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6月の行事予定
2019 CALENDAR

　 図書館=山中湖情報創造館閉館日 ※開館時間（9:30～21:00）詳しくはP20をご覧ください。
　  可燃物収集日 　  不燃物収集日 　 PETボトル収集日　8:30までに指定の場所に出してください。
　  持込（可燃・不燃）　　持込（可燃のみ）=クリーンセンターへ直接搬入可能日（9:00～11:00  13:00～16:00）
　  立入日=北富士演習場立ち入り許可日　　プール開放日＝料金・時間については、P12をご覧ください。　　

この広報はベジタブルインキを使用しています。
植物油インキ（ベジタブルインキ）は、植物性のため地球の環境にやさしいインキです。
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休日夜間急患診療の医療機関をお知らせします。

問い合わせ（テレフォンガイド）  富士五湖消防本部   ℡.２３-４４４４

　救急医療とは、急病やケガなど、救急に処置または治療が必要
な場合に行う医療です。「日中は　仕事や用事があって行けない」

「夜間や休日でもやっているから」等の理由で安易に受診する医
療ではありませんので、ご注意ください。

必ず事前に問い合わせ先に電話をしてから受診してください。
保険証を必ず持参してください。
日頃から使っている薬がわかるもの（お薬手帳など）を持って受診してください。

富士吉田市立病院　奇数日が内科、偶数日が外科
山梨赤十字病院　　奇数日が外科、偶数日が内科

休日 8:30～翌8:30、　土曜 12:30～翌8:30、
夜間 17:00～翌8:30

4月から12月まで

診療時間

休日　8:30～17:00　

※前日や当日（休日）に当番が変更となる可能性があります。

診療時間6月

皆さんへの
お願い

富士吉田医師会 富士吉田市立病院・山梨赤十字病院
診療科目日 曜日 診療所名
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16
23
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日

日

日
日
日

羽田レディースクリニック  
ふじさん腎臓内科クリニック  
富士彩クリニック  
富士の森クリニック  
フジ河口湖クリニック  
ふじよしだ勝和クリニック  

内科、産婦人科
内科
形成外科
内科
内科
内科



「文学館、20歳の歩み」
はたち

特集展

　1999年（平成11）7月3日、富士山と山中湖を望む
湖畔の地に、「三島由紀夫文学館」は開館しました。
　云わずと知れた日本が世界に誇る昭和の文豪“三
島由紀夫”。彼が生涯に書き溜めた原稿は実に膨大
であり、その多くが未整理のまま三島邸に残されていま
した。こうした現状を憂慮したご遺族は、貴重な文学
資料が散逸することのないよう、一括して公共の機関
で保管されることを望んでおられました。

　折しも山中湖村では、“森が育くむ文化の香り”を
キーワードに、この恵まれた自然環境を活かしたなかで
村ゆかりの文人・歌人を中心とする“文学・文化の村
づくり”を構想として掲げていました。
　三島の著書『暁の寺』（1970年〈昭和45〉）には山
中湖が登場し、実際に山中湖を含む富士北麓地域を
取材するなど、三島作品にゆかりある土地でもあったこ
とから、ここに両者の希望が実現をみたのです。

　膨大な原稿や執筆に際しての取材・創作ノート等
の文学資料に加え、大切に保存されてきた幼少期の
作文や絵画等の関係資料、図書・雑誌、三島作品を
原作とする舞台・映画・ドラマ等の台本やプログラム、
ポスター・チラシなど、この20年の間に収集し収蔵する
資料は、2万点を超えています。
　また、2009年（平成21）にはレストランの格付けで
有名なミシュランガイドの旅行版である「ミシュラン・グ
リーンガイド・ジャポン2009」で二つ星を獲得したほ

か、2018年（平成30）にはフランスのストラスブールで
開催された日本博での「三島由紀夫と金閣寺」展に全
面協力するなど、“世界からの注目”と“世界への発
信”に応える施設へと成長しつつあります。
　そこで本展では、三島文学の一大収集・保管・公
開・研究の拠点である本館20年の歩みを振り返り、こ
れまでの活動から本館の社会的役割を展観するとと
もに、今後の可能性と次の10年を考えます。

三島由紀夫文学館

20周年
作品に引き込まれ、人物に魅せられて
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「文学館、20歳の歩み」
はたち

特集展

　1999年（平成11）7月3日、富士山と山中湖を望む
湖畔の地に、「三島由紀夫文学館」は開館しました。
　云わずと知れた日本が世界に誇る昭和の文豪“三
島由紀夫”。彼が生涯に書き溜めた原稿は実に膨大
であり、その多くが未整理のまま三島邸に残されていま
した。こうした現状を憂慮したご遺族は、貴重な文学
資料が散逸することのないよう、一括して公共の機関
で保管されることを望んでおられました。

　折しも山中湖村では、“森が育くむ文化の香り”を
キーワードに、この恵まれた自然環境を活かしたなかで
村ゆかりの文人・歌人を中心とする“文学・文化の村
づくり”を構想として掲げていました。
　三島の著書『暁の寺』（1970年〈昭和45〉）には山
中湖が登場し、実際に山中湖を含む富士北麓地域を
取材するなど、三島作品にゆかりある土地でもあったこ
とから、ここに両者の希望が実現をみたのです。

　膨大な原稿や執筆に際しての取材・創作ノート等
の文学資料に加え、大切に保存されてきた幼少期の
作文や絵画等の関係資料、図書・雑誌、三島作品を
原作とする舞台・映画・ドラマ等の台本やプログラム、
ポスター・チラシなど、この20年の間に収集し収蔵する
資料は、2万点を超えています。
　また、2009年（平成21）にはレストランの格付けで
有名なミシュランガイドの旅行版である「ミシュラン・グ
リーンガイド・ジャポン2009」で二つ星を獲得したほ

か、2018年（平成30）にはフランスのストラスブールで
開催された日本博での「三島由紀夫と金閣寺」展に全
面協力するなど、“世界からの注目”と“世界への発
信”に応える施設へと成長しつつあります。
　そこで本展では、三島文学の一大収集・保管・公
開・研究の拠点である本館20年の歩みを振り返り、こ
れまでの活動から本館の社会的役割を展観するとと
もに、今後の可能性と次の10年を考えます。

三島由紀夫文学館

20周年
作品に引き込まれ、人物に魅せられて
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カニの泡と
三島由紀夫文学館 「転生する詩的宇宙 ―21世紀文学としてのMISHIMA」

館長　佐藤秀明 井上隆史

　三島由紀夫文学館の開館20周年記念企
画展として、「転生する詩的宇宙― 21世紀
文学としてのMISHIMA」を開催しています。
　「詩を書く少年」として出発した三島は、ま
もなく「詩」を断念し、小説家、劇作家の道を
歩みますが、その核心には常に「詩」がありま
した。没後５０年を目前に控えた今なお、国境
を越えて多くの人が三島文学に心を打たれ、
創作の意欲を掻き立てられて新たな作品を

生みだしている理由もそこに秘められています。本
企画展では、館所蔵の豊かな資料を通じて、三島
文学を貫く「詩」の鉱脈が21世紀の文芸、芸術の
世界へと展開する流れを辿ります。
　特に注目したいのは、ライフワーク『豊饒の海』に
２０年も先立つ太平洋戦争終戦前後の時期に、
詩集『豊饒の海』刊行のプランがあったことを示す
原稿です。この企画は詩集そのものとしては実現し
ませんでした。しかし、やがて四部作の長編小説と
して形を変えて蘇り、世界中で新たな読者を獲得
し続けています。
　三島が世界の現代芸術に影響を与え続けてい
る例として、英国の演出家マックス・ウェブスターに

よる『豊饒の海』の劇化、前衛的で領域横断的なメ
キシコの作家マリオ・ベジャティンの著作、自殺用品
専門店の店主MISHIMAの家族の再生をめぐるフ
ランスのミュージカル・アニメ『スーサイド・ショップ』、
ミュージシャンのデヴィッド・ボウイが三島の肖像画を
描き、『春の雪』からインスピレーションを受けて曲を
作ったことなども紹介します。
　デヴィッド・ボウイの関係でお力添えいただいた吉
村栄一氏はじめ、今回の企画を実現に導いてくだ
さった方々に、心より感謝申し上げます。
　三島詩の宇宙は世界に開かれた扉です。ぜひ、
お出かけください。

　三島由紀夫文学館は、今年の7月で開館20周年を迎え

ます。

　館が建つ前に、白百合女子大の井上隆史さんと私に声

がかかり、お手伝いをすることになりました。今はもう退職され

ましたが、役場の2人の方と頻繁に連絡を取り合い、オープ

ンにこぎ着けました。

　あの頃は、メールではなく電話やFAXが主な通信の手段で

した。ある朝、寝ぼけまなこで電話のある部屋に行くと、黒いカ

ニのような平べったい電話機が大量の白い紙の泡を吹いてい

て、ビックリ仰天しました。FAXのロールペーパーがものすごい

量の受信をし、それが数十センチの高さに盛り上がっていたの

です。全部山中湖の役場からのものでした。それを読んでしか

るべき返事をするのに一苦労したのも、懐かしい思い出です。

　三島由紀夫はノーベル文学賞の候補に何度か挙がり、

授賞しなかったものの、日本文学が面白く優れたものだと誰

よりも強く世界にアピールしました。その三島の世界に一点し

かない貴重な資料類をきちんと整理し、山中湖村が20年間

守ってきたのです。

　いくつかの自治体や大学が、三島の資料をほしいと手を

挙げかけて、諦めたそうです。あの衝撃的な死が躊躇させた

のでしょう。悪くすると三島の資料は散逸したかもしれなかっ

たのです。三島家の資料がまとまって山中湖村に納まり公開

されたことは、本当にありがたいことでした。新潮社の『決定

版三島由紀夫全集』が無事完結したのも、三島文学館の

協力なしには考えられないことでした。

　5月14日から20周年記念の企画展示「転生する詩的宇

宙 21世紀文学としてのMISHIMA」と「文学館、20歳の歩

み」とを同時開催します。ぜひこの機会に、もう一度文学の森

にお立ち寄りください。山中湖の人たちに、三島文学のすばら

しさを伝えていく文学館でありたいと心から願っています。

企画展

はたち

三島由紀夫文学館

20周年
作品に引き込まれ、人物に魅せられて
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カニの泡と
三島由紀夫文学館 「転生する詩的宇宙 ―21世紀文学としてのMISHIMA」

館長　佐藤秀明 井上隆史

　三島由紀夫文学館の開館20周年記念企
画展として、「転生する詩的宇宙― 21世紀
文学としてのMISHIMA」を開催しています。
　「詩を書く少年」として出発した三島は、ま
もなく「詩」を断念し、小説家、劇作家の道を
歩みますが、その核心には常に「詩」がありま
した。没後５０年を目前に控えた今なお、国境
を越えて多くの人が三島文学に心を打たれ、
創作の意欲を掻き立てられて新たな作品を

生みだしている理由もそこに秘められています。本
企画展では、館所蔵の豊かな資料を通じて、三島
文学を貫く「詩」の鉱脈が21世紀の文芸、芸術の
世界へと展開する流れを辿ります。
　特に注目したいのは、ライフワーク『豊饒の海』に
２０年も先立つ太平洋戦争終戦前後の時期に、
詩集『豊饒の海』刊行のプランがあったことを示す
原稿です。この企画は詩集そのものとしては実現し
ませんでした。しかし、やがて四部作の長編小説と
して形を変えて蘇り、世界中で新たな読者を獲得
し続けています。
　三島が世界の現代芸術に影響を与え続けてい
る例として、英国の演出家マックス・ウェブスターに

よる『豊饒の海』の劇化、前衛的で領域横断的なメ
キシコの作家マリオ・ベジャティンの著作、自殺用品
専門店の店主MISHIMAの家族の再生をめぐるフ
ランスのミュージカル・アニメ『スーサイド・ショップ』、
ミュージシャンのデヴィッド・ボウイが三島の肖像画を
描き、『春の雪』からインスピレーションを受けて曲を
作ったことなども紹介します。
　デヴィッド・ボウイの関係でお力添えいただいた吉
村栄一氏はじめ、今回の企画を実現に導いてくだ
さった方々に、心より感謝申し上げます。
　三島詩の宇宙は世界に開かれた扉です。ぜひ、
お出かけください。

　三島由紀夫文学館は、今年の7月で開館20周年を迎え

ます。

　館が建つ前に、白百合女子大の井上隆史さんと私に声

がかかり、お手伝いをすることになりました。今はもう退職され

ましたが、役場の2人の方と頻繁に連絡を取り合い、オープ

ンにこぎ着けました。

　あの頃は、メールではなく電話やFAXが主な通信の手段で

した。ある朝、寝ぼけまなこで電話のある部屋に行くと、黒いカ

ニのような平べったい電話機が大量の白い紙の泡を吹いてい

て、ビックリ仰天しました。FAXのロールペーパーがものすごい

量の受信をし、それが数十センチの高さに盛り上がっていたの

です。全部山中湖の役場からのものでした。それを読んでしか

るべき返事をするのに一苦労したのも、懐かしい思い出です。

　三島由紀夫はノーベル文学賞の候補に何度か挙がり、

授賞しなかったものの、日本文学が面白く優れたものだと誰

よりも強く世界にアピールしました。その三島の世界に一点し

かない貴重な資料類をきちんと整理し、山中湖村が20年間

守ってきたのです。

　いくつかの自治体や大学が、三島の資料をほしいと手を

挙げかけて、諦めたそうです。あの衝撃的な死が躊躇させた

のでしょう。悪くすると三島の資料は散逸したかもしれなかっ

たのです。三島家の資料がまとまって山中湖村に納まり公開

されたことは、本当にありがたいことでした。新潮社の『決定

版三島由紀夫全集』が無事完結したのも、三島文学館の

協力なしには考えられないことでした。

　5月14日から20周年記念の企画展示「転生する詩的宇

宙 21世紀文学としてのMISHIMA」と「文学館、20歳の歩

み」とを同時開催します。ぜひこの機会に、もう一度文学の森

にお立ち寄りください。山中湖の人たちに、三島文学のすばら

しさを伝えていく文学館でありたいと心から願っています。

企画展

はたち

三島由紀夫文学館

20周年
作品に引き込まれ、人物に魅せられて
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～児童手当について～

問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62-9973

児童の年齢

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

児童手当の額（１人当たり月額）

１．支給対象

２．支給額

中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童を養育している方

３．支給時期 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例）６月の支給日には、２～５月分の手当を支給します。

※児童を養育している方の所得が所得制
限限度額以上の場合は、特例給付とし
て月額一律5,000円を支給します。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで
（18歳の誕生日後の最初の3月31日ま
で）の養育している児童のうち、３番
目以降をいいます。

児童手当制度のご案内
６月分以降の児童手当等を受けるには、現況届が必要です！
　６月上旬に児童手当受給者宛に「児童手当現況届」を送付しますので、
必要事項を記入し添付書類を添えて税務住民課窓口へ提出してください。
　現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童の監督
や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。
　※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

規制区間・時間（仮）

東京 2020 自転車ロードレース
テストイベント交通規制

問い合わせ　オリンピック推進室　℡.28-5355

　大会コース及び周辺道路は大変
混雑します。ご迷惑をおかけしま
すが、皆さんのご理解・ご協力を
お願いいたします。交通規制につ
いては変更することもあります
が、詳細が決まり次第、村広報誌、
ホームページ等でお知らせいたし
ます。

競技時間に交通規制が行われます。

　7月21日（日）に行われる東京2020自転車ロードレースイベント（大会名：READY 
STEADY TOKYO－自転車競技（ロードレース））の実施に伴いコースとなる公道は、

※交通規制チラシ「地域版」については、
　５月下旬以降、チラシ・ポスター・各種媒体等を活用して、皆さんにおしらせします。

規制区間（コース） 規制時間
①両国橋（神奈川県県境） ⇔　②平野
②平野   ⇔　③明神前
③明神前  ⇔　④旭日丘
④旭日丘  ⇔　⑤籠坂峠
⑤三国峠  ⇔　②平野
② 平野  ⇔　④旭日丘

11:30　～　15:30
13:05　～　15:40
13:15　～　15:45
13:20　～　17:30
14:10　～　17:15
15:00　～　17:20

村民の皆さんに
おしらせです

交通死亡事故ゼロ
2000日達成
交通死亡事故ゼロ
2000日達成

　山中湖村が、春の全国交通安全運動の初日であ
る令和元年 5 月 11 日（土）を以って、「交通死亡
事故ゼロ 2000 日」を達成しました。
　これに伴い、５月 17 日（金）、役場第一会議室
で山梨県知事表彰授与式が行われ、富士吉田交通
安全協会山中湖支部、富士吉田安全運転管理者協
議会山中湖支部、交通安全母の会山中湖支部の代
表の同席のもと、高村文教村長が、三井孝夫山梨
県ﾘﾆｱ交通局長から山梨県知事表彰を受け取りま
した。
　山中湖村には、国道 138 号・国道 413 号東富
士五湖道路が走り、静岡・神奈川・甲府方面に向
かう自動車が行き交う交通の要衝であります。ま
た観光シーズンにおける県外者の運転や、冬季の
路面凍結など交通事故に関するリスクが非常に
高い地域です。
　また、表彰後の村長あいさつでは、交通安全関
係団体、富士吉田警察署、交通安全母の会など、あ
らゆる方々の日ごろの努力とご協力があって達
成できた御礼と、昨今の痛ましい交通事故を挙

げ、交通安全に今後一層皆様方のご協力のお願い
がありました。
　また、交通安全に係わる春の全国交通安全運動
が、5 月 11 日から 20 日までの 10 日間実施され、
本村では 5 月 13 日（月）に山中湖警察官駐在所
前　山中湖無料駐車場で、令和元年「春の全国交
通安全運動」街頭指導所開所式を行い通行車両に
乗車の方々に街頭指導を行ないました。
　交通死亡事故ゼロは、交通ルールを遵守し交通
事故を防止することから始まります。
　早めのライト点灯などの交通ルールを守り、交
通事故が１件でも少なくなるようにご協力をお
願いいたします。

※その他詳細はお問い合わせください。

勤務時間　午前８時３０分～午後５時１５分（時差勤務、土曜勤務有）
年齢資格　６０歳未満　栄養士資格者を優遇
勤務内容　保育所の給食に関する業務、一般事務
募集人員　1名

福祉健康課  臨時職員募集
栄養士もしくは事務員を募集します

問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　℡.62-9976

　勤務先は村内の公立保育所となり、随時募集を受け付けており
ます。
　お申し込みの際には、福祉健康課に履歴書をお持ちください。

山中保育所

平野保育所

　テストイベントの際にコース沿道周辺の競技運営をサポートしていただく「コースサ
ポーター（沿道ボランティア）」を 2 月から募集し、4 月末に締め切らせていただきました。
　募集に対し、村内外問わず、高校生からご年配の方まで定員を大きく超えるご応募をい
ただきました。活動が決定した方々には決定通知を送らせていただきました。
　今後については、当日の活動や注意事項などについて組織委員会主催の活動説明会を 6
月 30 日（日）に行い、本番に向けて準備を進めていきます。

テストイベントコースサポーター
たくさんのご応募ありがとうございました。
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～児童手当について～

問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62-9973

児童の年齢

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

児童手当の額（１人当たり月額）

１．支給対象

２．支給額

中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の3月31日まで）の児童を養育している方

３．支給時期 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例）６月の支給日には、２～５月分の手当を支給します。

※児童を養育している方の所得が所得制
限限度額以上の場合は、特例給付とし
て月額一律5,000円を支給します。

※「第3子以降」とは、高校卒業まで
（18歳の誕生日後の最初の3月31日ま
で）の養育している児童のうち、３番
目以降をいいます。

児童手当制度のご案内
６月分以降の児童手当等を受けるには、現況届が必要です！
　６月上旬に児童手当受給者宛に「児童手当現況届」を送付しますので、
必要事項を記入し添付書類を添えて税務住民課窓口へ提出してください。
　現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童の監督
や保護、生計同一関係など）を満たしているかどうかを確認するためのものです。
　※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

規制区間・時間（仮）

東京 2020 自転車ロードレース
テストイベント交通規制

問い合わせ　オリンピック推進室　℡.28-5355

　大会コース及び周辺道路は大変
混雑します。ご迷惑をおかけしま
すが、皆さんのご理解・ご協力を
お願いいたします。交通規制につ
いては変更することもあります
が、詳細が決まり次第、村広報誌、
ホームページ等でお知らせいたし
ます。

競技時間に交通規制が行われます。

　7月21日（日）に行われる東京2020自転車ロードレースイベント（大会名：READY 
STEADY TOKYO－自転車競技（ロードレース））の実施に伴いコースとなる公道は、

※交通規制チラシ「地域版」については、
　５月下旬以降、チラシ・ポスター・各種媒体等を活用して、皆さんにおしらせします。

規制区間（コース） 規制時間
①両国橋（神奈川県県境） ⇔　②平野
②平野   ⇔　③明神前
③明神前  ⇔　④旭日丘
④旭日丘  ⇔　⑤籠坂峠
⑤三国峠  ⇔　②平野
② 平野  ⇔　④旭日丘

11:30　～　15:30
13:05　～　15:40
13:15　～　15:45
13:20　～　17:30
14:10　～　17:15
15:00　～　17:20

村民の皆さんに
おしらせです

交通死亡事故ゼロ
2000日達成
交通死亡事故ゼロ
2000日達成

　山中湖村が、春の全国交通安全運動の初日であ
る令和元年 5 月 11 日（土）を以って、「交通死亡
事故ゼロ 2000 日」を達成しました。
　これに伴い、５月 17 日（金）、役場第一会議室
で山梨県知事表彰授与式が行われ、富士吉田交通
安全協会山中湖支部、富士吉田安全運転管理者協
議会山中湖支部、交通安全母の会山中湖支部の代
表の同席のもと、高村文教村長が、三井孝夫山梨
県ﾘﾆｱ交通局長から山梨県知事表彰を受け取りま
した。
　山中湖村には、国道 138 号・国道 413 号東富
士五湖道路が走り、静岡・神奈川・甲府方面に向
かう自動車が行き交う交通の要衝であります。ま
た観光シーズンにおける県外者の運転や、冬季の
路面凍結など交通事故に関するリスクが非常に
高い地域です。
　また、表彰後の村長あいさつでは、交通安全関
係団体、富士吉田警察署、交通安全母の会など、あ
らゆる方々の日ごろの努力とご協力があって達
成できた御礼と、昨今の痛ましい交通事故を挙

げ、交通安全に今後一層皆様方のご協力のお願い
がありました。
　また、交通安全に係わる春の全国交通安全運動
が、5 月 11 日から 20 日までの 10 日間実施され、
本村では 5 月 13 日（月）に山中湖警察官駐在所
前　山中湖無料駐車場で、令和元年「春の全国交
通安全運動」街頭指導所開所式を行い通行車両に
乗車の方々に街頭指導を行ないました。
　交通死亡事故ゼロは、交通ルールを遵守し交通
事故を防止することから始まります。
　早めのライト点灯などの交通ルールを守り、交
通事故が１件でも少なくなるようにご協力をお
願いいたします。

※その他詳細はお問い合わせください。

勤務時間　午前８時３０分～午後５時１５分（時差勤務、土曜勤務有）
年齢資格　６０歳未満　栄養士資格者を優遇
勤務内容　保育所の給食に関する業務、一般事務
募集人員　1名

福祉健康課  臨時職員募集
栄養士もしくは事務員を募集します

問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　℡.62-9976

　勤務先は村内の公立保育所となり、随時募集を受け付けており
ます。
　お申し込みの際には、福祉健康課に履歴書をお持ちください。

山中保育所

平野保育所

　テストイベントの際にコース沿道周辺の競技運営をサポートしていただく「コースサ
ポーター（沿道ボランティア）」を 2 月から募集し、4 月末に締め切らせていただきました。
　募集に対し、村内外問わず、高校生からご年配の方まで定員を大きく超えるご応募をい
ただきました。活動が決定した方々には決定通知を送らせていただきました。
　今後については、当日の活動や注意事項などについて組織委員会主催の活動説明会を 6
月 30 日（日）に行い、本番に向けて準備を進めていきます。

テストイベントコースサポーター
たくさんのご応募ありがとうございました。
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「くじらっこダイアリー」
子育て応援サービスアプリ
妊娠から出産、育児をサポート

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

　村では妊娠から出産、育児までをサ
ポートするため、スマートフォンで利
用できる「くじらっこダイアリー」の配
信を始めます。このアプリは、子育てに
関する情報が手軽に確認できる便利な
アプリです。管理が大変な予防接種の
自己管理や、子どもの成長の記録を家
族で共有できる機能もあり、子育ての
楽しさを感じられる内容になっており
ます。ぜひ、ご家族でご利用ください。

登録方法

※ご注意　このアプリは母子健康手帳の代わりではありません。
　　　　　母子健康手帳と併用して利用してください。

母親の健康記録（妊娠中の体重グラフなど）その1

子どもの成長記録（体重の増加の状況など）その2

予防接種管理（接種日の知らせや自己管理するなど）その3

できたよ記念日
（写真と一緒に子どもの成長を記録し、家族で共有するなど）

その4

子育て情報配信（山中湖村からのお知らせを配信）その5

アプリの主な機能

6月3日（月）配信スタート！6月3日（月）配信スタート！

山中湖村では、
統計調査員を募集しています。
村内でできる、

登録制のお仕事です。

国や県が実施する、
各種統計調査に
調査員として従事

します。

調査票の
配布・回収や
聞き取りなどが
主な業務です。
統計調査の最も
重要な部分を
担う仕事です。

60歳代
の方も、

活躍中です。

詳しくは、役場ホームページを
ご覧ください。

問い合わせ
山中湖村役場 総合政策課 地域情報グループ
℡.62-9971

ユーザー登録をする

アプリストアから無料ダウンロードする
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「くじらっこダイアリー」
子育て応援サービスアプリ
妊娠から出産、育児をサポート

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976
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ポートするため、スマートフォンで利
用できる「くじらっこダイアリー」の配
信を始めます。このアプリは、子育てに
関する情報が手軽に確認できる便利な
アプリです。管理が大変な予防接種の
自己管理や、子どもの成長の記録を家
族で共有できる機能もあり、子育ての
楽しさを感じられる内容になっており
ます。ぜひ、ご家族でご利用ください。

登録方法

※ご注意　このアプリは母子健康手帳の代わりではありません。
　　　　　母子健康手帳と併用して利用してください。

母親の健康記録（妊娠中の体重グラフなど）その1

子どもの成長記録（体重の増加の状況など）その2

予防接種管理（接種日の知らせや自己管理するなど）その3

できたよ記念日
（写真と一緒に子どもの成長を記録し、家族で共有するなど）

その4

子育て情報配信（山中湖村からのお知らせを配信）その5

アプリの主な機能

6月3日（月）配信スタート！6月3日（月）配信スタート！

山中湖村では、
統計調査員を募集しています。
村内でできる、

登録制のお仕事です。

国や県が実施する、
各種統計調査に
調査員として従事

します。

調査票の
配布・回収や
聞き取りなどが
主な業務です。
統計調査の最も
重要な部分を
担う仕事です。

60歳代
の方も、

活躍中です。

詳しくは、役場ホームページを
ご覧ください。

問い合わせ
山中湖村役場 総合政策課 地域情報グループ
℡.62-9971

ユーザー登録をする

アプリストアから無料ダウンロードする

広報やまなかこ 2019年6月号 09



No.
190

　村県民税の均等割は、地方税法第２９２条2項に定められており、「山中湖村内に事務所、事業所
又は家屋（別荘等）を有する者に課税される税金」となります。
　また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財
源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布・施行され、全国的にかつ緊急に県や市町
村が実施する防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため、個人村民税・県民税の標準税率
が引き上げられたことを受け、山中湖村でも平成２６年度から令和５年度までの間、村民税の均等
割額が３，０００円から３，５００円に、県民税の均等割額が１，５００円から２，０００円となっております。

　村民税と県民税を併せたものが村県民税となり、一般的に住民税と呼ばれます。
　住民税には、個人に課税される個人村民税と事務所または事業所のある法人に課税される法
人村民税があり、個人県民税は個人村民税と一緒に納めていただいたうえで、村を経由して県
へ送られています。

○個人住民税の主な内容
　個人村県民税は、毎年１月１日現在、山中湖村に居住している個人に課税される税金で、前年の
所得に応じて課税される「所得割10％（村民税6％、県民税4％）」と所得の多少にかかわらず均
等の額で課税される「均等割5,500円（村民税3,500円、県民税2,000円）」を併せて納めていた
だくものですが、下の表に該当する方は、両方または一方が非課税になります。

●村県民税の均等割

　村県民税の納期及び口座振替は次のとおりとなります。
●納期

所得割と均等割
が非課税になる人

生活保護法により生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人

所得割が非課税に
なる人

扶養のない人
扶養のある人

前年の総所得金額が35万円以下の人
前年の総所得金額が35万円×（本人＋扶養者数）＋32万円以下の人

均等割が非課税に
なる人

扶養のない人
扶養のある人

前年の合計所得金額が28万円以下の人
前年の合計所得金額が28万円×（本人＋扶養者数）＋168千円以下の人

平成２５年度まで
３，０００円

１，５００円（森林環境税５００円含む）
４，５００円

平成２６年度から令和５年度まで
３，５００円

２，０００円（森林環境税５００円含む）
５，５００円

年　　度
村民税・家屋敷均等割
県民税均等割
合　　計

納期限・口座振替日

第１期・全期
第２期
第３期
第４期

　７月  １日（月）
　９月  ２日（月）
１０月３１日（木）
　１月３１日（金）

住民税とは？

本年度の村県民税
第１期・全期分の納期限は
納期限・口座振替日ともに

となります。
7月1日（月）

年金ニュース

会社を退職（失業）された方へ
国民年金への変更手続きはお済みですか
国民年金の届出が必要です！
役場の税務住民課窓口で手続きしてください。

予約相談の受付は、
ねんきんダイヤル

０５７０‐０５‐１１６５で
行っています。

●保険料を納めることが困難な場合
　ご本人からの申請によって、保険料の全額または一部（4分の1、半額、4分の3）が免除になる制度があります。
メリット①　
　退職（失業）の場合は、退職（失業）された方の前年の所得がゼロとして審査されます！
　通常の免除申請は、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象になりますが、退職（失業）時の
　免除申請は、退職（失業）された方の所得がゼロとして審査されます。
メリット②　
　免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます！例えば、全額免除になった期間の年金額への算定額
は、保険料を全額納めた場合と比較して、2 分の 1 として計算されます。
メリット③
　万が一の際にも保障を確保！病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなった
ときの遺族年金の受け取りを確保できます。
●申請について
　「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を、役場の税務住民課窓口もしくはお近くの年金事務所へ提出
してください（事務センターは郵送のみ）。
　申請が遅れても最大２年１カ月前までの免除申請をすることができます。ただし、申請が遅れると万一の
際に障害年金などを受け取れない場合や退職（失業）時の免除審査の特例 [ 退職（失業）された方の所得をゼ
ロとして審査 ] が受けられない場合があります。申請書はすみやかに提出してください。
●申請に必要なもの
①国民年金保険料免除・納付猶予申請書（申請書は手続き先の窓口、日本年金機構ホームページにあります）
②年金手帳など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
③雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など、失業していることを確認で
　きる公的機関の証明の写し

　免除された保険料は、10 年以内であれば、あとから納めること（追納）ができます。免除期間
がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。追
納した場合は全額納付として算定されますので、追納をお勧めします。
・老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
・追納を行う場合は、お申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所にご相談ください。
・免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に
  一定額が加算されます。

国民年金保険料の免除制度があります！

免除された保険料をあとから納めることはできますか？

　年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望される
方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。
受付時間 月曜日  　午前 8 時 30 分～午後 7 時 00 分　
  火～金曜日 　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
  第 2 土曜日 　午前 9 時 30 分～午後 4 時 00 分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7 時 00 分まで予約をお受けします。
※祝日（第 2 土曜日を除く）、12 月 29 日～ 1 月 3 日はご利用いただけません。
※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

※必要なもの　退職証明書、離職票、社会保険資格喪失証明証等、
　　　　　　　また年金手帳などの日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類。

問い合わせ　税務住民課　℡.62-9972
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No.
190

　村県民税の均等割は、地方税法第２９２条2項に定められており、「山中湖村内に事務所、事業所
又は家屋（別荘等）を有する者に課税される税金」となります。
　また、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財
源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布・施行され、全国的にかつ緊急に県や市町
村が実施する防災・減災事業に要する費用の財源を確保するため、個人村民税・県民税の標準税率
が引き上げられたことを受け、山中湖村でも平成２６年度から令和５年度までの間、村民税の均等
割額が３，０００円から３，５００円に、県民税の均等割額が１，５００円から２，０００円となっております。

　村民税と県民税を併せたものが村県民税となり、一般的に住民税と呼ばれます。
　住民税には、個人に課税される個人村民税と事務所または事業所のある法人に課税される法
人村民税があり、個人県民税は個人村民税と一緒に納めていただいたうえで、村を経由して県
へ送られています。

○個人住民税の主な内容
　個人村県民税は、毎年１月１日現在、山中湖村に居住している個人に課税される税金で、前年の
所得に応じて課税される「所得割10％（村民税6％、県民税4％）」と所得の多少にかかわらず均
等の額で課税される「均等割5,500円（村民税3,500円、県民税2,000円）」を併せて納めていた
だくものですが、下の表に該当する方は、両方または一方が非課税になります。

●村県民税の均等割

　村県民税の納期及び口座振替は次のとおりとなります。
●納期

所得割と均等割
が非課税になる人

生活保護法により生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下の人

所得割が非課税に
なる人

扶養のない人
扶養のある人

前年の総所得金額が35万円以下の人
前年の総所得金額が35万円×（本人＋扶養者数）＋32万円以下の人

均等割が非課税に
なる人

扶養のない人
扶養のある人

前年の合計所得金額が28万円以下の人
前年の合計所得金額が28万円×（本人＋扶養者数）＋168千円以下の人

平成２５年度まで
３，０００円

１，５００円（森林環境税５００円含む）
４，５００円

平成２６年度から令和５年度まで
３，５００円

２，０００円（森林環境税５００円含む）
５，５００円

年　　度
村民税・家屋敷均等割
県民税均等割
合　　計

納期限・口座振替日

第１期・全期
第２期
第３期
第４期

　７月  １日（月）
　９月  ２日（月）
１０月３１日（木）
　１月３１日（金）

住民税とは？

本年度の村県民税
第１期・全期分の納期限は
納期限・口座振替日ともに

となります。
7月1日（月）

年金ニュース

会社を退職（失業）された方へ
国民年金への変更手続きはお済みですか
国民年金の届出が必要です！
役場の税務住民課窓口で手続きしてください。

予約相談の受付は、
ねんきんダイヤル

０５７０‐０５‐１１６５で
行っています。

●保険料を納めることが困難な場合
　ご本人からの申請によって、保険料の全額または一部（4分の1、半額、4分の3）が免除になる制度があります。
メリット①　
　退職（失業）の場合は、退職（失業）された方の前年の所得がゼロとして審査されます！
　通常の免除申請は、申請者本人、配偶者および世帯主の所得が審査の対象になりますが、退職（失業）時の
　免除申請は、退職（失業）された方の所得がゼロとして審査されます。
メリット②　
　免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます！例えば、全額免除になった期間の年金額への算定額
は、保険料を全額納めた場合と比較して、2 分の 1 として計算されます。
メリット③
　万が一の際にも保障を確保！病気や事故で障害が残ったときの障害年金や、一家の働き手が亡くなった
ときの遺族年金の受け取りを確保できます。
●申請について
　「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」を、役場の税務住民課窓口もしくはお近くの年金事務所へ提出
してください（事務センターは郵送のみ）。
　申請が遅れても最大２年１カ月前までの免除申請をすることができます。ただし、申請が遅れると万一の
際に障害年金などを受け取れない場合や退職（失業）時の免除審査の特例 [ 退職（失業）された方の所得をゼ
ロとして審査 ] が受けられない場合があります。申請書はすみやかに提出してください。
●申請に必要なもの
①国民年金保険料免除・納付猶予申請書（申請書は手続き先の窓口、日本年金機構ホームページにあります）
②年金手帳など、日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類
③雇用保険受給資格者証の写しや雇用保険被保険者資格喪失確認通知書など、失業していることを確認で
　きる公的機関の証明の写し

　免除された保険料は、10 年以内であれば、あとから納めること（追納）ができます。免除期間
がある場合には、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。追
納した場合は全額納付として算定されますので、追納をお勧めします。
・老齢基礎年金を受け取っている方は追納できません。
・追納を行う場合は、お申し込みが必要です。詳しくは、年金事務所にご相談ください。
・免除の承認を受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降に追納をする場合は、当時の保険料額に
  一定額が加算されます。

国民年金保険料の免除制度があります！

免除された保険料をあとから納めることはできますか？

　年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望される
方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。
受付時間 月曜日  　午前 8 時 30 分～午後 7 時 00 分　
  火～金曜日 　午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
  第 2 土曜日 　午前 9 時 30 分～午後 4 時 00 分
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後 7 時 00 分まで予約をお受けします。
※祝日（第 2 土曜日を除く）、12 月 29 日～ 1 月 3 日はご利用いただけません。
※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。

※必要なもの　退職証明書、離職票、社会保険資格喪失証明証等、
　　　　　　　また年金手帳などの日本年金機構が送付した基礎年金番号がわかる書類。

問い合わせ　税務住民課　℡.62-9972
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問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62-9973

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.６２-９９７６

日　時　6 月 3 日（月）　午後１時～４時
場　所　山中湖老人福祉しあわせセンター
担当者　山中湖村　人権擁護委員

　このようなお困りごとがあれば、ご相談ください 
・　親族間のトラブル、名誉、信用、差別、私的制裁、騒音、悪臭などについての悩みごと 
・　配偶者からの暴力、ストーカー、セクシャル・ハラスメントなどの女性に関する問題 
・　学校におけるいじめ問題、体罰、児童虐待などの子どもに関する人権問題 
・　その他、人権に関することで、どこへ相談してよいのか分からず困っている問題

期　間　6月17日（月）～7月18日（木）　週2回（月・木曜日）　全9回（７月１５日は除く）
場　所　山中湖村公民館
対　象　村民の方
参加料　無料
定　員　10名
予　定　午後7時 集合　午後7時30分 開始　午後8時30分 終了
※運動ができる服装・屋内履きシューズ・飲み物・タオル等を持参してください

ボクシングエクササイズは、どんな方でも楽しめるスポーツです。
ダイエット・メタボ解消・ストレス解消・体力つくり・強くなりたい！など、
自分なりの目標を持って気軽に参加してください。

日　時　６月５日（水）　午前１０時～
場　所　山中湖村プール併用村民体育館　（体育館で行いますので、上履きを持参してください）

人権問題について住民の皆さんの相談に応じます。

特設人権相談所開設

第４４回 山中湖村長寿会スポーツ大会

ボクシングエクササイズ教室

バス配車表

会場
（長池・平野・旭日丘地区）大型バス

長池消防詰所前
9：00

平野
バスターミナル

9：10

専修大学
セミナー前
9：20

旭日丘山中湖
ガーデン前
9：25

（山中地区）マイクロバス
山中保育所
9：00

丸一商店前
9：10

都留信前
9：15

三日月屋前
9：20

山中湖村プール
併用

村民体育館

村民プール利用案内

問い合わせ　山中湖村教育委員会 ℡６２-３８１３
　　　　　　プ－ル併用村民体育館 ℡６２-３７３１

一般開放日時

ＷＥＬＣＯＭＥカード
ご利用について

大　　人　　６００円→３００円
高校生以下　６００円→１００円

◎水曜日・金曜日
　午後 １時３０分～４時３０分
　午後 ７時～９時

６月15日（土）～７月12日（金）

７月13日（土）～８月３１日（土）

（入館時にカードを提示してください）

◎土曜日・日曜日
　午前 １０時～正午
　午後 １時３０分～４時３０分

◎月曜日～日曜日（毎日）
　午前 １０時～正午　　午後 １時３０分～４時３０分

使用料金

※平成２７年度から令和元年度まで子ども・子育て支援事業計画により
　山中湖村住民の中学生以下は、使用料免除（無料)となります。

村 民
一 般

大 人
300円
600円

高校生
100円
600円

中学生以下
無 料※
600円

問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　℡.62-9978

　村では、山梨県第二種特定鳥獣管理計画、山中湖村鳥獣被害防止計画に基づき、通年、
村内全域において、山中湖村鳥獣被害対策実施隊によるニホンジカとイノシシ（主にニホ
ンジカ）の管理捕獲を行っております。
　原則毎週水曜日は一斉管理捕獲日となります。ご理解とご注意をお願いいたします。

ニホンジカ・イノシシの管理捕獲を行っています

秘密厳守・無料

問い合わせ　総務課　総務グループ　℡.62-1111

日　時　６月２８日（金）　午後１時～３時
場　所　役場　総務課前　相談室
行政相談委員　羽田紘明

　行政相談委員は、あなたの身近な相談相手です。（行政相談委員は、総務大臣が法律に基づいて委嘱して
います。）国の仕事・役所の仕事で困ったこと・知りたいことは、なんでもお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、お問い合わせください。
次回は、８月２３日（金）行政相談委員　羽田紘明がお受けいたします。

気軽に利用してみませんか？

行政相談

秘密厳守・無料
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問い合わせ　税務住民課　住民窓口グループ　℡.62-9973

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.62-3813

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.６２-９９７６

日　時　6 月 3 日（月）　午後１時～４時
場　所　山中湖老人福祉しあわせセンター
担当者　山中湖村　人権擁護委員

　このようなお困りごとがあれば、ご相談ください 
・　親族間のトラブル、名誉、信用、差別、私的制裁、騒音、悪臭などについての悩みごと 
・　配偶者からの暴力、ストーカー、セクシャル・ハラスメントなどの女性に関する問題 
・　学校におけるいじめ問題、体罰、児童虐待などの子どもに関する人権問題 
・　その他、人権に関することで、どこへ相談してよいのか分からず困っている問題

期　間　6月17日（月）～7月18日（木）　週2回（月・木曜日）　全9回（７月１５日は除く）
場　所　山中湖村公民館
対　象　村民の方
参加料　無料
定　員　10名
予　定　午後7時 集合　午後7時30分 開始　午後8時30分 終了
※運動ができる服装・屋内履きシューズ・飲み物・タオル等を持参してください

ボクシングエクササイズは、どんな方でも楽しめるスポーツです。
ダイエット・メタボ解消・ストレス解消・体力つくり・強くなりたい！など、
自分なりの目標を持って気軽に参加してください。

日　時　６月５日（水）　午前１０時～
場　所　山中湖村プール併用村民体育館　（体育館で行いますので、上履きを持参してください）

人権問題について住民の皆さんの相談に応じます。

特設人権相談所開設

第４４回 山中湖村長寿会スポーツ大会

ボクシングエクササイズ教室

バス配車表

会場
（長池・平野・旭日丘地区）大型バス

長池消防詰所前
9：00

平野
バスターミナル

9：10

専修大学
セミナー前
9：20

旭日丘山中湖
ガーデン前
9：25

（山中地区）マイクロバス
山中保育所
9：00

丸一商店前
9：10

都留信前
9：15

三日月屋前
9：20

山中湖村プール
併用

村民体育館

村民プール利用案内

問い合わせ　山中湖村教育委員会 ℡６２-３８１３
　　　　　　プ－ル併用村民体育館 ℡６２-３７３１

一般開放日時

ＷＥＬＣＯＭＥカード
ご利用について

大　　人　　６００円→３００円
高校生以下　６００円→１００円

◎水曜日・金曜日
　午後 １時３０分～４時３０分
　午後 ７時～９時

６月15日（土）～７月12日（金）

７月13日（土）～８月３１日（土）

（入館時にカードを提示してください）

◎土曜日・日曜日
　午前 １０時～正午
　午後 １時３０分～４時３０分

◎月曜日～日曜日（毎日）
　午前 １０時～正午　　午後 １時３０分～４時３０分

使用料金

※平成２７年度から令和元年度まで子ども・子育て支援事業計画により
　山中湖村住民の中学生以下は、使用料免除（無料)となります。

村 民
一 般

大 人
300円
600円

高校生
100円
600円

中学生以下
無 料※
600円

問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　℡.62-9978

　村では、山梨県第二種特定鳥獣管理計画、山中湖村鳥獣被害防止計画に基づき、通年、
村内全域において、山中湖村鳥獣被害対策実施隊によるニホンジカとイノシシ（主にニホ
ンジカ）の管理捕獲を行っております。
　原則毎週水曜日は一斉管理捕獲日となります。ご理解とご注意をお願いいたします。

ニホンジカ・イノシシの管理捕獲を行っています

秘密厳守・無料

問い合わせ　総務課　総務グループ　℡.62-1111

日　時　６月２８日（金）　午後１時～３時
場　所　役場　総務課前　相談室
行政相談委員　羽田紘明

　行政相談委員は、あなたの身近な相談相手です。（行政相談委員は、総務大臣が法律に基づいて委嘱して
います。）国の仕事・役所の仕事で困ったこと・知りたいことは、なんでもお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、お問い合わせください。
次回は、８月２３日（金）行政相談委員　羽田紘明がお受けいたします。

気軽に利用してみませんか？

行政相談

秘密厳守・無料
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ReportReport

　5月10日（金）に山中湖村で開催された、令和元年度南都
留地区町村体育協会連絡協議会の表彰式で、体育功労者に
本村から2名の方が、長年にわたる体育の普及振興に対す
る功績が認められ表彰されました。
　また、特別体育功労者に、昨年5月から本年4月までの全
国および関東大会で活躍された各スポーツ部門の5名の選
手及び2団体が表彰され
ました。受賞おめでとう
ございます。
　また、昨年度南都留地
区町村体育協会連絡協
議会に尽力された前会長
と前理事に感謝状が贈呈
されました。

南都留地区町村体育協会連絡協議会
体育功労者・特別体育功労者賞・感謝状贈呈者

　第２７回村民ゴルフ大会(山中湖村スポー
ツ協会主催)が、５月１６日（木）に富士ゴルフ
コースで開催されました。
　参加者113名の方が熱のこもったプレー
を展開しました。
　また、参加者の方にはチャリティーにご
協力いただき、集まった50,010円を山中湖
村社会福祉協議会に寄付させていただき
ました。
　なお、ベストグロスは高村権児さんのス
コア75でした。参加していただいた皆さ
ん、ありがとうございました。また運営に尽
力された山中湖村スポーツ協会及びス
ポーツ委員の皆さん、お疲れ様でした。

第２７回 山中湖村民ゴルフ大会

　毎年恒例の愛鳥のつどいが５月１４日（火）に行われました。この
活動は、公益財団法人堀内浩庵会の主催で行われている事業で、
今年も中学１年生３８名が参加しました。
　今回は中学生が文学の森のなかに、授業で手作りした３０個の巣
箱を設置し、また公園内に2０本の植樹を行いました。
　この活動は野鳥と自然の保護を目的としています。

第３4回 愛鳥のつどい

　山中湖村体育協会は、公益財団法人山梨県体育協会が平成３１年４月をもって「公益財団法人山
梨県スポーツ協会」へ名称変更することを受け、本会におきましても山中湖村体育協会から「山中
湖村スポーツ協会」への名称変更について、理事会におきまして協議をかさねてまいりました。
　その結果、４月１５日に開催しました「平成３１年度
山中湖村体育協会総会」において全会一致で変更
は承認され、５月１日より山中湖村体育協会は「山中
湖村スポーツ協会」、また体育委員は「スポーツ委
員」となり、新たなスタートを切りましたので引き続
きご支援をよろしくお願いいたします。

山中湖村体育協会 名称変更

名称
   旧名称：「山中湖村体育協会」
   新名称：「山中湖村スポーツ協会」

新ペリア
順位
優　勝
準優勝
第３位
第４位
第５位

氏　名
槌屋　順一
高村　純正
高村　竜司
遠山　　捷
羽田　達彦

グロスの部
順位
優　勝
準優勝
第３位
第４位
第５位

氏　名
高村　権児
野口　　高
長田　一志
高村　純正
長田　幾久

グロス
75
76
77
78
78

各部門の結果（敬称略）

佐藤　春之進

南都留地区体育功労者

南都留郡特別体育功労者

片山　幹治

中島　桜華 天野　拓珠 長田　貴哉 杉浦　早咲 大森　英司

山中湖中学校ヨット部 山中湖東スポーツ少年団ミニバス部

感謝状贈呈者
平成30年度南都留地区町村体育協会連絡協議会会長

高村　文教
平成30年度南都留地区町村体育協会連絡協議会理事

（順不同・敬称略）

羽田　かずみ
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ReportReport

　5月10日（金）に山中湖村で開催された、令和元年度南都
留地区町村体育協会連絡協議会の表彰式で、体育功労者に
本村から2名の方が、長年にわたる体育の普及振興に対す
る功績が認められ表彰されました。
　また、特別体育功労者に、昨年5月から本年4月までの全
国および関東大会で活躍された各スポーツ部門の5名の選
手及び2団体が表彰され
ました。受賞おめでとう
ございます。
　また、昨年度南都留地
区町村体育協会連絡協
議会に尽力された前会長
と前理事に感謝状が贈呈
されました。

南都留地区町村体育協会連絡協議会
体育功労者・特別体育功労者賞・感謝状贈呈者

　第２７回村民ゴルフ大会(山中湖村スポー
ツ協会主催)が、５月１６日（木）に富士ゴルフ
コースで開催されました。
　参加者113名の方が熱のこもったプレー
を展開しました。
　また、参加者の方にはチャリティーにご
協力いただき、集まった50,010円を山中湖
村社会福祉協議会に寄付させていただき
ました。
　なお、ベストグロスは高村権児さんのス
コア75でした。参加していただいた皆さ
ん、ありがとうございました。また運営に尽
力された山中湖村スポーツ協会及びス
ポーツ委員の皆さん、お疲れ様でした。

第２７回 山中湖村民ゴルフ大会

　毎年恒例の愛鳥のつどいが５月１４日（火）に行われました。この
活動は、公益財団法人堀内浩庵会の主催で行われている事業で、
今年も中学１年生３８名が参加しました。
　今回は中学生が文学の森のなかに、授業で手作りした３０個の巣
箱を設置し、また公園内に2０本の植樹を行いました。
　この活動は野鳥と自然の保護を目的としています。

第３4回 愛鳥のつどい

　山中湖村体育協会は、公益財団法人山梨県体育協会が平成３１年４月をもって「公益財団法人山
梨県スポーツ協会」へ名称変更することを受け、本会におきましても山中湖村体育協会から「山中
湖村スポーツ協会」への名称変更について、理事会におきまして協議をかさねてまいりました。
　その結果、４月１５日に開催しました「平成３１年度
山中湖村体育協会総会」において全会一致で変更
は承認され、５月１日より山中湖村体育協会は「山中
湖村スポーツ協会」、また体育委員は「スポーツ委
員」となり、新たなスタートを切りましたので引き続
きご支援をよろしくお願いいたします。

山中湖村体育協会 名称変更

名称
   旧名称：「山中湖村体育協会」
   新名称：「山中湖村スポーツ協会」

新ペリア
順位
優　勝
準優勝
第３位
第４位
第５位

氏　名
槌屋　順一
高村　純正
高村　竜司
遠山　　捷
羽田　達彦

グロスの部
順位
優　勝
準優勝
第３位
第４位
第５位

氏　名
高村　権児
野口　　高
長田　一志
高村　純正
長田　幾久

グロス
75
76
77
78
78

各部門の結果（敬称略）

佐藤　春之進

南都留地区体育功労者

南都留郡特別体育功労者

片山　幹治

中島　桜華 天野　拓珠 長田　貴哉 杉浦　早咲 大森　英司

山中湖中学校ヨット部 山中湖東スポーツ少年団ミニバス部

感謝状贈呈者
平成30年度南都留地区町村体育協会連絡協議会会長

高村　文教
平成30年度南都留地区町村体育協会連絡協議会理事

（順不同・敬称略）

羽田　かずみ
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問い合わせ　福祉健康課　介護保険グループ　℡.62-9976

問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　℡.62-9976

障害者差別解消法ご存知
ですか？

所得状況の確認（介護保険料）
　介護保険料は所得に応じて段階（第１段階から第９段階）が決められており、令和元年度
の介護保険料を決定するために所得状況の申告が必要となります。
　平成３０年度分の所得が未申告の場合、令和元年度介護保険料を正確に算定すること
ができず、本来の保険料より高額となることがあります。
　また、同一世帯に所得の把握ができない方がいても同様ですので、確定申告または住
民税の申告をされていない方は、税務住民課で申告をお願いします。（※所得のない方も
申告が必要です）
　１月以降に転入された方については、前住所地の市区町村において所得の確認をさせ
ていただき、保険料を決定します。
　７月上旬に令和元年度介護保険料納入通知書（年間分）を送付いたしますので、納入方
法、保険料等をご確認ください。

　国や市町村などの行政機関、会社、お店などの民間事業者による「障害を理由とする差
別」をなくし、障害の有無に関わらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生でき
る社会をつくるための法律です。障害を理由とする不当な差別的扱いと合理的配慮の不
提供が禁止されています。

　不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮をしてもらえなかったなど、困ったことが
あったら、福祉健康課または障害者差別地域相談員までご相談ください。
　山中湖村では、槌屋勝三さんが障害者差別地域相談員に県から委嘱されています。

負担限度額認定証の更新
　前年度、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方を対象に、令和元年８月か
ら適用分の更新のお知らせを６月中旬に送付しますので、引き続き認定を希望される方
は７月末までに更新の手続きをお願いします。

だより介護保険

○不当な差別的扱いとは … 障害を理由に施設の利用や習い事を断られた、
    車椅子の利用者が入店を断られたなど。
○合理的配慮とは… 段差がある場合にはキャスター上げなどの補助を行う、
   筆談、読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなど
   コミュニケーションの方法を工夫するなど。

問い合わせ
申し込みぴゅあ富士イベント情報 ぴゅあ富士

℡.0554-45-1666

材料費
500円

〈無料〉

〈無料〉

娘と母と学ぶ月経教室　～女の子のカラダとココロ～

無料託児／あり 対　象／女子と保護者10組
持ち物／カラーペン・筆記用具・レターセット2組

6月22日（土）
10：00～12：00 講師／海野　聖子さん

男女共同参画推進月間記念講演会　介護する息子たち～その課題を考える～

無料託児／あり 対　象／どなたでも70名
持ち物／特になし

6月29日（土）
13：30～15：30 講師／平山　亮さん

自分で着られる　浴衣の着付け教室

無料託児／なし 対　象／中高大学の女子10名
持ち物／浴衣・半幅帯など着付けに必要なもの　要お問合せ

6月30日（日）
10：00～12：00 講師／中林　あゆみさん
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問い合わせ　福祉健康課　介護保険グループ　℡.62-9976

問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　℡.62-9976

障害者差別解消法ご存知
ですか？

所得状況の確認（介護保険料）
　介護保険料は所得に応じて段階（第１段階から第９段階）が決められており、令和元年度
の介護保険料を決定するために所得状況の申告が必要となります。
　平成３０年度分の所得が未申告の場合、令和元年度介護保険料を正確に算定すること
ができず、本来の保険料より高額となることがあります。
　また、同一世帯に所得の把握ができない方がいても同様ですので、確定申告または住
民税の申告をされていない方は、税務住民課で申告をお願いします。（※所得のない方も
申告が必要です）
　１月以降に転入された方については、前住所地の市区町村において所得の確認をさせ
ていただき、保険料を決定します。
　７月上旬に令和元年度介護保険料納入通知書（年間分）を送付いたしますので、納入方
法、保険料等をご確認ください。

　国や市町村などの行政機関、会社、お店などの民間事業者による「障害を理由とする差
別」をなくし、障害の有無に関わらず、お互いに人格と個性を尊重しあいながら共生でき
る社会をつくるための法律です。障害を理由とする不当な差別的扱いと合理的配慮の不
提供が禁止されています。

　不当な差別的取扱いを受けた、合理的配慮をしてもらえなかったなど、困ったことが
あったら、福祉健康課または障害者差別地域相談員までご相談ください。
　山中湖村では、槌屋勝三さんが障害者差別地域相談員に県から委嘱されています。

負担限度額認定証の更新
　前年度、介護保険負担限度額認定証の交付を受けている方を対象に、令和元年８月か
ら適用分の更新のお知らせを６月中旬に送付しますので、引き続き認定を希望される方
は７月末までに更新の手続きをお願いします。

だより介護保険

○不当な差別的扱いとは … 障害を理由に施設の利用や習い事を断られた、
    車椅子の利用者が入店を断られたなど。
○合理的配慮とは… 段差がある場合にはキャスター上げなどの補助を行う、
   筆談、読み上げ、ゆっくりと丁寧に説明するなど
   コミュニケーションの方法を工夫するなど。

問い合わせ
申し込みぴゅあ富士イベント情報 ぴゅあ富士

℡.0554-45-1666

材料費
500円

〈無料〉

〈無料〉

娘と母と学ぶ月経教室　～女の子のカラダとココロ～

無料託児／あり 対　象／女子と保護者10組
持ち物／カラーペン・筆記用具・レターセット2組

6月22日（土）
10：00～12：00 講師／海野　聖子さん

男女共同参画推進月間記念講演会　介護する息子たち～その課題を考える～

無料託児／あり 対　象／どなたでも70名
持ち物／特になし

6月29日（土）
13：30～15：30 講師／平山　亮さん

自分で着られる　浴衣の着付け教室

無料託児／なし 対　象／中高大学の女子10名
持ち物／浴衣・半幅帯など着付けに必要なもの　要お問合せ

6月30日（日）
10：00～12：00 講師／中林　あゆみさん

NO 団体名 活動内容 代表者

1 和の会
毎月第１金曜日　10：00 ～ 12：00
吉田兼好作「徒然草」正徹筆による原文の解読とそのテーマに
添った楽しい人生雑談。

渡辺ナナ子

2 コール・ふじまりも
月３回日曜日　10：00 ～ 12：00
混声四部合唱練習、各種発表会参加、ボランティア（施設訪問）等   
美しいハーモニーを体験しましょう。

野田　俊雄

3 文芸部 月２回第２・４火曜日勉強会。
俳句の勉強及び作品づくり、各種俳句大会参加、文化祭出展等。 高村恵美子

4 リフォームグループ
「すずらんの会」

毎週火曜日 13：00 ～ 15：00
リフォーム活動、不用品再利用で作品作製、デイサービス慰問、
クリスマスプレゼント作製・寄贈、文化祭出展等。

齋藤　節子

5 琴照重の会 大正琴演奏練習及び各種演奏会出演、デイサービス慰問、
文化祭出演等｡ 齋藤　順子

6 山中婦人会文化部 踊り練習、踊り指導、デイサービス慰問、各種行事参加、
文化祭出演等｡ 本持はつ子

7 長池詩吟部 毎週火曜日　20：00 ～ 22：00
詩吟練習、発表、文化祭出演等｡ 羽田　知子

8 ステッチニット ステッチニット及び手編み作品づくり、文化祭出展等。 高村　典子

9 書道サークル 月 3 回練習　書道の稽古、各種展示会出展、文化祭出展等｡ 羽田　良子

10 山中湖姫まりもの会 まりも広報活動、湖畔清掃、各種行事参加・協力等｡ 堀内　洋子

11 薫風・茶道教室 茶道精神の教えを主とする村内の行事に参加し呈茶をし、
茶の心を味わって頂くことを目的とする｡ 高村　園葉

12 健康ダンス 毎週木曜日 13：30 ～ 15：30
無理をせず身体を動かす社交ダンス。 太田　靖子

13 山中湖陶芸クラブ 地域住民のための陶芸作品制作活動、部員の技術向上への取り
組み、文化祭参加等。 飯沼　純子

14 蒼生窯・陶芸倶楽部 作陶製作の充実、陶芸教室講習会の実施、村民に健全な精心と
美意識を持てる様親和をはかり育成に励む｡ 長田　　敏

15 山中湖スクエアダンス 毎週水曜日　10：00 ～ 12：00　旭日丘公民館
村内行事への協力、文化祭参加等。 吉田　克子

16 やまなかこ落語愛好会 寄席の開催等｡ 中村　義仁

17 東山の会 舞踊練習、文化祭・発表会出演等｡ 乃の会から改名｡ 堀内　洋子

18 薬膳健康 CLUB
月 1 回第 3 水曜日 10：00 ～ 13：00
明るく、元気にを目標に薬膳について学び、楽しく実習、
試食します。

阿部　芳子

令和元年度　山中湖村文化協会団体
文化協会では部員、団体を募集しています。文化協会や各団体の活動にご興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ　　山中湖村教育委員会内　文化協会事務局　℡ 62-3813
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　山中湖交流プラザきららでは、
人工芝グラウンド（ぴっち）を会場
にした、グラウンドゴルフ大会を
開催しています。
　４月の大会では１０３名の方が
参加していただき、村民と村外の
方たちの親睦交流が深められ、と
ても楽しい大会となりました。
　6月の大会も入賞者だけでな
く、とび賞・ラッキー賞・GSC賞、
参加賞等ご用意してありますの
で、ぜひ、みなさんの挑戦をお待
ちしています。

日　　時　６月２4日（月）　午前9時～午後1時（予定）
　　　　　※雨天の場合は、6月２5日（火）に延期します。
会　　場　山中湖交流プラザきらら　（ぴっち）
参加資格　グラウンドゴルフを楽しくプレーしてみたい方
参 加 料　お一人 1,000円　　※参加料は当日払いです。

グラウンドゴルフ大会 in きらら 参加者募集！

花の都公園 6月の開花予定

問い合わせ　花の都公園　℡.62-5587

問い合わせ　山中湖交流プラザきらら内　スポーツ部門・スポーツ教室担当スタッフ
　　　　　　TEL：2０-3111　FAX：2０-3112

※開花時期は天候等により前後する場合があります
※村民の皆さんへ：村民証の提示で入園料・駐車料が無料となりますのでお気軽にお越しください

◆ネモフィラ　≪～6月中旬≫    ◆キカラシ　≪6月中旬～6月下旬≫
◆ヤグルマギク　≪6月中旬～7月中旬≫  ◆かすみ草　≪6月下旬～7月上旬≫
◆ポピー　≪6月下旬～7月中旬≫   ◆カリフォルニアポピー（花菱草）
       　≪６月下旬～7月中旬≫

問い合わせ　観光産業課　観光推進グループ　℡.62-9977

Facebookで観光情報を発信しています！
　平成２５年の開設以来、多くの村民・観光客の皆さんにご覧いただき、大変好評を得
ております。
　山中湖の最新イベントや観光情報をリアルタイムで発信していきますので、今後もよ
ろしくお願いします。

山中湖村観光課Facebook
https://www.facebook.com/yamanakakomura.kankou/

　富士山北面8,100haの広大な入会地を守るた
めに、あなたのお力をお貸しください。
①仕事内容
　（１）山菜などの採取を目的とする入会住民以外

の入山者に「入山鑑札」の発行
　（２）オフロード車など林野に対する加害行為の

防止の呼びかけ
　（３）山林火災などの注意喚起
②募集人員　35名
③応募資格　富士吉田市、山中湖村、忍野村（忍

草）のいずれかに居住しており、満20歳以上71
歳未満で自然保護や入会に関心があり、普通自

動車運転免許を取得されている方であること。
④活動期間　採用から令和2年3月31日まで
⑤応募手続
　（１）応募用紙　組合ホームページからダウン
　　　　　   　  ロード
　（2）随時募集　定員を満たした場合終了
　　 （受付　森林整備課）
⑥問合せ先　恩賜林組合　森林整備課
　℡.22-3355（お気軽にお電話ください。）
※ご応募の際には、組合ホームページ山林保全パ

トロール員募集要項をご一読くださいますよう
お願いします。

山林保全パトロール員募集令和元年度恩賜林組合
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　山中湖交流プラザきららでは、
人工芝グラウンド（ぴっち）を会場
にした、グラウンドゴルフ大会を
開催しています。
　４月の大会では１０３名の方が
参加していただき、村民と村外の
方たちの親睦交流が深められ、と
ても楽しい大会となりました。
　6月の大会も入賞者だけでな
く、とび賞・ラッキー賞・GSC賞、
参加賞等ご用意してありますの
で、ぜひ、みなさんの挑戦をお待
ちしています。

日　　時　６月２4日（月）　午前9時～午後1時（予定）
　　　　　※雨天の場合は、6月２5日（火）に延期します。
会　　場　山中湖交流プラザきらら　（ぴっち）
参加資格　グラウンドゴルフを楽しくプレーしてみたい方
参 加 料　お一人 1,000円　　※参加料は当日払いです。

グラウンドゴルフ大会 in きらら 参加者募集！

花の都公園 6月の開花予定

問い合わせ　花の都公園　℡.62-5587

問い合わせ　山中湖交流プラザきらら内　スポーツ部門・スポーツ教室担当スタッフ
　　　　　　TEL：2０-3111　FAX：2０-3112

※開花時期は天候等により前後する場合があります
※村民の皆さんへ：村民証の提示で入園料・駐車料が無料となりますのでお気軽にお越しください

◆ネモフィラ　≪～6月中旬≫    ◆キカラシ　≪6月中旬～6月下旬≫
◆ヤグルマギク　≪6月中旬～7月中旬≫  ◆かすみ草　≪6月下旬～7月上旬≫
◆ポピー　≪6月下旬～7月中旬≫   ◆カリフォルニアポピー（花菱草）
       　≪６月下旬～7月中旬≫

問い合わせ　観光産業課　観光推進グループ　℡.62-9977

Facebookで観光情報を発信しています！
　平成２５年の開設以来、多くの村民・観光客の皆さんにご覧いただき、大変好評を得
ております。
　山中湖の最新イベントや観光情報をリアルタイムで発信していきますので、今後もよ
ろしくお願いします。

山中湖村観光課Facebook
https://www.facebook.com/yamanakakomura.kankou/

　富士山北面8,100haの広大な入会地を守るた
めに、あなたのお力をお貸しください。
①仕事内容
　（１）山菜などの採取を目的とする入会住民以外

の入山者に「入山鑑札」の発行
　（２）オフロード車など林野に対する加害行為の

防止の呼びかけ
　（３）山林火災などの注意喚起
②募集人員　35名
③応募資格　富士吉田市、山中湖村、忍野村（忍

草）のいずれかに居住しており、満20歳以上71
歳未満で自然保護や入会に関心があり、普通自

動車運転免許を取得されている方であること。
④活動期間　採用から令和2年3月31日まで
⑤応募手続
　（１）応募用紙　組合ホームページからダウン
　　　　　   　  ロード
　（2）随時募集　定員を満たした場合終了
　　 （受付　森林整備課）
⑥問合せ先　恩賜林組合　森林整備課
　℡.22-3355（お気軽にお電話ください。）
※ご応募の際には、組合ホームページ山林保全パ

トロール員募集要項をご一読くださいますよう
お願いします。

山林保全パトロール員募集令和元年度恩賜林組合
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作ってみよう！ 暑中見舞い
６月９日（日）午後１時 30 分～３時 30 分
Windows の Word と Excel を使って、手間いらずの
暑中見舞いを作ってみませんか？

＊申込不要／＠ PC コーナー

父の日の工作 ＆ 父の日おはなし会
「すてきなガーランドをつくろう！」

①６月１５日（土）　②６月１６日（日）
　　　どちらも午後 1 時～３ 時
＊無料／申込不要／対象：小学生以下
　　　　　　　　（未就学児は保護者同伴で）

山中湖 e スポーツ コミュニティ
第 2 回交流会

６月２３日（日）　午後 1 時～ 5 時

「チャットアプリを使いこなそう！」
みんなで座・談会

「格ゲーに強くなりたい」

 山中湖の小さな映画館
ワイドスクリーンで楽しむ上映会

午後６時３０分 上映開始

① 6 月 4 日（火）
　　『ノッティングヒルの恋人』
② 6 月 18 日（火）
　　『やさしい本泥棒』

山中湖情報創造館
The YAMANAKAKO Public Library for the People's Creativity.
知る • 創る • 伝える 未来もつくるモノコトづくり図書館
山中湖情報創造館（やまなかこじょうほうそうぞうかん）

　　　　　　 TEL:0555-20-2727  ／  FAX:0555-62-4000
　　　　　　    E-mail:  info@lib-yamanakako.jp
　　　　　　　Web Site:  http://www.lib-yamanakako.jp/

 　　　　　　　　

9：30 開館
↓

21：00 閉館
(４月～11月)

６月の月末休館日は

２８日（金）

　

   　　

　

　Yo
分

 日　付 曜日 イベント名 対　象 申　込 費　用 時　間
☆毎週☆ 月 月曜日　こどもの時間 ☆小さなこどもの優先時間☆ 午前１０時～午後３時
☆毎週☆ 火 PCサロン （パソコン教室） どなたでも 要 要 午前１０時～１１時３０分

分０３時８～時６後午̶要もでたなどオジタス信配画動木☆週毎☆
４日 火 上映会 『ノッティングヒルの恋人』 どなたでも ̶ ̶ 午後６時３０分上映開始

分０３時３～時２後午要要もでたなど室教画物植金日１２・日７

分０３時８～時６後午̶要もでたなど座講ebuTuoY 日
日

〃
９日 作ってみよう！暑中見舞い どなたでも 要 ̶ 午後１時３０分～３時３０分

分０３時８～時６後午̶̶もでたなどーリトラボラ出い想火日１１
１５日・１６日 土・日 父の日の工作 「すてきなガーランド」 小学生以下 ̶ ̶ 午後１時～３時

１８日 火 上映会 『やさしい本泥棒』 どなたでも ̶ ̶ 午後６時３０分上映開始
２３日 日 eスポーツ 交流会 どなたでも ̶ ̶ 午後１時～５時
２８日 金 　　　　　　　　　月　　末　　休　　館　　日

 ◆　情報創造館６月のイベントカレンダー ☆イベント予定は天候等により変更することがあります。ご確認のうえお出かけください。  ℡.20-2727

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん
開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

12日（水） 絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

●森の中の絵本館からのお届けです。
　絵本の楽しさを紹介してくれます。

つどいの広場
〈11時～〉

28日（金）
6月生まれの
利用者さんの
誕生日会

●６月生まれのおともだちをお祝いします。ランチ参加者は
１品持ち寄り日です。(ランチに関し分からない事があり
ましたら、スタッフに声をかけてください)

つどいの広場
〈11時30分～〉

26日（水）
◎身体測定
◎情報創造館の丸山さんの
　絵本の読み聞かせ
◎発達相談

●開館時間中ならいつでも測定ができます。
●情報創造館の丸山さんによる、お薦めの絵本の紹介や

楽しいお話会も開催しています。
●村保健師さんによる何でも相談です

つどいの広場
〈11時～〉

No.176

６月のつどいの
広場イベント情報

3日（月）
子育て教室（要予約）
　歯の健康について

　【持ち物】乳幼児用歯ブラシ・タオル・手鏡
　　　　  （普段お家で使っている歯ブラシでＯＫ）
●乳幼児期の歯の健康についてわかりやすく話していた

だき、歯磨きの仕方ついての正しい知識を学びます。

つどいの広場
〈11時～〉

●講師　山中湖歯科診療所 歯科衛生士さん

7日（金）
子育て教室（要予約）
　ベビー＆キッズビクス

●子どもにもストレスはあります。乳児にはベビーマッサー
ジでリラックス、キッズは音楽に合わせて身体を動かし
親子で一緒にリフレッシュしましょう！

つどいの広場
〈10時30分～〉

●講師　石倉秀子さん

19日（水） 子育て教室（要予約）
　親子クッキング

●子どもの食事は手作りが一番！でもなかなか難しくて～！
手軽で簡単な手作りのおやつをみなさんで実際に作っ
てみませんか？

つどいの広場
〈10時30分～〉

14日（金）
子育て相談（要予約） ●毎日子ども達と向き合いながらの疑問？

　こんな時はどう対処したらいいの？私の子育てこれでい
いの？等、今のママさん達の悩みの相談にのっていただ
きます。

山中保育所 会議室
〈10時～〉●講師 健康科学大学 健康科学学部福祉心理学科

　　　 専任講師　鈴木真吾先生

21日（金） ●英語の絵本や歌など身近な英語に触れ、
　親子で楽しみましょう。

つどいの広場
〈11時～〉●テリー渡辺さん

英語で遊ぼう

★各子育て教室は事前予約が必要です。電話ではお受けできませんので直接広場に遊びに来て頂き申し込みをお願いします。
　一般の方も参加してみたい教室がありましたら、どんどん利用してみてください。

★子育て支援センターでは子育ての悩みや育
児についての相談を受付けています。心配事を
抱え込んでしまわないで、つどいの広場までお
気軽にご相談ください。子育て教室でも専門の
方を招いて相談会を定期的に開催しますので
利用してください。第１回を６月14日（金）に実
施します。

山中・平野保育所でも相談を
受け付けています。

相談は電話でも来所でも
OKです。
相談についての秘密は
守ります。

山中保育所では園庭開放を広場開設日の月・水・金
の9:00～11:30まで行っています。
◎山中保育所 ℡.62-0179
◎つどいの広場 ℡.62-2010

平 野 保 育 所では園庭開放を、月曜日～金曜日の
9:00～11:30まで毎日行っています。また、雨天の
時は支援室で遊ぶことも出来ます。
◎平野保育所 ℡.65‐8542

★行事等で利用できない時もありますので事前の
　確認をお願いします。

★帽子、水分補給のための水筒等を持参してください。

保育所からのお知らせ

動画配信スタジオ
6・13・20・2７ 日
午後６時～８時３０分

想い出ラボラトリー　
11 日　午後６時～８時３０分 PC サロン　

4・11・18・25 日
午前１０時～１１時３０分YouTube 講座　6 月 9 日

午後６時～８時３０

特集コーナー　　
  衣替えの季節　初夏の青と白！

児童書特集コーナー
友読クイズと友読カード
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作ってみよう！ 暑中見舞い
６月９日（日）午後１時 30 分～３時 30 分
Windows の Word と Excel を使って、手間いらずの
暑中見舞いを作ってみませんか？

＊申込不要／＠ PC コーナー

父の日の工作 ＆ 父の日おはなし会
「すてきなガーランドをつくろう！」

①６月１５日（土）　②６月１６日（日）
　　　どちらも午後 1 時～３ 時
＊無料／申込不要／対象：小学生以下
　　　　　　　　（未就学児は保護者同伴で）

山中湖 e スポーツ コミュニティ
第 2 回交流会

６月２３日（日）　午後 1 時～ 5 時

「チャットアプリを使いこなそう！」
みんなで座・談会

「格ゲーに強くなりたい」

 山中湖の小さな映画館
ワイドスクリーンで楽しむ上映会

午後６時３０分 上映開始

① 6 月 4 日（火）
　　『ノッティングヒルの恋人』
② 6 月 18 日（火）
　　『やさしい本泥棒』

山中湖情報創造館
The YAMANAKAKO Public Library for the People's Creativity.
知る • 創る • 伝える 未来もつくるモノコトづくり図書館
山中湖情報創造館（やまなかこじょうほうそうぞうかん）

　　　　　　 TEL:0555-20-2727  ／  FAX:0555-62-4000
　　　　　　    E-mail:  info@lib-yamanakako.jp
　　　　　　　Web Site:  http://www.lib-yamanakako.jp/

 　　　　　　　　

9：30 開館
↓

21：00 閉館
(４月～11月)

６月の月末休館日は

２８日（金）

　

   　　

　

　Yo
分

 日　付 曜日 イベント名 対　象 申　込 費　用 時　間
☆毎週☆ 月 月曜日　こどもの時間 ☆小さなこどもの優先時間☆ 午前１０時～午後３時
☆毎週☆ 火 PCサロン （パソコン教室） どなたでも 要 要 午前１０時～１１時３０分

分０３時８～時６後午̶要もでたなどオジタス信配画動木☆週毎☆
４日 火 上映会 『ノッティングヒルの恋人』 どなたでも ̶ ̶ 午後６時３０分上映開始

分０３時３～時２後午要要もでたなど室教画物植金日１２・日７

分０３時８～時６後午̶要もでたなど座講ebuTuoY 日
日

〃
９日 作ってみよう！暑中見舞い どなたでも 要 ̶ 午後１時３０分～３時３０分

分０３時８～時６後午̶̶もでたなどーリトラボラ出い想火日１１
１５日・１６日 土・日 父の日の工作 「すてきなガーランド」 小学生以下 ̶ ̶ 午後１時～３時

１８日 火 上映会 『やさしい本泥棒』 どなたでも ̶ ̶ 午後６時３０分上映開始
２３日 日 eスポーツ 交流会 どなたでも ̶ ̶ 午後１時～５時
２８日 金 　　　　　　　　　月　　末　　休　　館　　日

 ◆　情報創造館６月のイベントカレンダー ☆イベント予定は天候等により変更することがあります。ご確認のうえお出かけください。  ℡.20-2727

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん
開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

12日（水） 絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

●森の中の絵本館からのお届けです。
　絵本の楽しさを紹介してくれます。

つどいの広場
〈11時～〉

28日（金）
6月生まれの
利用者さんの
誕生日会

●６月生まれのおともだちをお祝いします。ランチ参加者は
１品持ち寄り日です。(ランチに関し分からない事があり
ましたら、スタッフに声をかけてください)

つどいの広場
〈11時30分～〉

26日（水）
◎身体測定
◎情報創造館の丸山さんの
　絵本の読み聞かせ
◎発達相談

●開館時間中ならいつでも測定ができます。
●情報創造館の丸山さんによる、お薦めの絵本の紹介や

楽しいお話会も開催しています。
●村保健師さんによる何でも相談です

つどいの広場
〈11時～〉

No.176

６月のつどいの
広場イベント情報

3日（月）
子育て教室（要予約）
　歯の健康について

　【持ち物】乳幼児用歯ブラシ・タオル・手鏡
　　　　  （普段お家で使っている歯ブラシでＯＫ）
●乳幼児期の歯の健康についてわかりやすく話していた

だき、歯磨きの仕方ついての正しい知識を学びます。

つどいの広場
〈11時～〉

●講師　山中湖歯科診療所 歯科衛生士さん

7日（金）
子育て教室（要予約）
　ベビー＆キッズビクス

●子どもにもストレスはあります。乳児にはベビーマッサー
ジでリラックス、キッズは音楽に合わせて身体を動かし
親子で一緒にリフレッシュしましょう！

つどいの広場
〈10時30分～〉

●講師　石倉秀子さん

19日（水） 子育て教室（要予約）
　親子クッキング

●子どもの食事は手作りが一番！でもなかなか難しくて～！
手軽で簡単な手作りのおやつをみなさんで実際に作っ
てみませんか？

つどいの広場
〈10時30分～〉

14日（金）
子育て相談（要予約） ●毎日子ども達と向き合いながらの疑問？

　こんな時はどう対処したらいいの？私の子育てこれでい
いの？等、今のママさん達の悩みの相談にのっていただ
きます。

山中保育所 会議室
〈10時～〉●講師 健康科学大学 健康科学学部福祉心理学科

　　　 専任講師　鈴木真吾先生

21日（金） ●英語の絵本や歌など身近な英語に触れ、
　親子で楽しみましょう。

つどいの広場
〈11時～〉●テリー渡辺さん

英語で遊ぼう

★各子育て教室は事前予約が必要です。電話ではお受けできませんので直接広場に遊びに来て頂き申し込みをお願いします。
　一般の方も参加してみたい教室がありましたら、どんどん利用してみてください。

★子育て支援センターでは子育ての悩みや育
児についての相談を受付けています。心配事を
抱え込んでしまわないで、つどいの広場までお
気軽にご相談ください。子育て教室でも専門の
方を招いて相談会を定期的に開催しますので
利用してください。第１回を６月14日（金）に実
施します。

山中・平野保育所でも相談を
受け付けています。

相談は電話でも来所でも
OKです。
相談についての秘密は
守ります。

山中保育所では園庭開放を広場開設日の月・水・金
の9:00～11:30まで行っています。
◎山中保育所 ℡.62-0179
◎つどいの広場 ℡.62-2010

平 野 保 育 所では園庭開放を、月曜日～金曜日の
9:00～11:30まで毎日行っています。また、雨天の
時は支援室で遊ぶことも出来ます。
◎平野保育所 ℡.65‐8542

★行事等で利用できない時もありますので事前の
　確認をお願いします。

★帽子、水分補給のための水筒等を持参してください。

保育所からのお知らせ

動画配信スタジオ
6・13・20・2７ 日
午後６時～８時３０分

想い出ラボラトリー　
11 日　午後６時～８時３０分 PC サロン　

4・11・18・25 日
午前１０時～１１時３０分YouTube 講座　6 月 9 日

午後６時～８時３０

特集コーナー　　
  衣替えの季節　初夏の青と白！

児童書特集コーナー
友読クイズと友読カード
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　　℡.62-9976
※各健診・教室は老人福祉しあわせ
　センターで行います。
乳児健康相談
日時　6月12日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成30年8・11月、
　　　平成31年2月生まれ

5歳児健診
日時　6月11日（火）
　　　午後１時～１時30分受付
対象　平成26年4・5・6・7月生まれ

母子健康手帳の交付
交付日　毎週木曜日
※都合の悪い方は福祉健康課保健師ま

でご連絡ください。
時間　午前８時３０分～午後５時１５分
場所　福祉健康課窓口

　℡.62-9973
社会労務士による無料年金相談
日時　6月18日（火）
　　　午前9時～正午、午後1時～4時
場所　山中湖村役場総務課前応接室

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
　薬物乱用をめぐる事件が依然として相
次いでいます。近年は、特に若者を中心
に大麻による検挙者が急増しています。
　薬物乱用とは、薬物を本来の医療目

的から逸脱した方法で不正に使用する
ことです。覚せい剤、MDMA等合成麻
薬や大麻等は法律によって所持・販売・
生産が禁止されている薬物です。また、
違法薬物の使用は、たとえ一回だけで
も「乱用」になるとともに、法律で「犯
罪」とされています。
　違法薬物の使用には依存性があり、
本人の脳や体を破壊し、使用する前の
体に戻ることはできません。また、大切
な家族の人生にまで大きな影響を与え
ます。自分自身のために、大切な人のた
めに違法薬物を拒絶する強い意志を持
ちましょう。
　国及び県では、新国連薬物乱用根絶
宣言の支援事業として、6月20日から7
月19日までの一か月間「ダメ。ゼッタ
イ。」普及運動を展開します。
　違法薬物の恐ろしさを正しく理解す
るとともに、身近な人の薬物乱用に気付
いたときは、勇気をもって相談してくだ
さい。
問い合わせ
　富士・東部保健福祉事務所　衛生課
　℡.0555-24-9033

工業統計調査を実施します
―製造業事業所の皆さまへ―
　経済産業省・山梨県では、工業統計
調査を6月1日現在で実施します。
　工業統計調査は、我が国における工
業の実態を明らかにすることを目的とす
る政府の重要な調査で、統計法に基づ
く報告義務のある基幹統計調査です。
　調査の結果は、中小企業施策や地域
振興など、国及び地域行政施策のため
の基礎資料として利活用されます。
　調査票に御記入いただいた内容は、
統計作成の目的以外（税の資料など）に
使用することは絶対にありません。
　調査の趣旨・必要性を御理解いただ
き、御回答をよろしくお願いいたしま
す。
対象　製造業を営む全事業所
内容　１年間の生産活動に伴う製造品
の出荷額、原材料使用額など
実施時期　５月中旬から６月
問い合わせ
　山梨県統計調査課
　℡.055-223-1341
　FAX.055-223-1347
　

第67回山梨県統計グラフコンクール
　山梨県では、県民の皆さんに統計グ
ラフの作成を通じて、統計を活用し、親
しんでいただくため、毎年「統計グラフ
コンクール」を開催しています。
　あなたが普段気になっていること、疑
問に思ったことなどを調べて、統計グラ
フをつくってみませんか。
　この機会に、ぜひ御応募ください！
応募資格
　県内在住・在学・在勤で小学生以上の
方が対象です。
　第１部…小学校１・２年生の児童
　第２部…小学校３・４年生の児童
　第３部…小学校５・６年生の児童
　第４部…中学校の生徒
　第５部…高等学校以上の生徒・学生及び一般
　パソコン統計グラフの部…小学校の児童以上
課題
　自由（ただし、小学校４年生以下の児
童については、自ら観察又は調査した
結果をグラフにしたものとします。）
規格
　Ｂ２判（72．8㎝×51．5㎝　紙質、色
彩は自由ですが、パネル仕上げ、表面の
セロハンカバー等の調製はしないでく
ださい。）
応募方法
　山梨県県民生活部統計調査課あて
　郵送又は持参
募集期間　６月４日（火）～９月４日（水）
表彰
　各部門：知事賞１点以内、教育長賞２
点以内、入選２点以内、佳作数点
その他
　優秀な作品については「統計グラフ
全国コンクール」に出品します。
　全国コンクールに出品された方には
全員に、統計検定４級（活動賞）が贈ら
れます。
　応募作品についての用紙（Ｂ２判）は
統計調査課に用意してありますので、お
申し出ください。
問い合わせ
　山梨県統計調査課
　℡.055-223-1340
　FAX.055-223-1347
　〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
　（山梨県庁 北別館5階）

福祉健康課からのお知らせ

税務住民課

山中湖村役場から

お知らせ・催し・募集

富士・東部保健福祉事務所

山梨県統計調査課

お知らせ

介護予防事業

わくわく教室

エコキャップへのご協力
ありがとうございました！

～ ボランティア募集 ～

《集金方法》　　一般会費 ： １口　１，２００円

　介護予防教室「わくわく教室」で行う、体操・レク・クラ
フトづくりなどのサポートをするボランティアです。
　興味のある方は社協までご連絡ください。

　５月１4日（火）にエコキャップ（ペットボトルキャップ）の
回収を行いました。ご協力ありがとうございました。
　また、新規に回収を希望される方はご連絡ください。次
回の回収は７月頃を予定しています。引き続きご協力をお
願いします。

社協会費の
ご協力お願いします！
　山中湖村社協は｢誰もが安心して暮らせるまちづく
り｣を目指す、民間の福祉団体（社会福祉法人）です。
山中湖村にお住まいの皆さまのご支援をいただき、地
域福祉活動を推進しています。そのために皆さまから
ご協力いただく｢会費｣が必要です。
　社協活動や地域福祉活動にご賛同いただき、会員
になっていただきますとともに、住民同士の支え合い
活動をますます発展・活性化していくための会費納入
にご協力くださいますようお願い致します。

※ 各地区組員の方は、組長が集金にお伺いし、
　 既に加入になっております。
　 なお、特別会員の方は、６月１０日（月）に口座より
　 引き落としをさせていただいております。　　

活動日　毎週木曜日
時　間　午前９時３０分～１２時頃まで
場　所　老人福祉しあわせセンター

お気軽にお電話ください。
℡.６２-２２２７

6月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）
曜 日

火
日　程

4･11･18･25日
給食サービス（ひとり暮らし等）金7･14･21･28日
特別会費（口座引落分）納入締切月10日
紙おむつ配布サービス金14日
山中湖村社会福祉協議会 評議員会ー中旬

利用者宅へお弁当をお届けする
ボランティアです。

・配食日：火曜日・金曜日（祝日除く）
・時間：１１時から１２時頃まで（おおむね1時間）
・その他 ： 自動車が運転できる方
※ 活動日は月に２度程度になります。

配食ボランティア募集

※ エコキャップはペットボトルキャップのみです！

山中湖村社会福祉協議会
山中湖村山中３５２－１   TEL:６２－２２２７ FAX：６２－２２２８

山中小学校、東小学校、
山中湖中学校、ミツウロコ、
紅富士の湯、石割の湯、
山中湖村役場、他個人の皆様

　汚れがひどいものや、金属や他のゴミ類が混
入したものは回収できません。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。

（敬称略、順不同）

ご協力いただいた各団体・事業所等

お願い！
組に加入されていない方へ
随時受け付けておりますのでご面倒ですが社協
事務所までお越しください。

山中湖村社会福祉協議会 （事務所）

　山中湖村では、61枚の毛布が集まりました。
　集められた毛布は、アフリカへ毛布をおくる運動推進
員会事務局を通して、アフリカに届けられます。

毛布のご協力
　ありがとうございました！
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　　℡.62-9976
※各健診・教室は老人福祉しあわせ
　センターで行います。
乳児健康相談
日時　6月12日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成30年8・11月、
　　　平成31年2月生まれ

5歳児健診
日時　6月11日（火）
　　　午後１時～１時30分受付
対象　平成26年4・5・6・7月生まれ

母子健康手帳の交付
交付日　毎週木曜日
※都合の悪い方は福祉健康課保健師ま

でご連絡ください。
時間　午前８時３０分～午後５時１５分
場所　福祉健康課窓口

　℡.62-9973
社会労務士による無料年金相談
日時　6月18日（火）
　　　午前9時～正午、午後1時～4時
場所　山中湖村役場総務課前応接室

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」
　薬物乱用をめぐる事件が依然として相
次いでいます。近年は、特に若者を中心
に大麻による検挙者が急増しています。
　薬物乱用とは、薬物を本来の医療目

的から逸脱した方法で不正に使用する
ことです。覚せい剤、MDMA等合成麻
薬や大麻等は法律によって所持・販売・
生産が禁止されている薬物です。また、
違法薬物の使用は、たとえ一回だけで
も「乱用」になるとともに、法律で「犯
罪」とされています。
　違法薬物の使用には依存性があり、
本人の脳や体を破壊し、使用する前の
体に戻ることはできません。また、大切
な家族の人生にまで大きな影響を与え
ます。自分自身のために、大切な人のた
めに違法薬物を拒絶する強い意志を持
ちましょう。
　国及び県では、新国連薬物乱用根絶
宣言の支援事業として、6月20日から7
月19日までの一か月間「ダメ。ゼッタ
イ。」普及運動を展開します。
　違法薬物の恐ろしさを正しく理解す
るとともに、身近な人の薬物乱用に気付
いたときは、勇気をもって相談してくだ
さい。
問い合わせ
　富士・東部保健福祉事務所　衛生課
　℡.0555-24-9033

工業統計調査を実施します
―製造業事業所の皆さまへ―
　経済産業省・山梨県では、工業統計
調査を6月1日現在で実施します。
　工業統計調査は、我が国における工
業の実態を明らかにすることを目的とす
る政府の重要な調査で、統計法に基づ
く報告義務のある基幹統計調査です。
　調査の結果は、中小企業施策や地域
振興など、国及び地域行政施策のため
の基礎資料として利活用されます。
　調査票に御記入いただいた内容は、
統計作成の目的以外（税の資料など）に
使用することは絶対にありません。
　調査の趣旨・必要性を御理解いただ
き、御回答をよろしくお願いいたしま
す。
対象　製造業を営む全事業所
内容　１年間の生産活動に伴う製造品
の出荷額、原材料使用額など
実施時期　５月中旬から６月
問い合わせ
　山梨県統計調査課
　℡.055-223-1341
　FAX.055-223-1347
　

第67回山梨県統計グラフコンクール
　山梨県では、県民の皆さんに統計グ
ラフの作成を通じて、統計を活用し、親
しんでいただくため、毎年「統計グラフ
コンクール」を開催しています。
　あなたが普段気になっていること、疑
問に思ったことなどを調べて、統計グラ
フをつくってみませんか。
　この機会に、ぜひ御応募ください！
応募資格
　県内在住・在学・在勤で小学生以上の
方が対象です。
　第１部…小学校１・２年生の児童
　第２部…小学校３・４年生の児童
　第３部…小学校５・６年生の児童
　第４部…中学校の生徒
　第５部…高等学校以上の生徒・学生及び一般
　パソコン統計グラフの部…小学校の児童以上
課題
　自由（ただし、小学校４年生以下の児
童については、自ら観察又は調査した
結果をグラフにしたものとします。）
規格
　Ｂ２判（72．8㎝×51．5㎝　紙質、色
彩は自由ですが、パネル仕上げ、表面の
セロハンカバー等の調製はしないでく
ださい。）
応募方法
　山梨県県民生活部統計調査課あて
　郵送又は持参
募集期間　６月４日（火）～９月４日（水）
表彰
　各部門：知事賞１点以内、教育長賞２
点以内、入選２点以内、佳作数点
その他
　優秀な作品については「統計グラフ
全国コンクール」に出品します。
　全国コンクールに出品された方には
全員に、統計検定４級（活動賞）が贈ら
れます。
　応募作品についての用紙（Ｂ２判）は
統計調査課に用意してありますので、お
申し出ください。
問い合わせ
　山梨県統計調査課
　℡.055-223-1340
　FAX.055-223-1347
　〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
　（山梨県庁 北別館5階）

福祉健康課からのお知らせ

税務住民課

山中湖村役場から

お知らせ・催し・募集

富士・東部保健福祉事務所

山梨県統計調査課

お知らせ

介護予防事業

わくわく教室

エコキャップへのご協力
ありがとうございました！

～ ボランティア募集 ～

《集金方法》　　一般会費 ： １口　１，２００円

　介護予防教室「わくわく教室」で行う、体操・レク・クラ
フトづくりなどのサポートをするボランティアです。
　興味のある方は社協までご連絡ください。

　５月１4日（火）にエコキャップ（ペットボトルキャップ）の
回収を行いました。ご協力ありがとうございました。
　また、新規に回収を希望される方はご連絡ください。次
回の回収は７月頃を予定しています。引き続きご協力をお
願いします。

社協会費の
ご協力お願いします！
　山中湖村社協は｢誰もが安心して暮らせるまちづく
り｣を目指す、民間の福祉団体（社会福祉法人）です。
山中湖村にお住まいの皆さまのご支援をいただき、地
域福祉活動を推進しています。そのために皆さまから
ご協力いただく｢会費｣が必要です。
　社協活動や地域福祉活動にご賛同いただき、会員
になっていただきますとともに、住民同士の支え合い
活動をますます発展・活性化していくための会費納入
にご協力くださいますようお願い致します。

※ 各地区組員の方は、組長が集金にお伺いし、
　 既に加入になっております。
　 なお、特別会員の方は、６月１０日（月）に口座より
　 引き落としをさせていただいております。　　

活動日　毎週木曜日
時　間　午前９時３０分～１２時頃まで
場　所　老人福祉しあわせセンター

お気軽にお電話ください。
℡.６２-２２２７

6月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）
曜 日

火
日　程

4･11･18･25日
給食サービス（ひとり暮らし等）金7･14･21･28日
特別会費（口座引落分）納入締切月10日
紙おむつ配布サービス金14日
山中湖村社会福祉協議会 評議員会ー中旬

利用者宅へお弁当をお届けする
ボランティアです。

・配食日：火曜日・金曜日（祝日除く）
・時間：１１時から１２時頃まで（おおむね1時間）
・その他 ： 自動車が運転できる方
※ 活動日は月に２度程度になります。

配食ボランティア募集

※ エコキャップはペットボトルキャップのみです！

山中湖村社会福祉協議会
山中湖村山中３５２－１   TEL:６２－２２２７ FAX：６２－２２２８

山中小学校、東小学校、
山中湖中学校、ミツウロコ、
紅富士の湯、石割の湯、
山中湖村役場、他個人の皆様

　汚れがひどいものや、金属や他のゴミ類が混
入したものは回収できません。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。

（敬称略、順不同）

ご協力いただいた各団体・事業所等

お願い！
組に加入されていない方へ
随時受け付けておりますのでご面倒ですが社協
事務所までお越しください。

山中湖村社会福祉協議会 （事務所）

　山中湖村では、61枚の毛布が集まりました。
　集められた毛布は、アフリカへ毛布をおくる運動推進
員会事務局を通して、アフリカに届けられます。

毛布のご協力
　ありがとうございました！
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オープンキャンパス2019
　山梨県立盲学校では、視覚障がい教
育に関する一層のご理解を深めていた
だくため、「山梨県立盲学校 オープン
キャンパス 2019」を開催いたします。
日時　6月22日（土）
　　　午前9時～午後2時
場所　山梨県立盲学校
　　　（甲府市下飯田2-10-2）　　
内容　盲学校の概要説明および校内・
　　　授業見学
対象
 ・視覚に障がいのある幼児児童生徒、

成人及び保護者
 ・教育・福祉関係及び視覚障がい教

育に関心のある方々　
 ・本校への入学を検討している方とそ

の家族及び関係者　等
参加料　無料
申し込み受付
　山梨県立盲学校
　℡.055-226-3361
　FAX.055-226-3362
　午前9時～午後5時（月～金）
　※締め切りは6月12日（水）正午
その他
　年間通して電話及びメールによる相
談を受け付けています。詳細につきまし
てはお問い合わせください。
問い合わせ
　山梨県立盲学校
　℡.055-226-3361

オープンスクール
　山梨県立ふじざくら支援学校では、地
域の皆様に本校の教育活動を知ってい
ただくために、次のとおりオープンスク

ールを実施いたします。多くの方々の御
来校をお待ちしております。
日時　6月13日（木）
受付　午前９時２０分～９時３５分
校長挨拶、学校概要説明
　　　午前９時３５分～９時５５分
学校紹介（ビデオ上映、児生会役員挨拶）
　　　午前９時５５分～１０時１０分
授業公開
　　　午前１０時１０分～１１時４５分
場所　山梨県立ふじざくら支援学校
　　　（富士河口湖町船津６６６３－１）
その他
 ・教育相談につきましては、通年でお

受けしておりますので、お気軽に電
話でお申し込みください。

 ・台風等の気象状況により、中止となる場
合がありますので、予め御了承ください。

 ・中止の場合は本校ホームページにて
お知らせ致します。

　（http://：www.fujizaky.kai.ed.jp）
問い合わせ
　山梨県立ふじざくら支援学校
　℡.0555-72-5161

出張がん相談
日時　７月１１日（木） 午後１時３０分～４時
場所　都留市保健センター ３階
　　　会議室１・２（いきいきプラザ都留）
　　　（都留市下谷２５１６－１）
対象　がん患者・がん患者の家族や関係者
問い合わせ
　山梨県がん患者サポートセンター
　℡.055-227-8740（要予約）
※保健師、ピア・サポーター（がんを経験

した仲間とその家族）が、がんの悩み
や心配ごと等の相談をお受けします。

※当日、予約なしの参加も可能ですが、
事前の予約が確実です。

　お気軽にお電話ください。

日時　6月22日（土）
　　　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　基調講演
テーマ　男女共同参画社会って何？
　～基礎から学び直す男女共同参画～
講師　萩原なつ子氏（立教大学社会学
部／大学院２１世紀社会デザイン研究
科教授）
シンポジウム
テーマ　男女共同参画と防災
費用　参加無料
対象者　どなたでも
申し込み
　事務局（山梨県 県民生活・男女参画課）
　℡.055-223-1358
　メール　kenmin-skt@pref.yamanashi.lg.jp
※手話通訳あり
※無料託児希望の方は6月１7日（月）

までに電話、メールにてお申し込みく
ださい。

　新鮮な野菜、おいしい食べ物、素敵な
手作り品、楽しい体験ブースなどこだわ
りのお店が集まるマーケットです。駐車
場完備、雨天開催。
　ぜひお誘い合わせてご来場ください！
日時　6月30日 (日) 
　　　午前10時～午後2時30分
場所　丸統青果市場
　　　 (富士吉田市 上吉田872-1)
問い合わせ
　富士山マーケット実行委員会
　℡.050-3709-2236

２０１９年度 第１回狩猟免許試験
　山梨県では狩猟免許試験を次のとお
り実施します。
免許の種類　狩猟免許

（網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟）
実施日　８月２０日（火）、
　　　　８月２１日（水）のいずれか１日
※試験日は、申請書受理後に各林務環
　境事務所が指定します。
場所　山梨県立青少年センター
　　　（甲府市川田町517番地）
内容　適性試験、知識試験、技能試験
申請手数料　5,200円
申請期間　6月3日（月）～7月10日（水）
　　　　  （土、日曜日を除く）
問い合わせ
　富士・東部林務環境事務所
　森づくり推進課
　℡.0554-45-7884
　詳細については、こちらをご覧ください
https://www.pref.yamanashi.jp/mi
dori/syuryoumenkyosiken.html

STOP　THE　不法電波
　総務省では、6月1日～10日を「電波
利用環境保護周知啓発強化期間」とし
て、電波を正しく利用していただくため
の周知・啓発活動及び不法無線局の取
り締まりを強化します。
　電波は暮らしの中で欠かせない大切
なものです。電波のルールはみんなで
守りましょう。
問い合わせ
　関東総合通信局
　・不法無線局による混信・妨害　　
　　℡.03-6238-1939
　・テレビ、ラジオの受信障害　　　
　　℡.03-6238-1945
　・地上デジタルテレビ放送の受信相談
　　℡.03-6238-1944

あなたの就職活動を応援しています！
　「面接指導をしてほしい」「応募書類
の作り方がわからない…」「自己PRの
仕方が分からない…」など、就職活動に
悩んでいる、自信がない方。サポートス
テーションでは、専門のカウンセラーが

2019年5月1日、新たな時代「令和」の幕開けとなりました。
情報創造館で開催された展示を撮影しました。

今月の表紙の写真！

無料で就職活動の支援をしています。
自分らしさを出すために一緒に考えませ
んか？
就職活動支援内容
　面接指導・応募書類添削・
　キャリアカウンセリング
費用　無料
支援対象年齢
　15歳～39歳まで求職中の方。
　ご利用の際は、まず一度お電話いた
だき来所の予約をとってください。
　就職活動の支援の他、働くことや自
立について悩みを抱えている方やご家
族の方のご相談もお受けしております。
お気軽にお電話、またはご来所くださ
い。
実施機関名
　厚生労働省委託事業
　ぐんない若者サポートステーション
　住所　富士吉田市上吉田2の4の19
　　　　富久澄ビル2F
　開所日時　月～金曜日
　　　　　　午前9時30分～午後6時
　定休日　土、日、祝日、年末年始
　℡.0555-23-0080

～記帳相談日をご利用ください～
　毎月記帳相談日を開設します。
　正しい記帳は税務申告の基礎となり
ます。
　こんな時にご利用ください。
 ・帳簿のつけ方がわからない。
 ・必要経費と家計費の区分がはっきりし

ない。など
日程　6月20日(木)
時間　午前１０時～午後４時
　　　(正午から午後１時を除く)
場所　南都留中部商工会
対象者　個人事業者

富士山科学講座③
　「植生」をテーマに当研究所の研究員
が講演を行います。その後、質疑応答の
時間を設定しています。
日時　6 月 8 日（土） 
　　　午後 1 時 30 分～ 3 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
演題　「ドローンで観る富士山の植生」
講師　安田泰輔（研究部自然環境科）
参加費　無料
定員　約１２０名
問い合わせ
　環境教育・交流部  広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

もりのおはなしかい
　絵本の読み聞かせと自然観察などの
体験を行います。
※当日は、おはなしかいの 30 分前位

におりがみ教室も行います。
　①午前 10 時～
　②午後 1 時 30 分～ （各 20 分）
日時　6 月 16 日（日） 
　　　①午前 10 時 30 分～ 
　　　②午後 2 時～ （各 40 分）
場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館１階ホール および屋外
対象　幼児～小学校低学年
　　　（対象年齢以外も参加可能）
参加費　無料
定員　どなたでも
問い合わせ
　環境教育・交流部  教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

富士山五合目植物観察会
　富士山五合目の植物に注目し、その
生態を中心に研究者の解説を聞くこと
で、富士山の自然の魅力を体感します。
日時　Ⅰ．7月20日（土）
　　　  午前9時～午後4時
　　  Ⅱ．7月25日（木）
　　　  午前9時～午後4時
場所　富士山五合目御中道自然探勝路
対象
　小学生4年生以上で山歩きができる方
　※昨年度の参加者および中学生以下
　　のみの参加は不可
参加費　無料
定員　Ⅰ．45名 Ⅱ．20名
申し込み　Ⅰ.Ⅱ.ともに6月15日(土)
　　　　　午前10時～午後5時
　　　　  （先着順）
応募方法　電話にてお申し込みください。
問い合わせ
　環境教育・交流部   教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

ふじざくら支援学校

山梨県がん患者サポートセンター

第 12 回富士山マーケット ®

富士山科学研究所

イベント

関東総合通信局

富士・東部林務環境事務所

ぐんない
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山梨県立盲学校
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2,920 （＋4）

223 （＋7）

2,401 （＋18）

男

2,906 （＋5）女

5,826 （＋9）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（平成31年4月末日現在）

（  ）は前月比

戸籍の窓　4月届出分

おめでとう（誕生）
氏名 　     保護者

菅野　桜子　　秀樹

 ）

おしあわせに（結婚）
氏名 　　　  地区名
渡邊　春彦
柏木　美栄
大森　公輔
日向　未来

長田　光司
中町　美桜

山中

 ）山中

 ）平野

さくらこ

おくやみ（死亡）

氏名 　  　（歳）　届出人

長田　德太郎　（80）　知也

長田　ちどり   　（94）　栄雄

羽田　三美男　（88）　一雄

長田　十九代　（74）　純幸

やまなし男と女とのフォーラム
ひと ひと
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オープンキャンパス2019
　山梨県立盲学校では、視覚障がい教
育に関する一層のご理解を深めていた
だくため、「山梨県立盲学校 オープン
キャンパス 2019」を開催いたします。
日時　6月22日（土）
　　　午前9時～午後2時
場所　山梨県立盲学校
　　　（甲府市下飯田2-10-2）　　
内容　盲学校の概要説明および校内・
　　　授業見学
対象
 ・視覚に障がいのある幼児児童生徒、

成人及び保護者
 ・教育・福祉関係及び視覚障がい教

育に関心のある方々　
 ・本校への入学を検討している方とそ

の家族及び関係者　等
参加料　無料
申し込み受付
　山梨県立盲学校
　℡.055-226-3361
　FAX.055-226-3362
　午前9時～午後5時（月～金）
　※締め切りは6月12日（水）正午
その他
　年間通して電話及びメールによる相
談を受け付けています。詳細につきまし
てはお問い合わせください。
問い合わせ
　山梨県立盲学校
　℡.055-226-3361

オープンスクール
　山梨県立ふじざくら支援学校では、地
域の皆様に本校の教育活動を知ってい
ただくために、次のとおりオープンスク

ールを実施いたします。多くの方々の御
来校をお待ちしております。
日時　6月13日（木）
受付　午前９時２０分～９時３５分
校長挨拶、学校概要説明
　　　午前９時３５分～９時５５分
学校紹介（ビデオ上映、児生会役員挨拶）
　　　午前９時５５分～１０時１０分
授業公開
　　　午前１０時１０分～１１時４５分
場所　山梨県立ふじざくら支援学校
　　　（富士河口湖町船津６６６３－１）
その他
 ・教育相談につきましては、通年でお

受けしておりますので、お気軽に電
話でお申し込みください。

 ・台風等の気象状況により、中止となる場
合がありますので、予め御了承ください。

 ・中止の場合は本校ホームページにて
お知らせ致します。

　（http://：www.fujizaky.kai.ed.jp）
問い合わせ
　山梨県立ふじざくら支援学校
　℡.0555-72-5161

出張がん相談
日時　７月１１日（木） 午後１時３０分～４時
場所　都留市保健センター ３階
　　　会議室１・２（いきいきプラザ都留）
　　　（都留市下谷２５１６－１）
対象　がん患者・がん患者の家族や関係者
問い合わせ
　山梨県がん患者サポートセンター
　℡.055-227-8740（要予約）
※保健師、ピア・サポーター（がんを経験

した仲間とその家族）が、がんの悩み
や心配ごと等の相談をお受けします。

※当日、予約なしの参加も可能ですが、
事前の予約が確実です。

　お気軽にお電話ください。

日時　6月22日（土）
　　　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　基調講演
テーマ　男女共同参画社会って何？
　～基礎から学び直す男女共同参画～
講師　萩原なつ子氏（立教大学社会学
部／大学院２１世紀社会デザイン研究
科教授）
シンポジウム
テーマ　男女共同参画と防災
費用　参加無料
対象者　どなたでも
申し込み
　事務局（山梨県 県民生活・男女参画課）
　℡.055-223-1358
　メール　kenmin-skt@pref.yamanashi.lg.jp
※手話通訳あり
※無料託児希望の方は6月１7日（月）

までに電話、メールにてお申し込みく
ださい。

　新鮮な野菜、おいしい食べ物、素敵な
手作り品、楽しい体験ブースなどこだわ
りのお店が集まるマーケットです。駐車
場完備、雨天開催。
　ぜひお誘い合わせてご来場ください！
日時　6月30日 (日) 
　　　午前10時～午後2時30分
場所　丸統青果市場
　　　 (富士吉田市 上吉田872-1)
問い合わせ
　富士山マーケット実行委員会
　℡.050-3709-2236

２０１９年度 第１回狩猟免許試験
　山梨県では狩猟免許試験を次のとお
り実施します。
免許の種類　狩猟免許

（網猟、わな猟、第一種銃猟、第二種銃猟）
実施日　８月２０日（火）、
　　　　８月２１日（水）のいずれか１日
※試験日は、申請書受理後に各林務環
　境事務所が指定します。
場所　山梨県立青少年センター
　　　（甲府市川田町517番地）
内容　適性試験、知識試験、技能試験
申請手数料　5,200円
申請期間　6月3日（月）～7月10日（水）
　　　　  （土、日曜日を除く）
問い合わせ
　富士・東部林務環境事務所
　森づくり推進課
　℡.0554-45-7884
　詳細については、こちらをご覧ください
https://www.pref.yamanashi.jp/mi
dori/syuryoumenkyosiken.html

STOP　THE　不法電波
　総務省では、6月1日～10日を「電波
利用環境保護周知啓発強化期間」とし
て、電波を正しく利用していただくため
の周知・啓発活動及び不法無線局の取
り締まりを強化します。
　電波は暮らしの中で欠かせない大切
なものです。電波のルールはみんなで
守りましょう。
問い合わせ
　関東総合通信局
　・不法無線局による混信・妨害　　
　　℡.03-6238-1939
　・テレビ、ラジオの受信障害　　　
　　℡.03-6238-1945
　・地上デジタルテレビ放送の受信相談
　　℡.03-6238-1944

あなたの就職活動を応援しています！
　「面接指導をしてほしい」「応募書類
の作り方がわからない…」「自己PRの
仕方が分からない…」など、就職活動に
悩んでいる、自信がない方。サポートス
テーションでは、専門のカウンセラーが

2019年5月1日、新たな時代「令和」の幕開けとなりました。
情報創造館で開催された展示を撮影しました。

今月の表紙の写真！

無料で就職活動の支援をしています。
自分らしさを出すために一緒に考えませ
んか？
就職活動支援内容
　面接指導・応募書類添削・
　キャリアカウンセリング
費用　無料
支援対象年齢
　15歳～39歳まで求職中の方。
　ご利用の際は、まず一度お電話いた
だき来所の予約をとってください。
　就職活動の支援の他、働くことや自
立について悩みを抱えている方やご家
族の方のご相談もお受けしております。
お気軽にお電話、またはご来所くださ
い。
実施機関名
　厚生労働省委託事業
　ぐんない若者サポートステーション
　住所　富士吉田市上吉田2の4の19
　　　　富久澄ビル2F
　開所日時　月～金曜日
　　　　　　午前9時30分～午後6時
　定休日　土、日、祝日、年末年始
　℡.0555-23-0080

～記帳相談日をご利用ください～
　毎月記帳相談日を開設します。
　正しい記帳は税務申告の基礎となり
ます。
　こんな時にご利用ください。
 ・帳簿のつけ方がわからない。
 ・必要経費と家計費の区分がはっきりし

ない。など
日程　6月20日(木)
時間　午前１０時～午後４時
　　　(正午から午後１時を除く)
場所　南都留中部商工会
対象者　個人事業者

富士山科学講座③
　「植生」をテーマに当研究所の研究員
が講演を行います。その後、質疑応答の
時間を設定しています。
日時　6 月 8 日（土） 
　　　午後 1 時 30 分～ 3 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
演題　「ドローンで観る富士山の植生」
講師　安田泰輔（研究部自然環境科）
参加費　無料
定員　約１２０名
問い合わせ
　環境教育・交流部  広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

もりのおはなしかい
　絵本の読み聞かせと自然観察などの
体験を行います。
※当日は、おはなしかいの 30 分前位

におりがみ教室も行います。
　①午前 10 時～
　②午後 1 時 30 分～ （各 20 分）
日時　6 月 16 日（日） 
　　　①午前 10 時 30 分～ 
　　　②午後 2 時～ （各 40 分）
場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館１階ホール および屋外
対象　幼児～小学校低学年
　　　（対象年齢以外も参加可能）
参加費　無料
定員　どなたでも
問い合わせ
　環境教育・交流部  教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

富士山五合目植物観察会
　富士山五合目の植物に注目し、その
生態を中心に研究者の解説を聞くこと
で、富士山の自然の魅力を体感します。
日時　Ⅰ．7月20日（土）
　　　  午前9時～午後4時
　　  Ⅱ．7月25日（木）
　　　  午前9時～午後4時
場所　富士山五合目御中道自然探勝路
対象
　小学生4年生以上で山歩きができる方
　※昨年度の参加者および中学生以下
　　のみの参加は不可
参加費　無料
定員　Ⅰ．45名 Ⅱ．20名
申し込み　Ⅰ.Ⅱ.ともに6月15日(土)
　　　　　午前10時～午後5時
　　　　  （先着順）
応募方法　電話にてお申し込みください。
問い合わせ
　環境教育・交流部   教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

ふじざくら支援学校

山梨県がん患者サポートセンター

第 12 回富士山マーケット ®
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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

6月の行事予定
2019 CALENDAR

　 図書館=山中湖情報創造館閉館日 ※開館時間（9:30～21:00）詳しくはP20をご覧ください。
　  可燃物収集日 　  不燃物収集日 　 PETボトル収集日　8:30までに指定の場所に出してください。
　  持込（可燃・不燃）　　持込（可燃のみ）=クリーンセンターへ直接搬入可能日（9:00～11:00  13:00～16:00）
　  立入日=北富士演習場立ち入り許可日　　プール開放日＝料金・時間については、P12をご覧ください。　　

この広報はベジタブルインキを使用しています。
植物油インキ（ベジタブルインキ）は、植物性のため地球の環境にやさしいインキです。

PET可

閉

持 持

不

作品に引き込まれ、人物に魅せられて
　～三島由紀夫文学館20周年～ …… 02-05
交通死亡事故ゼロ  2000日達成 …… 06
児童手当制度 ………………………… 06

トピックス

amanakakoamanakako広報やまなかこ

山中湖情報創造館

6月
2019.June

No.440

26 27 28 29 30 31 1     

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23

30

24 25 26 27 28 29

 先勝

友引 大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅

大安 赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安

赤口 先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口

先勝 友引

友引

先負 仏滅 大安 赤口 先勝

地域リサイクル
役場下駐車場
9:00～11:00

乳児健康相談
（P23）

人権相談（P13） 長寿会スポーツ
大会（P13）

5歳児健診
（P23）

年金相談（P23）
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休日夜間急患診療の医療機関をお知らせします。

問い合わせ（テレフォンガイド）  富士五湖消防本部   ℡.２３-４４４４

　救急医療とは、急病やケガなど、救急に処置または治療が必要
な場合に行う医療です。「日中は　仕事や用事があって行けない」

「夜間や休日でもやっているから」等の理由で安易に受診する医
療ではありませんので、ご注意ください。

必ず事前に問い合わせ先に電話をしてから受診してください。
保険証を必ず持参してください。
日頃から使っている薬がわかるもの（お薬手帳など）を持って受診してください。

富士吉田市立病院　奇数日が内科、偶数日が外科
山梨赤十字病院　　奇数日が外科、偶数日が内科

休日 8:30～翌8:30、　土曜 12:30～翌8:30、
夜間 17:00～翌8:30

4月から12月まで

診療時間

休日　8:30～17:00　

※前日や当日（休日）に当番が変更となる可能性があります。

診療時間6月

皆さんへの
お願い

富士吉田医師会 富士吉田市立病院・山梨赤十字病院
診療科目日 曜日 診療所名

2

9

16
23
30

日

日

日
日
日

羽田レディースクリニック  
ふじさん腎臓内科クリニック  
富士彩クリニック  
富士の森クリニック  
フジ河口湖クリニック  
ふじよしだ勝和クリニック  

内科、産婦人科
内科
形成外科
内科
内科
内科




