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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

9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P22）　  　　　　立入日=北富士演習場立ち入り許可日
　  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）

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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東小学校運動会 山中小学校
運動会

安産祭り（～6日）総合防災訓練

山中湖中学校
からまつ祭

山中湖中学校
からまつ祭

平野保育所
運動会

村内一斉清掃
村慰霊祭

加古坂神社例大祭
Mt.FUJIMAKI2019
（P13）
東京2020オリンピック
自転車競技ロードレース
開催300日前イベント
（P3）

地域リサイクル
役場地下駐車場
9:00～11:00
山中保育所
運動会

長池天神社祭
（～26日）
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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9月

皆さんへの
お願い

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
渡辺クリニック
渡辺整形外科
渡辺眼科
青木医院
天野医院
あまの診療所
大田屋クリニック
奥脇医院

日

日

日
月・祝
日
月・祝
日

内科
整形外科
眼科
内科
内科
内科・心療内科
内科・循環器科
内科・外科整形外科・胃腸科・肛門科・皮膚科・泌尿器科
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問い合わせ　オリンピック推進室　℡．28-5355

　山中湖村では、本年１０月に予定されている消費税率の１０％への引
き上げに伴う消費への影響を緩和するとともに、地域における消費を
喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券を販売いた
します。
　住民税非課税者を対象とした、購入引換券交付申請書を９月上旬に
送付します。

プレミアム付商品券使用までの手続き
　(1)村民税非課税者
   　 購入引換券の交付申請が必要になります。購入までの流れに関しましては、
   　 以下をご覧ください。
　(2)子育て世帯主
   　 子育て世帯主に該当する方は購入引換券の交付申請は必要ありません。
   　 該当の方には９月下旬に購入引換券を送付します。購入引換券到着後の手続きは、
   　 以下の③、④をご覧ください。

商品券概要
　(1)１セット４，０００円で５，０００円分の商品券（５００円券×１０枚綴り／冊）
　(2)販売対象 　①村民税非課税者（課税されている方と生計同一の配偶者・扶養親族、
  　　生活保護の受給者である場合は、対象外となります。）
　  　②平成２８年４月２日以降に出生された子がいる子育て世帯
　(3)販売限度 　・低所得者分：１人５冊
  　・子育て世帯分：１人５冊×対象子ども数
　(4)使用期間　令和元年１０月１日（火）から令和２年２月２９日（土）まで

問い合わせ　　観光産業課　産業振興グループ　℡.６２‐９９７８

①申請する（村民税非課税者のみ）
購入引換券交付申請書（９月上旬に送付）

②購入引換券が届く
購入要件の審査後、申請書記載の住所に購入引換券が届きます。
※購入引換券の再発行はできません。

山中湖村
プレミアム付商品券
を販売します

③商品券を購入する
指定する窓口で、現金と購入引換券・本人確認書類を示し商品券を購入してください。
※商品券と一緒に取扱事業者一覧を配布します。

④商品券を使用する
使用期間中に、村内の使用可能店舗でご使用ください。
※商品券の転売や譲渡はできません。
※お釣りはでません。

　来年7月に開幕する「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会」の開催にむけ、次のとおりイベントを開催します。オリンピックに関
連した展示や体験ブースを予定しておりますのでぜひご参加ください。

会　　場　山中湖交流プラザ　きらら　原っぱ
開 催 日　9 月 29 日（日）（Mt.FUJIMAKI 当日）
開催時間　午前 11 時～午後 4 時
開催内容　●自転車競技体験　- サイクリング VR -

　実際のオリンピックコースである「道志みち」や「山中湖湖畔周辺」等を VR 映像で体感し
　ていただきます。
●スピードチャレンジ
　ローラー台に固定設置されたロードバイクにサイクルコンピュータを装着し、速度計測を
　行い自転車でスピードがどれだけ出るか挑戦していただきます。
●ロードバイク実走体験（山中湖サイクリングチーム協力）
　初心者でも安心して乗車できるよう、自転車競技経験者を配置し、事前講習やアドバイス
　等を受けながらロードバイクの実走体験をしていただきます。
　その他、飲食ブースやグッズ販売などを予定しております。

問い合わせ　オリンピック推進室　℡.28-5355

東京2020オリンピック
自転車競技ロードレース
開催300日前イベントを
開催します

村民の
皆さんへ
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き上げに伴う消費への影響を緩和するとともに、地域における消費を
喚起・下支えすることを目的として、プレミアム付商品券を販売いた
します。
　住民税非課税者を対象とした、購入引換券交付申請書を９月上旬に
送付します。

プレミアム付商品券使用までの手続き
　(1)村民税非課税者
   　 購入引換券の交付申請が必要になります。購入までの流れに関しましては、
   　 以下をご覧ください。
　(2)子育て世帯主
   　 子育て世帯主に該当する方は購入引換券の交付申請は必要ありません。
   　 該当の方には９月下旬に購入引換券を送付します。購入引換券到着後の手続きは、
   　 以下の③、④をご覧ください。

商品券概要
　(1)１セット４，０００円で５，０００円分の商品券（５００円券×１０枚綴り／冊）
　(2)販売対象 　①村民税非課税者（課税されている方と生計同一の配偶者・扶養親族、
  　　生活保護の受給者である場合は、対象外となります。）
　  　②平成２８年４月２日以降に出生された子がいる子育て世帯
　(3)販売限度 　・低所得者分：１人５冊
  　・子育て世帯分：１人５冊×対象子ども数
　(4)使用期間　令和元年１０月１日（火）から令和２年２月２９日（土）まで
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①申請する（村民税非課税者のみ）
購入引換券交付申請書（９月上旬に送付）

②購入引換券が届く
購入要件の審査後、申請書記載の住所に購入引換券が届きます。
※購入引換券の再発行はできません。

山中湖村
プレミアム付商品券
を販売します

③商品券を購入する
指定する窓口で、現金と購入引換券・本人確認書類を示し商品券を購入してください。
※商品券と一緒に取扱事業者一覧を配布します。

④商品券を使用する
使用期間中に、村内の使用可能店舗でご使用ください。
※商品券の転売や譲渡はできません。
※お釣りはでません。

　来年7月に開幕する「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会」の開催にむけ、次のとおりイベントを開催します。オリンピックに関
連した展示や体験ブースを予定しておりますのでぜひご参加ください。

会　　場　山中湖交流プラザ　きらら　原っぱ
開 催 日　9 月 29 日（日）（Mt.FUJIMAKI 当日）
開催時間　午前 11 時～午後 4 時
開催内容　●自転車競技体験　- サイクリング VR -

　実際のオリンピックコースである「道志みち」や「山中湖湖畔周辺」等を VR 映像で体感し
　ていただきます。
●スピードチャレンジ
　ローラー台に固定設置されたロードバイクにサイクルコンピュータを装着し、速度計測を
　行い自転車でスピードがどれだけ出るか挑戦していただきます。
●ロードバイク実走体験（山中湖サイクリングチーム協力）
　初心者でも安心して乗車できるよう、自転車競技経験者を配置し、事前講習やアドバイス
　等を受けながらロードバイクの実走体験をしていただきます。
　その他、飲食ブースやグッズ販売などを予定しております。
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村民の
皆さんへ
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　「最近運動していないな」「少し太った気がする」「膝や腰が痛む」という思
いをお持ちの方、激しい運動はできないが体をほぐしたい方、週に1度運動を
取り入れてみませんか。
　ご家族、お友達でお誘い合わせてご利用ください。
運動の内容
　　　　・運動をするための筋肉を目覚めさせるストレッチ
　　　　・インナーマッスルを意識した身体づくりのための体幹トレーニング
　　　　・自宅でできる筋トレ内容を身に付ける
　　　　・軽く汗が出る運動
講　師　杉山和代さん（所持資格　健康運動指導士、スポーツプログラマー等）
対象者　山中湖村に住民票のある20歳以上の方（未成年の方は保護者が同伴できる場合に限る）
日　程　10月3日･17日･24日･31日　11月7日･21日･28日、12月5日・12日　計9回（木曜日）
　　　　午後7時30分～8時30分
場　所　老人福祉しあわせセンター（役場敷地内）
定　員　各25名　（定員になり次第締め切ります）
費　用　無料　
申込み　9月3日（火）午前8時30分～　役場福祉健康課窓口または電話にてお申し込みください。

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976 申し込み・問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

　10月の健康診査申し込みは9月13日（金）まで(必着)です。期日までに忘れずにハガキで申し込んでくだ
さい。（事前申し込みが無い方は受診できません。）申し込みをした方に健康診査の1週間前を目安に問診票
及び検査セットを送付します。4月以降に転入された方等、ハガキが届いていない方で受診希望の方は、福祉
健康課までお問い合わせください。今年度より、喀痰検査は事前に容器を役場で受け取り、健診当日に3日間
分の痰を提出できる方が対象となります。

身体の健康状態は、自分の感覚だけでは分かりません。健診を定期的に受け、異常が無いかチェックしましょう。

元気いっぱい山中湖健康診査（秋）のお知らせ

基礎代謝アップ教室 秋の部のお知らせ

　１０月より、６４歳以下の方のインフルエンザ予防接種費用助成対象となる医療機関が一覧のとおりに変更
されます。一覧に掲載された医療機関以外で接種した場合は、助成対象外となります。助成を希望する方は、
一覧にある医療機関で接種をしてください。
※６５歳以上の方の助成内容については変更ありません。また助成についてのお知らせは広報１０月号に掲載します。
※里帰り出産や長期入院等やむを得ない理由により、一覧にない医療機関での接種を希望する場合は、事前に手続きす
　ることで助成を受けられる場合があります。福祉健康課にお問い合わせください。

インフルエンザ予防接種費用の助成対象医療機関が変更されます
秋の健康診査の日程
（20歳～74歳までの方） 10月10日（木）・11日（金）・15日（火）・16日（水）

加入保険に関わらず対象年齢であれば受ける事ができる検査項目
①肝炎ウイルス検査：Ｂ型肝炎（ＨＢs 抗原検査）・Ｃ型肝炎（ＨＣＶ抗体検査）
②がん検診：・大腸がん検査（便潜血検査）・肝がん検査（超音波検査）・肺がん（胸部レントゲン）
　　　　　　・喀痰検査・前立腺がん検査（血液検査）・胃がん検査（胃バリウム検査）
※以下のがん検診には国の指針に定められた受診間隔があります。以下を参考に受診内容をご検討ください。

40歳～74歳の社会保険被保険者及び被扶養者の方へ
　40 歳～ 74 歳の社会保険加入者で「基本検査（特定健康診査）」が受けられる方は、会社 ( 保険者 ) より受診
券が交付され、受診券の「契約とりまとめ機関名」に「集合Ｂ」の記載のある方のみとなります。
　受診券が交付されている方は、必ず福祉健康課窓口に受診券と健康保険証を持参し、問診票及び検査セット
の交付を受けてください。
◎交付期間：9月24日（火）～10月8日（火）　午前8時30分～午後5時15分

【健康診査年齢別料金表】

健診項目 実際の
検査費用 20～34歳

基本検査

肝炎ウイルス検査
（Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）

大腸がん検査

肝がん検査

肺がん検査

喀痰(たん)検査

前立腺がん検査

胃がん検査

合　計

9,277円

Ｂ型   783円
Ｃ型 1,782円

1,718円

3,332円

1,804円

2,938円

1,615円

5,184円

28,433円

1,000円

無料

500円

500円

無料

400円

500円

500円

3,400円

1,000円

無料

500円

500円

無料

400円

500円

500円

3,400円

無料

無料

無料

無料

無料

無料

500円

無料

500円

1,000円
※社会保険本人は受診不可

1,000円

35～64歳 65～69歳 ７０～７4歳 備 考

50歳～74歳（血液検査）

バリウム検査

喫煙者で痰の出る方
役場で事前に容器を受け取り

3日間分の痰を採取して当日提出できる方

今年度40歳になる方及び今までに
検査を受けたことがない方

胸部レントゲン（直接撮影）

検査キット(2日間分の便)を当日提出

超音波検査

身体計測・血圧測定・血液検査等

今年度も南関東防衛局の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、負担金の軽減を図っています。

【64歳以下・インフルエンザ予防接種契約医療機関】

医療機関名

◎天野医院   ◎いしだ女性クリニック ◎大戸耳鼻咽喉科医院 ◎大田屋クリニック ◎奥脇医院

◎皆春堂 田辺医院 ◎加賀谷医院   ◎角田医院    ◎かわむらクリニック ◎クリニック小林

◎くわざわクリニック ◎ことぶき診療所   ◎ささき頭痛・脳神経クリニック     ◎佐藤医院

◎新西原クリニック ◎鈴木医院    ◎鈴木内科クリニック  ◎髙田内科クリニック ◎高橋外科医院

◎つゆきこどもクリニック      ◎トモエ医院    ◎内藤医院   ◎羽田医院

◎羽田レディースクリニック     ◎深澤医院    ◎ふじさん腎臓内科クリニック

◎富士の森クリニック ◎ふじよしだ勝和クリニック      ◎蓬莱整形外科  ◎保坂内科クリニック 

◎堀内産婦人科医院 ◎宮下医院（明見）  ◎吉田医院    ◎よねやまクリニック ◎樂々堂整形外科

◎渡辺整形外科  ◎樂天堂整形外科  ◎青木医院    ◎いしはらクリニック ◎勝山診療所

◎かわぐち湖ファミリークリニック    ◎健康科学大学クリニック ◎小舘クリニック  ◎駒谷整形外科

◎外川医院   ◎ひろこどもクリニック ◎フジ河口湖クリニック ◎富士ニコニコクリニック

◎宮下医院（河口湖） ◎山岸クリニック   ◎渡辺医院    ◎渡辺クリニック  ◎あまの診療所

◎三浦医院   ◎なるさわクリニック  ◎富士吉田市立病院  ◎山梨赤十字病院 ◎平野診療所  

種　類 検査項目 対象者 受診間隔

胃がん検診 胃部X線(バリウム) 検査または内視鏡検査

大腸がん検診 便潜血検査 40歳以上 年1回

肺がん検診 胸部X線検査及び喀痰細胞診検査 40歳以上 年1回

50歳以上
※当分の間40歳以上に実施可能

2年に1回
※当分の間X線検査については年1回実施可能

※上記の間隔で受ければがんにならないことを保証するものではありません。上記に加えた個人の判断・自己負担による検査は
　妨げませんが、メリット(がんの発見)とデメリット(放射線被爆や体への負担など)を踏まえ判断することをおすすめします。

【死亡率の減少の効果が認められているがん検診及び推奨される受診間隔】

年１回 64 歳以下の方へ受けよう
健診
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　「最近運動していないな」「少し太った気がする」「膝や腰が痛む」という思
いをお持ちの方、激しい運動はできないが体をほぐしたい方、週に1度運動を
取り入れてみませんか。
　ご家族、お友達でお誘い合わせてご利用ください。
運動の内容
　　　　・運動をするための筋肉を目覚めさせるストレッチ
　　　　・インナーマッスルを意識した身体づくりのための体幹トレーニング
　　　　・自宅でできる筋トレ内容を身に付ける
　　　　・軽く汗が出る運動
講　師　杉山和代さん（所持資格　健康運動指導士、スポーツプログラマー等）
対象者　山中湖村に住民票のある20歳以上の方（未成年の方は保護者が同伴できる場合に限る）
日　程　10月3日･17日･24日･31日　11月7日･21日･28日、12月5日・12日　計9回（木曜日）
　　　　午後7時30分～8時30分
場　所　老人福祉しあわせセンター（役場敷地内）
定　員　各25名　（定員になり次第締め切ります）
費　用　無料　
申込み　9月3日（火）午前8時30分～　役場福祉健康課窓口または電話にてお申し込みください。

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976 申し込み・問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

　10月の健康診査申し込みは9月13日（金）まで(必着)です。期日までに忘れずにハガキで申し込んでくだ
さい。（事前申し込みが無い方は受診できません。）申し込みをした方に健康診査の1週間前を目安に問診票
及び検査セットを送付します。4月以降に転入された方等、ハガキが届いていない方で受診希望の方は、福祉
健康課までお問い合わせください。今年度より、喀痰検査は事前に容器を役場で受け取り、健診当日に3日間
分の痰を提出できる方が対象となります。

身体の健康状態は、自分の感覚だけでは分かりません。健診を定期的に受け、異常が無いかチェックしましょう。

元気いっぱい山中湖健康診査（秋）のお知らせ

基礎代謝アップ教室 秋の部のお知らせ

　１０月より、６４歳以下の方のインフルエンザ予防接種費用助成対象となる医療機関が一覧のとおりに変更
されます。一覧に掲載された医療機関以外で接種した場合は、助成対象外となります。助成を希望する方は、
一覧にある医療機関で接種をしてください。
※６５歳以上の方の助成内容については変更ありません。また助成についてのお知らせは広報１０月号に掲載します。
※里帰り出産や長期入院等やむを得ない理由により、一覧にない医療機関での接種を希望する場合は、事前に手続きす
　ることで助成を受けられる場合があります。福祉健康課にお問い合わせください。

インフルエンザ予防接種費用の助成対象医療機関が変更されます
秋の健康診査の日程
（20歳～74歳までの方） 10月10日（木）・11日（金）・15日（火）・16日（水）

加入保険に関わらず対象年齢であれば受ける事ができる検査項目
①肝炎ウイルス検査：Ｂ型肝炎（ＨＢs 抗原検査）・Ｃ型肝炎（ＨＣＶ抗体検査）
②がん検診：・大腸がん検査（便潜血検査）・肝がん検査（超音波検査）・肺がん（胸部レントゲン）
　　　　　　・喀痰検査・前立腺がん検査（血液検査）・胃がん検査（胃バリウム検査）
※以下のがん検診には国の指針に定められた受診間隔があります。以下を参考に受診内容をご検討ください。

40歳～74歳の社会保険被保険者及び被扶養者の方へ
　40 歳～ 74 歳の社会保険加入者で「基本検査（特定健康診査）」が受けられる方は、会社 ( 保険者 ) より受診
券が交付され、受診券の「契約とりまとめ機関名」に「集合Ｂ」の記載のある方のみとなります。
　受診券が交付されている方は、必ず福祉健康課窓口に受診券と健康保険証を持参し、問診票及び検査セット
の交付を受けてください。
◎交付期間：9月24日（火）～10月8日（火）　午前8時30分～午後5時15分

【健康診査年齢別料金表】

健診項目 実際の
検査費用 20～34歳

基本検査

肝炎ウイルス検査
（Ｂ型肝炎・Ｃ型肝炎）

大腸がん検査

肝がん検査

肺がん検査

喀痰(たん)検査

前立腺がん検査

胃がん検査

合　計

9,277円

Ｂ型   783円
Ｃ型 1,782円

1,718円

3,332円

1,804円

2,938円

1,615円

5,184円

28,433円

1,000円

無料

500円

500円

無料

400円

500円

500円

3,400円

1,000円

無料

500円

500円

無料

400円

500円

500円

3,400円

無料

無料

無料

無料

無料

無料

500円

無料

500円

1,000円
※社会保険本人は受診不可

1,000円

35～64歳 65～69歳 ７０～７4歳 備 考

50歳～74歳（血液検査）

バリウム検査

喫煙者で痰の出る方
役場で事前に容器を受け取り

3日間分の痰を採取して当日提出できる方

今年度40歳になる方及び今までに
検査を受けたことがない方

胸部レントゲン（直接撮影）

検査キット(2日間分の便)を当日提出

超音波検査

身体計測・血圧測定・血液検査等

今年度も南関東防衛局の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し、負担金の軽減を図っています。

【64歳以下・インフルエンザ予防接種契約医療機関】

医療機関名

◎天野医院   ◎いしだ女性クリニック ◎大戸耳鼻咽喉科医院 ◎大田屋クリニック ◎奥脇医院

◎皆春堂 田辺医院 ◎加賀谷医院   ◎角田医院    ◎かわむらクリニック ◎クリニック小林

◎くわざわクリニック ◎ことぶき診療所   ◎ささき頭痛・脳神経クリニック     ◎佐藤医院

◎新西原クリニック ◎鈴木医院    ◎鈴木内科クリニック  ◎髙田内科クリニック ◎高橋外科医院

◎つゆきこどもクリニック      ◎トモエ医院    ◎内藤医院   ◎羽田医院

◎羽田レディースクリニック     ◎深澤医院    ◎ふじさん腎臓内科クリニック

◎富士の森クリニック ◎ふじよしだ勝和クリニック      ◎蓬莱整形外科  ◎保坂内科クリニック 

◎堀内産婦人科医院 ◎宮下医院（明見）  ◎吉田医院    ◎よねやまクリニック ◎樂々堂整形外科

◎渡辺整形外科  ◎樂天堂整形外科  ◎青木医院    ◎いしはらクリニック ◎勝山診療所

◎かわぐち湖ファミリークリニック    ◎健康科学大学クリニック ◎小舘クリニック  ◎駒谷整形外科

◎外川医院   ◎ひろこどもクリニック ◎フジ河口湖クリニック ◎富士ニコニコクリニック

◎宮下医院（河口湖） ◎山岸クリニック   ◎渡辺医院    ◎渡辺クリニック  ◎あまの診療所

◎三浦医院   ◎なるさわクリニック  ◎富士吉田市立病院  ◎山梨赤十字病院 ◎平野診療所  

種　類 検査項目 対象者 受診間隔

胃がん検診 胃部X線(バリウム) 検査または内視鏡検査

大腸がん検診 便潜血検査 40歳以上 年1回

肺がん検診 胸部X線検査及び喀痰細胞診検査 40歳以上 年1回

50歳以上
※当分の間40歳以上に実施可能

2年に1回
※当分の間X線検査については年1回実施可能

※上記の間隔で受ければがんにならないことを保証するものではありません。上記に加えた個人の判断・自己負担による検査は
　妨げませんが、メリット(がんの発見)とデメリット(放射線被爆や体への負担など)を踏まえ判断することをおすすめします。

【死亡率の減少の効果が認められているがん検診及び推奨される受診間隔】

年１回 64 歳以下の方へ受けよう
健診
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年金ニュース

　日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20
歳になれば、一部の人々（※）を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。
　お手続きは、お住まいの市（区）役所または町村役場で行います。
　また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。保険料を納めるこ
とが難しいときは、納付猶予制度などがあります。
　（※）厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

国民年金加入手続と、その後の流れ

１「国民年金被保険者関係届書」を提出してください。
　　20歳の誕生月の前月または当月上旬に日本年金機構からお送りする「国民年金被保険者
関係届書」に必要事項を明記し、お住まいの市（区）役所または町村役場、もしくはお近
くの年金事務所に提出してください。

　　また、保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に提出することもでき
ます。（学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です。ご
不明な点は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。）

　　前納を希望する場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

２「年金手帳」が届きます
　　保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。

３「国民年金保険料納付書」が届きます
　　納付書で保険料を納めてください。（ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの
保険料）

　　保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。ま
た、口座振替やクレジット納付も可能です。（詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合
わせください。）

　　納付書は保険料の納付猶予などを申請した方にもお送りしています。

詳しくは大月年金事務所まで
　・大月年金事務所　〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1

　　年金事務所では年金の予約相談を実施しています。窓口での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。

問い合わせ　大月年金事務所　℡.0554-22-7939

20歳になったら、
どのような手続きが必要ですか

健  診  日 ： 10月26日（土）　
受付時間 ： 午前9時～11時30分
場　　所 ： 老人福祉しあわせセンター

☆ 乳がん検査　　　　 対象者：３０歳以上の女性・自己負担金 ： ５００円　
　  ☆ 骨粗しょう症検査 対象者：２０歳以上の女性・自己負担金 ： ５００円

※5年に1回程度が
　お勧めです

乳腺エコー検査

３０代の方

４０歳以上の偶数年生まれ
（例：昭和48年生、50年生）

骨粗しょう症検査マンモグラフィ検査
無料クーポン対象者

（今年度40歳50歳になる方）
４０歳以上の奇数年生まれ
（例：昭和49年生、51年生）

２０歳以上の女性

死亡率の減少に有効と国の指針に定められている乳がん検診と受診間隔

申込受付 9月10日（火）午前8時30分から電話または窓口にて受付を開始します。
定員になり次第受付終了となります。 申し込み　福祉健康課　℡.62－9976

 

　マンモグラフィー検査はレントゲンを使用した検査で、乳がんを発見することに有効とされています。指針で
定められている受診年齢は40歳以上、受診間隔は2年に1度です。（乳腺エコー検査は指針外検診であり、死亡率
の減少の有効性は認められておりません。）マンモグラフィー検査に加え、乳腺の影響を受けずにしこりを確認
できる超音波検査を、対象年齢を交互にして実施しております。2年に1度はマンモグラフィー検査を受けること
をお勧めします。

骨粗しょう症検査について
　若者に多いやせ型志向は骨粗しょう症になりやすい体質です。骨密度のピークは20代と言われています。男性
に比較して女性はホルモンの影響により骨密度が低くなるリスクが高く、検査の頻度は5年に1回行う事が推奨さ
れています。医療管理(内服や注射を含む)をしている方は医療機関での検査を受けてください。

令和元年度の車検診はこれが最後です。
5 月に配布した無料クーポンをまだ利用していない方は
是非ご利用ください。
次回は来年度の 6 月頃を予定しています。

※自覚症状のない方が対象で
す。自覚症状がある方や医
療管理をしている方は検診
の対象外ですので、希望の
場合は医療機関で検査を受
けてください。
※公費の助成は年度につき 1
回です。2 回目以降受診さ
れた場合は全額自費となり
ます。
※授乳中・妊娠中の方は受診
できない場合があります。
事前にご相談ください。

乳がん・骨粗しょう症車検診のお知らせ
レディース健診

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62‐9976

病院での検査は問診とマンモグラフィー検査です
（病院受診後に別の日に富士吉田医師会の検査センターでマンモグラフィー検査を行う）

病院で行う乳がん検査
乳がん検査は車検診以外にも病院で受けることができます。

　直接、次の指定医療機関で受診してください。役場での手続きは不要です。病院の窓口で自己負担分 500 円をお支
払ください。（無料クーポンをお持ちの方は、医療機関に持参すれば無料となります）

※子宮の欄に〇が付いている病院は子宮頸がん検診が500円で実施できる指定医療機関です。

加賀谷医院
羽田レディースクリニック
天野医院
新西原クリニック
宮下医院（明見）
皆春堂　田辺医院
鈴木医院
渡辺医院
山岸クリニック

指定医療機関（乳がん検査）

富士吉田市上吉田3032-1
富士吉田市上吉田6-10-14
富士吉田市下吉田1-7-19
富士吉田市上吉田4259-2
富士吉田市大明見6-1-6
富士吉田市下吉田2-14-28
富士吉田市竜ヶ丘1-4-8
富士河口湖町船津1496
富士河口湖町船津1197-1

住　所

23-2450
30-0311
22-4800
24-9911
22-5687
22-0140
23-7075
72-2835
72-2671

電話番号

〇
〇

〇
〇

子宮
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年金ニュース

　日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者となります。20
歳になれば、一部の人々（※）を除き、国民年金第1号の加入手続きをすることが必要です。
　お手続きは、お住まいの市（区）役所または町村役場で行います。
　また、国民年金第1号被保険者は毎月、保険料を納めることが必要です。保険料を納めるこ
とが難しいときは、納付猶予制度などがあります。
　（※）厚生年金保険加入者や共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人

国民年金加入手続と、その後の流れ

１「国民年金被保険者関係届書」を提出してください。
　　20歳の誕生月の前月または当月上旬に日本年金機構からお送りする「国民年金被保険者
関係届書」に必要事項を明記し、お住まいの市（区）役所または町村役場、もしくはお近
くの年金事務所に提出してください。

　　また、保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に提出することもでき
ます。（学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です。ご
不明な点は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。）

　　前納を希望する場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。

２「年金手帳」が届きます
　　保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。

３「国民年金保険料納付書」が届きます
　　納付書で保険料を納めてください。（ご自身の生年月日の前日が含まれる月の分からの
保険料）

　　保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。ま
た、口座振替やクレジット納付も可能です。（詳しくは、お近くの年金事務所にお問い合
わせください。）

　　納付書は保険料の納付猶予などを申請した方にもお送りしています。

詳しくは大月年金事務所まで
　・大月年金事務所　〒401-8501 山梨県大月市大月町花咲1602-1

　　年金事務所では年金の予約相談を実施しています。窓口での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。

問い合わせ　大月年金事務所　℡.0554-22-7939

20歳になったら、
どのような手続きが必要ですか

健  診  日 ： 10月26日（土）　
受付時間 ： 午前9時～11時30分
場　　所 ： 老人福祉しあわせセンター

☆ 乳がん検査　　　　 対象者：３０歳以上の女性・自己負担金 ： ５００円　
　  ☆ 骨粗しょう症検査 対象者：２０歳以上の女性・自己負担金 ： ５００円

※5年に1回程度が
　お勧めです

乳腺エコー検査

３０代の方

４０歳以上の偶数年生まれ
（例：昭和48年生、50年生）

骨粗しょう症検査マンモグラフィ検査
無料クーポン対象者

（今年度40歳50歳になる方）
４０歳以上の奇数年生まれ
（例：昭和49年生、51年生）

２０歳以上の女性

死亡率の減少に有効と国の指針に定められている乳がん検診と受診間隔

申込受付 9月10日（火）午前8時30分から電話または窓口にて受付を開始します。
定員になり次第受付終了となります。 申し込み　福祉健康課　℡.62－9976

 

　マンモグラフィー検査はレントゲンを使用した検査で、乳がんを発見することに有効とされています。指針で
定められている受診年齢は40歳以上、受診間隔は2年に1度です。（乳腺エコー検査は指針外検診であり、死亡率
の減少の有効性は認められておりません。）マンモグラフィー検査に加え、乳腺の影響を受けずにしこりを確認
できる超音波検査を、対象年齢を交互にして実施しております。2年に1度はマンモグラフィー検査を受けること
をお勧めします。

骨粗しょう症検査について
　若者に多いやせ型志向は骨粗しょう症になりやすい体質です。骨密度のピークは20代と言われています。男性
に比較して女性はホルモンの影響により骨密度が低くなるリスクが高く、検査の頻度は5年に1回行う事が推奨さ
れています。医療管理(内服や注射を含む)をしている方は医療機関での検査を受けてください。

令和元年度の車検診はこれが最後です。
5 月に配布した無料クーポンをまだ利用していない方は
是非ご利用ください。
次回は来年度の 6 月頃を予定しています。

※自覚症状のない方が対象で
す。自覚症状がある方や医
療管理をしている方は検診
の対象外ですので、希望の
場合は医療機関で検査を受
けてください。
※公費の助成は年度につき 1
回です。2 回目以降受診さ
れた場合は全額自費となり
ます。
※授乳中・妊娠中の方は受診
できない場合があります。
事前にご相談ください。

乳がん・骨粗しょう症車検診のお知らせ
レディース健診

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.62‐9976

病院での検査は問診とマンモグラフィー検査です
（病院受診後に別の日に富士吉田医師会の検査センターでマンモグラフィー検査を行う）

病院で行う乳がん検査
乳がん検査は車検診以外にも病院で受けることができます。

　直接、次の指定医療機関で受診してください。役場での手続きは不要です。病院の窓口で自己負担分 500 円をお支
払ください。（無料クーポンをお持ちの方は、医療機関に持参すれば無料となります）

※子宮の欄に〇が付いている病院は子宮頸がん検診が500円で実施できる指定医療機関です。
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Report Report

　7月11日（木）、富士吉田保護区保護司会より、「内閣総理大
臣メッセージ」及び「山梨県知事メッセージ」が伝達されました。

■“社会を明るくする運動”とは？
　“社会を明るくする運動”～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～はすべての国民
が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を合
わせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年で69回目を迎えます。

第69回 “社会を明るくする運動”

　本村出身の椙浦元貴さんが、第１０１回全国高校野球選手権大会に山梨県代
表の山梨学院高校の選手として出場しました。
　椙浦さんは山中少年野球団、富士河口湖リトルシニアでプレーし、甲子園は
小学生のころからの目標であり夢でもありました。
　本大会では惜しくも１回戦で敗退してしまいましたが、地元の子供たちに夢
と希望を与えてくれました。
　また、地域の方々には温かいご声援をいただきありがとうございました。

椙浦 元貴 さん
全国高校野球選手権大会出場

広報やまなかこをお届けしています。

内閣総理大臣メッセージの伝達が行われました

　6月17日（月）から7月18日（木）まで週２回（計9回）、山中湖村スポーツ推進委員会主催のボクシングエク
ササイズ教室が山中湖村公民館において行われました。今回のボクシングエクササイズ教室も昨年同様、幅
広い年齢層の方に参加をしていただき好評をいただきました。今回参加できなかった方は次回の開催にご期
待ください。

ボクシングエクササイズ教室

　７月２６日（金）から７月２８日（日）にかけて、全国
中学校ヨット選手権大会が高知県香南市マリンス
ポーツ施設（シースポ）にて開催されました。山中
湖中学校ヨット部９名が参加し、ＯＰ級・ミニホッ
パー級の各部門に分かれて競技が行われました。
　本年度は、ＯＰ級に３名、ミニホッパー級に６名が
エントリーをしました。競技全体を振り返ると、天
候に恵まれたことにより、気温の高い中の競技に
なりましたが、各自が全力を尽くしていました。そ
の結果、山中湖中学校が団体で８位入賞すること
ができました。

第１７回 全国中学校ヨット選手権大会
山中湖中学校ヨット部団体８位

　小学生を対象としたヨット教室が、７月
から８月にかけて全８日間で開催されまし
た。山梨県セーリング連盟の方々のご指
導のもと、参加した子どもたちは湖面に
広がる風のなかでヨットを走らせ、自然の
中に溶け込む瞬間を楽しみました。

山中湖ヨット教室

問い合わせ
総合政策課　地域情報グループ
℡62‐９９７１

　「広報やまなかこ」は、毎月 1 日に新聞折り込みで村民の皆さんにお届けしています。
　また、次の公共施設内でも配布しておりますので、ご利用ください。

　広報やまなかこは山中湖村ホームページや
スマートフォンアプリ「マチイロ」でも閲覧する
ことができます。なお、入手が困難な人は、お
問い合わせください。

※村内郵便局でも配布しています。

施設名 所在地

山中湖村役場（正面玄関） 山中237-1 　62-9971
山中湖情報創造館  平野506-296 　20-2727
三島由紀夫文学館  平野506-296 　20-2655
山中湖観光案内所  平野506-296 　62-3100
交流プラザきらら  平野479-2 　20-3111
山中湖村コミュニティセンター 平野283 　65-7750
山中湖村公民館  山中448 　62-4386
ゆいの広場ひらり  平野98-1 　28-7577
山中湖温泉　紅富士の湯 山中865-776 　20-2700
山中湖平野温泉　石割の湯 平野1450 　20-3355

電話番号

Android ios
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Report Report

　７月24日（水）、8月５日（月）の2日間、山中湖文学
の森公園内「蒼生庵」にて、今年度も道志村在住の
陶芸家 石川秀隆氏の指導のもと、陶芸教室を開催
しました。みんな思い思いの作品をてびねりで作
り、今年度は新しく一輪挿しにも挑戦した子どもも
いました。子ども達の感性が光る素晴らしい作品
がたくさんできました。

陶芸教室

　7月29日（月）、老人福祉しあわせセンターで村内の小
学４～６年生を対象にスイーツクッキングを実施しました。
　季節の旬のものを利用して、スイカマフィンとカラフル
寒天ゼリーを作り
ました。ホットケー
キミックスなどを
使った簡単なもの
とし、みんなで仲
良く楽しく作るこ
とができました。

キッズスイーツクッキング

　７月２６日（金）、神奈川県横浜市神奈川県立音
楽堂において開催された令和元年度（第６７期）Ｔ
ＢＳこども音楽コンクールに、東小学校より３～６
年生４３名が出場しました。
　子どもたちは、曲目｢ｃｈａｎｇｅ！｣を美しいハー
モニーで歌い上げ、見事優良賞を受賞いたしま
した。
　ご尽力いただいた関係者の皆さんに、心より感
謝いたします。

ＴＢＳ
こども音楽コンクール
優良賞受賞

　8月6日（火）より1泊2日で、御殿場市内の国立中央青少年交流の家で南都留地区合同のキャンプが行わ
れました。村からは4名の小学生が参加し、普段交流のない他市町村の小中学生と協力し合い、過ごした2日
間で子どもたちは更なる成長を遂げることができました。仲間達のリーダーとして今後頑張っていただくこ
とを期待しています。

ジュニアリーダーキャンプ

　今年で6回目を迎える「やまなかこ文学の森フェスタ2019」。
　今年は、山中湖にゆかりのある偉人三島由紀夫、徳富蘇峰、三浦環を取り上げ「湖畔に集うレジェンドたち」
と題し、ミニオペラコンサートやワークショップ、熊本物産コーナーなど様々な切り口のコンテンツを実施い
たしました。
　期間中は全国各地から1,000名を超えるお客様にご来場いただき、盛況のうちに終了いたしました。
　来月10月13日（日）には、三島由紀夫文学館開館20周年記念フォーラム（要申し込み）が開催されます。こ
ちらのイベントも是非ご注目ください。

やまなかこ文学の森フェスタ2019
8月10日（土）～12日（月・祝）＠文学の森公園内

ミニオペラコンサート ワークショップ
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Report Report

　７月24日（水）、8月５日（月）の2日間、山中湖文学
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キッズスイーツクッキング

　７月２６日（金）、神奈川県横浜市神奈川県立音
楽堂において開催された令和元年度（第６７期）Ｔ
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した。
　ご尽力いただいた関係者の皆さんに、心より感
謝いたします。

ＴＢＳ
こども音楽コンクール
優良賞受賞

　8月6日（火）より1泊2日で、御殿場市内の国立中央青少年交流の家で南都留地区合同のキャンプが行わ
れました。村からは4名の小学生が参加し、普段交流のない他市町村の小中学生と協力し合い、過ごした2日
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　今年で6回目を迎える「やまなかこ文学の森フェスタ2019」。
　今年は、山中湖にゆかりのある偉人三島由紀夫、徳富蘇峰、三浦環を取り上げ「湖畔に集うレジェンドたち」
と題し、ミニオペラコンサートやワークショップ、熊本物産コーナーなど様々な切り口のコンテンツを実施い
たしました。
　期間中は全国各地から1,000名を超えるお客様にご来場いただき、盛況のうちに終了いたしました。
　来月10月13日（日）には、三島由紀夫文学館開館20周年記念フォーラム（要申し込み）が開催されます。こ
ちらのイベントも是非ご注目ください。

やまなかこ文学の森フェスタ2019
8月10日（土）～12日（月・祝）＠文学の森公園内

ミニオペラコンサート ワークショップ
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問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.６２‐9976

風しん抗体検査がうけられます
昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性の方へ

　８月１日（木）より、午前１１時から午後２時の時間帯で、役場職員の昼休憩
を交代制で行っています。これは正午から午後1時までの交代制の窓口
サービス提供に伴うものです。ご理解とご協力をお願いします。

　風しん抗体価が低い方が多く、風しんにかかるリスクが高い世代で
す。風しんは大人がかかると重症化しやすく、また感染力が非常に強い
のが特徴です。妊婦が感染すると赤ちゃんに難聴などの先天性疾患が
生じるリスクが高まります。
　風しん抗体検査クーポン券をご利用ください。4月にクーポン券を送
付した、昭和47年4月1日～昭和54年4月1日生まれの方のクーポン有
効期限は令和2年3月末日です。勤務先の健診や医療機関でも簡単に抗
体検査が受けられます。
　期限内に忘れずにご利用ください。

山中湖村役場では、
時差昼休憩を実施しております

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.６２‐３８１３

実施日　9月11日（水）、12日（木）（予備日13日（金））
　　　　午前9時～午後4時30分
場　所　ままの森付近（地図参照）

問い合わせ　観光産業課　℡.62-9977

出　演　藤巻亮太(レミオロメン）・トータス松本（ウルフルズ）・
　　　　岸田繁（くるり）・曽我部恵一（サニーデイ・サービス）・
　　　　ORANGE RANGE・大塚愛・teto
日　時　９月２９日（日）※雨天決行・荒天中止
場　所　山中湖交流プラザきらら　シアターひびき
開場・開演　１２：００開場　１３：００開演
料　金　7,000円（税込）
販　売　山中湖観光協会　℡62-3100
ホームページ　http://mtfujimaki.com/

　村では、フジマリモの今後の保全方針を決定
するため、潜水調査を実施します。
　今回の調査は冬の本格調査に向けての予備
調査となります。
　次の予定で実施しますので、潜水調査期間中
は船舶の航行について、関係機関の皆さんのご
理解とご協力をお願いいたします。

山中湖村presents
Ｍｔ．ＦＵＪＩＭＡＫＩ ２０１９

フジマリモの潜水調査を実施します

問い合わせ
福祉健康課　地域包括支援センター　℡62‐9976

誰かと話したい。　聞いてほしい。
一人暮らしで困った事。
近所になじみの仲間を作る事が難しい。
こんな事ができたらいいな、知りたいな、などなど…。
珈琲を飲みながら何でも気軽に話してみませんか。
申し込みは不要です。
日　時　9 月 19日（木）　午後 1 時 30 分～４時
会　場　山中湖村公民館 （山中湖郵便局隣）
参加費　１００円

つどいばのお知らせ

問い合わせ　総務課　総務グループ　℡.62-1111

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.６２‐9976

任意接種 MR（麻しん風しん混合）
ワクチン接種費の助成が終了します
　平成28年度より任意MRワクチン接種費用の一部助成を行っ
ておりましたが、大人の風しん予防対策を国が今年より開始し
たことを受け、村で実施している助成は令和元年9月末で終了
します。助成の利用希望者は、9月末までに予防接種を受けてく
ださい。対象者等の助成詳細は、福祉健康課までお問い合わせ
ください。
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を交代制で行っています。これは正午から午後1時までの交代制の窓口
サービス提供に伴うものです。ご理解とご協力をお願いします。

　風しん抗体価が低い方が多く、風しんにかかるリスクが高い世代で
す。風しんは大人がかかると重症化しやすく、また感染力が非常に強い
のが特徴です。妊婦が感染すると赤ちゃんに難聴などの先天性疾患が
生じるリスクが高まります。
　風しん抗体検査クーポン券をご利用ください。4月にクーポン券を送
付した、昭和47年4月1日～昭和54年4月1日生まれの方のクーポン有
効期限は令和2年3月末日です。勤務先の健診や医療機関でも簡単に抗
体検査が受けられます。
　期限内に忘れずにご利用ください。

山中湖村役場では、
時差昼休憩を実施しております

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.６２‐３８１３

実施日　9月11日（水）、12日（木）（予備日13日（金））
　　　　午前9時～午後4時30分
場　所　ままの森付近（地図参照）

問い合わせ　観光産業課　℡.62-9977

出　演　藤巻亮太(レミオロメン）・トータス松本（ウルフルズ）・
　　　　岸田繁（くるり）・曽我部恵一（サニーデイ・サービス）・
　　　　ORANGE RANGE・大塚愛・teto
日　時　９月２９日（日）※雨天決行・荒天中止
場　所　山中湖交流プラザきらら　シアターひびき
開場・開演　１２：００開場　１３：００開演
料　金　7,000円（税込）
販　売　山中湖観光協会　℡62-3100
ホームページ　http://mtfujimaki.com/

　村では、フジマリモの今後の保全方針を決定
するため、潜水調査を実施します。
　今回の調査は冬の本格調査に向けての予備
調査となります。
　次の予定で実施しますので、潜水調査期間中
は船舶の航行について、関係機関の皆さんのご
理解とご協力をお願いいたします。

山中湖村presents
Ｍｔ．ＦＵＪＩＭＡＫＩ ２０１９

フジマリモの潜水調査を実施します

問い合わせ
福祉健康課　地域包括支援センター　℡62‐9976

誰かと話したい。　聞いてほしい。
一人暮らしで困った事。
近所になじみの仲間を作る事が難しい。
こんな事ができたらいいな、知りたいな、などなど…。
珈琲を飲みながら何でも気軽に話してみませんか。
申し込みは不要です。
日　時　9 月 19日（木）　午後 1 時 30 分～４時
会　場　山中湖村公民館 （山中湖郵便局隣）
参加費　１００円

つどいばのお知らせ

問い合わせ　総務課　総務グループ　℡.62-1111

問い合わせ　福祉健康課　健康グループ　℡.６２‐9976

任意接種 MR（麻しん風しん混合）
ワクチン接種費の助成が終了します
　平成28年度より任意MRワクチン接種費用の一部助成を行っ
ておりましたが、大人の風しん予防対策を国が今年より開始し
たことを受け、村で実施している助成は令和元年9月末で終了
します。助成の利用希望者は、9月末までに予防接種を受けてく
ださい。対象者等の助成詳細は、福祉健康課までお問い合わせ
ください。
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No.
193

問い合わせ　税務住民課　℡.62-9972

　家屋の評価は、総務省から示される固定資産評価基準によって、再建築価格を基準とする方法
によって求めることとされております。（新築家屋の評価額は、再建築価格×経年減点補正率）
　〇再建築価格とは・・・・
　　評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものと
　　した場合に必要とされる建築費です。
　〇経年減点補正率とは・・
　　家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

【減額の対象となる住宅の要件】 専用住宅または併用住宅であること。
 　　（併用住宅については、居住部分の床面積の割合が1/2以上のものに限られます。）
【床面積の要件】 一戸建て住宅････延べ床面積が、50㎡以上280㎡以下
   一戸建て以外の賃貸住宅････１区画あたり、40㎡以上280㎡以下
【減額される範囲】 減額の対象は、家屋の居住部分のみとなり、住宅部分が120㎡未満のもの
   は、その全部が対象となり、120㎡を超える住宅の場合は、120㎡に相当
   する部分のみ減額の対象となります。

【減額される期間】 ア）　一般の住宅（イ以外の住宅）　 ・・・新築後3年度分
   　　 アで長期優良住宅の場合　　 ・・・新築後5年度分
   イ）　3階建以上の中高層耐火住宅  ・・・新築後5年度分
   　　 イで長期優良住宅の場合　　 ・・・新築後7年度分

家屋評価の仕組み

　在来家屋は基準年度（3年）ごとに評価替が行われ、上記の新築家屋と同様の算出方法により評
価額を求めますが、再建築価格は、前年の再建築価格に工事原価の変動割合を乗じて、求めます。
仮に評価額が前年度の評価額を超える場合でも、決定価格は引き上げられることはなく、前年度
の評価額に据え置かれます。次回評価替が行われるのは令和3年度です。

評　　　　価　　　　額　　＝　　在来分家屋の再建築価格　　×　　経年減点補正率
在来分家屋の再建築価格　　＝　　前基準年度の再建築価格　　×　　建築物価の変動割合

新築家屋以外の家屋（在来家屋）の評価

　新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固
定資産税が1/2に減額されます。

新築住宅に対する軽減措置

　提出書類 ： ①未登録家屋変更届出書
  ②取り壊し証明書

　添付書類 ： ①売買の場合は、譲渡証書（売買契約書の写し）及び旧所有者の印鑑証明書、
  　新所有者の住民票、
  　相続の場合は、新所有者との続柄がわかる戸籍謄本及び遺産分割協議書（写し）
  　又は相続人の同意書
  ②家屋を取り壊した場合は、解体業者からの解体証明書及び解体前後の写真
  　※これらの届出用紙は、山中湖村ホームページ内でダウンロードできます。

※長期優良住宅における減額の適用を受けるためには、認定申請書及び長期優良住宅の普及の促進
に関する法律施行規則（平成21年国土交通省令第3号）第6条、第9条又は第13条に規定する通知
の写しが必要になります。

　　
※長期優良住宅の認定制度につきましては、国土交通省ホームページ内「長期優良住宅法関連情報」
をご確認ください。

※令和2年度課税分から、次に該当する住宅は、軽減期間の終了により1/2の減額措置の適用ががな
くなり、本来の税額に戻ります。

　○平成28年1月2日から平成29年1月1日までに新築された一般の住宅
　○平成26年1月2日から平成27年1月1日までに新築された一般の長期優良住宅等

　法務局（登記所）に登記されておらず、山中湖村に所在の家屋（未登録家屋）について、相続や
売買等により所有権に変更がある場合は、「未登録家屋変更届」の提出が必要となります。
　また、建物を滅失した場合も「取り壊し証明書」の提出が必要になります。

未登録家屋の変更等に伴う届出

今月は国民健康保険税（第３期）の納期限です。

納期限及び口座振替日は： です。9月30日（月）

固定資産税に伴う
新築家屋等の家屋評価は、
どのように計算されるのか説明します。
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仮に評価額が前年度の評価額を超える場合でも、決定価格は引き上げられることはなく、前年度
の評価額に据え置かれます。次回評価替が行われるのは令和3年度です。

評　　　　価　　　　額　　＝　　在来分家屋の再建築価格　　×　　経年減点補正率
在来分家屋の再建築価格　　＝　　前基準年度の再建築価格　　×　　建築物価の変動割合

新築家屋以外の家屋（在来家屋）の評価

　新築された住宅が一定の要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固
定資産税が1/2に減額されます。

新築住宅に対する軽減措置

　提出書類 ： ①未登録家屋変更届出書
  ②取り壊し証明書

　添付書類 ： ①売買の場合は、譲渡証書（売買契約書の写し）及び旧所有者の印鑑証明書、
  　新所有者の住民票、
  　相続の場合は、新所有者との続柄がわかる戸籍謄本及び遺産分割協議書（写し）
  　又は相続人の同意書
  ②家屋を取り壊した場合は、解体業者からの解体証明書及び解体前後の写真
  　※これらの届出用紙は、山中湖村ホームページ内でダウンロードできます。

※長期優良住宅における減額の適用を受けるためには、認定申請書及び長期優良住宅の普及の促進
に関する法律施行規則（平成21年国土交通省令第3号）第6条、第9条又は第13条に規定する通知
の写しが必要になります。

　　
※長期優良住宅の認定制度につきましては、国土交通省ホームページ内「長期優良住宅法関連情報」
をご確認ください。

※令和2年度課税分から、次に該当する住宅は、軽減期間の終了により1/2の減額措置の適用ががな
くなり、本来の税額に戻ります。

　○平成28年1月2日から平成29年1月1日までに新築された一般の住宅
　○平成26年1月2日から平成27年1月1日までに新築された一般の長期優良住宅等

　法務局（登記所）に登記されておらず、山中湖村に所在の家屋（未登録家屋）について、相続や
売買等により所有権に変更がある場合は、「未登録家屋変更届」の提出が必要となります。
　また、建物を滅失した場合も「取り壊し証明書」の提出が必要になります。

未登録家屋の変更等に伴う届出

今月は国民健康保険税（第３期）の納期限です。

納期限及び口座振替日は： です。9月30日（月）

固定資産税に伴う
新築家屋等の家屋評価は、
どのように計算されるのか説明します。
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　自宅にいる時に利用できる「訪問介護」と「訪問看護」の内容と「介護の体験記」を紹介いたします。

介護のきっかけ…肺炎治療のための入院で寝たきりに…
　Aさんのおかあさんは、足腰が弱くなり介護サービスを利用していたが、肺炎のため入院となる。筋力
と体力が急激に低下し、２ヶ月程でねたきりの状態となる。
　病院より、検査の結果から「今なら退院ができるが、状態が悪化すると次はいつ退院できるかはわから
ない」と説明を受け、本人と家族は自宅に帰る事を決める。

なぜ介護者は自宅に帰ろうと考えたのか
≪理由１≫
　Aさんのおかあさんは家族に迷惑をかけないために入院を続ける事を選択したが、本当は自宅に帰り
たいと考えている思いが伝わった。
≪理由２≫
　Aさんとしては、入院しているよりも、病院との行き来が大変になる事を除けば、自宅にいてくれる方
が精神的にも負担が無かった。また、おかあさんは苦労した方だったので、高齢で残された時間も短い中
で、本人の思いを叶えてあげたかった。
≪理由３≫
　Ａさんは、過去に介護をする事なく寂しい思いをさせて親族を亡くしてしまった経験を後悔しており、
今回は悔いを残さないよう、おかあさんの介護をしようと考えていた。

おかあさんが自宅に帰ってから
　医師による往診と、介護保険のサービスとして、ケアマネージャーと相談し、訪問看護、訪問介護、訪問
入浴を利用していた。困った事は関係者に相談でき、自分一人で介護している感覚は無かった。　
　親類も会いに来てくれて、入院していた時よりおかあさんは食欲が増し元気になっていた。
　数ヶ月後、おかあさんは家族のいる自宅にて静かに息を引き取られた。

介護経験を振りかえって
　若い頃には姑と嫁との関係で様々な確執もあったが、今は晴れ晴れとした、感謝の気持ちしか残って
いない。帳消しになったと語られていました。

体験記を紹介した理由
　今回の介護の体験記は一例で、介護のきっかけや介護の年数、介護方法等は様々です。
　今回紹介させていただいたのは、今後は病院の不足により自宅で看取るという方法を選択する方が増
える事が予測されている事と、今回紹介した介護保険サービスを主に利用されているため、介護の経験
の無い方にも介護サービスについて想像しやすいよう紹介しました。

　介護を要する方の自宅での生活をサポートするのは訪問介護になります。
訪問介護は介護の資格を有する訪問介護員（ホームヘルパー）が、自宅に訪問しサービスを提供する、在
宅介護を支えるプロフェッショナルです。
　具体的には、食事の介助や着替え、入浴、排泄への支援を行います。また一人暮らし等の理由により介
護者がいない方には、本人が行う事が困難な場合、調理や洗濯、掃除を本人と共に行います。

訪問介護について

　介護サービスを活用し、ご自宅でご家族の介護をされた方の体験をご紹介します（匿名にて掲載しま
す）。

介護の体験記

〔介護者 A さんの体験記〕

　介護や療養が必要な方が自宅で生活するのに、介助する方は
未経験なことも多く不安だと思います。しかし介護サービスを
利用すれば、介護と医療のスタッフから介助方法を一緒に考え、
アドバイスをもらい、本人の望む生活が実現できる充実感、安心
感が得られやすくなります。また介護のスタッフの存在は精神的
な支えにもなっており、これにより在宅生活を支援しています。
　他人が自宅に入ることが負担と感じる家族もいますが、介護
と看護のプロがサービスを提供し、家庭の事情やプライベート
な情報を漏らさぬよう対応します。これにより、ご本人が住み慣
れた場所で家族と共に過ごす時間を支援します。
　介護に関することについては地域包括支援センターにご相談
ください。

介護サービスを利用する事のメリット

　介護を要する方が自宅での生活を継続するうえで、病気の療養生活をサポートするのは訪問看護に
なります。
　医師の指示に基づき様々な看護行為を行います。表にしましたので参考にしてください。

訪問看護について

介護保険
サービスの利用

～訪問介護・訪問看護サービスを利用した介護者の体験記～

山中湖村地域包括支援センターからのお知らせ

知って
安心

問い合わせ　地域包括支援センター　℡.62-9976

療養上のお世話

病状の観察

医療機器の管理

ターミナルケア

在宅でのリハビリ

医師の指示による医療処置

身体の清潔保持のための介助　食事や排せつなどの介助

病気や障害の状態確認、血圧・体温・脈拍などの確認

療養に必要な酸素や呼吸のための機械類の管理と確認

がん末期等の最後を自宅で迎える方への支援

身体の機能が低下しないような訓練

医師の指示による点滴等の医療処置 介護保険サービスの
ご利用の流れ

病気や生活習慣等をきっかけに、
自分の身の回りの事を行うのに
人の手助けが必要な状態となる

↓
介護保険を申請する（役場）

↓
介護の認定を受け、

介護サービスを利用する
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　自宅にいる時に利用できる「訪問介護」と「訪問看護」の内容と「介護の体験記」を紹介いたします。

介護のきっかけ…肺炎治療のための入院で寝たきりに…
　Aさんのおかあさんは、足腰が弱くなり介護サービスを利用していたが、肺炎のため入院となる。筋力
と体力が急激に低下し、２ヶ月程でねたきりの状態となる。
　病院より、検査の結果から「今なら退院ができるが、状態が悪化すると次はいつ退院できるかはわから
ない」と説明を受け、本人と家族は自宅に帰る事を決める。

なぜ介護者は自宅に帰ろうと考えたのか
≪理由１≫
　Aさんのおかあさんは家族に迷惑をかけないために入院を続ける事を選択したが、本当は自宅に帰り
たいと考えている思いが伝わった。
≪理由２≫
　Aさんとしては、入院しているよりも、病院との行き来が大変になる事を除けば、自宅にいてくれる方
が精神的にも負担が無かった。また、おかあさんは苦労した方だったので、高齢で残された時間も短い中
で、本人の思いを叶えてあげたかった。
≪理由３≫
　Ａさんは、過去に介護をする事なく寂しい思いをさせて親族を亡くしてしまった経験を後悔しており、
今回は悔いを残さないよう、おかあさんの介護をしようと考えていた。

おかあさんが自宅に帰ってから
　医師による往診と、介護保険のサービスとして、ケアマネージャーと相談し、訪問看護、訪問介護、訪問
入浴を利用していた。困った事は関係者に相談でき、自分一人で介護している感覚は無かった。　
　親類も会いに来てくれて、入院していた時よりおかあさんは食欲が増し元気になっていた。
　数ヶ月後、おかあさんは家族のいる自宅にて静かに息を引き取られた。

介護経験を振りかえって
　若い頃には姑と嫁との関係で様々な確執もあったが、今は晴れ晴れとした、感謝の気持ちしか残って
いない。帳消しになったと語られていました。

体験記を紹介した理由
　今回の介護の体験記は一例で、介護のきっかけや介護の年数、介護方法等は様々です。
　今回紹介させていただいたのは、今後は病院の不足により自宅で看取るという方法を選択する方が増
える事が予測されている事と、今回紹介した介護保険サービスを主に利用されているため、介護の経験
の無い方にも介護サービスについて想像しやすいよう紹介しました。

　介護を要する方の自宅での生活をサポートするのは訪問介護になります。
訪問介護は介護の資格を有する訪問介護員（ホームヘルパー）が、自宅に訪問しサービスを提供する、在
宅介護を支えるプロフェッショナルです。
　具体的には、食事の介助や着替え、入浴、排泄への支援を行います。また一人暮らし等の理由により介
護者がいない方には、本人が行う事が困難な場合、調理や洗濯、掃除を本人と共に行います。

訪問介護について

　介護サービスを活用し、ご自宅でご家族の介護をされた方の体験をご紹介します（匿名にて掲載しま
す）。

介護の体験記

〔介護者 A さんの体験記〕

　介護や療養が必要な方が自宅で生活するのに、介助する方は
未経験なことも多く不安だと思います。しかし介護サービスを
利用すれば、介護と医療のスタッフから介助方法を一緒に考え、
アドバイスをもらい、本人の望む生活が実現できる充実感、安心
感が得られやすくなります。また介護のスタッフの存在は精神的
な支えにもなっており、これにより在宅生活を支援しています。
　他人が自宅に入ることが負担と感じる家族もいますが、介護
と看護のプロがサービスを提供し、家庭の事情やプライベート
な情報を漏らさぬよう対応します。これにより、ご本人が住み慣
れた場所で家族と共に過ごす時間を支援します。
　介護に関することについては地域包括支援センターにご相談
ください。

介護サービスを利用する事のメリット

　介護を要する方が自宅での生活を継続するうえで、病気の療養生活をサポートするのは訪問看護に
なります。
　医師の指示に基づき様々な看護行為を行います。表にしましたので参考にしてください。

訪問看護について

介護保険
サービスの利用

～訪問介護・訪問看護サービスを利用した介護者の体験記～

山中湖村地域包括支援センターからのお知らせ

知って
安心

問い合わせ　地域包括支援センター　℡.62-9976

療養上のお世話

病状の観察

医療機器の管理

ターミナルケア

在宅でのリハビリ

医師の指示による医療処置

身体の清潔保持のための介助　食事や排せつなどの介助

病気や障害の状態確認、血圧・体温・脈拍などの確認

療養に必要な酸素や呼吸のための機械類の管理と確認

がん末期等の最後を自宅で迎える方への支援

身体の機能が低下しないような訓練

医師の指示による点滴等の医療処置 介護保険サービスの
ご利用の流れ

病気や生活習慣等をきっかけに、
自分の身の回りの事を行うのに
人の手助けが必要な状態となる

↓
介護保険を申請する（役場）

↓
介護の認定を受け、

介護サービスを利用する
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山梨県後期高齢者医療広域連合よりお知らせ

テーマ　「私の宝物」
応募資格　山梨県後期高齢者医療制度の被保険者の方
応募期間　9月1日（日）～10月31日（木）必着
応募方法　作品とペンネーム、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、職業を記入のうえ、郵送または電子
　　　　　メールで　※1人2点まで
　　　　　①郵送　※郵便はがきに上記の必要事項を記載し、郵送してください。
　　　　　　〒400-8587　甲府市蓬沢一丁目15番35号　山梨県自治会館2階
　　　　　　山梨県後期高齢者医療広域連合　総務課　総務担当
　　　　　②電子メール　※メールの本文に上記の必要事項を記載の上送付してください。
　　　　　　※メールの題名は「山梨県後期高齢者医療広域連合川柳応募」としてください。
　　　　　　　kouho@yamanashi-iryoukouiki.jp
受賞発表　12月頃を予定
表彰内容　広域連合長賞（賞品：山梨県特産品5千円相当）他13名程度
　　　　　※山梨県後期高齢者広域連合に設置する選考委員会において選考
その他　入賞作品は当広域連合が発行する印刷物等に使用し、被保険者の方の健康に対する意識向上の
　　　　ために活用させていただきます。

問い合わせ　山梨県後期高齢者医療広域連合　総務課　総務担当　℡.055-236-5671 問い合わせ　山梨県　富士・東部建設事務所吉田支所　富士北麓景観対策課　℡.0555‐24‐9049

詳しくは山梨県のホームページをご覧ください

山  梨  県

ルールを守ってより良い広告物をつくりましょう！

屋外広告物のルール
広告主の皆さ

ん

ご存じですか
？

※甲府市内に設置する場合、甲府市条例（ルール）が適用されます

業者に設置を依頼する際、次のことをたずねてみてください

□ 種類や大きさ等により許可申請が必要です

□ 設置できない場所や地域があります

□ 地域によって色の明るさや鮮やかさに制限があります

□ 他人に依頼する場合、県の登録業者以外は設置できません   etc

山梨県　屋外広告物の設置 検　索

山梨県後期高齢者医療広域連合
「川柳」募集 後期高齢者医療制度への関心を高めるため、

日々の生活をテーマにした川柳を募集します。

山梨県または甲府市※に登録してる業者さん？
うちの看板はルールにあってるの？
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山梨県後期高齢者医療広域連合よりお知らせ

テーマ　「私の宝物」
応募資格　山梨県後期高齢者医療制度の被保険者の方
応募期間　9月1日（日）～10月31日（木）必着
応募方法　作品とペンネーム、住所、氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、職業を記入のうえ、郵送または電子
　　　　　メールで　※1人2点まで
　　　　　①郵送　※郵便はがきに上記の必要事項を記載し、郵送してください。
　　　　　　〒400-8587　甲府市蓬沢一丁目15番35号　山梨県自治会館2階
　　　　　　山梨県後期高齢者医療広域連合　総務課　総務担当
　　　　　②電子メール　※メールの本文に上記の必要事項を記載の上送付してください。
　　　　　　※メールの題名は「山梨県後期高齢者医療広域連合川柳応募」としてください。
　　　　　　　kouho@yamanashi-iryoukouiki.jp
受賞発表　12月頃を予定
表彰内容　広域連合長賞（賞品：山梨県特産品5千円相当）他13名程度
　　　　　※山梨県後期高齢者広域連合に設置する選考委員会において選考
その他　入賞作品は当広域連合が発行する印刷物等に使用し、被保険者の方の健康に対する意識向上の
　　　　ために活用させていただきます。

問い合わせ　山梨県後期高齢者医療広域連合　総務課　総務担当　℡.055-236-5671 問い合わせ　山梨県　富士・東部建設事務所吉田支所　富士北麓景観対策課　℡.0555‐24‐9049

詳しくは山梨県のホームページをご覧ください

山  梨  県

ルールを守ってより良い広告物をつくりましょう！

屋外広告物のルール
広告主の皆さ

ん

ご存じですか
？

※甲府市内に設置する場合、甲府市条例（ルール）が適用されます

業者に設置を依頼する際、次のことをたずねてみてください

□ 種類や大きさ等により許可申請が必要です

□ 設置できない場所や地域があります

□ 地域によって色の明るさや鮮やかさに制限があります

□ 他人に依頼する場合、県の登録業者以外は設置できません   etc

山梨県　屋外広告物の設置 検　索

山梨県後期高齢者医療広域連合
「川柳」募集 後期高齢者医療制度への関心を高めるため、

日々の生活をテーマにした川柳を募集します。

山梨県または甲府市※に登録してる業者さん？
うちの看板はルールにあってるの？
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きららスポーツ教室　参加者募集！

花の都公園 9月の開花予定 秋のイベント『秋の彩り』

お問合せ／お申込み　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：0555-2０-3111　FAX：0555-2０-3112

■開催期間：9月14日（土）～11月4日（月・休）
◆百日草≪開花中～10月上旬≫百日草摘み取り体験も9月中旬まで開催中！
◆サンパチェンスエコガーデン≪開花中～10月上旬≫
◆コスモス≪開花中～10月中旬≫　◆黄花コスモス≪開花中～10月中旬≫
◆ふららトロピカルガーデン　◆花の都特産とうもろこし『湖夏姫』摘み取り体験≪～9月中旬≫
◆収穫フェア≪9月14日（土）～23日（月・祝）≫　◆遅咲きヒマワリ≪10月中旬～10月下旬≫
※イベントの詳細は花の都公園ホームページをご覧ください。
※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。
　なお村民証は、清流の里入口ゲートにてご提示してください。

問い合わせ　花の都公園　℡.62-5587

山中湖温泉
紅富士の湯

問い合わせ　山中湖温泉 紅富士の湯　℡.20-2700ぜひご利用ください。
■営業時間：午前10時～午後９時　（最終受付は午後8時30分）
※村民の皆さんは、村民証の提示で入館料が村民料金となりますのでお気軽にお越しください

9月は、10日（火）以外休まず営業します。

　9月から実施するスポー
ツ教室（第2クール）の一覧
です。どの教室も途中参加
OKです。
　健康のためにスポーツを
始めたい方・日頃のストレス
解消をしたい方、どなたでも
気軽にご参加ください。な
お、中国式健康体操は９月
休講とさせていただきます。

※各教室では、月3～4回のレッスンとなります。詳しくは、きららHPをご覧ください。

教　室　名
ベーシックヨガ
中国式健康体操
ノルディックウォーク
放課後体育（幼児）
放課後体育（児童）
吹き矢
キッズバレエ（幼児）
キッズバレエ（児童）
朝ヨーガ教室
らくらくエクササイズ

時　間
13:30～14:45
10:00～12:00
13:30～14:30
15:40～16:40
17:00～18:00
10:00～12:00
16:15～17:15
17:15～18:15
10:00～11:00
13:30～14:30

日程（9月）
９・３０

休講（10月から）
１０・１７・２４
１０・１７・２４
１０・１７・２４
１１・１８・２５
１１・１８・２５
１１・１８・２５
５・１２・１９・26
１２・２６

料　金
１回　　800円
1回　　550円
無　料

月謝　4,050円
月謝　4,050円
１回　　550円
月謝　4,050円
月謝　4,050円
1回　　800円
１回　　550円

曜　日
月
月
火
火
火
水
水
水
木
木

村民・WELCOME カードをお持ちの方は、
三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館両館無料でご入館いただけます。
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きららスポーツ教室　参加者募集！

花の都公園 9月の開花予定 秋のイベント『秋の彩り』

お問合せ／お申込み　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：0555-2０-3111　FAX：0555-2０-3112

■開催期間：9月14日（土）～11月4日（月・休）
◆百日草≪開花中～10月上旬≫百日草摘み取り体験も9月中旬まで開催中！
◆サンパチェンスエコガーデン≪開花中～10月上旬≫
◆コスモス≪開花中～10月中旬≫　◆黄花コスモス≪開花中～10月中旬≫
◆ふららトロピカルガーデン　◆花の都特産とうもろこし『湖夏姫』摘み取り体験≪～9月中旬≫
◆収穫フェア≪9月14日（土）～23日（月・祝）≫　◆遅咲きヒマワリ≪10月中旬～10月下旬≫
※イベントの詳細は花の都公園ホームページをご覧ください。
※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。
　なお村民証は、清流の里入口ゲートにてご提示してください。

問い合わせ　花の都公園　℡.62-5587

山中湖温泉
紅富士の湯

問い合わせ　山中湖温泉 紅富士の湯　℡.20-2700ぜひご利用ください。
■営業時間：午前10時～午後９時　（最終受付は午後8時30分）
※村民の皆さんは、村民証の提示で入館料が村民料金となりますのでお気軽にお越しください

9月は、10日（火）以外休まず営業します。

　9月から実施するスポー
ツ教室（第2クール）の一覧
です。どの教室も途中参加
OKです。
　健康のためにスポーツを
始めたい方・日頃のストレス
解消をしたい方、どなたでも
気軽にご参加ください。な
お、中国式健康体操は９月
休講とさせていただきます。

※各教室では、月3～4回のレッスンとなります。詳しくは、きららHPをご覧ください。

教　室　名
ベーシックヨガ
中国式健康体操
ノルディックウォーク
放課後体育（幼児）
放課後体育（児童）
吹き矢
キッズバレエ（幼児）
キッズバレエ（児童）
朝ヨーガ教室
らくらくエクササイズ

時　間
13:30～14:45
10:00～12:00
13:30～14:30
15:40～16:40
17:00～18:00
10:00～12:00
16:15～17:15
17:15～18:15
10:00～11:00
13:30～14:30

日程（9月）
９・３０

休講（10月から）
１０・１７・２４
１０・１７・２４
１０・１７・２４
１１・１８・２５
１１・１８・２５
１１・１８・２５
５・１２・１９・26
１２・２６

料　金
１回　　800円
1回　　550円
無　料

月謝　4,050円
月謝　4,050円
１回　　550円
月謝　4,050円
月謝　4,050円
1回　　800円
１回　　550円

曜　日
月
月
火
火
火
水
水
水
木
木

村民・WELCOME カードをお持ちの方は、
三島由紀夫文学館・徳富蘇峰館両館無料でご入館いただけます。
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つどいの広場No.179

★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いた
だき、申し込みをお願いします。ママだけではなく、パパやおじいちゃん・おばあちゃんも是非参加して
みてください。　　★９月２０日（金）は山中保育所の運動会のため、広場はお休みとなります。

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

13日（金）
子育て教室
　ベビー＆キッズビクス

●毎回好評の子育て教室です。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

18日（水）
子育て教室
　ネイルアート

●子育てに忙しいママさん達に、日頃の自分へのご褒美に
“プチおしゃれ”をたのしんでみませんか？先着６名・自己
負担金500円です。事前予約をお願いします。

●子どもの手形・足形を使って、
　作品作りを楽しみましょう

つどいの広場
〈10時00分～〉●講師　長田　梓さん

11日（水） 絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

●月に一度の“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15分～〉

　山中湖村では、つどいの広場事業のほかに、
保育所入園前の、在宅での子育てを応援する
「一時保育」及び「電話相談」事業を行っていま
す。「一時保育事業」は１歳過ぎのお誕生日を迎
えると利用できます。通院・冠婚葬祭・その他
の諸事情での外出、仕事が忙しい時など、保育
所でお預かりします。利用の際には登録が必
要となりますので事前に登録をお願いします。
「電話相談」も随時受け付けています。

問い合わせ　
一時保育事業　山中保育所　℡.62‐0179
　　　　　　　平野保育所　℡.65‐8542
電話相談事業　各保育所、つどいの広場

保育所からの園庭開放に
ついてのお知らせ

すいかわりを
みんなで楽し
みました。

山中保育所の大き
いプールに入った
り、水遊びもたくさ
んしました。

８月の広場での様子

の予定

27日（金）
子育て相談 ●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。

●個別の相談も受付けていますので、相談をしたい方・特
別に聞いてみたいことなどがありましたら事前にスタッ
フにお声がけください。

山中保育所会議室
〈10時30分～〉●講師　健康科学大学

　　　　健康科学部福祉心理学科　講師
　　　　鈴木真吾先生

要予約

30日（月）
●９月生まれのお誕生日会を行います。みんなでお祝いして
あげましょう。

●お誕生日ランチは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、スタッフにお声がけください)

つどいの広場
〈11時30分～〉

手形・足形アート

25日（水）
身体測定
発達相談(村の保健師)
情報創造館丸山さんの
絵本の読み聞かせ

●英語の絵本や英語の歌など身近な英語に触れ、
　親子で楽しみましょう！　
●開館時間中ならいつでも測定ができます。

つどいの広場
〈11時00分～〉

英語で遊ぼう ●テリー渡辺さん

　山中保育所では園庭開放を広場開設日(月・水・金)の
9:30～11:00、平野保育所では月～金の9:30～11:00
に行っています。暑さ対策や紫外線対策、熱中症予防に
必要な物は持参してください。また、行事等で利用でき
ない時もありますので事前に連絡をお願いします。

要予約

要予約

9月生まれの
利用者さんの
誕生日会

山中湖情報創造館
TEL:  0555-20-2727  ／  FAX:  0555-62-4000
E-mail:   info@lib-yamanakako.jp
Web Site: http://www.lib-yamanakako.jp/
 http://www.lib-yamanakako.jp/i/

毎日9：30開館→21：00閉館
(４月から１１月まで)

９月の月末休館日は
３０日（月）

PC サロン
毎週火曜日 午前 10 時～ 11 時 30 分

講座料：500 円
パソコン・タブレット・スマホの
ご相談、何でも承ります！

山中湖 eスポーツコミュニティ第 3回交流会
9月 23 日（月・祝）　午後 1時～４時　＊無料
ゲームの秋 !? 頭脳派ゲームで頭の体操をしよう！
＊クエスト１「バーチャルオセロトーナメント」
＊クエスト 2「みんなで座談会　
　　　　　　　　ローカルプレイ派vsオンラインプレイ派」

敬老の日 
工作イベント

　
だいすきなおじいちゃん、おばあちゃんに
「フェルトでつくるメガネケース」を

プレゼントしよう！　　
　　　日　時：９月１５日（日）

午後１時～３時
　対　象：小学生以下　無料　　　  

募集しています！　
詳細は当館カウンターまでお気軽に！

＊ 10 月 14 日（月・祝）のクラフトマーケット
　　出 店希望者。
＊犬のイラスト（用紙は情報創造館にあります。）
＊大人の選書ツアー参加希望者。
＊朗読に興味のある方。
＊ e スポーツに興味のある方。
＊団体貸出希望施設。
＊外国語で絵本の読み聞かせをしてくださる方。

富士山・山中湖・山梨県
①世界遺産山中湖に暮らす
①これでいいのか山梨県
③ OZ magazin 2015 年 6 月号
③富士山にのぼる
⑤富士山検定公式テキスト
⑤富士五湖周辺の山あるき
⑤富士山の秘密がわかる本
⑤知識ゼロからの富士山入門
⑤世界遺産富士山 100 景
⑤山麓から登る世界文化遺産富士山

⑤富士山 信仰の対象と芸術の源泉

雑誌
①オレンジページ 2019/3/17
②オレンジページ 2019/4/2
③暮らしの手帖 2018/8-9 月号
③オレンジページ 2019/2/10
③クロワッサン 2019/2/10
③クロワッサン 2019/4/25
⑦天然生活 2017 年 5 月号
⑦天然生活 2017 年 12 月号
⑦天然生活 2018 年 8 月号
⑦日経トレンディ 2019 年 4 月号

絵本
①もぐらはすごい
②みえるとかみえないとか
②コんガらガっちどっちに　　　
　すすむ？の本
②おしりたんてい ププッおしりた
　んていがふたりいる！？
②ノンタン おしっこしーしー
②のんたんはみがきはーみー
⑦つまんないつまんない
⑦かべのむこうになにがある？
⑦おしっこちょっぴりもれたろう

一般・小説
①彼岸花　　　 　　　宇江佐真理
①泥濘 　　　　　　　黒川博行
③夜泣きめし屋　　　 宇江佐真理
③ファーストラヴ　　 島本理生
③ふたたび嗤う淑女　 中山七里
③夢も見ずに眠った。 絲山秋子
⑦魔力の胎動　　　　 東野圭吾
⑦あなたの人生、片づけます　　　
　 　　　　　　　　　垣谷美雨
⑦騎士団長殺し１　　 村上春樹

一般・その他
①トリップアドバイザー旅行なんで
　もランキング日本編
②おひさまライフ
②教えて先輩！
④へんな西洋絵画
④おうちで作れる台湾小麦料理
⑥足元の小宇宙
⑥訪日中国人から見た中国と日本
⑥好きなことだけで生きていく。
⑥大家さんと僕
⑥コーヒーは楽しい！
⑥妻の地雷を踏まない本

４月～８月の貸出ベストCD
①米津玄師
① The Best Drive Music 1
① The Best Drive Music 2
④松田聖子
④ BEGIN
④冨田勲
④朗読　『最後の花束』
⑧ザ・ブルーハーツ
⑧松任谷由実
⑧サカナクション
⑧ニール・セダカ

敬老の日ゲームイベント
わたしはだれでしょう？
おじいちゃんおばあちゃん

ぼくわたし
敬老の日に、みんなで

楽しいゲームをしてみませんか？
9月 16 日（月・祝）
午後 1時 30 分開始

＊どなたでも参加できます

DVD
①ズートピア
②レミーのおいしいレストラン
②ティンカーベル
④ Mr. インクレディブル
④大決戦！超ウルトラ８兄弟
⑥シンデレラⅢ
⑥世にも不幸せな物語
⑧かもめ食堂
⑧めがね
⑧ベイマックス
⑧恐竜大研究

児童書
①ポケモン サン＆ムーン 上
①ポケモン サン＆ムーン 下
③かいけつゾロリのドラゴンたいじ

④ミラクルハッピーかんたん・か
　わいいヘアアレンジ DX
④地中海のサバイバル
⑥中華まんのひみつ
⑥ガムのひみつ
⑥ロボット世界のサバイバル
⑥絶滅どうぶつ図鑑
⑥ほろっと泣けるいきもの図鑑

　いつも山中湖情報創造
館で読書を楽しんでくだ
さってありがとうござい
ます。
みなさんが好きな本や、
CD・DVD をご用意して
職員一同お待ちしており
ます。

ティーンズ
①星の旅人　　　　　小前亮
②ざんねんな偉人伝　真山知幸
②ありがとう、さようなら
　　　　　　　　　　瀬尾まいこ
②チア男子 !!　　　　 朝井リョウ
②ハックルベリィ・フィンの冒険
　　　　　　　　　　立松和平
⑥ 5 秒後に意外な結末
⑥ある晴れた夏の朝
　　　　　　　　　　小手鞠るい
⑥あたまがコんガらガっち劇場

想い出ラボラトリー
9 月 10 日（火）

午後 6時～ 8時 30 分
想い出の写真や絵をデジタル化して
保存しておきませんか？　＊無料

2019 年 第 2 回山中湖情報創造館文学賞を開催中！　投票の対象は今年刊行された文芸作品。
　発表は来年 1 月。    投票は 1人何作品でもOK！ 　ご来館の上、どんどん投票してください！

映画上映会　　　① 9月 3日（火）　『グース』　　　　　　　② 9月 17 日（火）『マンマ・ミーア』
＊午後 6時 30 分上映開始　　＊無料　　＊どなたでも

『リヨンからきたトム・ボシス ＆ 山中湖から見る丹沢』　写真：トム・ボシス　文：川畑正紀
著者ご寄贈により、山中湖情報創造館で無料入手可能です。＊在庫がなくなり次第配布終了となります。お早めにどうぞ！

YouTube 講座　＊無料

9 月 8日（日）
午後 6時～ 8時 30 分

そろそろ始めてみませんか？

動画配信スタジオ＊無料

毎週木曜日
午後 6時～ 8時 30 分
めざせ ! You Tuber !

特集コーナー
「秋の文庫本特集 2019」

読書の秋に！カバンに入れて気軽に
持ち歩ける小さな本をピックアップ。
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つどいの広場No.179

★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いた
だき、申し込みをお願いします。ママだけではなく、パパやおじいちゃん・おばあちゃんも是非参加して
みてください。　　★９月２０日（金）は山中保育所の運動会のため、広場はお休みとなります。

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

13日（金）
子育て教室
　ベビー＆キッズビクス

●毎回好評の子育て教室です。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

18日（水）
子育て教室
　ネイルアート

●子育てに忙しいママさん達に、日頃の自分へのご褒美に
“プチおしゃれ”をたのしんでみませんか？先着６名・自己
負担金500円です。事前予約をお願いします。

●子どもの手形・足形を使って、
　作品作りを楽しみましょう

つどいの広場
〈10時00分～〉●講師　長田　梓さん

11日（水） 絵本の読み聞かせ会
●森の中の絵本館石井さん

●月に一度の“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15分～〉

　山中湖村では、つどいの広場事業のほかに、
保育所入園前の、在宅での子育てを応援する
「一時保育」及び「電話相談」事業を行っていま
す。「一時保育事業」は１歳過ぎのお誕生日を迎
えると利用できます。通院・冠婚葬祭・その他
の諸事情での外出、仕事が忙しい時など、保育
所でお預かりします。利用の際には登録が必
要となりますので事前に登録をお願いします。
「電話相談」も随時受け付けています。

問い合わせ　
一時保育事業　山中保育所　℡.62‐0179
　　　　　　　平野保育所　℡.65‐8542
電話相談事業　各保育所、つどいの広場

保育所からの園庭開放に
ついてのお知らせ

すいかわりを
みんなで楽し
みました。

山中保育所の大き
いプールに入った
り、水遊びもたくさ
んしました。

８月の広場での様子

の予定

27日（金）
子育て相談 ●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。

●個別の相談も受付けていますので、相談をしたい方・特
別に聞いてみたいことなどがありましたら事前にスタッ
フにお声がけください。

山中保育所会議室
〈10時30分～〉●講師　健康科学大学

　　　　健康科学部福祉心理学科　講師
　　　　鈴木真吾先生

要予約

30日（月）
●９月生まれのお誕生日会を行います。みんなでお祝いして
あげましょう。

●お誕生日ランチは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、スタッフにお声がけください)

つどいの広場
〈11時30分～〉

手形・足形アート

25日（水）
身体測定
発達相談(村の保健師)
情報創造館丸山さんの
絵本の読み聞かせ

●英語の絵本や英語の歌など身近な英語に触れ、
　親子で楽しみましょう！　
●開館時間中ならいつでも測定ができます。

つどいの広場
〈11時00分～〉

英語で遊ぼう ●テリー渡辺さん

　山中保育所では園庭開放を広場開設日(月・水・金)の
9:30～11:00、平野保育所では月～金の9:30～11:00
に行っています。暑さ対策や紫外線対策、熱中症予防に
必要な物は持参してください。また、行事等で利用でき
ない時もありますので事前に連絡をお願いします。

要予約

要予約

9月生まれの
利用者さんの
誕生日会

山中湖情報創造館
TEL:  0555-20-2727  ／  FAX:  0555-62-4000
E-mail:   info@lib-yamanakako.jp
Web Site: http://www.lib-yamanakako.jp/
 http://www.lib-yamanakako.jp/i/

毎日9：30開館→21：00閉館
(４月から１１月まで)

９月の月末休館日は
３０日（月）

PC サロン
毎週火曜日 午前 10 時～ 11 時 30 分

講座料：500 円
パソコン・タブレット・スマホの
ご相談、何でも承ります！

山中湖 eスポーツコミュニティ第 3回交流会
9月 23 日（月・祝）　午後 1時～４時　＊無料
ゲームの秋 !? 頭脳派ゲームで頭の体操をしよう！
＊クエスト１「バーチャルオセロトーナメント」
＊クエスト 2「みんなで座談会　
　　　　　　　　ローカルプレイ派vsオンラインプレイ派」

敬老の日 
工作イベント

　
だいすきなおじいちゃん、おばあちゃんに
「フェルトでつくるメガネケース」を

プレゼントしよう！　　
　　　日　時：９月１５日（日）

午後１時～３時
　対　象：小学生以下　無料　　　  

募集しています！　
詳細は当館カウンターまでお気軽に！

＊ 10 月 14 日（月・祝）のクラフトマーケット
　　出 店希望者。
＊犬のイラスト（用紙は情報創造館にあります。）
＊大人の選書ツアー参加希望者。
＊朗読に興味のある方。
＊ e スポーツに興味のある方。
＊団体貸出希望施設。
＊外国語で絵本の読み聞かせをしてくださる方。

富士山・山中湖・山梨県
①世界遺産山中湖に暮らす
①これでいいのか山梨県
③ OZ magazin 2015 年 6 月号
③富士山にのぼる
⑤富士山検定公式テキスト
⑤富士五湖周辺の山あるき
⑤富士山の秘密がわかる本
⑤知識ゼロからの富士山入門
⑤世界遺産富士山 100 景
⑤山麓から登る世界文化遺産富士山

⑤富士山 信仰の対象と芸術の源泉

雑誌
①オレンジページ 2019/3/17
②オレンジページ 2019/4/2
③暮らしの手帖 2018/8-9 月号
③オレンジページ 2019/2/10
③クロワッサン 2019/2/10
③クロワッサン 2019/4/25
⑦天然生活 2017 年 5 月号
⑦天然生活 2017 年 12 月号
⑦天然生活 2018 年 8 月号
⑦日経トレンディ 2019 年 4 月号

絵本
①もぐらはすごい
②みえるとかみえないとか
②コんガらガっちどっちに　　　
　すすむ？の本
②おしりたんてい ププッおしりた
　んていがふたりいる！？
②ノンタン おしっこしーしー
②のんたんはみがきはーみー
⑦つまんないつまんない
⑦かべのむこうになにがある？
⑦おしっこちょっぴりもれたろう

一般・小説
①彼岸花　　　 　　　宇江佐真理
①泥濘 　　　　　　　黒川博行
③夜泣きめし屋　　　 宇江佐真理
③ファーストラヴ　　 島本理生
③ふたたび嗤う淑女　 中山七里
③夢も見ずに眠った。 絲山秋子
⑦魔力の胎動　　　　 東野圭吾
⑦あなたの人生、片づけます　　　
　 　　　　　　　　　垣谷美雨
⑦騎士団長殺し１　　 村上春樹

一般・その他
①トリップアドバイザー旅行なんで
　もランキング日本編
②おひさまライフ
②教えて先輩！
④へんな西洋絵画
④おうちで作れる台湾小麦料理
⑥足元の小宇宙
⑥訪日中国人から見た中国と日本
⑥好きなことだけで生きていく。
⑥大家さんと僕
⑥コーヒーは楽しい！
⑥妻の地雷を踏まない本

４月～８月の貸出ベストCD
①米津玄師
① The Best Drive Music 1
① The Best Drive Music 2
④松田聖子
④ BEGIN
④冨田勲
④朗読　『最後の花束』
⑧ザ・ブルーハーツ
⑧松任谷由実
⑧サカナクション
⑧ニール・セダカ

敬老の日ゲームイベント
わたしはだれでしょう？
おじいちゃんおばあちゃん

ぼくわたし
敬老の日に、みんなで

楽しいゲームをしてみませんか？
9月 16 日（月・祝）
午後 1時 30 分開始

＊どなたでも参加できます

DVD
①ズートピア
②レミーのおいしいレストラン
②ティンカーベル
④ Mr. インクレディブル
④大決戦！超ウルトラ８兄弟
⑥シンデレラⅢ
⑥世にも不幸せな物語
⑧かもめ食堂
⑧めがね
⑧ベイマックス
⑧恐竜大研究

児童書
①ポケモン サン＆ムーン 上
①ポケモン サン＆ムーン 下
③かいけつゾロリのドラゴンたいじ

④ミラクルハッピーかんたん・か
　わいいヘアアレンジ DX
④地中海のサバイバル
⑥中華まんのひみつ
⑥ガムのひみつ
⑥ロボット世界のサバイバル
⑥絶滅どうぶつ図鑑
⑥ほろっと泣けるいきもの図鑑

　いつも山中湖情報創造
館で読書を楽しんでくだ
さってありがとうござい
ます。
みなさんが好きな本や、
CD・DVD をご用意して
職員一同お待ちしており
ます。

ティーンズ
①星の旅人　　　　　小前亮
②ざんねんな偉人伝　真山知幸
②ありがとう、さようなら
　　　　　　　　　　瀬尾まいこ
②チア男子 !!　　　　 朝井リョウ
②ハックルベリィ・フィンの冒険
　　　　　　　　　　立松和平
⑥ 5 秒後に意外な結末
⑥ある晴れた夏の朝
　　　　　　　　　　小手鞠るい
⑥あたまがコんガらガっち劇場

想い出ラボラトリー
9 月 10 日（火）

午後 6時～ 8時 30 分
想い出の写真や絵をデジタル化して
保存しておきませんか？　＊無料

2019 年 第 2 回山中湖情報創造館文学賞を開催中！　投票の対象は今年刊行された文芸作品。
　発表は来年 1 月。    投票は 1人何作品でもOK！ 　ご来館の上、どんどん投票してください！

映画上映会　　　① 9月 3日（火）　『グース』　　　　　　　② 9月 17 日（火）『マンマ・ミーア』
＊午後 6時 30 分上映開始　　＊無料　　＊どなたでも

『リヨンからきたトム・ボシス ＆ 山中湖から見る丹沢』　写真：トム・ボシス　文：川畑正紀
著者ご寄贈により、山中湖情報創造館で無料入手可能です。＊在庫がなくなり次第配布終了となります。お早めにどうぞ！

YouTube 講座　＊無料

9 月 8日（日）
午後 6時～ 8時 30 分

そろそろ始めてみませんか？

動画配信スタジオ＊無料

毎週木曜日
午後 6時～ 8時 30 分
めざせ ! You Tuber !

特集コーナー
「秋の文庫本特集 2019」

読書の秋に！カバンに入れて気軽に
持ち歩ける小さな本をピックアップ。
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9月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）
給食サービス（ひとり暮らし等）

曜 日
火
金

日　程
3･10･17･24日
6･13･20･27日

ご協力ありがとうございました。

～SOS今年もそうめんを流したいんだ～

～清水港ベイクルーズと駿河路めぐり～

お問合せ・・・・６２－２２２７

エコキャップ 回収報告

第2回 社協の夏休み

山中湖村長寿会
いきがいバス旅行

８８歳以上友愛訪問

　８月８日（木）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下さい。次回
の回収は１０月頃を予定しています。引き続きご協力をお願
いします。

予定日　１０月８日（火）　（日帰り）　
行　先　清水港と駿河路めぐり（静岡県）
参加費　５，０００円

対象者
　・８８歳以上で在宅されている方（令和元年９月１５日付）
　※当日ご自宅に居られる方※ エコキャップはペットボトルキャップのみです！

　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。
 ペットボトルキャップをきれいに洗い、シールなどをはがし
てから回収してください。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。

　子育て支援事業及び福祉活動の一環として、村内小学生を対象に楽しい思い出づくりの
場を提供し、ふれあいの輪を広めながら、福祉に対する理解と関心を深めてもらうことを目的
に、７月２９日（月） ゆいの広場ひらりにて、第２回社協の夏休みを開催しました。
　当日は、村内の児童２９名が参加し、お釜で炊いたご飯でおにぎり作り、長さ８ｍの流しそう
めん、スイカ割りなどを行い、夏休みの思い出に皆さん楽しく体験していました。来年も計画し
ていますので参加お待ちしています。
　また、当日お手伝いをしていただいたボランティアの皆さんありがとうございました。

　参加希望者は、９月１０日（火）までに山中湖村社会福祉協
議会に参加費を添えてお申し込みください。
　長寿会の多くの皆さんのご参加をお待ちしております。

　９月は敬老月間になります。山中湖村では、敬老の日に先立
ち９月１２日（木）に８８歳以上の長寿者宅を訪問し、記念品を
手渡し祝福します。

※当日、自宅に居られない方は、ご面倒ですが９月１３日から１０
月１７日までに記念品を山中湖村社会福祉協議会に取りに来て
ください。なお、消費期限がありますので、必ず期間内にお越しく
ださい。

お願い！

山中小学校、東小学校、山中湖中学校
山中保育所、平野保育所、ミツウロコ
富士松園ホテル、他個人の皆様

ご協力いただいた各団体、事業所

おにぎり作り スイカ割り 流しそうめん

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

　「乗せるのは　君の宝（かぞく）と　その未来（あした）」をスロー
ガンに９月２１日（土）から３０日（月）までの１０日間、「秋の全国交通安
全運動」が実施されます。また、運動期間最終日の９月３０日（月）は、
国民運動「交通事故死ゼロを目指す日」です。
　秋の交通安全運動では、「二輪車の交通事故防止（本県重点）」を
基本として交通事故情勢を踏まえ６点の重点を定めております。
　これから、秋の行楽シーズンとなり観光客も増えてきますので、
交通ルールを守り、交通事故がないように心がけましょう。

（１） 子供と高齢者の安全な通行の確保
（２） 高齢運転者の交通事故防止
（３） 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
 （特に、反射材用品の等の着用の推進及び自転車前照灯の徹底）
（４） 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
（５） 飲酒運転の根絶
（６） 二輪車の交通事故防止（本県重点）

「秋の全国交通安全運動」が始まります。

北富士演習場へ立ち入る際の迂回のお願い
　中日本高速道路株式会社により、（仮
称）富士吉田南スマートインターチェンジ
を整備するため、カルバートボックス（東
富士五湖道路を横切って通行するための
トンネル）を継ぎ足す工事が行われます。
　この工事により、カルバートボックスが
通行止めになるため、「第２ゲート」入口か
ら北富士演習場への出入りができなくな
りますので、演習場に立ち入る際には、迂
回をお願いします。
　この通行止めは、9月下旬（予定）から
12月27日（金）まで（12月中は日曜日の
み通行可）の予定です。ご不便をお掛けし
ますが、ご理解・ご協力をお願いします。

問い合わせ　中日本高速道路株式会社八王子支社大月保全・サービスセンター　℡.0554-22-2151
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9月の予定
内　容

給食サービス（ひとり暮らし等）
給食サービス（ひとり暮らし等）

曜 日
火
金

日　程
3･10･17･24日
6･13･20･27日

ご協力ありがとうございました。

～SOS今年もそうめんを流したいんだ～

～清水港ベイクルーズと駿河路めぐり～

お問合せ・・・・６２－２２２７

エコキャップ 回収報告

第2回 社協の夏休み

山中湖村長寿会
いきがいバス旅行

８８歳以上友愛訪問

　８月８日（木）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下さい。次回
の回収は１０月頃を予定しています。引き続きご協力をお願
いします。

予定日　１０月８日（火）　（日帰り）　
行　先　清水港と駿河路めぐり（静岡県）
参加費　５，０００円

対象者
　・８８歳以上で在宅されている方（令和元年９月１５日付）
　※当日ご自宅に居られる方※ エコキャップはペットボトルキャップのみです！

　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。
 ペットボトルキャップをきれいに洗い、シールなどをはがし
てから回収してください。
　皆様のご協力をよろしくお願いします。

　子育て支援事業及び福祉活動の一環として、村内小学生を対象に楽しい思い出づくりの
場を提供し、ふれあいの輪を広めながら、福祉に対する理解と関心を深めてもらうことを目的
に、７月２９日（月） ゆいの広場ひらりにて、第２回社協の夏休みを開催しました。
　当日は、村内の児童２９名が参加し、お釜で炊いたご飯でおにぎり作り、長さ８ｍの流しそう
めん、スイカ割りなどを行い、夏休みの思い出に皆さん楽しく体験していました。来年も計画し
ていますので参加お待ちしています。
　また、当日お手伝いをしていただいたボランティアの皆さんありがとうございました。

　参加希望者は、９月１０日（火）までに山中湖村社会福祉協
議会に参加費を添えてお申し込みください。
　長寿会の多くの皆さんのご参加をお待ちしております。

　９月は敬老月間になります。山中湖村では、敬老の日に先立
ち９月１２日（木）に８８歳以上の長寿者宅を訪問し、記念品を
手渡し祝福します。

※当日、自宅に居られない方は、ご面倒ですが９月１３日から１０
月１７日までに記念品を山中湖村社会福祉協議会に取りに来て
ください。なお、消費期限がありますので、必ず期間内にお越しく
ださい。

お願い！

山中小学校、東小学校、山中湖中学校
山中保育所、平野保育所、ミツウロコ
富士松園ホテル、他個人の皆様

ご協力いただいた各団体、事業所

おにぎり作り スイカ割り 流しそうめん

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

　「乗せるのは　君の宝（かぞく）と　その未来（あした）」をスロー
ガンに９月２１日（土）から３０日（月）までの１０日間、「秋の全国交通安
全運動」が実施されます。また、運動期間最終日の９月３０日（月）は、
国民運動「交通事故死ゼロを目指す日」です。
　秋の交通安全運動では、「二輪車の交通事故防止（本県重点）」を
基本として交通事故情勢を踏まえ６点の重点を定めております。
　これから、秋の行楽シーズンとなり観光客も増えてきますので、
交通ルールを守り、交通事故がないように心がけましょう。

（１） 子供と高齢者の安全な通行の確保
（２） 高齢運転者の交通事故防止
（３） 夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止
 （特に、反射材用品の等の着用の推進及び自転車前照灯の徹底）
（４） 全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底
（５） 飲酒運転の根絶
（６） 二輪車の交通事故防止（本県重点）

「秋の全国交通安全運動」が始まります。

北富士演習場へ立ち入る際の迂回のお願い
　中日本高速道路株式会社により、（仮
称）富士吉田南スマートインターチェンジ
を整備するため、カルバートボックス（東
富士五湖道路を横切って通行するための
トンネル）を継ぎ足す工事が行われます。
　この工事により、カルバートボックスが
通行止めになるため、「第２ゲート」入口か
ら北富士演習場への出入りができなくな
りますので、演習場に立ち入る際には、迂
回をお願いします。
　この通行止めは、9月下旬（予定）から
12月27日（金）まで（12月中は日曜日の
み通行可）の予定です。ご不便をお掛けし
ますが、ご理解・ご協力をお願いします。

問い合わせ　中日本高速道路株式会社八王子支社大月保全・サービスセンター　℡.0554-22-2151
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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　9月11日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成30年11月、
　　　平成31年2・5月生まれ

１歳６か月・３歳児健診
日時　9月3日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成28年3・4月、
　　　平成30年1・2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

℡.62-9972
広報やまなかこ8月号の掲載記事の
訂正とお詫び
　広報やまなかこ8月号に掲載している
税務だより（11ページ下部）の内容に誤
りがありました。ご迷惑をお掛けしたこと
をお詫び申し上げますとともに、次のとお
り訂正させていただきます。

【11ページ】
Ｑ.住民税が非課税になる場合は？
〈正〉
②障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、
前年の合計所得金額125万円以下の人
〈誤〉
②障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、
前年の合計所得金額125千円以下の人

〈正〉
②扶養のある人 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
〈誤〉
②扶養のある人 前年の総所得金額が35万
円×（本人+扶養者数）+32千円以下の人

より良い未来をつくるために。
「全国家計構造調査」にご協力ください。
　総務省統計局は本年10月から11月ま
での２か月間、全国家計構造調査を実施
します。この調査は、皆様に日々の収入や
支出などを御回答いただき、国民生活の
実態を明らかにするものです。
　全国家計構造調査の結果は、国や地方
公共団体において、重要な政策に利用さ
れます。例えば、高齢者や現役世代の家
計の消費や支出の結果は、年金や保険料
を検討する際に使われます。このほかに、
介護保険料の算定基準の検討、税制改正
に伴う政策効果の予測、所得格差や資産
格差の現状把握などにも調査結果が利用
されます。
　ひとりひとりの回答が、日本のよりよい
未来を作ります。調査へのご協力をお願
いします。

働きたい若者を応援します！
　ぐんない若者サポートステーションは若
者の就労支援を行う施設です。就労する

ための悩みや不安の相談から、ビジネス
マナーや面接指導、施設内のパソコンを
利用して応募書類の作成支援も行ってい
ます。そのほか、グループワーク（週1回）
や職場見学・体験もご利用できます。毎週
木曜日午前10時30分から相談会を実施
しています。お気軽にご参加ください。
利用時間　午前9時30分～午後6時
　　　　　（土日祝日、年末年始除く）
場所　富士吉田市上吉田2-4-19
　　　富久澄ビル2F
対象　15歳～39歳の就職希望者
　　　(学生は除く)
利用料　無料
問い合わせ
　℡.0555-23-0080
　（ご利用には予約が必要です）
　HP: http://ycca.jp/yss/

無料法律相談
相談日　9月10日（火）
　期日は、毎回奇数月の第2火曜日です。
　普段お悩みのこと、気にかかることなど
ありましたらお気軽にご利用ください。
相談料　無   料
受付　電話予約　※当日受付も可能
相談時間　午後1時～4時
対象者　富士吉田市、山中湖村、
　　　　忍野村（忍草区）
場所　恩賜林組合（林業センター内）
問い合わせ
　恩賜林組合 総務課
　℡.22－3355㈹

恩賜林組合

相　談

福祉健康課からのお知らせ

税務住民課からのお知らせ

山中湖村役場から 総務省統計局

ぐんない若者
サポートステーション

お知らせ
お知らせ・催し・募集
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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　9月11日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成30年11月、
　　　平成31年2・5月生まれ

１歳６か月・３歳児健診
日時　9月3日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成28年3・4月、
　　　平成30年1・2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
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税務だより（11ページ下部）の内容に誤
りがありました。ご迷惑をお掛けしたこと
をお詫び申し上げますとともに、次のとお
り訂正させていただきます。

【11ページ】
Ｑ.住民税が非課税になる場合は？
〈正〉
②障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、
前年の合計所得金額125万円以下の人
〈誤〉
②障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、
前年の合計所得金額125千円以下の人

〈正〉
②扶養のある人 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
〈誤〉
②扶養のある人 前年の総所得金額が35万
円×（本人+扶養者数）+32千円以下の人

より良い未来をつくるために。
「全国家計構造調査」にご協力ください。
　総務省統計局は本年10月から11月ま
での２か月間、全国家計構造調査を実施
します。この調査は、皆様に日々の収入や
支出などを御回答いただき、国民生活の
実態を明らかにするものです。
　全国家計構造調査の結果は、国や地方
公共団体において、重要な政策に利用さ
れます。例えば、高齢者や現役世代の家
計の消費や支出の結果は、年金や保険料
を検討する際に使われます。このほかに、
介護保険料の算定基準の検討、税制改正
に伴う政策効果の予測、所得格差や資産
格差の現状把握などにも調査結果が利用
されます。
　ひとりひとりの回答が、日本のよりよい
未来を作ります。調査へのご協力をお願
いします。

働きたい若者を応援します！
　ぐんない若者サポートステーションは若
者の就労支援を行う施設です。就労する

ための悩みや不安の相談から、ビジネス
マナーや面接指導、施設内のパソコンを
利用して応募書類の作成支援も行ってい
ます。そのほか、グループワーク（週1回）
や職場見学・体験もご利用できます。毎週
木曜日午前10時30分から相談会を実施
しています。お気軽にご参加ください。
利用時間　午前9時30分～午後6時
　　　　　（土日祝日、年末年始除く）
場所　富士吉田市上吉田2-4-19
　　　富久澄ビル2F
対象　15歳～39歳の就職希望者
　　　(学生は除く)
利用料　無料
問い合わせ
　℡.0555-23-0080
　（ご利用には予約が必要です）
　HP: http://ycca.jp/yss/

無料法律相談
相談日　9月10日（火）
　期日は、毎回奇数月の第2火曜日です。
　普段お悩みのこと、気にかかることなど
ありましたらお気軽にご利用ください。
相談料　無   料
受付　電話予約　※当日受付も可能
相談時間　午後1時～4時
対象者　富士吉田市、山中湖村、
　　　　忍野村（忍草区）
場所　恩賜林組合（林業センター内）
問い合わせ
　恩賜林組合 総務課
　℡.22－3355㈹

恩賜林組合

相　談

福祉健康課からのお知らせ

税務住民課からのお知らせ

山中湖村役場から 総務省統計局

ぐんない若者
サポートステーション

お知らせ
お知らせ・催し・募集
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西澤 文勝
（神奈川県生命の星・地球博物館 学芸員）
（元 当研究所 火山防災科 研究員）
参加費　無料
定員　約120名（事前申し込み不要）
問い合わせ
　環境教育・交流部　広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

　富士聖ヨハネ学園では「ヨハネ祭～ひ
とり、ひとりが主人公～」をテーマに第42
回ヨハネ祭を開催致します。
　皆様のご来園を、心よりお待ちしており
ます。
日時　9月29日（日）（小雨決行）
　　　午前10時～午後2時
場所　忍野村　富士聖ヨハネ学園
内容　学園紹介・模擬店・バザー
　　　その他催し物など
問い合わせ
　富士聖ヨハネ学園
　℡.0555‐23‐5155

こどもスポーツフェスティバル
ジュニアフットサル大会
日時　9月23日（月・祝）
　　　受付　午前8時30分～
場所　富士北麓公園体育館
対象　小学生１～３年生
　　　１チーム７～１０名（男女混成可能）
　　　定数２４チーム
参加料　１チーム　２,０００円
申し込み方法　所定の申込用紙にボール
ペンで必要事項を記入し、ＦＡＸ、郵送ま
たは窓口に直接お申し込みください。
申し込み期間
　9月9日（月）まで
　午前9時～午後5時
申し込み先
　〒４０３－０００５
　山梨県富士吉田市上吉田５０００

　公益財団法人　山梨県スポーツ協会
　富士北麓公園管理事務所
　「ジュニアフットサル大会」係
　℡.０５５５－２４－３６５１
　FAX.０５５５－２４－３３６８
　Ｍａｉｌ． hokuroku@mfi.or.jp

　今年度、富士五湖広域行政事務組合の
ふるさと感謝祭事業補助金を活用して、
富士・鳴沢紅葉ロードレース大会を開催い
たします。富士北麓6市町村に住民登録
のある方は、参加料金を半額補助します。
　大勢の方のエントリーをお待ちしてい
ます。
日時　10月27日（日）　午前8時15分～
　　　※雨天実施
場所　鳴沢村活き活き広場
　　　（鳴沢村8531-45）
種目　ハーフマラソン、
　　　10km、5km、3.8km、90ｍ
◎ハーフ（8部門）
　男子高校生～39歳、40～55歳、
　56～65歳、66歳以上
　女子高校生～39歳、40～55歳、
　56～65歳、66歳以上
◎10km（6部門）
　男子高校生～39歳、40～55歳、
　56歳以上
　女子高校生～39歳、40～55歳、
　56歳以上
◎5km（12部門）
　男子高校生～39歳、40～55歳、
　56歳～69歳、70歳以上、小学生、
　中学生
　女子高校生～39歳、40～55歳、
　56歳～69歳、70歳以上、小学生、
　中学生
◎3.8km（2部門）
　ファミリーペア（小学生以下）、
　シニア（60歳以上）
◎ 90ｍ（1部門）
　小学生未満
申し込み締切日
　9月8日（日）（インターネット）

定員　3,000人
問い合わせ
　富士・鳴沢紅葉ロードレース大会
　事務局
　℡.0555-85-2606

親子で防災ピクニック
日時　9月22日（日）　午前10時～正午
講師　韮崎mamaモンズ（防災士）
受講　無料
持ち物　水分補給できる飲み物、お皿、
はし、スプーン、 ぼうし、防寒具（雨具等）
無料託児　あり
対象　親子10組20名

ぴゅあ富士フェスティバル2019
〔１日目〕
日時　10月5日（土）
　　　午前9時20分～午後４時10分
内容
●市町村男女共同参画推進委員会や活
動・利用団体の発表や展示

●バザー・フリーマーケットや抹茶席・フ
ラ・クラフトなど体験コーナー

●忍者Fujiyamaによるパフォーマンス
無料託児　あり
対象　どなたでも

〔2日目〕
日時　10月6日（日）
　　　午前9時30分～午後３時30分
内容
●市町村男女共同参画推進委員会や活
動・利用団体の発表や展示

●バザー・フリーマーケットや抹茶席・クラ
フト・美と癒しなど体験コーナー
●記念講演会：子育ては誰でも初心者！～
音楽と共に歩んだ～「子育て奮闘記」

　講師：前田タクヤさん　大嶽香子さん
無料託児　あり
対象　どなたでも
問い合わせ
　ぴゅあ富士
　℡.0554-45-1666

出張がん相談
日時　１０月３日（木）
　　　午後１時３０分～４時
場所　富士吉田市民会館
　　　３階 会議室１・２
　　　富士吉田市緑ヶ丘２－５－２３
対象　がん患者・がん患者の家族や関係者
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。

　下水道の排水設備工事を施工する指
定工事店には、「下水道排水設備工事責
任技術者」の資格を有する者の専属が必
要です。
　この試験は、責任技術者としての技能
を認定するものです。
受付期間　9月18日（水）～10月9日（水）
講習会　10月29日（火）
　　　　午前10時～午後4時
　　　　山梨県立男女共同参画推進
　　　　センター（ぴゅあ総合）
試　験　11月24日（日）
　　　　午前10時～午後0時15分
　　　　山梨県立男女共同参画推進
　　　　センター（ぴゅあ総合）
申し込み
　公益財団法人山梨県下水道公社
　（笛吹市石和町東油川字北畑417）
　申込用紙は、次のところに用意してあり
ます。
●山中湖村　建設水道課水道グループ
●富士北麓浄化センター　　
　富士吉田市下吉田東4-26-1
　℡.0555-22-2259
　その他詳細につきましては、
　お問い合わせください。
問い合わせ
　公益財団法人山梨県下水道公社事務局
　℡.055-263-2738

花の都公園では9月14日（土）より、秋のイベント「秋の彩り」を開催します（関連P20）。今月の表紙の写真！

記帳専任職員募集
受験資格
　次の①～④のいずれにも該当する者
①学校教育法に基づく高等学校以上を卒
業した者、または令和2年 3月までに
卒業見込みの者

②簿記検定試験3級以上の資格保有者、
または採用予定日までに資格取得を見
込む者

③自動車運転免許取得者、または採用予
定日までに取得を見込む者

④パソコン（ワード・エクセル）操作技能
を保有する者（使える者）
募集人員　若干名
採用予定日　令和2年 4月1日（水）
募集期限　9月18日（水）まで、
　　　　　消印有効
試験　書類選考、筆記試験、面接
給与・待遇など
　県下商工会統一の規程による
　※詳細は、本会HPをご覧ください。
　（http://www.shokokai-yamanashi.or.jp）
問い合わせ
　山梨県商工会連合会　総務課
　℡.055-235-2115

第７回市民公開講座
「 健康で笑顔のある毎日は、食卓から 」
日時　１０月６日（日）
　　　午後２時～３時３０分
場所　富士吉田市民会館 ３Ｆ 小ホール
講師　浜内 千波 氏【料理研究家】
申し込み・問い合わせ
　ポスターの貼ってある薬局または富士
五湖薬剤師会事務局（℡.21-1516）まで
お願いします。

森のガイドウォーク
　研究所が位置する富士北麓剣丸尾の
森の中を当研究所の自然解説員とともに
散策します。富士山の成り立ちや森のう
つりかわり、そこにすむ動植物のことなど
について説明を聞きながら、森の素晴らし
さにふれてみませんか。
日時　9月1・7・8・14・15・16・21・22・

23・28・29日、10月5・6・12・13・14・19・
20・22・26・27日　
　　　①午前10時～　②11時～
　　　③午後1時～　④2時～　⑤3時～
　　　（１回約50分）
場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館１階　エントランスホール
対象　どなたでも
　　　（お気軽にご参加ください）
予約　不要。ただし、10人以上の場合は
　　　事前にご連絡ください。
費用　無料
その他　荒天時は、室内で代替プログラ
ムを実施します。
問い合わせ
　環境教育・交流部　教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

もりのおはなしかい
　さわやかなアカマツの森の中で、絵本
の読み聞かせを行います。自然の中で本
に親しむこと、自然環境に目を向けること
ができるよい機会です。親子で是非ご参
加ください。森のすがすがしい空気と景色
が最高です！開始30分前から折り紙教室
も行っています。
日時　9月8日（日）
　　　①午前10時30分～
　　　②午後2時（１回約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）
定員　どなたでも
参加費　無料
問い合わせ
　環境教育・交流部　教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

富士山科学講座　応用編（１）
　富士山の自然、自然と人との関わりに
ついて、研究成果を分かりやすくお伝え
する全６回の連続講座です。講演と質疑
の時間を通して富士山の自然環境につい
てともに伝えます。
日時　9月14日(土)
　　　午後1時30分～4時
場所　富士山科学研究所　本館１階ホール
対象　高校生以上
講師　
演題①
「古地磁気からわかる富士山の噴火史」
馬場 章（当研究所 火山防災科 研究員）
演題②
「火山砕屑物を調べるフィールドワーク」

富士聖ヨハネ学園

富士北麓公園

富士山科学研究所

イベント

ぴゅあ富士
令和元年度 富士五湖広域
行政事務組合ふるさと感謝祭事業

世帯数

人　口

2,932 （＋13）

249 （＋22）
2,423 （＋24）

男

2,912 （＋15）女

5,844 （＋28）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和元年7月末日現在）

（  ）は前月比

戸籍の窓　7月届出分
おめでとう（誕生）

氏名 　     保護者

鈴木　麻夏　　俊英

山岡　未依奈　隆二

渡邉　珠衣　　英孝

まなつ

す　い

みいな

おくやみ（死亡）
氏名  （歳）　届出人

天野　志免子 （90）　久雄

山梨県商工会連合会

公益社団法人富士五湖薬剤師会

山梨県
がん患者サポートセンター

募　集

下水道排水設備工事責任技術者
認定試験
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西澤 文勝
（神奈川県生命の星・地球博物館 学芸員）
（元 当研究所 火山防災科 研究員）
参加費　無料
定員　約120名（事前申し込み不要）
問い合わせ
　環境教育・交流部　広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

　富士聖ヨハネ学園では「ヨハネ祭～ひ
とり、ひとりが主人公～」をテーマに第42
回ヨハネ祭を開催致します。
　皆様のご来園を、心よりお待ちしており
ます。
日時　9月29日（日）（小雨決行）
　　　午前10時～午後2時
場所　忍野村　富士聖ヨハネ学園
内容　学園紹介・模擬店・バザー
　　　その他催し物など
問い合わせ
　富士聖ヨハネ学園
　℡.0555‐23‐5155

こどもスポーツフェスティバル
ジュニアフットサル大会
日時　9月23日（月・祝）
　　　受付　午前8時30分～
場所　富士北麓公園体育館
対象　小学生１～３年生
　　　１チーム７～１０名（男女混成可能）
　　　定数２４チーム
参加料　１チーム　２,０００円
申し込み方法　所定の申込用紙にボール
ペンで必要事項を記入し、ＦＡＸ、郵送ま
たは窓口に直接お申し込みください。
申し込み期間
　9月9日（月）まで
　午前9時～午後5時
申し込み先
　〒４０３－０００５
　山梨県富士吉田市上吉田５０００

　公益財団法人　山梨県スポーツ協会
　富士北麓公園管理事務所
　「ジュニアフットサル大会」係
　℡.０５５５－２４－３６５１
　FAX.０５５５－２４－３３６８
　Ｍａｉｌ． hokuroku@mfi.or.jp

　今年度、富士五湖広域行政事務組合の
ふるさと感謝祭事業補助金を活用して、
富士・鳴沢紅葉ロードレース大会を開催い
たします。富士北麓6市町村に住民登録
のある方は、参加料金を半額補助します。
　大勢の方のエントリーをお待ちしてい
ます。
日時　10月27日（日）　午前8時15分～
　　　※雨天実施
場所　鳴沢村活き活き広場
　　　（鳴沢村8531-45）
種目　ハーフマラソン、
　　　10km、5km、3.8km、90ｍ
◎ハーフ（8部門）
　男子高校生～39歳、40～55歳、
　56～65歳、66歳以上
　女子高校生～39歳、40～55歳、
　56～65歳、66歳以上
◎10km（6部門）
　男子高校生～39歳、40～55歳、
　56歳以上
　女子高校生～39歳、40～55歳、
　56歳以上
◎5km（12部門）
　男子高校生～39歳、40～55歳、
　56歳～69歳、70歳以上、小学生、
　中学生
　女子高校生～39歳、40～55歳、
　56歳～69歳、70歳以上、小学生、
　中学生
◎3.8km（2部門）
　ファミリーペア（小学生以下）、
　シニア（60歳以上）
◎ 90ｍ（1部門）
　小学生未満
申し込み締切日
　9月8日（日）（インターネット）

定員　3,000人
問い合わせ
　富士・鳴沢紅葉ロードレース大会
　事務局
　℡.0555-85-2606

親子で防災ピクニック
日時　9月22日（日）　午前10時～正午
講師　韮崎mamaモンズ（防災士）
受講　無料
持ち物　水分補給できる飲み物、お皿、
はし、スプーン、 ぼうし、防寒具（雨具等）
無料託児　あり
対象　親子10組20名

ぴゅあ富士フェスティバル2019
〔１日目〕
日時　10月5日（土）
　　　午前9時20分～午後４時10分
内容
●市町村男女共同参画推進委員会や活
動・利用団体の発表や展示

●バザー・フリーマーケットや抹茶席・フ
ラ・クラフトなど体験コーナー

●忍者Fujiyamaによるパフォーマンス
無料託児　あり
対象　どなたでも

〔2日目〕
日時　10月6日（日）
　　　午前9時30分～午後３時30分
内容
●市町村男女共同参画推進委員会や活
動・利用団体の発表や展示

●バザー・フリーマーケットや抹茶席・クラ
フト・美と癒しなど体験コーナー
●記念講演会：子育ては誰でも初心者！～
音楽と共に歩んだ～「子育て奮闘記」

　講師：前田タクヤさん　大嶽香子さん
無料託児　あり
対象　どなたでも
問い合わせ
　ぴゅあ富士
　℡.0554-45-1666

出張がん相談
日時　１０月３日（木）
　　　午後１時３０分～４時
場所　富士吉田市民会館
　　　３階 会議室１・２
　　　富士吉田市緑ヶ丘２－５－２３
対象　がん患者・がん患者の家族や関係者
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。

　下水道の排水設備工事を施工する指
定工事店には、「下水道排水設備工事責
任技術者」の資格を有する者の専属が必
要です。
　この試験は、責任技術者としての技能
を認定するものです。
受付期間　9月18日（水）～10月9日（水）
講習会　10月29日（火）
　　　　午前10時～午後4時
　　　　山梨県立男女共同参画推進
　　　　センター（ぴゅあ総合）
試　験　11月24日（日）
　　　　午前10時～午後0時15分
　　　　山梨県立男女共同参画推進
　　　　センター（ぴゅあ総合）
申し込み
　公益財団法人山梨県下水道公社
　（笛吹市石和町東油川字北畑417）
　申込用紙は、次のところに用意してあり
ます。
●山中湖村　建設水道課水道グループ
●富士北麓浄化センター　　
　富士吉田市下吉田東4-26-1
　℡.0555-22-2259
　その他詳細につきましては、
　お問い合わせください。
問い合わせ
　公益財団法人山梨県下水道公社事務局
　℡.055-263-2738

花の都公園では9月14日（土）より、秋のイベント「秋の彩り」を開催します（関連P20）。今月の表紙の写真！

記帳専任職員募集
受験資格
　次の①～④のいずれにも該当する者
①学校教育法に基づく高等学校以上を卒
業した者、または令和2年 3月までに
卒業見込みの者

②簿記検定試験3級以上の資格保有者、
または採用予定日までに資格取得を見
込む者

③自動車運転免許取得者、または採用予
定日までに取得を見込む者

④パソコン（ワード・エクセル）操作技能
を保有する者（使える者）
募集人員　若干名
採用予定日　令和2年 4月1日（水）
募集期限　9月18日（水）まで、
　　　　　消印有効
試験　書類選考、筆記試験、面接
給与・待遇など
　県下商工会統一の規程による
　※詳細は、本会HPをご覧ください。
　（http://www.shokokai-yamanashi.or.jp）
問い合わせ
　山梨県商工会連合会　総務課
　℡.055-235-2115

第７回市民公開講座
「 健康で笑顔のある毎日は、食卓から 」
日時　１０月６日（日）
　　　午後２時～３時３０分
場所　富士吉田市民会館 ３Ｆ 小ホール
講師　浜内 千波 氏【料理研究家】
申し込み・問い合わせ
　ポスターの貼ってある薬局または富士
五湖薬剤師会事務局（℡.21-1516）まで
お願いします。

森のガイドウォーク
　研究所が位置する富士北麓剣丸尾の
森の中を当研究所の自然解説員とともに
散策します。富士山の成り立ちや森のう
つりかわり、そこにすむ動植物のことなど
について説明を聞きながら、森の素晴らし
さにふれてみませんか。
日時　9月1・7・8・14・15・16・21・22・

23・28・29日、10月5・6・12・13・14・19・
20・22・26・27日　
　　　①午前10時～　②11時～
　　　③午後1時～　④2時～　⑤3時～
　　　（１回約50分）
場所　山梨県富士山科学研究所
　　　本館１階　エントランスホール
対象　どなたでも
　　　（お気軽にご参加ください）
予約　不要。ただし、10人以上の場合は
　　　事前にご連絡ください。
費用　無料
その他　荒天時は、室内で代替プログラ
ムを実施します。
問い合わせ
　環境教育・交流部　教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

もりのおはなしかい
　さわやかなアカマツの森の中で、絵本
の読み聞かせを行います。自然の中で本
に親しむこと、自然環境に目を向けること
ができるよい機会です。親子で是非ご参
加ください。森のすがすがしい空気と景色
が最高です！開始30分前から折り紙教室
も行っています。
日時　9月8日（日）
　　　①午前10時30分～
　　　②午後2時（１回約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）
定員　どなたでも
参加費　無料
問い合わせ
　環境教育・交流部　教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

富士山科学講座　応用編（１）
　富士山の自然、自然と人との関わりに
ついて、研究成果を分かりやすくお伝え
する全６回の連続講座です。講演と質疑
の時間を通して富士山の自然環境につい
てともに伝えます。
日時　9月14日(土)
　　　午後1時30分～4時
場所　富士山科学研究所　本館１階ホール
対象　高校生以上
講師　
演題①
「古地磁気からわかる富士山の噴火史」
馬場 章（当研究所 火山防災科 研究員）
演題②
「火山砕屑物を調べるフィールドワーク」

富士聖ヨハネ学園

富士北麓公園

富士山科学研究所

イベント

ぴゅあ富士
令和元年度 富士五湖広域
行政事務組合ふるさと感謝祭事業

世帯数

人　口

2,932 （＋13）

249 （＋22）
2,423 （＋24）

男

2,912 （＋15）女

5,844 （＋28）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和元年7月末日現在）

（  ）は前月比

戸籍の窓　7月届出分
おめでとう（誕生）
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山岡　未依奈　隆二

渡邉　珠衣　　英孝
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おくやみ（死亡）
氏名  （歳）　届出人

天野　志免子 （90）　久雄

山梨県商工会連合会

公益社団法人富士五湖薬剤師会
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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

9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P22）　  　　　　立入日=北富士演習場立ち入り許可日
　  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）

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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 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 先負 仏滅 大安 赤口

先勝 友引 先負 仏滅 大安 赤口 先勝

先負 仏滅

東小学校運動会 山中小学校
運動会

安産祭り（～6日）総合防災訓練

山中湖中学校
からまつ祭

山中湖中学校
からまつ祭

平野保育所
運動会

村内一斉清掃
村慰霊祭

加古坂神社例大祭
Mt.FUJIMAKI2019
（P13）
東京2020オリンピック
自転車競技ロードレース
開催300日前イベント
（P3）

地域リサイクル
役場地下駐車場
9:00～11:00
山中保育所
運動会

長池天神社祭
（～26日）
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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9月

皆さんへの
お願い

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
渡辺クリニック
渡辺整形外科
渡辺眼科
青木医院
天野医院
あまの診療所
大田屋クリニック
奥脇医院

日

日

日
月・祝
日
月・祝
日

内科
整形外科
眼科
内科
内科
内科・心療内科
内科・循環器科
内科・外科整形外科・胃腸科・肛門科・皮膚科・泌尿器科
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