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富士山河口湖ピアノフェスティバル（音楽のまちづくり事業）
を開催しました
9月23日(木)〜26日(日)までの4日間、河口湖ステラシアター、河口湖円形ホールを中心に世界的にご活躍されてい
る辻井伸行さんをピアニスト・イン・レジデンスにお迎えし、富士山河口湖ピアノフェスティバルを開催しました。
24日に勝山小中学校体育館で行われました音楽教室では、
「この音、なに色？」をテーマに言葉ではなく、音楽で
自分の気持ちを表現することの喜びや楽しさを学んでもらう特別な授業を行い、辻井さんが高校生の時に自作した
「川のささやき」の披露や、その場で曲の題名を考えてもらい即興でメロディーを奏でるなど、児童たちを驚かせてい
ました。
また、ピクニック・コンサートでは辻井さんの他、アン・セット・シスの二人のソロ演奏、連弾が披露され来場された
方々は緑豊かな自然に囲まれ、ピアノの調べに癒されていました。
26日まで実施されました「富士河口湖町音楽のまちづくり事業」は、当町における第一号の企業版ふるさと納税の
支援を受けて行いました。

TOKYO2020東京オリンピック カヌースプリント出場
藤嶋大規選手が町長室訪問
カヌースプリント男子カヤックフォア500ｍで東京オリンピックに出場した富士ケ嶺出身の藤嶋大規選手（陸上自衛
隊体育学校/元町役場職員）が10月4日に帰郷し、町長室で東京オリンピックに出場した記念品を持って大会の報告を
してくださいました。
新型コロナウイルス感染症対策で無観客の大会となり、応援ツアーが実施されず残念でしたが、その雄姿をレース
で見せていただいた事は、町民のみなさんに勇気と感動を与えてくれました。
本当にお疲れ様でした、今後も藤嶋選手のご活躍を期待しております。

高齢者世帯の住宅補修
毎年、敬老の日を中心に（株）カトリホームがボランティアで町内の
高齢者世帯の住宅補修を実施しています。地域貢献活動の一環で、26
回目となる今年も9月20日に、雨樋や床の改修、手すりの取付けなどを
していただきました。
（株）カトリホーム様ありがとうございました。
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パク・ジュニョンさんが引き続き町観光大使に
富士河口湖町観光大使のパク・ジュニョンさんが、任期以降も引き
続き観光大使を務めてくださることになりました。
パクさんに役場にお越しいただき、町長から委嘱状をお渡ししま
した。
今後とも町の観光PRにご協力をよろしくお願いいたします。

本の寄贈ありがとうございます
写真家テラウチマサトさんが、本及び、DVDの寄贈のため
町長を訪問しました。
テラウチさんには富士河口湖町フォトプロジェクト2021の
講師として参加者
の皆様に写真のテ
クニックを指導し
ていただいており
ます。
ご寄贈頂きました図書等については生涯学習館の蔵書として整理し
町民のみなさまへ広く活用させて頂きます。

大石地区の流石伴子さんが山梨県民地域貢献者表彰を受賞
地域における主な役職等を複数務めるなど、幅広い分野で活躍し、
地域に対する貢献が特に顕著である者に対し功績を称える「山梨県
民地域貢献者表彰」の表彰式が、10月6日に甲府市で行われました。
流石さんは、富士河口湖町国民健康保険運営協議会、民生委員・
児童委員、河口湖女性プラン推進委員会委員などを歴任し、地域の
発展のために尽力されました。また、地域の小学校の学校薬剤師とし
ての知識や経験を生かし、地域医療保健の向上に大きく寄与された
功績が評価されました。

生涯学習館

ふじぴょん１日おしごと体験
図書館のおしごとに興味津々のふじぴょんが、9月26日（日）に生涯学習館で
1日おしごと体験に来てくれました。館内
の除菌作業をしたり、応援しに来てくれた
お友達にお気に入りの絵本をおすすめし
たり、一生懸命お手伝いしてくれました。
「たくさんのお友達にお気に入りの絵
本を紹介できて、うれしかったぴょん！図
書館にはまだまだ知らないお仕事がいっ
ぱい！また、お手伝いしに来たいぴょん♪」
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納めた国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保
険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、
社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、
税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、令和3年1月から令和3年12月
までに納められた保険料の全額です。過去の年度分や追
納された保険料も含まれます。
また、ご自身の保険料だけではなくご家族（配偶者や
お子様等）の負担すべき国民年金保険料を支払っている
場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
なお、本年中に納付した国民年金保険料について、社
会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告を
行うときに、領収証書など保険料を支払ったことを証明
する書類の添付が必要になります。
このため、令和3年1月1日から令和3年9月30日までの
間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に日
本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証
明書」が送られますので、申告書の提出の際には必ずこ
の証明書または領収証書を添付してください。(令和3年
10月1日から12月31日までの間に、今年はじめて国民年
金保険料を納められた方へは、翌年の2月上旬に送られ
ます。)
税法上とても有利な国民年金は、老後はもちろん不慮
の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。
保険料は納め忘れのないようキチンと納めましょう。
●問合せ 住民課国保年金係 ℡0555-72-1114

薪ストーブの使用についての
お願いと豆知識
【煙による苦情が毎年何件も寄せられています】
これから寒い季節に差し掛かり、ストーブの使用は欠
かせないものです。毎日の生活に必要なものですので、
近所の方もお互い快適に生活できるよう下記のことにご
協力をお願いします。
・日中ストーブを使わなくてもよいときは、できるだけ使
用しない
・しっかり乾燥させた薪を使用する
生木は燃える際に多くの水蒸気を発生させるため、煙
がたくさん出てしまいます。
・薪以外のものを燃やさない
新聞、生ごみを燃やすと燃えカスや悪臭の元になり、ご
近所の洗濯物などにも付着し迷惑をかけてしまいます。
・煙突のメンテナンスをこまめにする
煙突内のススに火が燃え移り火事になる可能性があり
ます。毎年１回の掃除を依頼することをおすすめします。
●問合せ 環境課生活環境係 ℡0555-72-3169
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土地の現況調査にご協力ください
税務課では、賦課期日（毎年1月1日）に合わせ町内の
土地の状況（田、畑、山林、宅地、雑種地等の利用状況）
を調査しています。
敷地内に入っての確認や、土地の利用状況について質
問することもありますが、その際は皆様のご協力をお願い
します。
また、利用状況に変化があった場合は下記問い合わせ
先までご連絡ください。
●問合せ 税務課資産税係
℡0555-72-1113 Fax0555-72-6027

水道メーター交換について
水道課では使用期限が経過したメーターの交換作業
を行っています。
町指定の水道業者がメーター交換の対象となっている
お宅を訪問してメーターの取り換え作業を行っていきま
す。交換対象となっているお宅を水道業者が事前に訪問
し、現場を確認し交換予定日時を予告します。交換当日
は立会い不要ですが、ご不在の場合は交換作業完了の
用紙を投函します。
交換時期につきましては、順次作業を進めていきます。
交換作業中は30分〜1時間程の断水になりますのでご
了承をお願いします。
メーター付近の配管状態によって交換が困難なお宅が
あります。その場合は水道課から交換作業に伴うメータ
ー付近の配管整備工事のご相談の連絡をさせていただ
きます。
※基本的に工事費用は無料ですが、メーターボックスの
交換が必要な場合、メーターボックス代は負担していた
だきます。
メーターは使用量を計るだけではなく、宅地内の漏水
の早期発見にも役立ちますのでメーター交換にご協力下
さいますようお願いします。
●問合せ 水道課上水道業務係 ℡ 0555-72-1620

サルやクマの出没を防ぐため
「柿」をもいでください
秋も深まり山村風景に柿が映えるころになると、山に
サルやクマの餌が少なくなり、柿をねらって出没するよう
になります。
また、サルやクマだけではなく、ハクビシン、アライグマ
なども出没します。
時には、人に危害を及ぼす場合もありますので、サルや
クマの出没を防ぐためにも、柿をもいでいただくようご協
力をお願いします。
（不要であれば、伐採のご検討をお願
いいたします。）
併せて、農作物等で収穫後の残渣（取り残し）などもエ
サになりますので、処分をお願いいたします。
●問合せ 農林課振興係 ℡0555-72-1115

12月号広報 12月2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 ℡０５５５-７２-１１２９

小規模事業者に支援金
最大１Ｏ万円を給付

申請及び相談
完全予約制
河口湖商工会へ

＝富士河口湖町小規模事業者等事業継続支援金事業＝
町では、新型コロナウィルス感染症に関する国のまん延防止等
重点措置適用を受け、事業継続が厳しい事業者に対して、
支援金を交付します。

交付対象者
（1）町内に住所を有する個人または法人で、従業員５人以下の小規模事業者。
（2）令和２年９月以前から引き続き同一事業を営み、今後も事業を継続する意思を有する。
（3）新型コロナウィルス感染症に伴うまん延防止等重点措置適用の影響を受け、令和３年８月または
９月の売上げが令和元年８月、９月または令和２年８月、９月のいずれかの１か月に比較して２０％
以上減少していること。ただし、山梨県より臨時特別協力要請に係る休業要請協力金、まん延防
止等措置適用に伴う飲食店等へ休業等要請協力金を受給されている事業者は、その額を８月
または９月分の収入として計算すること。
（4）当町の町税に未納がないこと。
（5）交付対象事業を経営する者が（法人であっては、代表者及び役員）が、暴力団員による不当な行
為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員に該当しない
こと。
（6）政治および宗教団体とその関連する組織でないこと。

支援金

売上減少率 20％以上 40％未満 ⇒ ５０，０００円
売上減少率 40％以上

⇒

＊１事業者につき１回限り

１００，０００円

………………………………………………………………………………………………………………………
申請期間
提出・相談
問合せ

令和４年２月２８日（月）まで
河口湖商工会（要予約）

町ホームページQRコード

0555-73-1122

河口湖商工会
富士河口湖町役場観光課商工係

0555-72-3168（直通）

………………………………………………………………………………………………………………………
＊詳細は、
町ホームページをご確認ください。

URL: https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp
新型コロナウィルス情報（富士河口湖町）
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農業用ビニ－ル・マルチの回収について
農業用ビニ−ル・マルチの回収を下記日程のとおり行いますので、廃プラ回収袋には氏名を記入のうえ、

最寄の回収場所にて持ち込みをお願いします。

令和３年１０月以降、農ビ、あぜ波の搬出につきましては、農協で販売している新しい専用の廃プラ回収袋

（黄色）に入れることになっていますのでお間違えのないようお願いします。

回収日程
月

日

時

間

場

所

河口多目的広場前

８時

〜

９時３０分

１０時

〜

１１時３０分

８時

〜

９時３０分

１０時

〜

１１時３０分

勝山ふれあいド−ム駐車 場

１３時３０分

〜

１４時３０分

富士ヶ嶺公民 館 前 駐車 場

１１月１6日（火）

１１月17日（水）

大石公 園 駐車 場
中央 公民 館 前駐車 場

持ち込みのできる品目及び持ち込み方法
品

目

方

農ポリ、ユタンポ、灌水チューブ、トレー（セルトレー以外）、
育苗箱
肥 料 袋、苗ポット、プラ鉢（軟膏）、プラ鉢（硬 質）
ビニールマルチ（※以下の品物と混合しない。）
反射マルチ、シルバーシート、防鳥・防風ネット、寒冷紗、
ラブシート、セルトレー、プラグトレー、ビニール紐、マイカ線、

法

ビニール紐等で縛る。
肥料袋等にまとめて入れる
農協で販売している専用の
廃プラ回収袋（透明）に入れる。

ブルーシート、防草シート、パッカー、モモ出荷用パック
農ビ（※以下の品物と混合しない。）
農ビ（糸入り、汚れた物、古くなりパリパリの物）、あぜ波
※農ビやあぜ波を廃プラ回収袋（透明）に入れてきた場合は、
廃プラ回収袋（黄色）との差額を徴収します。

農協で新しく販売している専用の
廃プラ回収袋（黄色）に入れる。

※上記状態になっていない場合は、手直しをしていただきますのでご了承願います。

お問い合わせ先
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富士河口湖町農林課

（７２）１１１５

ＪＡ北富士本所

（７２）１４３９

ＪＡクレイン富士豊茂支店

（８９）２０１１

１１月・１２月は滞納整理強化月間です。
県税・町税の納め忘れはありませんか？
県内すべての市町村と山梨県では、税の公平・公正と税収を確保するため、１１月と１２月を「県下
一斉滞納整理強化月間」として、連携して徴収対策を強化します。
本町においても、催告をしても納めていただけない滞納者に対し、預貯金・給与・不動産・各種保
険・自動車などの差押えをはじめとする滞納整理に取り組んでいます。
納付が済んでいない方は、金融機関、コンビニ、スマホ収納または町役場で早めに納付してくださ
い。町税の納付が困難なときは、まず町役場税務課へご相談ください。
なお、納期限が過ぎますとコンビニ、スマホ収納はできませんのでご承知おきください。

滞納処分の流れ
滞納発生

督促・催告

財産調査

換価
（公売・強制取立）

財産差押

〜 いますぐでも、できること

いろいろ 〜

納付が困難な人は早めに相談を

納付は便利な口座振替で！

現在、
「税金を滞納している方」
「生活困難や事
業不振などにより今後の納税に不安を感じるとい
う方」は、早めに納税相談にお越しください。

口座振替は、納め忘れを防ぐ便利な手段です。
納付期限に指定の預金口座から自動的に振替納
付ができるので、納付の度に町役場や金融機関へ
出向く必要がなく、非常に便利です。

お問い合わせ・納税相談窓口 富士河口湖町

税務課

収納担当

℡0555-72-1113（直通）
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大切なお知らせ

子育て世帯生活支援特別給付金のご案内
ひとり親世帯分の給付金を受け取った方は対象外です。

子育て世帯の支援のため､新たな給付金の支給 を実施します

１. 支給対象者

①

①②の両方に当てはまる方 (※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

{

令和３年３月３１日時点で

18歳未満の児童(障害児の場合､20歳未満)

②

を養育する父母等

(※令和４年２月末までに生まれた新生児等も対象になります。)

■令和３年度 住民税（均等割）が非課税の方
または
■令和３年１月１日以降の収入が急変し、
※1 住民税非課税相当の収入となった方

児童1人当たり 一律５万円

２. 支給額
３.給付金の支給手続き

※支給に当たっては、❶ 申請が不要な場合と、❷ 必要な場合 があります。

❶ 令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税の方
▶ 給付金は､申請不要で受け取れます。

▶ 令和３年４月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※ 給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出する必要が
あります。

❷ 上記以外の方（例.高校生のみ養育している方、収入が急変した方）
▶ 給付金を受け取るには､申請が必要です。

①給付金の申請手続き

給付金
対象の方

▶ 申請書に振込先口座などを記入して､必要書類とともに、
富士河口湖町子育て支援課の窓口に直接､または郵送で
ご提出ください。
▶ 給付金の支給要件に該当する方に対して､申請内容を確認
して指定口座に振り込みます。
※1 住民税非課税相当の収入となった方

※所得は、年収から給与所得控除額、
経費等を減額して算出

厚生労働省 コールセンター

0 1 2 0-811-166

広報
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※
「子育て世帯生活支援特別給付金」
に係る申請書等は町のホーム
ページからダウンロード又は窓口で配布しています。

家族構成例

非課税相当限度額
（収入額ベース）

夫婦+子1人（計3人）

1,680

1,108

夫婦+子2人（計4人）

2,097

1,388

夫婦+子3人（計5人）

2,497

1,668

!

単位：千円

非課税限度額
（所得額ベース）

「子育て世帯生活支援特別給付金｣の

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”
にご注意ください。

で検索

富士河口湖町役場 子育て支援課
0555-72-1174
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②指定口座へ振込み

判定方法のイメージ

≦

（受付時間:平日9:00〜18:00）
子育て世帯生活支援特別給付金

富士河口湖町
子育て支援課

○新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと
○判定対象者⇒申請者・配偶者のうち所得が高い方について判定

R3.1以降の任意の1ヵ月収入

年収換算（×12ヵ月）

町役場子育て
支援課の窓口に
直接または
郵送でご提出ください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省（の職員）などを
かたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄り
の警察署、または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

11月は児童虐待防止推進月間です。

「189（いちはやく）
「だれか」じゃなくて「あなた」から」
～あなたのお電話が親子を守る～

児童虐待は社会全体でかかわり、解決すべき問題です
児童虐待かも…と思ったら、
すぐに電話ください。

(((

あなたの電話で、守れる命があります。

児童相談所
虐待対応ダイヤル
通話料無料

※一部のIP電話からはつながりません

〇児童虐待とは・・・？

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、家の外に
しめだす など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気に
なっても病院に連れて行かない、他の人が子どもに暴力を振るうことなどを放置する など

心理的虐待

言葉により脅かす、無視する、きょうだい間で差別的な扱いをする、子どもの目の前で家族
に対して暴力をふるう（DV） など

け

たた

おぼ

おびや

子どもとの関わり方の工夫（ポイント）
子どもの気持ちや考えに耳を
傾けましょう

❷

「言うことを聞かない」にも
いろいろあります
子どもの成長・発達によって
も異なることがあります
良いこと、できていることを
具体的に褒めましょう
肯定文でわかりやすく、時に
は一緒に、お手本に

子どもの状況に応じて、身の
周りの環境を整えてみましょ
う

❸

注意の方向を変えたり、子ど
ものやる気に働きかけてみま
しょう

保護者自身の工夫（ポイント）

①子育てをしているとストレスが溜まることもあります。
否定的な感情が生じたときは、まずはそういう気持ちに気付き、認めるこ
とが大切です。
②自分の時間や心に余裕がないときは、深呼吸して気持ちを落ち着けたり、
ゆっくり5秒数えたり、窓を開けて風にあたって気分転換しましょう

③周囲の力を借りると解決することもあります。勇気をもってSOSを出すこ
とで、まだ気付いていない支援やサービスに出会えたりします。

子育てのこと、頼れる場所があります。

ご自身が出産や子育てに悩んだら…
子育てに悩む人がいたら…
こちらにご相談ください。
●連絡先

(((

❶
❹
❺
❻
❼

なぐ

児童相談所 相談専用ダイヤル
いち はや く

通話料
無料

おな

や

みを

0120-189-783

子育て支援課児童福祉係

７２-１１７４

2021年11月号
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新しい議員が決まりました！
令和3年9月26日に投開票された富士河口湖町議会議員一般選挙で、16名の新しい議員が誕生しまし
た。新議員のみなさん、ご当選おめでとうございます。新しい議員の任期は令和3年10月16日から令和
7年10月15日までの4年間です。どうぞよろしくお願いいたします。

井出 正広

小佐野

中野 貴民

中村 拓郎

古屋

山下 利夫

渡辺 武則

快

梶原 義美

実

倉澤 鶴義

佐藤 安子

古屋 幹吉

堀内 昭登

渡辺 英之

渡邊 美雄

外川

満

三浦 康夫

（五十音順、敬称略）

選挙結果
【開票結果】
氏

中村
倉澤
古屋
佐藤
山下
三浦
外川
渡辺
渡邊
梶原
渡辺
井出

小佐野
古屋
中野
堀内
駒沢

10
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名

拓郎
鶴義
実

安子
利夫
康夫
満

武則
美雄
義美
英之
正広
快

幹吉
貴民
昭登
信治

得票数

1,333

【投票結果】
当落

当

1,209

当

1,066.612

当

1047

当

866

当

851

当

847

当

805.704

当

794.680

当

779

当

763.615

当

727

当

710

当

673.387

当

654

当

582
525

2021年11月号

当

投 票 所

有権者数

投票者数

3,123

2,037

65.23

312

240

76.92

小 立 福 祉センター

5,577

3,556

63.76

大 石 福 祉センター

1,181

871

73.75

河 口 福 祉センター

1,966

1,400

71.21

船津保育所

5,318

3,082

57.95

勝 山 ふ れ あいセンター

2,325

1,713

73.68

足 和 田 交 流センター

353

280

79.32

西湖公民館

338

279

82.54

根場公民館

126

109

86.51

大嵐児童館

381

261

68.50

精進出張所

209

163

77.99

本栖公民館

89

72

80.90

524

325

62.02

21,822

14,388

65.93

7,135

49.58

富 士 河 口 湖町交流センター
浅川公民館

上 九 一 色コミュニティセンター
合

計

（合計のうち、期日前投票者数）

投票率(%)

町の文化財紹介

富士河口湖

いにしえの こみち

古の小径

三ツ峠山について（前編）
ひょうこう

みつとうげ やま

はか

きなし やま

かいうんざん

三ツ峠山は標高1785ｍを測り、木無山、開運山、

お

す た か やま

な

いただき

御巣鷹山の三ツの頂があることが「三ツ峠」の名の
ゆ らい

ほか

みずとうげ

由来となっている。 他に水が近くにあるから
「水峠」
いっせ つ

が三ツ峠になったという一説もあります。
ふがくじん ぶ つひゃっけ い

ふ

じ さん

ひとびと

『富嶽人物百景』─富士山にゆかりある人々─

ふ

じ さんそうしょ だい

しゅう

ふ

ねん

じ よし だ

し れき し みんぞく はく

富士山叢書第５集2013年（富士吉田市歴史民俗博
れいざん

に ほんずいいち

ぶ つ かん

物館）
では
「富士山は、 日本随一の霊山であったため、
さんちゅう

おお

しゅぎょう

し

多くの人が山中で修行したことが知られています。
つ

ちょうぼう

かさ

また山中で修行を積み重ねた人が、富士山の眺望が
しゅうへん

すぐ

おとず

しゅぎょうち

せい び

優れた周辺の山も訪れ、修行地として整備すること
だいひょうれい

も多くありました。こうした山の代表例が三ツ峠山
くうたいしょうにん

かいざんしゃ

であり、開山者の名は空胎上人といいます。空胎上
しま だ ちょうじ ろう

ぞくみょう

げんざ い

さいたまけんくまが や し

人は俗名を島田長次郎といい、現在の埼玉県熊谷市
きゅうか

ない

しゅっしん

内にある旧家の出身でした。空胎上人は十五歳のと
みょうぎさん

はる な さん

おおやま

きに富士登山をし、その後も妙義山・榛名山・大山な
しんこうしん

れいじょうち

あつ

どの霊場地を訪れる信仰心に篤い人でしたが、修行
かさ

ひと

を重ね訪れたのが、富士山の霊場地として著名な人
あな

れいけん

穴（富士宮市）でした。人穴は霊験あらたかな場所で
ふ

じ こう

かい そ

は

せ がわかくぎょう

あり、富士講の開祖とされる長谷川角行が修行し、
現在でも富士講の聖地となっています。ただ、空胎上
こうはい

さいこう

人が訪れたころには人穴は荒廃しており、その再興
まか

きょてん

を任されます。こうして人穴を拠点として空胎上人は、
せいりょくてき

と

く

てん ぽう

富士登山に精力的に取り組みますが、天保４年
（1833）
にしかつらまち

う

い らい

と ざん どう

します。その後登山道を整備するのはもちろんのこ
ご

ま どう

こんりゅう

しんこう

太宰治文学碑

御坂峠

ふどうみょうおう

と、山中において社殿や護摩堂を建立し、不動明王
ぞう

きょうてん

ぞうりゅう

まいのう

ととの

御巣鷹山
開運山
木無山

いちだ い

像を造立し、経典を埋納するなど、三ツ峠山を一大
れいじょうち

みんぞく

かいだく

に西桂町の人々から三ツ峠開山の依頼を受け、快諾
しゃでん

か い しんれい ほう の ず

甲斐神鈴峯之図 （『三ツ峠山の信仰と民俗』 1992）

ぶんきゅう

霊場地として整えていくのです。こうして文久２年
な

（1862）
に亡くなるまで空胎上人は、三ツ峠山の整備
こころ

くだ

で

つづ

し

じ もと みん

ささ

河口浅間神社

に心を砕き続け、多くの弟子や地元民がそれを支え
続けました。
いま

白糸ノ滝

いじょう

三ッ峠駅

霜山

そして今ではこの三ツ峠山は霊場地として以上に、
にん き

スポーツ登山やロッククライミングの人気スポットと
いちだ いちょうぼうち

にぎ

して、富士山の一大眺望地として、多くの人で賑わう
ようになっています。
（文化財審議会委員

天上山

渡辺修一）

河口湖駅

三ツ峠山周辺の地形図（国土地理院基盤地図・陰影起伏図に加筆）
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＜休館日＞
11月3・7・14・21・23・28日
新型コロナウイルス対策ご協力のお願い

３つの密を避ける事と、新しい生活様式の定着を目指して当面の間、利用を制限させていただいております。
●小学生の土曜日の自由来館は、午前（9：00〜12：00）と午後（13：00〜17：00）の入れ替え制、学校ごとの分散利用となります。
【湖グループ：船津、河口、大石】 【山グループ：小立、勝山、西浜、大嵐、富士豊茂、素和美】
●当面の間、町民の方のみの利用とさせて頂きます。
●入館の際は検温、小学生以上の方のマスク着用、手指の消毒等をお願い致します。
●自由利用について 乳幼児親子 （火）
（木）
（土）10：30〜12：00 / 13：30〜15：00
中高生
（月）〜（金）13：00〜18：00 １日２時間まで
※なお、今後の状況により開館日時等が変更になる場合もございますのでホームページ・電話等で随時ご確認ください。

電話予約

電話予約

☆小学生対象☆

※「密」を避ける為、湖グループ・山グループの参加時間を
分けて実施致します。
学 校や家ではできない楽しい体 験 学習をするのが
「funfunくらぶ」です。

ブラウンベア
英語であそぼうwith BB

おもしろクイズのプリントで君の脳みそを鍛えるのが《脳
トレ》
！ポイントを貯めて素敵なメダルと景品をゲットしよう！
時：11月13日（土）湖グループ【10：00〜11：30】
山グループ【13：30〜15：00】
定 員：各15名
参加費：なし
持ち物：鉛筆、消しゴム、水筒
申込み：受付中

時：①１１月11日
（木）
13：30〜14：30
②１2月 ９日
（木）
13：30〜14：30
定 員：10組
参加費：なし
持ち物：バスタオル
対 象：０歳親子（ハイハイ前まで）
申込み：①受付中
②１２月２日（木）10：00〜

定 員：各12名 参加費：２００円
持ち物：はさみ、両面テープ
申込み：11月20日（土）10：00〜

電話予約

休館日

8

つどいの広場
リトミック

9

乳幼児親子
自由来館日

ブラウンベア

水

10

つどいの広場

（栄養相談）

ふれあい教室

（体育）

エコフェスタ

つどいの広場

休館日

（リズムの日）

22

21

つどいの広場

休館日

16

乳幼児親子
自由来館日

23
休館日

17

つどいの広場

（子育て相談）
（助産師相談）

24

つどいの広場

（栄養相談）
（歯科相談）

〈来館していただく時間は予約時にお伝えします〉

※洋服は110cmまでの持ち寄りとさせていた
だきます。ご了承ください。
※持ち寄って頂いた物の残りは引き取りをお願い
致します。

木

金

11

12

マムベビー

おもちゃ病院

29

つどいの広場

休館日

30

（発達）
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【湖

18

20

19

乳幼児親子
自由来館日

つどいの広場

25

26

ジョブカフェ

ふれあい教室

PM乳幼児親子 つどいの広場
自由来館日
ふれあい教室
ふれあい教室 （体育）

13

乳幼児親子
自由来館日

つどいの広場

（誕生日会）

おもちゃ病院

（体育）

28

土

AM乳幼児親子 つどいの広場
（絵本の日）
自由来館日

乳幼児親子
自由来館日

2

乳幼児親子
自由来館日

おもちゃ病院の スーパードクター!!

日 時：11月10日(水) 10：00〜14：00
定 員：30分毎20人ずつ
持ち物：エコバッグ
申込み：受付中

エコフェスタ

15

14

日 時：12月7日(火) 10：30〜11：30
定 員: 乳幼児親子（５組） 持ち物：参加費：なし
申込み：11月30日（火）10：00〜

小学生までのお子さんが使える服、おもちゃ等の
無料フリーマーケットです♪食品以外で持ち寄って
いただけるものがあれば、事前にご連絡を
お願い致します。

11月7日～12月4日の予定表

火

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♡

☆どなたでも☆

こどみらクリスマス会2021
今年も3密を避けて開催いたします♪必ず事前にご予約をお願い致します。
【乳幼児親子対象】つどいの広場と合同で開催いたします
日 時：12月１０日（金）10：30〜11：30 ／ 13：30〜14：30
12月１１日（土）10：30〜11：30 〈全3回のうちのいずれか1回〉
定 員：各回22組
申込み：11月29日（月）10：00〜
【小学生対象】日 時：12月11日（土）14：00〜15:30
定 員：80人
参加費：１００円
申込み：11月27日（土）10：00〜
〈小学生は代表者1人につき、3人（代表者含む）まで一緒に
お申込みいただけます。
代表者の方は申込み時に全員分の氏名・学校・学年・
各家庭の連絡先をお伝えください〉
※小学生以上の方は必ずマスクをご着用下さい。

① 9：30〜11：30
② 13：00〜14：30

ぷち相談会 テーマ「子どもと食事」

日

時：12月4日（土）山グループ【10：00〜11：30】
湖グループ【13：30〜15：00】

（

＊11月生まれの誕生会は11月26日（金）です。予約
制となります。手形・足形をとったカードのプレゼ
ントがありますので、10：30頃までにお越しくだ
さい。
＊計測を希望される方はフェイスタオルを1枚持参し
てください。
＊各種相談についてはお問合せ下さい。
●お問合せ：子育て支援課 ☎72-1174

こどみらマムベビー

ｆunfun クリスマスクラフト

令和3年

日 時

毎週月・水・金

絵本の紹介とマッサージ体験で赤ちゃん
と癒しのひと時を♡

壁にかけたり、
ツリーにも飾ることのできる
「くるりんトナカ
イ」を作って、クリスマス気分を盛り上げよう！！

月

感染拡大防止の為の対策として予約制で実施致しております。

日 時：１1月9日（火）10：30〜11：00
定 員：１2組
持ち物：参加費：なし
申込み：受付中

日

日
11/7

子育て支援課発！ つどいの広 場

英語での読み聞かせや歌や体を使った遊
びなど盛りだくさん！
乳幼児の親子ならだれでも参加できます！

ｆunfun 脳トレ⑤

日

☆乳幼児対象☆

3

つどいの広場

（助産師相談）

ワイワイくらぶ

山】

funfunくらぶ
(脳トレ）

【山

乳幼児親子
自由来館日

27

【湖

湖】

山】

ふれあい教室

4

【山

日

時：①１１月１２日（金）午後
②１１月２６日（金）午後
③１２月１０日（金）午後

申込み：①１１月 ５日（金）10：00〜
②１１月１９日（金）10：00〜
③１２月３日（金）10：00〜
その他詳細につきましてはご予約の際に
お伝えします
＊部品代がかかる場合があります＊

11月の日曜・祝日は
休館です

開館時間
月〜金曜日：9時〜18時
土 曜 日：9時〜17時
☆12時〜13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。

（家族と遊ぼう！
勝山さくやホール）

乳幼児親子
自由来館日

こどみらにおもちゃを治してくれるスー
パードクターたちが来てくれます！困ってい
る方は是非どうぞ♪

湖】

funfunくらぶ
(クリスマス
クラフト）

※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〉火・木〜日曜日

9時30分〜17時、水曜日のみ ９時30分〜19時＊

〈休 館 日〉毎週月曜日、祝日、館内整理日
（毎月月曜日を除いた最後の平日：１１月３０日㈫）

＊１０月19日現在の状況で予定を作成しております。今後の感染状況により、臨時休館や開館時間の変更、
イベントを中止する場合があります。お手数をお掛けしますが、詳しくはお問い合わせください。

i 「コロナ渦での生涯学習館の在り方と運営について」図書館協議会で審議されました
富士河口湖町図書館協議会は、生涯学習館
（図書館）
の運営に関して、生涯学習館長の求めに応じて意見を述べる役割を担っている機関で、
現在、学校教育及び社会教育関係にたずさわる方、図書館活動の向上を推進されている方の１１名で構成されています。
生涯学習館長は、令和２年１１月、図書館協議会に
「新型コロナウイルス感染症を踏まえた今後の生涯学習館
（町立図書館）
の在り方と運営に
ついて」
意見を求めました
（諮問）
。令和３年１０月、図書館協議会より回答
（答申）
を受けましたので、町ホームページにて詳細を公開いたします。
紙面でご希望の方は、生涯学習館カウンターにご用意しておりますので、スタッフにお声掛けください。
←アクセスは
こちらから

富士河口湖町ホームページ
https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/ka/info.php?if̲id=6071
＊生涯学習館ホームページのトップページからもアクセス可能です。

大好評

一緒に学んでみませんか？

はてなブックス 11/28㈰まで

文学講座（全５回）

中身は内緒の貸出セット 大好評につき、続々追加中！！
世代別
（赤ちゃん・幼児・低学年・中学年・高学年・一般）
に選んだ３冊
を中身が見えないように包装してあります。
例えば、
「お金」
がテーマの絵本のセット、
「時間」
が
テーマの小説のセット、お好きなセットをどうぞ♪

■場

所：富士河口湖町生涯学習館

第173回

読 書会 11/20㈯
14時〜

■日 程：11月9・16日、12月7・14・21日（火）
■時 間：19：30〜21：00
■場 所：勝山地区公民館 多目的ホール
■講 師：山口 隆之氏 ■定 員：18名（先着順）
■予約制：お申し込みは、生涯学習館カウンターまたは
☎0555-73-1212

朗読ボランティア エトワールによる朗読会

●「声」

『からっぽたいくつどようびはまだ』より, 読み手：流石

ルイス・セプルベダ 作／河野万里子訳

所：富士河口湖町生涯学習館 ※変更する場合があります。

■予約制：お申し込みは、生涯学習館カウンターまたは
☎0555-73-1212 まで

●「紅葉の錦」
高樹

のぶ子

著, 『業平』より, 読み手：松浦

●「つもり貯金」

▶感想や疑問を他の人と共有・交換することで、作品の理解を
深めることを目的とした読書活動です。

阿刀田

▶課題本は図書館カウンターにてご用意しております。

■場

高

著,

所：勝山ふれあいセンター

11/7

月
8

火
9

水
10

木
11

金
12

13
エトワール
13：30

14

15

休館日

21

22

休館日
28

29

休館日

16

小さな
おはなし広場
10：30
河口分館
15：50
（読み聞かせ）
大石分館
16：45
（読み聞かせ）

23

休館日

勤労感謝の日

17

18

19

佐智子

さん

ホール

大石・河口

火・木曜日（祝日除く）
15時〜18時

上九一色

月〜金曜日（祝日除く）
8時30分〜17時

20
●読書会 14：00〜

さん

各分館の開館時間

土

休館日

眞弓

敬子 さん

『風の組曲』より, 読み手：外川

令和3年 11月7日 〜 12月4日の予定表
日

まで

第58回小さな秋の朗読会 11月27日㈯ 14時〜

『カモメに飛ぶことを教えた猫』
■場

テーマは「竹取物語」。

（12時〜13時は閉館）

24

30
12/1
館内整理日

25

26

2

3

27

パパの絵本タイム
13：30〜
●朗読会 14：00〜

4
エトワール
13：30

☎
http://www.fujikawaguchiko.ed.jp

library@fujikawaguchiko.ed.jp
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みなさんのやる気を応援します!
令和3年度 富士河口湖町

世界遺産富士山・郷土発見講座

「富士山と郷土の成り立ち〜ふるさとの誇りを未来へ〜」
第７回 「書き伝えられた室町・戦国時代の富士北麓〜『勝山記』・『妙法寺記』〜」
通常、歴史を解明するためには、多くの古文書を調べ、その内容を分析して年代や関与している人物を特定し、積み重ねて
いく必要があります。これに対し、年代記と呼ばれるものは、日記のように世の中で起こった出来事が記録され、時間を追っ
て詳細な歴史を知ることができます。室町時代から戦国時代にかけて、富士北麓・河口湖畔の僧侶たちは、約90年にも及ぶ
期間の出来事を書き記し、後世に残そうとしました。その結果、私たちが今、
『勝山記』・『妙法寺記』として今から500年前
の郷土の歴史を手に取るように知ることができます。その内容について迫りましょう。
●日 時：令和３年11月17日（水曜日） 19時〜21時
●会 場：勝山地区公民館 多目的ホール
●講 師：杉本悠樹（文化財係長・学芸員）
※新型コロナウィルス感染拡大防止のため講座の参加は予約制とし、受講人数を制限させていただきます。
また、感染拡大状況等により中止または延期となる場合があります。
●申込み：72-6053（生涯学習課） 先着20名 申込み受付開始：11月９日（火）９時〜
※内容は、都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

写真家 テラウチマサト氏 富士河口湖町フォトプロジェクト 2021
写真教室 小立地区編

〜日蓮聖人ゆかりの地を撮る〜

国内外で活躍される写真家テラウチマサト氏の指導のもと、富士河口湖町の郷土の魅力を再発見する写真教室を開催し
ます。今回は、日蓮聖人のゆかりの地が多く伝わる小立地区を対象に、史跡や植物などを撮影します。写真のテクニックを
学びながら、郷土の歴史や自然に親しむチャンスにみなさんもぜひご参加ください。
●日 時：令和3年11月20日（土） 13時30分〜16時30分
●集合場所：富士河口湖町役場駐車場
●持ち物：カメラ（SDカード等の記憶媒体のものが望ましい） 飲み物 筆記用具
●参加費：無料
●定 員：15名（先着順）
●申込み：生涯学習課社会教育係・文化財係 72-6053
●申込受付開始：令和3年11月9日（火） 9時〜 ●対 象：どなたでもご参加いただけます
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
http://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp

新型コロナウィルスの影響で中止になる場合もありますので
クラブ富士山ホームページ「お知らせ欄」
「カレンダー」をご確認ください！

メノポーズ

ケア

たのしいバドミントン

☆更年期世代の女性のためのエクササイズ☆

●曜 日：月曜日
●時 間：20：00〜21：00
●場 所：町民体育館２階
●持ち物：マスク、上履き、タオル、
飲み物、ヨガマット（レンタルあり）
●参加料：チケット1枚／回（4枚綴り2,000円）
申込方法
申 込 先

☆競技志向ではなく楽しみたい方☆

●曜 日：水曜日
●時 間：19：30〜21：30
●場 所：町民体育館
●持ち物：マスク、ラケット（レンタルあり）、
上履き、タオル、飲み物
●参加料：200円／回

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

団員募集

2021年11月号

CLUB

FUJISAN

♩♪♫♩♪♫♩♪♫
♩♪♫♩♪♫♩♪♫♩
♫♩♪♫

●対 象：幼児から小学校6年生
●練習日：毎週土曜日午前中
●練習会場：小立福祉センター（他の場所で行うこともあり）

広報

☆やみつきになる面白さ☆

●曜 日：木曜日
●時 間：20：00〜21：00
●場 所：町民体育館
●持ち物：マスク、上履き、タオル、
飲み物
●参加料：300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 ☎0555-72-4772

ふじ山麓児童合唱団
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NIGHT ＺＵＭＢＡ

●練習見学随時
●連絡先：080-1078-8324 渡邊まで
コロナ対策を講じて、練習しております。

○問合先

教育委員会 生涯学習課

TEL 0555-72-6053

中央公民館講座

『ろうけつ染め教室』

FAX 0555-73-1358

二日間

ろうけつ染めをやってみませんか？
古くから続いているろうけつ染め。今回は、どなたでも取り組める初歩の講座です。
自分の手で作った作品は愛着もひとしおです。一緒に楽しみましょう。
●日 時：11月24・25日（水・木） 13:30〜16:00
●場 所：河口地区公民館 調理室 （河口浅間神社入口 門を入って右側です）
●講 師：中村せい子氏
●持ち物：エプロン、筆記用具、タオル2枚（汚れてもよいもの）
●材料費：1.000円
●定 員：8名（8日より申込受付）
●申込・問合先：生涯学習課（72-6053） ※定員になり次第締切

やまなし・しごと・プラザサテライト
出張 相談

川邉修作先生 の 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答え
します。お気軽にお越しください。

●日

時：11月27日（土）13時30分〜16時35分

●日 程：11月18日（木）
●時 間：午前10時30分〜（1人30分程度）
※前日までに要予約（窓口：子ども未来創造館）
●場 所：子ども未来創造館
個別無料相談
詳しくは生涯学習課へ

●場

所：生涯学習館（図書館）学習室

（1回40分）要申込

●申込・問合先：生涯学習課へ

個別相談／秘密厳守

教育センターだより
◆ 日頃から寄り添う姿勢

積み重ねが大事 ◆

11月を迎え，秋の深まりを感じる季節となりました。2学期も後半に入り，進路について，志望校が決まっている子もいるでし
ょうが，まだまだ葛藤している子もいるのではないでしょうか。
進路に関わらず，様々な場面で，親子で感情が対立することは，どこの家庭でもあることです。そのような時，子どもの気持ち
を無視して，大人が自分の感情に任せて子どもを押さえつけると，それは何らかの形で必ず跳ね返ってきます。親が敷いたレール
に乗せようと思っても難しいです。
子どもの考えは，いきなり否定しない。まずは受け入れて話を聞いてあげる。その上で，子どもにわかるようになぜいけないの
かを話してあげる。親も自分が悪い時は，素直に謝る。そんな姿が子どもの心を動かしていきます。
子どもの声に耳を傾け，困っていることや悩んでいることの相談に乗ってあげるなど，日頃から寄り添う姿勢が大事です。こう
した親の子どもへの関わりの積み重ねは，必ず子どもの心に響くはずです。
子どもはいくつになっても「親に分かってもらいたい，認められたい」という気持ちをもっています。
「誰かに相談してみたい」 相談相手に困ったら教育センターに電話してください。

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 9時〜16時」

○場 所 ／「富士河口湖町中央公民館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
「E-mail

０５５５−８３−３０２２」

ed-center@kawaguchiko.ne.jp」

2021年11月号
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ひろげる・つなげる・むすびあう

やまなしパープルリボンプロジェクト

毎年11月12日から11月25日は、女性に対する暴力をなくす運動期間です。

◎パープル・ライトアップを実施します。
パープルリボンにちなんで、以下の施設で紫色にライトアップします。

・山梨県庁（別館）
・kokori（ココリ）

・舞鶴城鉄門
・甲府駅南口

11月22日から11月25日
11月12日 と 11月25日

11月12日から11月25日
11月15日から11月25日

◎被害者支援のための応援物資を募集します。

DV被 害者の方への支 援として応 援 物資（トイレットペーパーやシャンプーなどの消耗品・小 型
電化製品等）をご提供ください。ご提供いただいた物資は、配偶者暴力相談支援センターを通じて
被害者の方にお渡しします。
・受付期間 11月12日〜11月25日
・受付場所 山梨県県民生活総務課（平日のみ 8:30〜17:15）
男女共同参画推進センターぴゅあ総合（8:30〜17:15 11/8・22は、休館日）
・郵送でも受け付けます。
（申し訳ありませんが送料はご負担ください。）

◎ＤＶ防止啓発企画展示を実施します。

ＤＶ・デートＤＶに関する資料・パネル等の他、県民の皆様に作っていただいたパープルリボンを
使った作品を展示します。
・日 時：令和3年11月12日〜25日
・場 所：男女共同参画推進センターぴゅあ総合
お問合せ

山梨県県民生活総務課

TEL 055−223−1358

男女共同参画担当 （甲府市丸の内１−６−１・本館２階）
FAX 055−223−1320

地域部会の活動を通して 〜提言〜
坂本 昌美

男女共同参画推進委員会の地域部会では、
『防災』をテ
ーマに活動しています。昨今、地震や豪雨などの自然災害
が、たくさん放送されていることを聞きます。避難警報も見
直され、全員避難のレベル４も年に何回も耳にするように
なり、年々災害をおこすエネルギーが強くなる気がします。
災害が起こったとき、さまざまな困難に直面しますが、男
性、女性、性的少数者、高齢者、障がいのある方、妊産婦、
外国人など、人によってその困難の質や度合いには違いが
あります。特に避難所では、限られた空間の中に多くの人
が暮らすため、衛生面やプライバシーなどの面から、心身
の健康を害する人も多くいます。そのなかで、避難所で生
活する女性が直面する問題が多くあります。地域部会の会
議では、次のことがあがりました。
・生活環境（プライバシー）…着替えや授乳、下着が干せな

16
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男女共同参画推進委員会だより

いということ。乳幼児、障害を持つ人いる家族が避難所
で生活することが、困難なこと。
・物資の不足と配布方法の問題…女性用品・乳児用品・
介護用品の不足。また、それらを男性のみによる配布に
よって受け取れなくなる方がいること。
・安全面の困難…盗難、DV、性的暴力などの犯罪に会う
機会が多くなること。
この他にも避難所においていろいろ考えなければいけない
問題点が多々あると思います。
この問題の中には女性でわからないことや解決できない
ことがたくさんあります。そのためには、地域において女性
リーダーが必要だということです。隣のおじいちゃん、おば
あちゃんの毎日の様子がわかるのは、家族以外ではその隣
近所に住んでいる女性ではないでしょうか。お茶飲み話か
ら、近所の様子を知り、近所のいろいろをわかっている女
性が、何かあったときの縁の下の力持ちとなり頼りになりま
す。最近、防災無尽という言葉を聞くようになりました。山
梨県民ならではの無尽という風習を防災にも役立てる。集
まることから地域を知る。このことが大切ではないかと思
います。
今後も、男女共同参画推進委員会地域部会では女性な
らではの防災、近所ならではの防災について学習し、地域
の皆様に発信できるように活動をしていきたいと思います。

男女共同参画
推進事業
男女共同参画の推進により、誰もが自分らしく安心して暮らせる町の実現

男性が家事・育児に参加している写真を募集します！！
①カジダン・イクメン写真
お父さんやおじいちゃん、
兄 弟の 家 事や 育 児 、男 性
が活 躍している場 面を撮
影したものであればジャン
ルは問いません。何をして
いるのか分かれば 後ろ姿
でもO Kです。とっておき
の写真をご応募ください。
（おひとり、２枚まで）

②男性の作ったお弁当写真
男性の作ったお弁当（パパ
弁・じいじ弁・彼弁）を撮
影したもの。
男性が、自分のために、
家族のために、彼女の
ために作ったお弁当を
写真に撮ってご応募
ください。
（おひとり、２枚まで）

◇募集期間
●令和3年 11月1日(月)〜令和4年 1月31日(月)

◇応募方法
●直接持参いただくか、郵送【Ｌサイズの現像済の写真（裏に氏名を明記ください）】
●メールで応募【デジタルカメラ・スマートフォンで撮影したＪＰＥＧデータのもの】
＊氏名、住所、電話番号（日中の連絡先）及び、タイトルと作品に対するコメント(30字以内)を明記して
下さい。

◇展示・審査について
●令和4年2月22日（火）〜28日（月）町役場エントラスホールにおいて展示し、ご覧いただいた方に
投票していただきます。それぞれ上位3点を入賞作品に選出し、記念品を進呈します。

◇そ の 他
●入賞作品は行事、広報、啓発活動等に使用させていただきます。
●応募作品の著作権及び使用権は、町に帰属します。
●応募作品は、返却しません。
●応募作品は、未発表のものに限ります。

◇応募先及び問合わせ先
富士河口湖町船津１７００番地
ＴＥＬ：７２−１１２９

富士河口湖町政策企画課 男女共同参画国際係

ＦＡＸ：７２−０９６９

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

2021年11月号
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社協だより
Social welfare council

こども食料支援事業
富士河口湖町内にお住まいで町立の小中学校及び特別
支援学校に通う児童・生徒がいる世帯へ歳末慰問品とし
て食料支援を行います。ご希望される方は、申込み用紙に
必要事項を記入し、町社協へお申し込みください。
●対象：①児童扶養手当を受給している世帯
（児童手当のみの世帯は対象外）
②住民税非課税世帯
③上記①、②以外で新型コロナウィルスの影響に
よる困窮世帯
●申込み方法：希望する保護者は、食料支援申請書により
申込み。
（ＦＡＸ・郵送でも可）
※申込み締め切り日 12月1日（水）
●支援食料：お米（2㎏程度）、レトルトカレー、レトルト食
品、袋めん、ふりかけ、菓子
●受取方法：町社協で直接お渡し。
配布日時：12月20日（月）〜24日（金）
午前9時〜午後5時
●問合せ先：富士河口湖町社会福祉協議会
（☎７２-１４３０）

生活福祉資金
（緊急小口資金・総合支援資金）
特例貸付の実施
〔11月末受付終了〕
山梨県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染
症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資金でお悩
みの方々へ向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施し
ています。

緊急小口資金

〇対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の
減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付
を必要とする世帯
〇貸付上限額 20万円以内
〇貸付方法
据置期間・・・貸付日から1年以内
償還期限・・・据置期間終了後2年以内
〇持参していただくもの
①身分を証明する書類（運転免許証・保険証など）

18

広報

2021年11月号

②本人の印鑑
③貸付金の振込先口座（本人口座）が確認できる通帳
④住民票（世帯全員の全部記載）

総合支援資金

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

※緊急的な貸付が必要な場合には、まず「緊急小口
資金」の申込を検討していただく場合があります。
※償還開始までに自立相談支援機関からの支援を
受けることの同意が要件です。
〇貸付上限額
2人以上世帯：月20万円以内
単身世帯：月15万円以内
※貸付期間：原則3カ月以内
〇貸付方法
据置期間・・・貸付日から1年以内
償還期限・・・据置期間終了後10年以内
〇持参していただくもの
＜緊急小口資金＞と同様

①、②、③、④

《受付窓口》

富士河口湖町小立2487
社会福祉法人 富士河口湖町社会福祉協議会
町民福祉館ふじやま2階
（☎７２−１４３０）

《受付時間》８：３０〜１２：００、１３：００〜１６：００
《申込期限》令和３年11月30日（火）

第２回、障がい者作品展 開催のお知らせ
町内の障害をお持ちの方が制作した作品展示会
です。
独創的で自由な作品の数々、是非ご覧ください。
●日

時：令和３年11月22日（月）１３；００〜
11月30日（火）１４：００まで
（土日祝日は、閉館）
●場 所：町役場 １F「エントランスホール」
●主 催：富士河口湖町障害者福祉会
●お問い合わせ：富士河口湖町社会福祉協議会
72-1430
外川

〜富士河口湖町在宅医療推進協議会から〜

訪問看護のご案内
地域に根ざしたきめ細かい看護で24時間

療養生活を支援しています

訪問看護とは、

症状の観察

ご家族等への療養指導・療養相談

清拭・洗髪・入浴
食事・排泄の介助

床ずれの予防と処置

カテーテル等の管理
(点滴・胃ろう・尿管等)
呼吸器の管理
(人工呼吸器・在宅酸素)

看護師などが居宅を訪問して、
主治医の指示や連携により行
う看護（療養上の世話または
必要な診療の補助）です。
病気や障害があっても、医療
機器を使用しながらでも、住
まいで最期まで暮らせるよう
に、本人・家族の意向を聞き
ながらよりよい在宅生活が送
れるように、主治医、ケアマネ
ージャーなど多職種の方と連
携を取り支援していきます。

ターミナル(終末期)ケア
認知症の看護

訪問看護についての
お問い合わせは
下記の
訪問看護ステーションまで…

リハビリテーション

訪問看護師からメッセージ
１、医療機器を使っていても、医療処置があっても
自宅での生活ができます。
２、退院前からご相談に応じます。
３、自宅で最期まで過ごすことができます。
４、緊急時の対応ができます。
５、ご家族と主治医との橋渡しをします。

富士河口湖町在宅医療推進協議会委員

公益社団法人山梨県看護協会
●公益財団法人山梨県看護協会
富士北麓訪問看護ステーション
℡0555-22-8852

●訪問看護
リハビリテーション かみよし
℡0555-73-8800
●幸訪問看護ステーション
℡0555-75-1987

権守小百合看護師

2021年11月号
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STELLAR THEATER NEWS
The Kawaguchiko Stellar Theater. The NOVEMBER issue.

♪河口湖円形ホール 室内楽シリーズ♪
河口湖円形ホール

クリスマスコンサート

フランスのリヨンで10年音楽修行をしたピアニスト宮川知子を中心に日本
国内で活躍中の若手音楽家達が集結♪近現代の曲でも何でもござれ！の
フルーティスト内山貴博、室内楽を愛する歌心満載のチェリスト夏秋裕一、
そこに朗読の宮川安利が加わり楽しく和やかな時間をお届けします！
[日時] 2021年 12月18日（土） 開場／PM3：00
[会場] 河口湖円形ホール（富士河口湖町河口3030）
みや がわ ち こ

うち やま たか ひろ

開演／PM3：30

なつ あき ひろ かず

みや かわ あ

り

[出演] 宮川知子(ピアノ)、内山貴博(フルート)、夏秋裕一（チェロ）、宮川安利（朗読）
[曲目] 第一部《朗読劇》
『賢者の贈り物より』

第二部《音は踊っている》ブラームス：ハンガリー舞曲より、
ジョリベ：リノスの歌、チャイコフスキー：くるみ割り人形より、クリスマスソング

他

※都合により曲目の一部が変更になる場合があります。

[料金] 全席自由

町民2,800円 一般4,000円

高校生以下 町民1,400円

一般2,000円

※３歳児以下のお子様の入場はご遠慮願います。

★町民先行予約★

2021年11月13日(土)10:00から11月14日(日) 17:00まで
受付電話番号：0555-72-5588 ※電話予約のみ ※予定枚数に達し次第受付終了とさせて頂きます。

[一般発売］ 2021年11月20日(土) 10:00販売開始

富士河口湖町音楽のまちづくり事業

森 麻季＆錦織 健

アメイジング・ソングス

事業支援：株式会社横河システム建築

デュオ・リサイタル

〜愛と煌めきを歌にのせて〜

国内を代表する2大歌手が初共演！ 上質な歌声をお楽しみください。
[日時] 2022年 2月11日（金祝） 開場／PM4：00
[会場] 河口湖円形ホール（富士河口湖町河口3030）

開演／PM4：30
©Yuji Hori

[出演] 森麻季（ソプラノ）、錦織健（テノール）、山岸 茂人（ピアノ）
[曲目] ヴェルディ：歌劇「椿姫」より “乾杯の歌”（森、錦織）
ドニゼッティ：歌劇「ランメルモールのルチア」より
久石

二重唱（森、錦織）

譲：Stand Alone ＜NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」テーマ曲＞（森）

服部良一：蘇州夜曲（錦織） 他

※都合により曲目の一部が変更になる場合があります。

[料金] 全席指定

町民5,500円 一般 8,000円

高校生以下 町民2,500円

一般４,000円

※未就学児の入場はご遠慮願います。

★町民先行予約★

2021年11月13日(土)10:00から11月14日(日) 17:00まで
受付電話番号：0555-72-5588 ※電話予約のみ ※予定枚数に達し次第受付終了とさせて頂きます。

[一般発売］ 2021年12月4日(土) 10:00販売開始

♪自然の香りが響きわたる♪

&

♪優しい音が湖風に舞う♪

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

20

広報

2021年11月号

秋の全国火災予防運動
令和3年11月9日から15日までの7日間
これからは、空気が乾燥し火災の起こりやすい季節になります。
火の元、火の取扱いには十分注意しましょう。
お出かけ前やおやすみ前にもう一度、火の元を確かめましょう。

2021年度 全国統一防火標語

おうち時間

家族で点検
地域防災課

火の始末
防災係

℡７２−１１７０

消費者ホットライン188 とは？
消費者ホットライン188（局番なし）は、お近くの消費生活センター等の消費生活相談窓口を
ご案内することにより、消費生活相談の最初の一歩をお手伝いするものです。
「悪質商法等による被害にあった」
「ある製品を使ってけがをしてしまった」
「お試し購入のは
ずが定期購入契約になっていた」などの消費者トラブルで困っていませんか？
また、
「「新型コロナワクチンが接種できる。後日全額返金されるので10万円を振り込むよう
に」との不審な電話がかかってきた」などの新型コロナウイルスに関連したトラブルや、
「豪雨で
雨漏りし修理してもらったがさらにひどくなった」などの災害に関するトラブルで困っていません
か？
そんなときは一人で悩まずに、全国どこからでも３桁の電話番号でつながる消費者ホットライ
ン「188（いやや！）」にご相談ください。専門の相談員がトラブル解決を支援します。

一人で悩まず、まずは相談
大切なのは、すぐに相談することです
困ったときは、一人で抱え込まないで
「消費者ホットライン「いやや」
（局番なしの188）」までお電話を

『泣き寝入りは超いやや（188）！』
で覚えてね

消費者庁 消費者ホットライン１８８イメージキャラクター

「イヤヤン」

2021年11月号
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県などからのお知らせ
全国一斉「女性の人権ホットライン」
強化週間のお知らせ
夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの事案は、
依然として数多く発生していることから、これらの女性
をめぐる様々な人権問題の解決を図るための人権相談
活動を強化するため、全国一斉「女性の人権ホットライ
ン」強化週間を実施します。
■実施機関 甲府地方法務局及び山梨県人権擁護委員
連合会
■実施期間 11月12日(金)から18日(木)まで
■受付時間 平日8時30分から19時まで
土・日曜日10時から17時まで
＊上記強化週間以外は、平日の8時30分から17時15分
まで相談を受け付けています。
■相談担当者 法務局職員及び人権擁護委員
■電話番号
0570-070-810（全国共通）
＊相談は無料で秘密は厳守します。
●問合せ 甲府地方法務局人権擁護課
℡055-252-7239

アイヌの方々からの様々なご相談を
お受けします
公益財団法人 人権教育啓発推進センターでは、アイ
ヌの方々の悩みをお受けするフリーダイヤルを開設して
おります。
嫌がらせ、差別、プライバシー侵害などのご相談もお
受けします。
お気軽にご相談ください。
・相談は無料です。
・匿名でもかまいません。
・秘密は厳守します。
■受 付 月曜日〜金曜日(※祝日、12/29-1/3を除く)
■時 間 9時〜17時
■相談専用電話 アイヌの方々のための相談専用フリー
ダイヤル ℡0120-771-208
※来訪によるご相談もお受けします。
月曜日〜金曜日 13時〜17時（要予約）
●問合せ 公益財団法人 人権教育啓発推進センター
東京都港区芝大門2-10-12
KDX芝大門ビル4階
FAX 03-5777-1803
http://www.jinken.or.jp/
◆本相談事業は、(公財)人権教育啓発推進センターが、
厚生労働省生活相談充実事業により実施するもので
す。

富士山科学研究所からお知らせ
「火山災害軽減のための方策に関する
国際ワークショップ2021」
■日
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■場 所
■対 象
■内 容

■定

員

■費 用
■その他

第1部：13時10分〜14時50分
第2部：15時〜15時50分
閉会の挨拶：15時50分〜16時00分
オンライン開催
どなたでもご参加いただけます。
近年、国内の御嶽山や草津白根火山、ニュー
ジーランドのホワイトアイランド火山など
で、行楽目的で活火山の火口周辺に近づい
ていた観光客が被害に遭う事例が相次いで
います。そこで、噴火時の被害を減らし、安
全に火山を楽しむための方策に関して議論
します。
第１部：火山における登山者の安全確保
第2部：パネルディスカッション
−火山における登山者の安全対策−
400名（事前申込みが必要です。詳しくは
ＨＰをご覧ください。）
無料
同時通訳がございます。

「国際シンポジウム2021
富士登山における噴火時の安全確保」
■日

時 12月5日（日）開会行事：13時15分〜
第1部：13時30分〜15時35分
第2部：15時55分〜16時40分
閉会行事：16時40分〜16時50分
■場 所 富士吉田市民会館 本館メインホール
■対 象 どなたでもご参加いただけます。
■内 容 富士山をはじめ、登山者に人気のある山岳
の多くは活火山です。このような山岳では、登山中に
突発的に火山噴火に巻き込まれる可能性があります。
2014年の御嶽山の噴火災害の教訓などを参考に、富
士山での登山者の安全を確保するための噴火対策を
議論します。
第1部：活火山に登る−富士登山の魅力−
第2部：パネルディスカッション−富士山での噴火を
想定した登山の在り方とは−
■定 員 400名（事前申込みが必要です。詳しくは
ＨＰをご覧ください。）
■費 用 無料
■その他 同時通訳がございます。
●問合せ 山梨県富士山科学研究所 環境教育・交流部
広報・交流担当 ℡0555-72-6206
HP https://www.mfri.pref.yamanashi.jp/

「ウッドデッキ材差し上げます」
富士山科学研究所生態観察園木道改修工事に伴い、
既存木道に使用されている木材が不要となります。再利
用いただける方に無料で差し上げますので、ご希望の場
合はご連絡下さい。
（材質）ハードウッド材
（規格）105㎜×2000㎜×30㎜程度

県などからのお知らせ
■留意点
・現状での引き渡しとなります。釘やボルト等の処理が
されていないものもあります。
・木材の選定、積み込み、運搬はご自身でお願いします。
・事前に電話連絡いただき、日程調整の上で御来所お願
いします。
●連絡先 富士山科学研究所 総務・企画課
℡0555-72-6211

山梨県職業能力開発協会から
お知らせ
生産管理

■定 員 15名
■実施日時 1月18，20，25，27日，2月1，3，8，10日
18時30分〜20時30分
■締切日 1月7日(金)
■受講料 会員9,240円 一般11,110円
■講習会場 山梨県立中小企業人材開発センター
●問合せ 山梨県職業能力開発協会 総務企画課
℡055-243-4916

司法書士無料相談
相続・遺言・成年後見・登記に関する相談、家・土地に
関する相談、会社に関する相談、借金・日常生活のトラ
ブルに関する相談、その他、各種相談に対応致します。
■開催日 毎月1回 第3水曜日
■開催時間 13時〜16時まで
■場 所 富士山駅ビルショッピングセンター
「Q-STA（キュースタ）」 地下1階
■予約制 予約受付時間 月〜金曜（祝祭日は除く）
9時〜17時
■相談料無料
●問合せ 山梨県司法書士会総合相談センター
℡055-253-2376

山梨県労働局からのお知らせ
令和3年10月1日から山梨県最低賃金が改正されまし
た。改正後の金額は、時間額866円です。
詳しくは山梨県労働局賃金室(055-225-2854)また
は最寄りの労働基準監督署までお尋ねください。

知）をお送りします。
（令和4年1月1日時点で20歳以上
の方に限られます。）この通知は、来年2月頃からの約1
年間に裁判所にお越しいただき、裁判員に選ばれる可能
性があることを事前にお伝えし、あらかじめ心づもりをし
ていただくためのものです。この段階では、まだ具体的
な事件の裁判員候補者に選ばれたわけではありません
ので、すぐに裁判所にお越しいただく必要はありません。
また、名簿記載通知と併せて調査票をお送りします。
この調査票は、裁判員候補者の方の事情を早期に把握
し、調査票のご回答の内容により、1年を通じて辞退が
認められる場合等には裁判所にお越しいただくことのな
いようにして、裁判員候補者の方々のご負担を軽減する
ためのものです。お尋ねする項目に当てはまらない方は、
返送していただく必要はありません。
辞退の申出ができる時期に制限はありません。この調
査票での辞退を申し出なかった場合でも、実際の事件の
裁判員候補者に選ばれた後に辞退を申し出ていただくこ
とも可能です。
裁判員裁判を実施するにあたっては、裁判員候補者の
皆さまに安心して参加いただけるよう、各地方裁判所に
おいて、
「三つの密」を避けるなどの様々な新型コロナウ
イルス感染症対策を行っています。皆さまの積極的なご
参加をお願いします。
裁判員制度の詳しい情報はこちらへどうぞ
裁判員制度ウェブサイト
https://www.saibanin.courts.go.jp/

11月は労働保険未手続事業
一掃強化期間です
正社員・パート・アルバイトなど、雇用形態にかかわら
ず、ひとりでも労働者を雇っている事業主の方は、労働
保険
（労災保険・雇用保険）
に加入する義務があります。
就業時間数にかかわらず、労働者に対しては労災保険
が加入対象となり、1週間の所定労働時間が20時間以
上、かつ、31日以上の雇用見込みがある労働者は雇用保
険の加入対象にもなります。
労災保険の問合せは・・都留労働基準監督署
℡0554-43-2195
雇用保険の問合せは・・ハローワーク富士吉田
℡0555-23-8609（21＃）

裁判員制度～まもなく
名簿記載通知を発送します！
裁判員候補者名簿記載通知について

令和4年の裁判員候補者名簿に登録された方には、本
年11月中旬に名簿に登録されたことの通知（名簿記載通

※各種イベントや相談会等につきましては、延期又は中止
となる場合があります。開催状況等の詳細につきまして
は各主催者までお問い合わせください。
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i nformation
第５回
サステナブル・SDGsの学びと実践

インフォメーション

■持ち物
■受講料
■締 切
●問合せ

作業着・軍手・園芸用はさみ・筆記用具・昼食
2,000円(１対)
12月3日（金）
富士吉田職業訓練協会 ℡0555-22-5214

■講 演
①「私たちの食品ロスと世界は繋がっている」
〜食品問題からSDGsを考える〜
ニコニコかかし食堂・教室
上智大学大学院・教授 織朱實
②「食の格差とどう向き合うか/フードバンクから見え
■場 所 シェアスペースかかし（旧ふたば薬局）
る食の格差」〜誰もが食を分かち合える社会へ〜
■日にち 11月7日（日）・11月23日（火・祝）
認定NPO法人フードバンク山梨理事長
■時 間 食堂（11時〜14時）教室（12時〜14時）
米山けい子
■料 金 200円
※講演後、参加者との意見交換を予定
（ニコニコかかし教室に参加
■日 時 11月21日（日）開場12：30・開演13：30
するお子様は無料。）
（16時終了）
■場 所 勝山ふれあいセンター・さくやホール
「にじいろフードパントリー河口湖」
（富士河口湖町勝山4029-5）
企業や個人からご提供いただいた食料品や雑貨を無
■参加費 1,000円（大学生迄無料）
料で配布いたします。
■対 象 中学生以上
■日 時 11月24日（水） 15時〜18時頃まで
■定 員 80名
■対 象 ひとり親家族・ひとり暮らしのお年寄りの方・
■申込み
障がい者がいるご家庭・３人以上のお子様が
①下記アドレスに、
「申し込みフォーム希望」・「ご氏名
いるご家庭・生活保護を受給されていない方
（ふりがな）」
・
「郵便番号、住所」
・
「連絡先電話番号」
・学生の方・外国から来てお住みの方・お困
をご記入の上メールをご送付ください。
りの方
②受信確認ができましたら、申し込みフォームをメール
●問合せ NPO 法人富士と湖とかかしの里
させていただきますので、ご記入いただきご返送くだ
富士河口湖町船津5247-2
さい。
℡/fax 0555-72-2989
③申し込み確認のメールを送付いたします。
メール npokakashi@gmail.com
※マスク着用、検温、手指の消毒、ソーシャルディスタン
スにより、新型コロナウイルス感染症対策を実施いた
します。

武田信玄公生誕500年 映画「信虎」

講演会当日に食料品の寄付活動を実施します。
（自由
参加です）会場で受付し、フードバンク山梨を通して寄付
いたします。
■ご寄付をお願いしたい食品
賞味期限が明記されており、2ヶ月以上あるもの。
常温保存が可能で、未開封のもの。
生もの、冷蔵・冷凍食品は扱いません。
段ボール、袋等に入れて開場受付までお持ちください。
■主 催：富士山からサステナブル＆SDGsを発信する会
●問合せ 中村 ℡090-3512-0536(10時〜17時)
メール hi-nakamura@s9.dion.ne.jp

園芸教室

–ミニ門松作り–

■日 時 12月18日(土)・19日(日) 9：00〜17：00
※ご希望の日程をお選びください。
※定員に達した場合、ご希望に添えない場合がございま
す。
■定 員 1日5名
（3名未満の場合は中止となる場合があります）
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本作には、武田勝頼が信仰した「富士山」をかたどった
前立の兜が出ます。
また、富士吉田市出身の左伴彩佳(AKB48)さんが信虎
の娘として登場。
■制 作 ミヤオビピクチャーズ
■監 督 金子修介
■主 演 寺田農
■音 楽 池辺信一郎（「影武者」）
■後 援 信玄公生誕500年記念事業実行委員会ほか
■武田家考証 平山優
10月22日
（金）
からTOHOシネマズ甲府にて先行公開。
お得な前売り鑑賞券をムビチケにてご購入いただけま
す。
●問合せ （株）宮帯 ℡075-803-3300
http://www.miyaobi.com/mp.html

SDGｓをもっと身近に考えてみよう！（１）
目標１ 貧困をなくそう

上智大学地球環境学研究科教授

織

朱實

SDGｓ（サスティナブル・デベロップメント・
ゴールズ）は、
「持続可能な世界」に向けて、世
界中の国で、2030年までに達成しようという
目標で、2015年に国連で採択されました。図
のようなSDGsのアイコンはよく目にするもの
の、具体的には、
「17の目標ってなに？」と疑
問に感じていらっしゃる人も多いと思います。
少しでも、ＳＤＧｓを身近に感じてもらうため
に、今号から、17の目標について一つ一つ紹介
してきたいと思います。

目標１

貧困をなくそう
目標１は、2030年までに「あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」ことを
目標にしています。
目標の中は、まず「極度の貧困を終わらせる」というターゲット(※1-1)があります。
「極
度の貧困」とは「人間としての最低必要条件の生活水準が満たされていない状態」で、
一日1.9米ドル（約200円）未満での生活とされています。

これらは、
「絶対的貧困」といわれています。絶対的な貧困に苦しむ開発途上国の中でも特に開発が遅れて
いる国での貧困をなくすため、資金の動員も目標の中身（ターゲット）です(※1-a)。これだけ見ると、目標１は
途上国の問題で、先進国である日本には関係がないようにも見えます。
しかし、
「貧困」の現れ方は、国によって様々です。目標１は、
「絶対的貧困」の撲滅だけでなく、
「あらゆる
場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる」ことを目標にしています。貧困の中には、他者との比較において生
活水準が平均よりも低い状態を指す「相対的貧困」もあります。
日本の相対的貧困ラインは、2015年調査では年収122万円で、貧困率は15.6%にもなっています。相対的
貧困とは、
「自分だけお金がないことでできないことがある」状態です。これは、子供たちを直撃する問題で
す。例えば、生活に余裕がなく、1年に1回の家族旅行、クリスマスや誕生日プレゼントをもらえない、学習塾に
通えない、部活や修学旅行のような学校行事に参加できないというものです。これらは、子供たちの学習や発
達に影響を与えるだけでなく、大きな精神的ダメージを与えます。
目標１は、2030年までに、それぞれの国の基準でいろいろな面で「貧困」に直面している男性、女性、子ども
の割合を少なくとも半分減らす、そのために施策を実施することを内容としています(※1-2)。日本では、目に見
えるかたちで表面化しにくい「相対的貧困」特に「子供の貧困」を解決するための施策、資金への取組が求めら
れているのです。
※17の目標に紐づく169のターゲットがあり、その該当するターゲット番号になります。
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ホームページはこちらから！
facebook , Instagram , LINE
でも情報配信しています

健康科学大学の「旬」な情報を毎月発信いたします

新型コロナウイルスワクチンの職域接種を実施
本学富士山キャンパスにおいて、新型コロナウイルスワクチンの職域接種（大学拠点接種）を実施しました。第1回目

は2021年8月12日(木)及び13日(金)に、第２回目は2021年9月9日(木)及び10日(金)に、本学学生、教職員及び地域の
皆様等を対象として、約1000人の方へ接種を行いました。
当日は健康科学部・看護学部の医師・看護師・保健師

を中心として、教職員が接種業務にあたりました。本学学

生の多くは各種医療機関等での実習を必須としているた
め、早期に接種を実施できたことは教育活動上大変有益

でした。実施にあたりましては、富士河口湖町・富士吉田

市をはじめ多くの皆様にご支援を賜り、誠にありがとうご
ざいました。

このほか、富士吉田合同庁舎で行われた山梨県新型コ

ロナウイルスワクチン大規模接種のスタッフとして、健康
科学大学看護学部の学生と教職員が活躍いたしました。

引き続き感染症対策にかかる地域の負担を軽減し、接

種の加速化の一助となるよう努めてまいります。

受
２４時間

出願受付中の入試のお知らせ
選抜種別
学校推薦型選抜（公募）Ⅰ期
学校 推薦型 選抜（公募）
Ⅰ期

学校推薦型選抜
（専門高校特別）
学校推薦型選抜（専門高校等特別）

学校推薦型選抜（公募）Ⅱ期
学校推薦型選抜
（公募）
Ⅱ期
総合型選抜（AO)Ⅱ期
総合型選抜
（AO）
Ⅱ期

出願期間（消印有効）

試験日

11/1（月）
～ 11/17（水）
11／ 1㈪〜11／17㈬

11/27（土）
11／27㈯

11/10（水）～12/10（金）
11／10㈬〜12／10㈮

12/18（土）
12／18㈯

お問い合わせ ■大学事務室

〜災害を体験した方のエピソード〜
被災地では携帯電話は繋がらず
―東日本大震災（平成23年3月）―

付！

LINE個別相談

みなさんのご相談にLINEでお答えします！
入試のこと、学校生活のこと…何でもお気
軽にご相談ください。まずは本学公式アカ
ウントを「友だち追加」！
回答時間：平日9：00〜17：00

0555-83-5200（代表）

「一日前プロジェクト」
〜他の連絡手段を決めておこう〜

（仙台市太白区

30代

女性

会社員）

震災当日はちょうど外に出ていて仕事をしていました。
地震が起こり、立っていられないほどの揺れに地面に倒れてしまいました。
その後、家族と連絡を取る事すらできず、どこで何をしているのかと心配しま
したが、携帯電話を命綱として使用している現代人は、何かが起こった時に脆
いものだと知りました。
私の会社のある場所では、使用している携帯電話は繋がったのですが家族
のいる場所では全く繋がらず、連絡がつかない状況でした。
緊急時の連絡先を家族で話し合っておけば、もっと早くに安心できたかもしれません。真っ暗闇の中を車で走りなが
ら、そんな事を思ったのを覚えています。
いざというときの、携帯電話以外での安否確認は家族内で絶対に決めておくべきだと痛感しました。
内閣府「一日前プロジェクト」
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http://www.bousai.go.jp/kyoiku/keigen/ichinitimae/

地域防災課

防災係 72-1170

１１月は町税等滞納整理強化月間です。納め忘れはありませんか？
今月の納税等 納期限

令和３年１１月３０日（火）
（口座振替日）

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

● 相談は予約制です●
実施日

11月20日㈯

行政相談
心配ごと相談
弁護士相談

町の行政相談委員さん

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

渡辺久美子 72−2849

堀内

83−2304

ほか

年 金 相 談【 要 予 約 】

13,187 人

女

13,543 人

(＋3)

(−15)

世 帯 11,120 世
帯

(＋10)

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）
●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）
※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により中止に
なる場合がございます。

●問合せ・予約/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

小俣

父

ち うね

千畝
きょうか

恭果

外川

詩悠

し はる

そう じ ろう

勝俣創士郎

あおい

蒼

れん し ろう

小柴廉士郎
雨宮

奏多
り

みつ き

光毅

◎国民健康保険税第５期

庸

い さ

今月の相談日

11月10日㊌・24日㊌

時間:13時30分〜／14時30分〜
場所: 10日 104会議室
24日 202会議室

ほか

お気軽にご相談ください。
相談は予約制
（無料）
です。

問合せ・申込み先

政策企画課 72−1129

●相談日/ 12月5日㈰
●時

間/10時〜12時

●場

所/町民福祉館
ふじやま ２階

●問合せ/町社協
（７２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。

・

奈
薫

届出人

「生きているのがつらい」、
「消
えたい」
、
「 生活上の問題」
などで
悩まれている方、対応の仕方が
分からないご家族の方、相談で
きずに苦しんでおられる方、あな
たの気持ちをお聴かせください。
自殺に関する相談を365日24時
間体制
（平日12時〜13時を除く)
でお受けします。まずはご相談く
ださい。秘密は守られます。
こころの健康相談統一ダイヤル
（自殺防止電話相談）
おこなおう

まもろうよ

こころ

０５７０−０６４−５５６

小立

古屋

久雄

83歳

藤山

哲也

小立

小立

齊藤つね代

88歳

齊藤

豪

河口

宮下

97歳

宮下

正

勝山

おくやみ（死亡）

母

自殺予防のための相談

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。

平・莉
亙

久保里依紗

おめでた（出生）

外川

近藤

かな た

田中

〈9/15〜10/13〉

お子さん

女性なんでも相談のお知らせ

結婚相談日

11月10日㈬ 富士吉田商工会議所
12月 8日㈬ 河口湖商工会

男

87−2032

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12月3日㈮ 9時から１１時３０分まで町役場１階１０２会議室で実施します。対象者は、
生活保護受給者・生活困窮者・母子世帯となっておりますので、希望する方はお気軽にご相談ください。

●日時・場所

(−12)

伊藤 正一

（毎月第2･第4水曜日）

毎月第１日曜日 13時〜17時
℡0554-56-8742

センターへの来庁によるご相談を極力控えて
いただきますようお願いします。

人 口 26,730 人

82−2424

相談日時

お願い 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、

10月１日現在の
人口・世帯

渡辺 秀樹

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

相談専用ダイヤル ℡0555 22 1577
富士吉田市役所 東庁舎1階

就業相談について

洽

13時〜15時
13時〜15時

●勝山ふれあいセンター 13時〜15時

男性総合相談

富士吉田市消費生活センターへ

生活困窮者・母子世帯等の

10時〜12時

ぴゅあ富士

消費者問題のお悩みは

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

●足和田出張所
●上九一色出張所

盛保

真

樹・育

恵

船津

井出

明

87歳

井出

肇

船津

陽

平・裕

花

船津

高野はる子

84歳

高野

昌美

船津

齊藤 寛哉

＝

大石 真菜 船津

智

章・良

子

浅川

大堀

勉

74歳

外川

富子

船津

渡邊 昭仁

＝

桑原 智美 船津

卓

也・明

子

小立

渡邉

枝

99歳

渡邉

久代

船津

奥寺 拓哉

＝

佐野

一

也・由

紀

小立

外川

洋平

31歳

外川

誠

船津

佑

史・桃

子

小立

小林

宗春

85歳

加々美元博

船津

康

毅・牧

子

小立

外川

久子

85歳

外川

浅川

後期高齢者医療保険料第５期

了一

介護保険料第５期

おしあわせに（結婚）
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森林では、猛毒性のカエンタケが多く発生することが確認されています。

表面はオレンジ色から赤色。

形

土から手の指が出ているよう

状

に群生または単生する。
中は白く硬い。

夏から秋

発生場所

ブナ、コナラなどナラ類などの広葉樹林の地上に群生して発生する。

間違えやすい
食用きのこ
症

状

ベニナギナタタケ（シロソウメンタケ科ナギナタタケ属）
食後３０分から、発熱・悪寒・嘔吐・下痢・腹痛・手足のしびれなどの症状を
起こす。２日後に、消火器不全・小脳萎縮による運動障害など脳神経障害に
より死に至ることもある。

毒成分

トリコテセン類：毒性は強く、食べても、触っても毒である。死亡例あり。

問合先

富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課 0554-45-7813
富士河口湖町役場 農林課 0555-72-1115

※「カエンタケ」は触れるだけでも炎症を起こすといわれています。誤って食べてしまった場合、
後遺症が残る可能性があり、最悪の場合、死に至ることがあるので、十分な注意が必要です。

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

発生時期

11

細長い円柱状または棒状で、

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。

太陽光発電支援サービス

約8,000世帯の皆さんが読んでいます！

広報誌に広告を掲載しませんか？

地元地域皆様のニーズにお応えできますよう
いろいろなサービスにチャレンジしていきます。
TEL:0555-22-2161 https://www.yoshidagas.co.jp

休日・夜間の救急医の問い合わせ先

掲載期間：４月号〜９月号（第１期）
仕
様：フルカラー 縦50mm×横90mm
掲 載 料：100,000円／1枠
枠
数：2枠 （申込み多数の場合は抽選）
発行部数：毎月8,000部
申込締切：令和４年１月3１日（月）
掲載基準：町広報誌広告掲載要綱の規定による
問 合 せ：政策企画課 ℡ 0555-72-1129

☎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

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

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。
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。
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「カエンタケ」はニクザキン科ツノタケ属の有毒キノコです。ナラ枯れが発生した
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発行/富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
編集/政策企画課 TEL 0555-72-1129

カエンタケ への注意喚起について

