JA北富士小立支所
℡0555-72-1518（担当：渡辺）

第42回ヨハネ祭のお知らせ
富士聖ヨハネ学園では『おいでよここに！みんなのヨハ
ネ祭〜ひとりひとりが主人公〜』をテーマに第4２回ヨハ
ネ祭を開催致します。皆様のご来園を、心よりお待ちして
おります。
■日 時 9月30日（日）
（雨天決行）10時〜14時
■場 所 富士聖ヨハネ学園 （忍野村）
■内 容 学園紹介・模擬店・バザー・その他催し物など

公益財団法人・国際青少年研修協会では、5コースの
参加者を募集しています。海外生活を通して交流を体験
し、国際感覚を養うことを目的に実施します。おひとりで
ご参加になる方や、はじめて海外に行かれる方が7割以上
ご参加されます。事前研修会では仲間作りからサポートい
たしますので、安心してご参加いただけます。
■内 容 ホームステイ・クリスマス体験・英語研修・文
化交流・地域見学・野外活動など
■研修国 オーストラリア・カナダ・サイパン・フィリピン
カンボジア
■日 程 12月23日(日)〜1月4日(金)の内6〜10日間
（※コースにより異なります。）
■締 切 11月1日(木) 締切日まですべて受付します。
(10月25日までにお申し込みの方は、早期割
引1万円)
●資料請求・問合先 公益財団法人国際青少年研修協会
℡03-6417-9721

社協だより
義援金募集中

〜平成30年7月豪雨災害〜

７月６日からの梅雨前線等に伴う豪雨により、東海から西日本
にかけて、家屋倒壊や浸水等の大きな災害が発生し多くの市町
村が災害救助法の適用になりました。
これを受けて各府県の共同
募金会では、被災された方々を支援することを目的に災害義援金
の募集をしています。
岐阜県
岡山県
愛媛県
広島県
京都府
高知県
福岡県
山口県
島根県
兵庫県

「平成30年７月岐阜県豪雨災害義援金」
◎募集期間 平成30年 9月11日まで
「平成30年７月豪雨岡山県災害義援金」
◎募集期間 平成30年12月28日まで
「愛媛県豪雨災害義援金」
◎募集期間 平成30年 9月28日まで
「平成30年７月広島県豪雨災害義援金」
◎募集期間 平成30年12月28日まで
「平成30年７月豪雨災害義援金」
◎募集期間 平成30年12月31日まで
「平成30年７月豪雨高知県災害義援金」
◎募集期間 平成30年 9月28日まで
「平成30年７月福岡県豪雨災害義援金」
◎募集期間 平成30年 9月28日まで
「山口県平成30年７月豪雨災害義援金」
◎募集期間 平成30年12月28日まで
「平成30年７月豪雨島根県災害義援金」
◎募集期間 平成30年 9月28日まで
「兵庫県平成30年７月豪雨災害義援金」
◎募集期間 平成30年10月31日まで

振込先、手数料等については、各府県の共同募金会のホーム
ページをご 覧いただくか中央 共同募金 会のホームページを

ご覧ください。
（中央共同募金会ホームページ http://www.akaihane.or.jp/）

『結婚相談所』からのお知らせ
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
立】古屋和彦、渡辺毅、小池澄子
相談員の 【小
【大
石】藤井 君、貴家幸百合
紹介
【河
口】外川より江、石原ちか子
【勝
山】小佐野文昭
【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）

『結婚相談日』について
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。
（相談日の変更がある場合があり
ますので、町広報でご確認ください）
■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。
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会から〜

〜富士河口湖町在宅医療推進協議

在宅医療フォーラムが開催されました
平成３０年７月２５日（水）に、
１１８名の参加者で開催されました。
パネルディスカッション「ここまでできる在宅医療」
座 長 ：健康科学大学看護学部長 山﨑洋子 教授
パネリスト ：かわぐち湖ファミリークリニック 河内恵介 医師
安富歯科医院 安富和宏 歯科医師
赤池薬局 赤池久男 薬剤師
山梨赤十字病院 初鹿野美穂 医療ソーシャルワーカー
はじめにパネリストの方々より、お一人ずつ活動内容のご紹介をいただきました。医師からは、県民の半数の方が「自宅で最期を迎え
たい」と希望されるのに対し、実際は１５％で、８割が病院で亡くなられている現状を話され、通院による療養が困難な方の訪問診療・
在宅医療について紹介がありました。歯科医からは、最期まで口から食べられるために食べる機能を支えていくことが生活の質を高め
る医療だと話されました。薬剤師からは、状態に応じた調剤、最適な薬の型や服用時期の提案、麻薬の管理、副作用の評価などを訪問で
確認していることが話され、残薬が及ぼす損失額の多さに驚愕しました。医療ソーシャルワーカーからは、他の職種に比べて知られてい
ないため、詳しく活動の紹介がされました。病院から退院して在宅で暮らすため、家族とケアマネージャー・介護事業所等との調整役を
されています。そのあと、フロアの栄養士や歯科衛生士から活動の紹介、山梨赤十字病院長からは病院医師の在宅医療に対する意識改
革をしていきたいと話がありました。在宅医療に対して考えるとてもいい機会となり、医療のこと介護のこと等何か気になったことがあ
るときには地域の中でそれを「見つける人（気づく人）」、
「つなげる人」、
「結果を出す人」、
「うまくいったことを伝え、広める人」とそ
れぞれの役割を誰でも担い、どこからでも、誰からでもつながる在宅医療をこの地域に広げていく第一歩になったと思います。

医療・介護の相談
パネルディスカッション終了後に、歯科医師・薬剤師・ケアマネージャー・訪問看護師・保健師・社会福祉士が個別相談
に対応しました。４名の方が相談をされていきました。
◎この日だけでなく、医療や介護の相談は、富士河口湖町役場内の包括支援センターの保健師、社会福祉士が対応しております。
保健・医療・福祉・介護施設等関係機関との連携もしております。治療や介護が円滑に行われるように支援していきます。遠慮なく
ご相談ください。

医療・介護の各機関の活動紹介の展示
７月末まで役場玄関エントランスホールにて医
療・介護の各機関の活動紹介をしました。デイサ
ービスを利用されている皆様が作った作品も展
示されました。
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『 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

今月は「聴覚障害者向けコミュニケーション支援機器」について紹介していきたいと思います。聴覚障害のあ
る方とのコミュニケーションをサポートする機器です。厚生労働省では、６月より導入運用を開始しています。

導入された４つの支援機器

誰もが暮らしやすい町づくり

コミューン、遠隔手話サービス、UD手書き、UDトー
クが導入となります。まだまだ聞きなれないものば
かりですが一つ一つ紹介していきたいと思います。

厚生労働省は先ほど紹介した4つの機器を平成28

１）コミューン
軽度から中度の難聴や高
齢に伴う聞きづらさを抱
えている方に効果的だと
されています。音をただ大
きくするのではなく、聞き
取りにくいとされる高音領域の1000Ｈｚ〜10000
Ｈｚの音圧をあげ聴こえをクリアにしています。音の
拡散を防ぐために耳に音が真っ直ぐに届くように指
向性を高めたつくりとなっています。設置することで
話す側は自然に、聞く側は誰でも聞き取りやすくな
ります。
２）遠隔手話サービス
テレビ電話やタブレット端末によって手話通訳者が
いるサポートセンターとつなぐことで私たちのコミュ
ニケーションを通訳・仲介してくれるサービスです。

年6月から設置しています。どれも私たちがいつでも
導入できるものです。コミューンなども場所を決めて
導入するのであれば月額5000円程度で利用が可能
です。多くの自治体での普及がされることを願いま
す。今 回の 導入は、平成 25 年に成 立・公布された
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法
律」（障害者差別解消法）に基づき、厚生労働省が
実施する施策として取り組まれたものです。「障害
者差別解消法」施行は平成28年4月1日です。施行
され徐々に、様々な生きづらさを抱えた方、障害を
抱えた方に対してだけではなく、誰もが暮らしやす
い町にしていくためにはどうすべきかと考える人が
増え、私たちの心の成長も促されてきたのではない
でしょうか。ですが心の成長だけでは足りません。こ
れまで当たり前としてきた社会の在り方や様々な機

３）ＵＤ手書き
ＵＤ手書きはユニバーサルデザインを取り入れた筆
談器の事です。タブレット端末等の画面上で筆談を
することができるものを言います。タブレット端末の
アプリの一つとなっています。最近では、筆談した文
字を強調したい部分には色を変えたり、タブレット
端末が読み上げるように音声変換 機能が搭載され
ているものも出ています。

器、環境は旧式のままであり、心の成長だけではカ

４）ＵＤトーク
タブレット端末のアプリです。音声認識機能により、
音声を読み取って文字として表示する機能になって
います。文字として表示するときには日本語から英
語などにも変換することができ、海外の方とのコミ
ュニケーションツールとしても使うことができます。

ています。今回紹介したものはそのごく一部です。後

バーしきれないものとなってしまっています。またそ
の反対に飛び抜けた技術革新のおかげで様々な恩
恵を受け良くなる半面、利用するわれわれの倫理観
が追いついていかない現象も起こっています。ようや
く具体的な工夫や取り組みが始まりつつある中、様
々なサービスの見直し、斬新な取り組みが増えてき
戻りはしたくないものです。これから2020年オリン
ピック・パラリンピックに向けてさらなる取り組みや
技術進歩が紹介されていきます。楽しみに待つだけ
ではなく、探しにでかけてみてはどうでしょうか。

実は、携帯がスマートフォンになってから、私たちは電話ではなく、携帯型スーパーコンピューター
を持ち歩いています。もしスマートフォンやタブレットをお持ちでしたら、アプリ検索をしてみて下さい。
福祉だけではなく、医療系のアプリもたくさんあります。自分の一日の消費カロリー、歩数、心拍数や
ストレス測定まで何でもできてしまいます。
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は つ でんしょ

地域の発電所（１）

大石発電所（前編）
ほど

町の文化財紹介

１００年程前、大石地区には発電所があったと
や ま なし

いうことが地域では語り伝えられている。
『山梨
け ん し み ん ぞ く ほ う こくし ょ

県史民俗報告書

みなみ つ る

第５集

大石の民俗−南都留

ぐん

郡河口湖町−』
（平成11年11月20日発行）による
なか

ころ

とうきょう

ぎじゅつしゃ

まね

そん

と、
「大正時代半ば頃、東京から技術者を招き村
えい

な かざわ

営電気が入った。発電所は中沢のバチクボ山に

いにしえ

富富士河口湖 古の小径
富

きょうどう

きん じょ

すいりょく

もち

あった。その前は近所の家と共同で、水力を用い
か て い よう

て家庭用電気を作って使っていた家もある。電気
そう じ

あぶら

の入る前は、ランプのホヤを掃除して油をついで
や くわ り

たい

おくのが子どもの役割であった。村営電気は滞
け い えい

の うし ゃ

づ

納者が多かったため経営に行き詰まり、富士吉田
みや が わ でんき

き さい

でんりょく

の宮川電気を経て、東京電力になった。」と記載
な い よう

き

こ ろう

されている。内容から大石地区の古老からの聞き
と

取りによるものであろう。
ほりうちじゅんさく

大石発電所は、村営当時、堀内淳作さん（堀内
た

写真・大石発電所の跡地周辺
せ い そう

まか

かく

く

ま

ちちおや

かん り うんえい

太久馬さんの父親）と、もう１人の２人で管理運営

でんきゅう

こうか ん

りょう

しゅうきん

を任され、
川の清掃や各家庭の切れた電球の交換などに当たり、
また電気料の集金に当たっていたという。
ばいきゃく

とう じ

し りょう

しかし、滞納者が多く、村営発電事業は行き詰まり宮川電気に売却した。ほかには当時の資料はない。
たと

ぎ

ぎ かい

じ ろく

け い や くしょ

ざん ね ん

例えば議会の議事録や売却した契約書などが発見できないのは残念である。
す い げん

ばん ち

ふ きん

ば ば がわ

ひがしざわ

にし ざ わ

ごうりゅう

ユーじ がた

ち てん

え んて い

こ

大石発電所の水源は、大石2872番地付近の馬場川で、東沢と西沢が合流するＵ字型の地点で、堰堤
お

す うだ ん な が

きゅうりゅう

こ がた

とうしょ

すぎ

みち

を数段流れ落ちる急流となっている場所である。この場所を小型ダムとして水をせき止め、当初は杉か
く

ひのき

ぬ

もく せい

き

か りゅう

つな

せっ ち

いんす い

いわ ば

り よう

かんが

檜を刳り貫き、木製のパイプを繋ぎ合わせ、下流の発電機の設置場所まで引水したと考えられる。
けい せき

げん ち

しかし、現地では発電所があったと思われる形跡もない。この岩場の急流を利用した当時、どのように
こう じ

そうぞう

工事し、利用したか想像をめぐらすのである。
げん ざ い

まんだ ん か

あ や の こうじ

じゅうたく

てい

ひがしどなり

現在は、漫談家の綾小路きみまろさんの住宅「きみまろ亭」の東隣を流れている場所である。ちなみ
しゅ み

ようしょく

こ んじき

ぶんげいしゅんじゅう

に、きみまろさんは、趣味でメダカを養殖していて、いつか金色のメダカをつくりたいと「文芸春秋（平成
29年８月号）」で言っていた。
うつ

けい い

大石発電所が宮川電気を経て、東京電力に移った経緯について調査のため、東京電力ホールディング
か ぶ し き が いし ゃ

お お つ きし

たず

ス株式会社（大月市）を訪ねた。
か ん とうは い で ん

い かん

し せつ

じょ が い

はな

宮川電気→関東配電→東京電力の移管の中で、利用しない施設は、除外されているとの話しであった
かんけい

かん

しりょう

いただ

が、関係ある宮川第１発電所・第２発電所に関する資料を頂くことができた。
かんれん

さが み が わ す い け い

げんりゅう

とう ぜ ん

大石発電所との関連をいうと、河口湖を相模川水系の源流とした場合、当然河口湖に流れ込む馬場川
じ ごう

しょうさい

ふ

も含まれる。資料の内容については、次号で詳細に触れる。
つづ

《次号に続く》
（元・文化財審議会委員
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渡辺和昭）

おおいしつむぎ通信

2018.9月号

７月下旬より今 年の大
石で養 蚕した繭を使って
大石紬を織るための糸を
作る作業を大石紬伝統工
芸館の座 繰り室で行なっ
ています。昔ながらの手回
しの座 繰り機を使って大
石のおばあちゃん達に繭
から糸を作る技術を習っ
ています。今の大石には養蚕をする人以外に糸
を紡ぐ人、織る人がいない為、教えてくださるお
ばあちゃん達の記憶がとっても貴重。私たちは３
年かけて大石紬の技術を伝承しますが、今年は
糸を紡ぐ工程を習い、来年度その紡いだ糸で帯
と反物を織ります。
では作業のご紹介。繭から糸を引き出して糸に
する作業を座繰りと言います。
まず繭を煮て、糸が解れやす
くなったら繭の表面を軽く掻
くと糸が出てきます。その糸
を数十本（今は帯の横糸用の
太い糸の為数百本）合わせて
一本の糸にして巻き取ります。
座繰りの作業で難しいのが糸
を均等な太さにすること。だ
んだんと糸が 細くなっていく
ので繭から糸を継ぎ足して糸
の太さを保つのですが片手は
座繰り機のハンドルを回しな
がらもう片方の手で鍋の中の
繭を掻いて糸を継ぎ足すのは
技術が必要です。次は、糸繰

大石の繭から糸を紡いでいます
地域おこし協力隊による活動報告

地域おこし協力隊によるおおいしつむぎ通信

！
！

！
！

りの作業。座繰りした糸を数
本合わせて糸にして乾かしま
す。座 繰りと糸繰りの作業を
繰り返し、この後精錬という、
絹糸をやわらかくする作業を
習います。
糸を紡ぐ作業をしていて思
うことは、一個の繭から糸が
終わると最後に蛹がでてくる
のですが、絹糸はお蚕の命を
頂いて出来ていることを実感
します。今回の養 蚕では一万
頭のお蚕を繭にしましたが、
生き物の命を頂いて繭から糸
をつくり、その糸で布を織ると
いうこと、その布を着物や服と
して私たちは身にまとっていることの意味を考え
させられます。
シルクから連想することといえば「高
級、上質、肌触りがよい」などだったのですが今
は「命を頂いている」ということがまず心に留まる
ようになりました。これからは地域おこし協力隊
として養蚕や糸紡ぎを体験することによって私た
ちが得た貴重な学びを、地域の方や若い世代に
伝えていけたらと思っています。

◎糸紡ぎ見学できます！！ 富士河口湖町地域
おこし協力隊フェイスブックをご覧ください。また
は大石紬伝統工芸館にお問い合わせください。
問合せ／大石紬伝統工芸館
ＴＥＬ.０５５５-７６-７９０１
Facebook（アカウント）

https://ja-jp.facebook.com/fujikawaguchiko/

秋の全国交通安全運動
平成３０年９月２１日（金）〜３０日（日）
（１）子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止
（２）夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

運動の重点 （３）全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
（４）飲酒運転の根絶
（５）二輪車の交通事故防止

運転者、歩行者ともに交通ルールと交通マナーを守り、交通事故をなくしましょう。
〜記録の残る昭和４３年以降全国で交通死亡事故のなかった日はありません〜

９／３０
（日）は「交通事故死ゼロを目指す日」

地域防災課 防災係
℡７２−１１７０
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からのお知らせ
10月27日㈯ 西湖エリアは、高校駅伝による交通規制があります。

お知らせ 11月25日㈰ 富士山マラソンによる交通規制の為、臨時休館となります。
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

各日 10：30／13：30

秋の音色をお楽しみ下さい♪

旧渡辺住宅 特別企画展
おばあちゃんの知恵袋

9月21日㈮〜10月10日㈬
エコ・アイディア商品や着物の
リメイク品の展示販売を行います！

……………………………………

9月15日㈯・16日㈰、10月7日㈰

……………………………………

二胡と三線の演奏会

笹子追分人形芝居

10月8日㈪ 11：00／14：00

山梨県無形民俗文化財の人形芝居。
ぜひこの機会にご鑑賞下さい！

いやしの里の収穫祭

秋の恵みを楽しもう！

10月14日㈰ 10:00〜15:00

古代米餅つき
10月14日㈰・21日㈰
11月 3日㈯・18日㈰
各日 10：30／14：00
地元産古代米を使用！
1皿100円で販売！
※イベントは天候等の都合により、予告なく変更または中止する場合がございます
ので予めご了承下さい。

……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
⑩匠や 企画展

藍・石・木の三人展
藍：佐藤文子 石：小佐野哲二
木：小佐野美紀

現在開催中〜9月26日㈬
※最終日15:00終了

器の彩り Vol. 3
佐々木好正 ／ 中條正康

9月28日㈮〜10月17日㈬
※最終日15:00終了

………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
⑰土あそび 富士炉漫窯
⑪見晴らし屋 企画展

『小さなランプシェードを作りましょう！』
●日時：9月16日㈰ ※要予約
●料金：３,000円 （町民特別価格）
※豆ランプ付き。送料着払い。
●大きさ：300グラムの粘土で作ります。
乾燥、素焼き、本焼き後お送り致します。
＊予約問い合わせ＊080‑5024‑5735 前田

まんが日本昔ばなしの

前田こうせい原画展
好評につき企画展延長！
現在開催中〜
201９年３月末

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

八丁目会 9月のおススメ！

陶と香のかやぬま
硝子と金工

ツパイ工房

大石紬と布の館

地域に根差して…
根場地区の第８番目の

組

です！

衣替えのタンス香を手づくりで。
ビー玉万華鏡。風景が何でも万華鏡になります。
１９ｇのとにかく軽いシルク×コットンストールが人気です。

土あそび富士炉漫窯

小さい花を飾りましょう。各種一輪挿し。

ちりめん細工・つるし飾り

つるしびな教室募集! もう少しで〆切ります。
ご連絡下さい！090-6141-5859(横田)

おもいで屋

シャインマスカットのゼリーやお菓子をお土産にいかがですか？

和膳屋

彩雲

本年もいちごミルクはじまりました！

食事処

里山

残暑の日にもカレーほうとうおすすめです。

石挽き手打ちそば松扇

９月のおすすめは鴨南そば…夏の疲れをとりましょう！

匠や

石と木の造形。藍の世界をお楽しみ下さい。

≪詳細お問合せ先≫ 西湖いやしの里根場総合案内所
3月〜11月：午前9時〜午後5時 無休 ／ 12月〜 2月：午前9時30分〜午後4時30分
TEL:0555-20-4677 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。
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STELLAR THEATER NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The SEPTEMBER issue.

☆☆。
. .:*゜・* 河口湖円形ホール公演情報 *・゜*:.。.☆☆
河口湖円形ホール ウィーンの香り2018

ウィーンピアノ四重奏団演奏会
〜フォウグ・浦田陽子とウィーンの仲間たち〜

《日時》2018年12月8日㈯

開場／PM4:30

《会場》河口湖円形ホール

《出演》ピアノ:フォウグ･浦田陽子
チェロ:ヨァゲン･フォウグ

ヴァイオリン:ハラルド･クルンペック
ヴィオラ:ロバート･バウエルスタッタ―

《予定曲目》C.ドビュッシー／ピアノトリオ
ブラームス

開演／PM5:00

※ドビュッシー没後100周年

他

※都合により曲目が変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。

《料金》全席自由

一般3,500円（町民3,300円）
高校生以下 1,500円（町民1,400円）
※未就学児童の入場はご遠慮願います。

♪自然の香りが響きわたる♪

チケット
好評発売中！
♪ 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
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ホームページはこちらから！
facebook,LINE でも情報配信
しています

健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします

第５回糖尿病理学療法学会学術大会で
玉木 徹 助教が大会長賞を受賞しました！
理学療法学科の玉木 徹助教が、７月１６日（月）にパシフィコ横浜
で開催された第５回糖尿病理学療法学会学術大会において、
「２型糖
尿病に起因する筋障害と運動療法の効果」を演題として口述発表を
行い、学会の最高賞にあたる「学術大会長賞」という大変栄誉ある賞
を見事受賞しました。近年２型糖尿病は、肥満と運動不足を主な原因
として患者数が増加傾向にある病気です。玉木助教の研究成果が２
型糖尿病治療の一助となる日は近いかもしれません。

≪次回オープンキャンパス開催日程≫

第4回

2018年9月29日㈯

健康科学部・看護学部

第5回

2019年3月16日㈯

健康科学部・看護学部

※各回の詳細については、本学ホームページにて追って
ご案内いたします。

お問い合わせ

■総務課

0555-83-5200（代表）

古里の峠道を歩こう
「我が町を知る」ことを目的に、全９回実施で計画している登山です。今年もやります！
第7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7回目 「大石峠〜淵坂峠〜天神峠（若彦路）」
■日

時／１０月１４日㈰ AM７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５時間）

■コ ース／役場前駐車場出発：登山口〜大石峠〜淵坂峠〜長浜〜天神峠〜大嵐
■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／無料
■募

集／定員２０名（新参加者優先）

■対

象／小学生高学年以上（ただし小学生は大人同伴）

■受

付／９月20日㈭ AM10時〜（これより前ですと受付できません）
町役場政策企画課 岡村・梶原 ℡７２‐１１２９

今後の予定

11/11「鍵掛峠」、12/9「天神峠（若彦路）」

※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。
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今月の納税等 納期限

平成３０年１０月１日㈪ （口座振替日）

● 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。

●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 ●勝山ふれあいセンター 午後 1時〜 4時

実施日

9月20日㈭

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

山梨県司法書士会総合相談センターの

相談専用ダイヤル

℡055−253−2376

℡0555−22−1577
富士吉田市役所

東庁舎1階

月〜金曜日（祝日を除く）
午前９時〜午後４時３０分
多重債務相談 消費者問題相談

ほか

午後1時〜4時
午後1時〜4時

●勝山ふれあいセンター

午後1時〜3時

渡辺 秀樹 82−2424

消費者問題のお悩みは

富士吉田市消費生活センターへ

●足和田出張所
●上九一色出張所

小林 直彦 87−2846

（毎月第2･第4水曜日）

司法書士無料相談（予約制）

女性なんでも相談のお知らせ
今月の相談日

開催日:毎月1回 第3水曜日 午後1時〜午後4時
場 所: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

9 月 12 日 ㊌・26 日 ㊌

時間:午後1時30分〜／午後2時30分〜
場所:中央公民館 第2会議室
お気軽にご相談下さい。
相談は予約制（無料）
です。

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

問合せ・申込み先

政策企画課 72−1129

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10月5日㈮午前１０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

年 金 相 談【 要 予 約 】
●日時・場所/ ９月1２日
（水）河口湖商工会
10月10日（水）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）

8月１日現在の
人口・世帯

人 口 26,399 人

(＋11)

12,917 人
(＋8)

男

13,482 人

女

世 帯 10,390

世帯

(＋3)

(＋32)

●主な相談内容/・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）

●問合せ/日本年金機構

大月年金事務所 TEL 0554‐22‐3811

おめでた・おくやみ
〈７/１３〜８/１４〉

三嶋 すず
ゆ あ

白井 唯空
は お

奥村 華愛
よし の

赤池 愛乃
あお や

渡邉 碧哉
ゆ き ほ

酒井祐希穂
わた る

高田 航瑠
る か

久保川瑠華
かず と

小谷 和叶
と あ

堀内 采杏

◎国民健康保険税３期

おくやみ（死亡）

富士河口湖町結婚相談
所では、毎月１回「結婚
相談日」を設けていま
す 。お気 軽にご利 用く
ださい。
●相談日/ 10月7日
（日）
●時 間/午前10時〜12時
●場 所/町民福祉館ふじやま ２階
●問合せ/町社協（７２ー１４３０）
●その他/写真、身分証を持参する
ことと、なるべくご本人が
来所してください。

おしあわせに（結婚）

届出人

外川きくゑ 96歳 外川 保雄 船津

駒澤 貴大

＝

佐々木結梨 船津

梶原ヒデジ 82歳 梶原 忠文 船津

宮下 知久

＝

小河原育美 船津

大 和・麻 紀 船津

松本 圭吾 88歳 松本

貢 船津

小俣 英次

＝

山﨑千賀子 船津

孝 宗・愛理沙 船津

渡邉 文保 71歳 渡邉 共栄 船津

森川 博文

＝

渡

純 ・恵 美 船津

梶原 時雄 86歳 梶原賢太郎 船津

木脇 康貴

＝

赤池 ゆき 船津

稔 82歳 小林 正樹 船津

小林 拳人

＝

安留 柚那 船津

81歳 渡邊 能臣 船津

芹澤

匠

＝

分部なぎさ 船津

78歳 外川 誠司 船津

天野 和市

＝

渡邉 静香 船津

おめでた（出生）
お子さん

結 婚相 談日

父

母

栄 人・良 美 船津

小林

卓 也・沙也加 船津

渡邊

祐 一・祥 子 船津

外川 和

正 樹・聖 子 船津

渡邊

智 也・奈奈実 小立

渡邊 敏子 91歳 渡邊

和 司・明花音 小立

古屋

圭 友・由 依 大石

三浦佐 重 97歳 三浦 美信 西湖南

後期高齢者医療保険料３期

幸也

真央 船津

守 68歳 渡邊 高俊 小立
孝 小立

弘 98歳 古屋 昌彦 河口

介護保険料３期
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材料２人分 じゃが芋…………３〜４個

片栗粉……………大さじ１
溶けるチーズ……スライス３枚
塩…………………適量

１人分あたりの栄養価

胡椒…………………適量
サラダ油……………大さじ１
ドライパセリ………（あれば）少々

エネルギー 329kcal

9

①じゃが芋は洗い、水けがついたままラップで包んで電子レンジで加熱し、熱いうちに皮
をむいてつぶす。
（加熱目安６〜７分）
② ①に片栗粉とちぎったチーズを入れて混ぜ合わせ、塩・胡椒で調味して小さく丸める。
③フライパンにサラダ油を熱し、②を転がしながらこんがり焼く。
④あれば、ドライパセリを彩りにふる。
（河口地区会員）

食生活
改善推進
員の
おすすめ

食塩相当量 ０.９g

有料広告 広告内容のお問い合せは、広告主までお願いします。

休日・夜間の救急医の問い合わせ先

☎２３４４４４（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

「広報富士河口湖」は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。

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。
28
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ホームページアドレス http://w w w.town.fujikawaguchiko.lg.jp/
Eメールアドレス seisaku@town.fujikawaguchiko.lg.jp
facebook https://w w w.facebook.com/fujikawaguchikotown/
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