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

11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P23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

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

※前日や当日（休日）に当番が変更となる可能性があります。

休日　8:30～17:00　診療時間11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
ことぶき診療所
小舘クリニック
小林眼科医院
駒谷整形外科
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

日・祝
月・振
月・振

日
日

土・祝
日

内科・外科・小児外科
内科
眼科
整形外科
脳神経外科
内科
内科・外科・胃腸科・肛門科
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令和2年度 山中湖村保育所
入所申請は、今月中です！

●保育所を利用する場合は、「保育の必要性の認定申請」が必要となり、
　認定結果によって保育所の利用時間が決定されます。

●保育標準時間　午前７時３０分～午後６時３０分（保育時間 最長１１時間）利用
　　　　　　　　※両親の就労時間が月１２０時間以上の場合
●保育短時間　　午前８時３０分～午後４時３０分（保育時間 最長８時間）利用
　　　　　　　　※両親の就労時間が月４８時間以上１２０時間未満の場合

入園基準
　次のいずれかの理由があり、該当児童の保育が必要と認められる場合に、保育所へ入
所ができます。
　※保護者と児童の住所が本村にあること。
①両親の就労（フルタイムのほか、パートタイム、居宅内労働など）。
　※月に４８時間以上・週３日以上勤務している場合。
②妊娠、出産 ( 出産の場合は、産前２ヶ月・産後３ヶ月の期間のみ )
③保護者の病気、精神・身体の障がいがある。
④同居の家族に長期の病人、障がい者 ( 児 ) がいて、常に看護している。
⑤火災・風水害・地震など災害の復旧に当たっている。
⑥求職活動中。
⑦就学 ( 学校・職業訓練学校 ) の場合。
⑧虐待やＤＶのおそれがあること。
⑨その他、家庭で保育できないと認められる場合。
★申し込みが利用定員以上の場合は、入所できないこともあります。

保育料
●保育料は、児童の父母の市町村民税額により決定します。ただし、父母が非課税の場合

で、同居の祖父母がいる世帯については、世帯分離に関係なく家計の主宰者を確認し、
その者の税額により算出します。

●平成３１年１月１日時点で山中湖村に住民登録していなかった方は、両親の前住所登録
地での平成３１年度課税証明書が必要です。

★令和元年１０月１日より「幼児教育・保育の無償化」が開始され、３～５歳児の保育料 (０
～２歳児の非課税世帯を含む ) は無償化となります。

★山梨県の無償化施策「やまなし子育て応援事業」が、「７階層以下」の世帯で３歳を迎え
た最初の３月３１日までの子どもに対して、第２子以降無料の事業が開始されました。村
への申請が必要になります。※申請書は保育所を通じて配布します。

認定・入所決定
●児童の家庭状況などにより２月上旬までに決定・通知します。

広域保育
●村外の保育所に入所を希望される方は、一度ご相談ください。

その他
●産休や育休明け、夏季のみの入所等、年度途中での入所予定の場合も今回必ずお申し
込みください。すでに村外の保育所に通われている方も、今回の保育認定及び保育所
への入所申請が必要です。

●在園児については、保育所にて申し込み用の書類を配布します。

認定・入所申請受付期間
●申請書配布　　１１月５日（火）～
●申請受付　　　１１月１１日（月）～１５日（金）　午前９時～午後４時
●配布・申請先　福祉健康課窓口（老人福祉しあわせセンター内）
　　　　　　　　山中保育所・平野保育所

問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　℡６２－９９７６

保育所の役割は、保護者が仕事をしている、病気を患っているなどの理由により、
家庭で十分な保育ができない場合に、保護者に代わって児童を保育することです。

申請手続き
福祉健康課や各保育所で配布する申請書に必要書類を添付し、お申し込みください。
なお、支給認定申請書及び入所申込書は、児童１人につき１枚必要です。

来年度保育所に入所を希望する児童の保護者の方は、内容を確認のうえ
手続きを行ってください。
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令和2年度 山中湖村保育所
入所申請は、今月中です！

●保育所を利用する場合は、「保育の必要性の認定申請」が必要となり、
　認定結果によって保育所の利用時間が決定されます。

●保育標準時間　午前７時３０分～午後６時３０分（保育時間 最長１１時間）利用
　　　　　　　　※両親の就労時間が月１２０時間以上の場合
●保育短時間　　午前８時３０分～午後４時３０分（保育時間 最長８時間）利用
　　　　　　　　※両親の就労時間が月４８時間以上１２０時間未満の場合

入園基準
　次のいずれかの理由があり、該当児童の保育が必要と認められる場合に、保育所へ入
所ができます。
　※保護者と児童の住所が本村にあること。
①両親の就労（フルタイムのほか、パートタイム、居宅内労働など）。
　※月に４８時間以上・週３日以上勤務している場合。
②妊娠、出産 ( 出産の場合は、産前２ヶ月・産後３ヶ月の期間のみ )
③保護者の病気、精神・身体の障がいがある。
④同居の家族に長期の病人、障がい者 ( 児 ) がいて、常に看護している。
⑤火災・風水害・地震など災害の復旧に当たっている。
⑥求職活動中。
⑦就学 ( 学校・職業訓練学校 ) の場合。
⑧虐待やＤＶのおそれがあること。
⑨その他、家庭で保育できないと認められる場合。
★申し込みが利用定員以上の場合は、入所できないこともあります。

保育料
●保育料は、児童の父母の市町村民税額により決定します。ただし、父母が非課税の場合

で、同居の祖父母がいる世帯については、世帯分離に関係なく家計の主宰者を確認し、
その者の税額により算出します。

●平成３１年１月１日時点で山中湖村に住民登録していなかった方は、両親の前住所登録
地での平成３１年度課税証明書が必要です。

★令和元年１０月１日より「幼児教育・保育の無償化」が開始され、３～５歳児の保育料 (０
～２歳児の非課税世帯を含む ) は無償化となります。

★山梨県の無償化施策「やまなし子育て応援事業」が、「７階層以下」の世帯で３歳を迎え
た最初の３月３１日までの子どもに対して、第２子以降無料の事業が開始されました。村
への申請が必要になります。※申請書は保育所を通じて配布します。

認定・入所決定
●児童の家庭状況などにより２月上旬までに決定・通知します。

広域保育
●村外の保育所に入所を希望される方は、一度ご相談ください。

その他
●産休や育休明け、夏季のみの入所等、年度途中での入所予定の場合も今回必ずお申し
込みください。すでに村外の保育所に通われている方も、今回の保育認定及び保育所
への入所申請が必要です。

●在園児については、保育所にて申し込み用の書類を配布します。

認定・入所申請受付期間
●申請書配布　　１１月５日（火）～
●申請受付　　　１１月１１日（月）～１５日（金）　午前９時～午後４時
●配布・申請先　福祉健康課窓口（老人福祉しあわせセンター内）
　　　　　　　　山中保育所・平野保育所

問い合わせ　福祉健康課　福祉グループ　℡６２－９９７６

保育所の役割は、保護者が仕事をしている、病気を患っているなどの理由により、
家庭で十分な保育ができない場合に、保護者に代わって児童を保育することです。

申請手続き
福祉健康課や各保育所で配布する申請書に必要書類を添付し、お申し込みください。
なお、支給認定申請書及び入所申込書は、児童１人につき１枚必要です。

来年度保育所に入所を希望する児童の保護者の方は、内容を確認のうえ
手続きを行ってください。
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　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」
300日前イベントが、9月29日（日）に山中湖交流プラザきららで開催されま
した。
　山中湖湖畔周辺や道志みち等、実際のオリンピックコースをVR映像で体感
できる自転車競技体験や、自転車でスピードがどれだけ出るか挑戦できるス
ピードチャレンジ、山中湖サイクリングチームの協力のもと行ったロードバ
イク実走体験、またブリヂストンサイクル株式会社が設置したフォトコーナー
やロードバイクの展示などの様々なアトラクションに県内外から多くの方が
来場し、機運醸成及び自転車ロードレースの大会コースであることの認知度
を向上することができました。

東京2020
オリンピック・パラリンピック
300日前イベントを
開催しました

第５９回
山中湖村民体育まつり開催

山中湖村振興の火 　9月4日（水）の山中諏訪明神安産祭りで【感謝の火】、
9月12日（木）の山中湖中学校からまつ祭で【希望の火】
を採火しましたが、9月28日（土）Mt.FUJIMAKI前日祭
で、藤巻亮太氏により３つ目の【情熱の火】が採火され、
「三つの振興の火種」が集まりました。
　この三つの火種が、１０月２日（水）に行われた「第59
回山中湖村民体育まつり」で振興の火として一つにな
り、振興の火から聖火リレーが行われ会場を大いに沸
かせました。
　「山中湖村振興の火」は火を絶やさないよう、３つの
ランタンで保管し役場玄関に展示しております。

　１０月２日（水）に交流プラザきらら人工芝「ぴっち」
にて、恒例の村民体育まつりが開催されました。
　各選手団の堂々たる入場に続き、「山中湖村振興
の火」の点火を行い、振興の火を元に保育園児・小学
校・中学校の代表・スポーツ少年団代表・各区代表の
方に聖火リレーを行っていただきました。
　開会式では、体育部門で全国・関東および県下で
活躍された個人や団体に対し、スポーツ協会長から
表彰状が贈られました。
　その後、保育園児や小中学生の競技や団体演技が
あり、会場から多くの歓声が上がりました。
　午後の部では、得点種目5競技があり、特に綱引き
では、各チーム大いに盛り上がりました。すべての得
点種目で５地区の代表選手が白熱した競技を展開
し、その結果、見事平野チームが優勝いたしました。

　最後に行ったじゃんけん大会では沢山の方に参加
していただき、大盛況のうちに終了いたしました。
　本年も、株式会社ブリヂストンの協力により特設
ブースを設置し、自転車競技やオリンピックコースの
説明、写真撮影などで多くの人が賑わい、山中湖シ
クリスムフォーマションのブースで子ども達が楽し
そうに自転車に乗る様子が印象的でした。
　また、今年はスペシャルゲストとして、サッカーＪ２
ヴァンフォーレ甲府マスコットキャラクターのフォー
レちゃんに参加していただきました。フォーレちゃん
には競技の模範演技やじゃんけん大会のプレゼン
ターをしていただき、村民体育まつりに華を添えて
いただきました。
　参加された村民の皆さん、運営にご協力いただい
た大会役員の皆さん、スポーツ推進委員の皆さん、
スポーツ委員の皆さんありがとうございました。
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　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」
300日前イベントが、9月29日（日）に山中湖交流プラザきららで開催されま
した。
　山中湖湖畔周辺や道志みち等、実際のオリンピックコースをVR映像で体感
できる自転車競技体験や、自転車でスピードがどれだけ出るか挑戦できるス
ピードチャレンジ、山中湖サイクリングチームの協力のもと行ったロードバ
イク実走体験、またブリヂストンサイクル株式会社が設置したフォトコーナー
やロードバイクの展示などの様々なアトラクションに県内外から多くの方が
来場し、機運醸成及び自転車ロードレースの大会コースであることの認知度
を向上することができました。

東京2020
オリンピック・パラリンピック
300日前イベントを
開催しました

第５９回
山中湖村民体育まつり開催

山中湖村振興の火 　9月4日（水）の山中諏訪明神安産祭りで【感謝の火】、
9月12日（木）の山中湖中学校からまつ祭で【希望の火】
を採火しましたが、9月28日（土）Mt.FUJIMAKI前日祭
で、藤巻亮太氏により３つ目の【情熱の火】が採火され、
「三つの振興の火種」が集まりました。
　この三つの火種が、１０月２日（水）に行われた「第59
回山中湖村民体育まつり」で振興の火として一つにな
り、振興の火から聖火リレーが行われ会場を大いに沸
かせました。
　「山中湖村振興の火」は火を絶やさないよう、３つの
ランタンで保管し役場玄関に展示しております。

　１０月２日（水）に交流プラザきらら人工芝「ぴっち」
にて、恒例の村民体育まつりが開催されました。
　各選手団の堂々たる入場に続き、「山中湖村振興
の火」の点火を行い、振興の火を元に保育園児・小学
校・中学校の代表・スポーツ少年団代表・各区代表の
方に聖火リレーを行っていただきました。
　開会式では、体育部門で全国・関東および県下で
活躍された個人や団体に対し、スポーツ協会長から
表彰状が贈られました。
　その後、保育園児や小中学生の競技や団体演技が
あり、会場から多くの歓声が上がりました。
　午後の部では、得点種目5競技があり、特に綱引き
では、各チーム大いに盛り上がりました。すべての得
点種目で５地区の代表選手が白熱した競技を展開
し、その結果、見事平野チームが優勝いたしました。

　最後に行ったじゃんけん大会では沢山の方に参加
していただき、大盛況のうちに終了いたしました。
　本年も、株式会社ブリヂストンの協力により特設
ブースを設置し、自転車競技やオリンピックコースの
説明、写真撮影などで多くの人が賑わい、山中湖シ
クリスムフォーマションのブースで子ども達が楽し
そうに自転車に乗る様子が印象的でした。
　また、今年はスペシャルゲストとして、サッカーＪ２
ヴァンフォーレ甲府マスコットキャラクターのフォー
レちゃんに参加していただきました。フォーレちゃん
には競技の模範演技やじゃんけん大会のプレゼン
ターをしていただき、村民体育まつりに華を添えて
いただきました。
　参加された村民の皆さん、運営にご協力いただい
た大会役員の皆さん、スポーツ推進委員の皆さん、
スポーツ委員の皆さんありがとうございました。
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　山中湖村では、１０月1日から実施された消費税率の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してお
ります。

　移住支援金の申請をされる方は、原則として、総合政策課に事前相談を行ってください。

【移住先に関する要件】
①移住直前に連続して５年以上東京２３区に在住していた方、または連続して５年以上東京圏（条件

不利地域を除く）に在住し、かつ転入する３カ月前の時点において、連続して５年以上東京２３区
に通勤していた方

②２０１９年４月１日以降に山中湖村に転入した方で申請時に４０歳未満の方
③申請時に、山中湖村転入後３カ月以上１年以内であること。
④申請後、５年以上継続して山中湖村に居住する意思がある方
⑤申請者本人または世帯員が、村税等を滞納していない方
⑥暴力団等の反社会的勢力や関係を有する者でないこと。
⑦日本人もしくは外国人であって、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者または

特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
⑧その他山中湖村長が不適当と認めた方でないこと。

【就業に関する要件】
①山梨県等がマッチングサイトに支援金の対象として掲載する企業等に就業した方で、当該企業

等への応募日がマッチングサイトの記載した日以降であること。
②就業先が、３親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
③週２０時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して３カ月以上在職して

いる方
④就業先に申請の日から５年以上継続して勤務する意思を有していること。
⑤転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。

【起業に関する要件】
山梨県が実施する企業支援事業の企業支援金の交付決定を受けた方

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ています。
   　 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)申請期限　令和元年１1月29日（金）
　(5)購入期限　令和元年１2月27日（金）
　(6)使用期限　令和２年２月２９日（土）

問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　℡.６２‐９９７８問い合わせ　総合政策課　企画調整グループ　℡.62-9971

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月下旬に送付済）により、令和元年11月29日（金）までに申請してください。

②購入引換券が届く
購入要件の審査後、購入引換券を発行します。
※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
を販売しています

③商品券を購入する
指定する窓口で、令和元年12月27日（金）までに現金と購入引換券・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。
※期限までに使用できなかった商品券については返金できません。

村民の
皆さんへ

事前相談について

　東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）から山中湖村に転入し、対象となる企業等に就
業した方や山梨県が実施する起業支援事業により起業した方に対し、移住支援金を支給します。

移住支援金とは

支給の用件（次のすべてに該当する方が対象となります。）

単身世帯の場合　６０万円　　２人以上世帯の場合　１００万円（世帯要件あり）

山中湖村から
支援金を支給

マッチングサイト掲載企業
または

山梨県起業支援事業による起業

東京圏から
山中湖村に転入

山中湖村移住支援事業
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　山中湖村では、１０月1日から実施された消費税率の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してお
ります。

　移住支援金の申請をされる方は、原則として、総合政策課に事前相談を行ってください。

【移住先に関する要件】
①移住直前に連続して５年以上東京２３区に在住していた方、または連続して５年以上東京圏（条件

不利地域を除く）に在住し、かつ転入する３カ月前の時点において、連続して５年以上東京２３区
に通勤していた方

②２０１９年４月１日以降に山中湖村に転入した方で申請時に４０歳未満の方
③申請時に、山中湖村転入後３カ月以上１年以内であること。
④申請後、５年以上継続して山中湖村に居住する意思がある方
⑤申請者本人または世帯員が、村税等を滞納していない方
⑥暴力団等の反社会的勢力や関係を有する者でないこと。
⑦日本人もしくは外国人であって、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者または

特別永住者のいずれかの在留資格を有する方
⑧その他山中湖村長が不適当と認めた方でないこと。

【就業に関する要件】
①山梨県等がマッチングサイトに支援金の対象として掲載する企業等に就業した方で、当該企業

等への応募日がマッチングサイトの記載した日以降であること。
②就業先が、３親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
③週２０時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して３カ月以上在職して

いる方
④就業先に申請の日から５年以上継続して勤務する意思を有していること。
⑤転勤・出向・出張・研修等による勤務地の変更でなく、新規の雇用であること。

【起業に関する要件】
山梨県が実施する企業支援事業の企業支援金の交付決定を受けた方

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ています。
   　 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)申請期限　令和元年１1月29日（金）
　(5)購入期限　令和元年１2月27日（金）
　(6)使用期限　令和２年２月２９日（土）

問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　℡.６２‐９９７８問い合わせ　総合政策課　企画調整グループ　℡.62-9971

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月下旬に送付済）により、令和元年11月29日（金）までに申請してください。

②購入引換券が届く
購入要件の審査後、購入引換券を発行します。
※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
を販売しています

③商品券を購入する
指定する窓口で、令和元年12月27日（金）までに現金と購入引換券・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。
※期限までに使用できなかった商品券については返金できません。

村民の
皆さんへ

事前相談について

　東京圏（埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県）から山中湖村に転入し、対象となる企業等に就
業した方や山梨県が実施する起業支援事業により起業した方に対し、移住支援金を支給します。

移住支援金とは

支給の用件（次のすべてに該当する方が対象となります。）

単身世帯の場合　６０万円　　２人以上世帯の場合　１００万円（世帯要件あり）

山中湖村から
支援金を支給

マッチングサイト掲載企業
または

山梨県起業支援事業による起業

東京圏から
山中湖村に転入

山中湖村移住支援事業
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② 生活の状況について

① 学習の状況

③ まとめ

  

「全国学力・学習状況調査」
令和元年度

山中湖村立小中学校の学習状況
　文部科学省は、全国の小学校６年児童を対象に国語・算数の２教科、中学校３年生徒を対象に、
国語・数学・英語（今年度初めて実施）の３教科において学力調査を実施しました。本年度よりＡ
問題（知識）、Ｂ問題（活用）の区別はなくなりました。
　また、児童生徒の学校・家庭での生活意識・生活状況についても調査しました。　
　本村では、山中小学校児童39名、東小学校児童16名と山中湖中学校生徒49名が参加しました。
　この調査による本村の結果について、以下のとおり報告します。　

　山中湖村の子供たちの学習や生活の様子は、県平均と比べてほぼ同じ傾向です。
　学習面ではＩＣＴの活用や英語教育に関わる環境の整備が良い方向につながっています。一方、昨
年同様に学校の授業以外での勉強時間については改善の必要がある児童生徒が認められます。
　昨年のまとめでも触れましたが、人間の能力には試験等で測れる 『認知能力』と、試験等では測れな
い『非認知能力』があります。AI（人工知能）が急速に発達し、人の生活の様々な部分に入り込んでいる
社会（Society5.0）においては、この『非認知能力』が重要視されています。これには意欲、協調性、責任
感、粘り強さ、計画性等が含まれ、『認知能力』を下支えしてくれる能力です。
　本村の児童生徒はこの面が特に優れており、このことが相乗的に更なる学力伸長につながると考え
ます。
　これからも学校・家庭・地域が連携し、 山中湖村の子供たちの成長を支えていただけますようお願
い申し上げます。   

※「県平均とほぼ同等」であるという根拠
　文部科学省では、正答率における平均との差プラスマイナス５点を微差とし、「±５点は、ほぼ同
等を意味する」としています。
　山中湖村立小中学校の県平均点との差についても、プラスマイナス５点の範囲内のものを「県平
均とほぼ同等」としています。   

▼マイナス面○プラス面【小学校２校共通事項】

主  な  傾  向

学習活動

 

生活習慣

社会性
規範意識

○学習の意義を理解し、授業で学んだことを他の学習に生かしていると、答えた児童が多い。
○授業で，コンピュータなどのＩＣＴを使う頻度が高く、さらにもっと活用したい、と答えた児童が多い。
○授業やそれ以外の活動で、話し合いの重要性を理解し、積極的に取り組んでいる児童が多い。
▼学校の授業以外での勉強時間が１日１時間以下と答えた生徒の割合が半数で、県・全国平均より多い。
▼８割の児童が読書は好きと答えているが、１日の読書時間は10分以下が４割を超え、県・全国平均よりも多い。

○朝食、睡眠時間など基本的生活習慣が確立しており、楽しく学校生活をおくっている児童が大部分である。
○将来の夢や目標をもち、人の役に立ちたいと考えている児童が多い。
○難しいことにも挑戦し、ものごとを最後までやり遂げてうれしかった経験を持つ児童が多い。

○学校の規則を守ったり、困っている人を助け、いじめを絶対に許さない姿勢等、規範意識や正義感が強い。
○▼地域の行事に参加している児童は国、県平均より多いが、地域や社会をよくするために何をす
　　べきかを考えている児童は国、県平均よりやや少ない。

国語 算数・数学 英語
小 学 校 ２ 校

山 中 湖 中 学 校
県平均とほぼ同等

県平均とほぼ同等

県平均とほぼ同等
県平均とほぼ同等 県平均とほぼ同等

小 学 校 2 校 山中湖中学校

問い合わせ　教育委員会　総務学校グループ　℡62‐3813

〇調査の目的
●義務教育の機会均等とその水準の維持向上の視点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況
　を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。
●学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。
●そのような取り組みを通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

▼マイナス面○プラス面【山中湖中学校】

主  な  傾  向

学習活動

 

生活習慣

社会性
規範意識

○各教科の重要性や将来の有用性をよく理解し、工夫しながら学習に取り組んでいる生徒が多い。
○授業やそれ以外の活動で、思考力、判断力、表現力を意識した話合いがなされ、それが有効に生かされている。
○英語の４技能について適切な指導がなされ、日常的に英語を使う機会が十分にあると答えた生徒が多い。
▼学校の授業以外での勉強時間が１日１時間以下と答えた生徒の割合が半数に近く、県・全国平均よりも多い。
▼読書を全くしない、読書は好きではないと答えた生徒の割合が３割を超え、県平均よりも多い。

○朝食、睡眠時間など基本的生活習慣が確立しており、楽しく学校生活をおくっている生徒が大部分である。
○自らの成功体験や教師との深い関係性を基礎に自己肯定感、自己有用感を強く感じている生徒が多い。
○将来に夢や目標を持ち、難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していると答えた生徒の割合が多い。

○学校の規則を守る、困っている人を助ける、いじめを絶対に許さない等、規範意識や正義感が強い。
○地域や社会に関心を持ち、積極的にこれに関わろうとしている生徒が多い。また、外国の人と友達になったり、
　外国のことを知り、日本や地域のことについて外国の人にもっと知ってもらいたいと答えた生徒の割合が多い。

■山中湖村

国語

算数

国語

数学

英語

正答率 0 20 40 60 80 100正答率

小学校2校
山中湖中学校

0 20 40 60 80 100

■山梨県 ■山中湖村 ■山梨県

広報やまなかこ 2019年11月号08



② 生活の状況について

① 学習の状況

③ まとめ

  

「全国学力・学習状況調査」
令和元年度

山中湖村立小中学校の学習状況
　文部科学省は、全国の小学校６年児童を対象に国語・算数の２教科、中学校３年生徒を対象に、
国語・数学・英語（今年度初めて実施）の３教科において学力調査を実施しました。本年度よりＡ
問題（知識）、Ｂ問題（活用）の区別はなくなりました。
　また、児童生徒の学校・家庭での生活意識・生活状況についても調査しました。　
　本村では、山中小学校児童39名、東小学校児童16名と山中湖中学校生徒49名が参加しました。
　この調査による本村の結果について、以下のとおり報告します。　

　山中湖村の子供たちの学習や生活の様子は、県平均と比べてほぼ同じ傾向です。
　学習面ではＩＣＴの活用や英語教育に関わる環境の整備が良い方向につながっています。一方、昨
年同様に学校の授業以外での勉強時間については改善の必要がある児童生徒が認められます。
　昨年のまとめでも触れましたが、人間の能力には試験等で測れる 『認知能力』と、試験等では測れな
い『非認知能力』があります。AI（人工知能）が急速に発達し、人の生活の様々な部分に入り込んでいる
社会（Society5.0）においては、この『非認知能力』が重要視されています。これには意欲、協調性、責任
感、粘り強さ、計画性等が含まれ、『認知能力』を下支えしてくれる能力です。
　本村の児童生徒はこの面が特に優れており、このことが相乗的に更なる学力伸長につながると考え
ます。
　これからも学校・家庭・地域が連携し、 山中湖村の子供たちの成長を支えていただけますようお願
い申し上げます。   

※「県平均とほぼ同等」であるという根拠
　文部科学省では、正答率における平均との差プラスマイナス５点を微差とし、「±５点は、ほぼ同
等を意味する」としています。
　山中湖村立小中学校の県平均点との差についても、プラスマイナス５点の範囲内のものを「県平
均とほぼ同等」としています。   

▼マイナス面○プラス面【小学校２校共通事項】

主  な  傾  向

学習活動

 

生活習慣

社会性
規範意識

○学習の意義を理解し、授業で学んだことを他の学習に生かしていると、答えた児童が多い。
○授業で，コンピュータなどのＩＣＴを使う頻度が高く、さらにもっと活用したい、と答えた児童が多い。
○授業やそれ以外の活動で、話し合いの重要性を理解し、積極的に取り組んでいる児童が多い。
▼学校の授業以外での勉強時間が１日１時間以下と答えた生徒の割合が半数で、県・全国平均より多い。
▼８割の児童が読書は好きと答えているが、１日の読書時間は10分以下が４割を超え、県・全国平均よりも多い。

○朝食、睡眠時間など基本的生活習慣が確立しており、楽しく学校生活をおくっている児童が大部分である。
○将来の夢や目標をもち、人の役に立ちたいと考えている児童が多い。
○難しいことにも挑戦し、ものごとを最後までやり遂げてうれしかった経験を持つ児童が多い。

○学校の規則を守ったり、困っている人を助け、いじめを絶対に許さない姿勢等、規範意識や正義感が強い。
○▼地域の行事に参加している児童は国、県平均より多いが、地域や社会をよくするために何をす
　　べきかを考えている児童は国、県平均よりやや少ない。

国語 算数・数学 英語
小 学 校 ２ 校

山 中 湖 中 学 校
県平均とほぼ同等

県平均とほぼ同等

県平均とほぼ同等
県平均とほぼ同等 県平均とほぼ同等

小 学 校 2 校 山中湖中学校

問い合わせ　教育委員会　総務学校グループ　℡62‐3813

〇調査の目的
●義務教育の機会均等とその水準の維持向上の視点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況
　を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図る。
●学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。
●そのような取り組みを通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

▼マイナス面○プラス面【山中湖中学校】

主  な  傾  向

学習活動

 

生活習慣

社会性
規範意識

○各教科の重要性や将来の有用性をよく理解し、工夫しながら学習に取り組んでいる生徒が多い。
○授業やそれ以外の活動で、思考力、判断力、表現力を意識した話合いがなされ、それが有効に生かされている。
○英語の４技能について適切な指導がなされ、日常的に英語を使う機会が十分にあると答えた生徒が多い。
▼学校の授業以外での勉強時間が１日１時間以下と答えた生徒の割合が半数に近く、県・全国平均よりも多い。
▼読書を全くしない、読書は好きではないと答えた生徒の割合が３割を超え、県平均よりも多い。

○朝食、睡眠時間など基本的生活習慣が確立しており、楽しく学校生活をおくっている生徒が大部分である。
○自らの成功体験や教師との深い関係性を基礎に自己肯定感、自己有用感を強く感じている生徒が多い。
○将来に夢や目標を持ち、難しいことでも、失敗を恐れないで挑戦していると答えた生徒の割合が多い。

○学校の規則を守る、困っている人を助ける、いじめを絶対に許さない等、規範意識や正義感が強い。
○地域や社会に関心を持ち、積極的にこれに関わろうとしている生徒が多い。また、外国の人と友達になったり、
　外国のことを知り、日本や地域のことについて外国の人にもっと知ってもらいたいと答えた生徒の割合が多い。

■山中湖村
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令和元年度　マラソン大会記録一覧

Report Report

　9月26日（木）に羽田一弘氏（写真左）、長
田一雄氏（写真右）が議会の同意を得て、新
教育委員として10月9日付けで任命されま
した。任期は4年間です。
　本村の教育行政の発展のため、よろしく
お願いいたします。

新教育委員紹介

　９月１４日（土）に小瀬スポーツ公園武道館で開催された山梨
県体育祭りで、本村の高村富三人氏が、長年にわたるスポーツ
の普及振興に対する功績が認められ、山梨県スポーツ協会体育
功労者表彰を受賞されました。
　高村富三人氏は、平成元年から本村スポーツ少年団サッカー
部の指導者として、地域の青少年育成にご尽力いただき、現在
もスポーツ少年団サッカー部のゼネラルマネージャーとしてご
活躍されています。

高村富三人氏
山梨県スポーツ協会体育功労者表彰を受賞

　９月２７日（金）、本村は防災協力協議会と防災
に関する協定を締結しました。
　山中湖村防災協力協議会は、災害発生時等に
迅速な初動対応をすることを目的として、村内
の建設・土木・電気・給排水などの２７の事業所
により本年発足しました。
　本協定は、災害時に村の要請により防災協力
協議会の技術力・機械力等をもって、被災情報
の取集・連絡、障害物除去用の重機・資機材の
調達、応急復旧工事等を実施するものであり、
防災・減災に大きく役立つものであります。
　今後は、村としても今まで以上に防災・減災
に取り組むとともに、防災協力協議会の協力の
もと、村民の皆さんの生命・財産を守ってまいり
ます。

災害発生時等における
応急対策業務に関する協定締結

　一般社団法人自治総合センターでは、宝くじの収益によ
るコミュニティ助成事業を行っています。この事業は、宝く
じの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な
備品や集会施設の整備等に対して助成を行うものです。
　今年度は、本助成事業の一般コミュニティ助成事業で平
野区が採択され、平野天満宮の本社神輿の修繕を行いまし
た。
　平野天満宮本社神輿は、ゆいの広場ひらりで常時展示し
ております。

宝くじの助成金で平野区の
本社神輿の修繕を行いました

　山中湖中学校恒例行事の山中湖１周マラソン大会
が、10月15日（火）に行われました。
　沿道での応援、そしてPTAや保護者、地域の方々
及び多くの諸関係の方にご協力いただきありがとう
ございました。優勝者は男女ともに２連覇を達成しま
した。上位入賞者は表のとおりです。

山中湖中学校
マラソン大会

順位

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

氏名

鷲見バーネット　類
天野　朝陽
野口　航
吉田　純晟
長田　幸
羽田　大祐
西村　太一
槌屋　貫太郎
坂本　健太
白須　蓮亜留

学年

3
3
2
3
3
3
3
1
1
2

タイム
＜男子＞

0時間58分49秒
0時間59分33秒
1時間01分52秒
1時間03分13秒
1時間03分22秒
1時間03分39秒
1時間05分16秒
1時間06分16秒
1時間06分17秒
1時間07分30秒

順位

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

氏名

高村　美空
天野　希咲
羽田　絢華
天野　紗希
長田　早礼
木村　柚月
長田　百加
長田　さくら
藤原　七海
加々美　輝蘭

学年

2
1
1
1
1
2
2
2
2
2

タイム
＜女子＞

1時間07分57秒
1時間08分56秒
1時間10分39秒
1時間15分09秒
1時間15分09秒
1時間16分54秒
1時間20分23秒
1時間20分25秒
1時間20分29秒
1時間22分38秒
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令和元年度　マラソン大会記録一覧

Report Report

　9月26日（木）に羽田一弘氏（写真左）、長
田一雄氏（写真右）が議会の同意を得て、新
教育委員として10月9日付けで任命されま
した。任期は4年間です。
　本村の教育行政の発展のため、よろしく
お願いいたします。

新教育委員紹介

　９月１４日（土）に小瀬スポーツ公園武道館で開催された山梨
県体育祭りで、本村の高村富三人氏が、長年にわたるスポーツ
の普及振興に対する功績が認められ、山梨県スポーツ協会体育
功労者表彰を受賞されました。
　高村富三人氏は、平成元年から本村スポーツ少年団サッカー
部の指導者として、地域の青少年育成にご尽力いただき、現在
もスポーツ少年団サッカー部のゼネラルマネージャーとしてご
活躍されています。

高村富三人氏
山梨県スポーツ協会体育功労者表彰を受賞

　９月２７日（金）、本村は防災協力協議会と防災
に関する協定を締結しました。
　山中湖村防災協力協議会は、災害発生時等に
迅速な初動対応をすることを目的として、村内
の建設・土木・電気・給排水などの２７の事業所
により本年発足しました。
　本協定は、災害時に村の要請により防災協力
協議会の技術力・機械力等をもって、被災情報
の取集・連絡、障害物除去用の重機・資機材の
調達、応急復旧工事等を実施するものであり、
防災・減災に大きく役立つものであります。
　今後は、村としても今まで以上に防災・減災
に取り組むとともに、防災協力協議会の協力の
もと、村民の皆さんの生命・財産を守ってまいり
ます。

災害発生時等における
応急対策業務に関する協定締結

　一般社団法人自治総合センターでは、宝くじの収益によ
るコミュニティ助成事業を行っています。この事業は、宝く
じの社会貢献広報事業として、コミュニティ活動に必要な
備品や集会施設の整備等に対して助成を行うものです。
　今年度は、本助成事業の一般コミュニティ助成事業で平
野区が採択され、平野天満宮の本社神輿の修繕を行いまし
た。
　平野天満宮本社神輿は、ゆいの広場ひらりで常時展示し
ております。

宝くじの助成金で平野区の
本社神輿の修繕を行いました

　山中湖中学校恒例行事の山中湖１周マラソン大会
が、10月15日（火）に行われました。
　沿道での応援、そしてPTAや保護者、地域の方々
及び多くの諸関係の方にご協力いただきありがとう
ございました。優勝者は男女ともに２連覇を達成しま
した。上位入賞者は表のとおりです。

山中湖中学校
マラソン大会

順位

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

氏名

鷲見バーネット　類
天野　朝陽
野口　航
吉田　純晟
長田　幸
羽田　大祐
西村　太一
槌屋　貫太郎
坂本　健太
白須　蓮亜留

学年

3
3
2
3
3
3
3
1
1
2

タイム
＜男子＞

0時間58分49秒
0時間59分33秒
1時間01分52秒
1時間03分13秒
1時間03分22秒
1時間03分39秒
1時間05分16秒
1時間06分16秒
1時間06分17秒
1時間07分30秒

順位

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

氏名

高村　美空
天野　希咲
羽田　絢華
天野　紗希
長田　早礼
木村　柚月
長田　百加
長田　さくら
藤原　七海
加々美　輝蘭

学年

2
1
1
1
1
2
2
2
2
2

タイム
＜女子＞

1時間07分57秒
1時間08分56秒
1時間10分39秒
1時間15分09秒
1時間15分09秒
1時間16分54秒
1時間20分23秒
1時間20分25秒
1時間20分29秒
1時間22分38秒
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問い合わせ　大月税務署　個人課税第１部門　℡.0554－22－3151（代表）

　大月税務署では、事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。
　多くの事業者の方に関係のある制度ですので、是非お越しください。
　また、11月20日（水）の説明会終了後に、ｅ－Ｔａｘに関するＩＤ・パスワードの出張発行を行います。希望され
る事業者の方は順番に発行しますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

「消費税軽減税率制度説明会」を開催します

　山中湖村文化協会では、一人でも多くの方々に日頃の文化活動の発表の場を提供し、ま
た、広く一般の皆さんに鑑賞していただくことにより、村民の皆さんの技術の向上と豊かな
情操を育むことを目的に、山中湖村文化祭を開催します。
　今年は、１１月１日（金）から４日（月・振）まで、山中湖村公民館で開催します。
　期間中は、俳句・陶芸・書道・ニット・手芸など沢山の作品展示を行います。
　また、１１月１日（金）には、式典終了後に芸能発表を行います。文化協会員の大正琴・詩吟・
コーラス・踊りなどをはじめ、一般参加者の発表もあり、盛り沢山の内容となっております。
　芸能発表・作品展示ともに子供から大人まで幅広い年代層の力作が揃いましたので、ご近
所お誘いあわせのうえ、ご鑑賞ください。

作品展示　１１月１日（金）～４日（月・振）　午前１０時～午後５時　※最終日は午前１０時～午後１時
芸能発表　１１月１日（金）　　　　　　　午前１０時～（式典）　　　　式典終了後～（芸能発表）
　　　　　※詳細につきましては新聞折り込みのプログラムでご確認ください。
会　　場　山中湖村公民館
主　　催　山中湖村文化協会

第4３回 山中湖村文化祭のお知らせ

前回参加者の感想より

　「夏の講座には参加できずに残念・・・また開催していただきたい」との要望にお応えし、今
回は山中婦人会愛育部との共同事業として開催する事になりました。
　今回も夏の教室と同じく、昭和と令和それぞれの時代の子育て方法の違いや、乳幼児のむ
し歯予防方法について具体的に学びます。この機会に、大切な可愛いお孫さんのために最近
の子育てを学びに来てください。

日　時　11月8日（金）午後2時～3時15分　（受付　午後1時45分～）
会　場　老人福祉しあわせセンター
内　容　テーマ「今どきの子育てを学ぼう」 講義１　今どきの子育て事情を学びます
　　　　　　　　　　　   講義２　今どきの歯科保健を学びます
対象者　0歳～2歳のお孫さんがいる方。　同居していない方でも参加OK！　
　　　　今後、お孫さんの子育てをサポートする予定の方もご参加ください。
申し込み　11月7日（木）までに電話で福祉健康課にお申し込みください。

祖父母のための「孫育て応援講座」
～あなたの孫育てが今どきの孫育てに変わる～

問い合わせ・申し込み　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

問い合わせ・申し込み　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

健診で腎機能の数値が気になった方、腎臓は悪化するまで自覚症状がありません。
健康でいるために、透析にならないために、今からできることを考えてみませんか。

日時　11月29日（金）　午後2時30分～4時30分（受付　午後2時10分～）
会場　老人福祉しあわせセンター
内容　講師：山梨赤十字病院　腎臓内科医　加藤謙一先生
　　　　　 ・腎臓の働き　・慢性腎臓病(CKD)はどんな病気？
　　　　　 ・高血圧予防と腎臓を守るために

・参加費用は無料です。
・希望する方は、福祉健康課まで事前にお申し込みください。
・村民の方は、どなたでも参加できます。
・健診の結果で腎機能の数値が気になった方は、健診結果をご持参ください。
・自宅で作った味噌汁の塩分測定をしてみたい方は、ご持参ください。

・自分がむし歯の治療をしています。孫の勉強が自分自身の歯の勉強になったことは
　とても有意義でした。
・自分自身が歯に悩まされているので、孫には気をつけようと思います。
・とても良い機会を頂きありがとうございました。勉強になり感謝しております。
・今後もこのような機会を設けてください。
・大変勉強になりました。すべてＬＯＶＥですね♡

　消費税の軽減税率制度は、令和元年10月１日からの消費税率の10％への引き上げと同時に実施さ
れます。
　軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費として
飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や適用
税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。

※会場の都合上、入場しきれない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

※税務署にご連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内に従って「２」を選択してください。
※軽減税率制度に関する情報は、国税庁ホームページ（http://nta.go.jo）で確認できます。

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.６２-３８１３

※なお、お車でご来場の際は、できるだけ乗り合わせてお越しください。

慢性腎臓病（CKD）と高血圧
山中湖村健康教室

税務署 開催日 開催時間 開催場所
富士吉田商工会議所会館
富士吉田市下吉田7-27-29 (駐車場20台有り。)
南都留中部商工会館
南都留郡山中湖村山中865 (駐車場50台程度有り。)

午後2時～4時

午後2時30分～4時30分

11月15日(金)

11月20日(水)
大　月
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問い合わせ　大月税務署　個人課税第１部門　℡.0554－22－3151（代表）

　大月税務署では、事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。
　多くの事業者の方に関係のある制度ですので、是非お越しください。
　また、11月20日（水）の説明会終了後に、ｅ－Ｔａｘに関するＩＤ・パスワードの出張発行を行います。希望され
る事業者の方は順番に発行しますので、運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

「消費税軽減税率制度説明会」を開催します

　山中湖村文化協会では、一人でも多くの方々に日頃の文化活動の発表の場を提供し、ま
た、広く一般の皆さんに鑑賞していただくことにより、村民の皆さんの技術の向上と豊かな
情操を育むことを目的に、山中湖村文化祭を開催します。
　今年は、１１月１日（金）から４日（月・振）まで、山中湖村公民館で開催します。
　期間中は、俳句・陶芸・書道・ニット・手芸など沢山の作品展示を行います。
　また、１１月１日（金）には、式典終了後に芸能発表を行います。文化協会員の大正琴・詩吟・
コーラス・踊りなどをはじめ、一般参加者の発表もあり、盛り沢山の内容となっております。
　芸能発表・作品展示ともに子供から大人まで幅広い年代層の力作が揃いましたので、ご近
所お誘いあわせのうえ、ご鑑賞ください。

作品展示　１１月１日（金）～４日（月・振）　午前１０時～午後５時　※最終日は午前１０時～午後１時
芸能発表　１１月１日（金）　　　　　　　午前１０時～（式典）　　　　式典終了後～（芸能発表）
　　　　　※詳細につきましては新聞折り込みのプログラムでご確認ください。
会　　場　山中湖村公民館
主　　催　山中湖村文化協会

第4３回 山中湖村文化祭のお知らせ

前回参加者の感想より

　「夏の講座には参加できずに残念・・・また開催していただきたい」との要望にお応えし、今
回は山中婦人会愛育部との共同事業として開催する事になりました。
　今回も夏の教室と同じく、昭和と令和それぞれの時代の子育て方法の違いや、乳幼児のむ
し歯予防方法について具体的に学びます。この機会に、大切な可愛いお孫さんのために最近
の子育てを学びに来てください。

日　時　11月8日（金）午後2時～3時15分　（受付　午後1時45分～）
会　場　老人福祉しあわせセンター
内　容　テーマ「今どきの子育てを学ぼう」 講義１　今どきの子育て事情を学びます
　　　　　　　　　　　   講義２　今どきの歯科保健を学びます
対象者　0歳～2歳のお孫さんがいる方。　同居していない方でも参加OK！　
　　　　今後、お孫さんの子育てをサポートする予定の方もご参加ください。
申し込み　11月7日（木）までに電話で福祉健康課にお申し込みください。

祖父母のための「孫育て応援講座」
～あなたの孫育てが今どきの孫育てに変わる～

問い合わせ・申し込み　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

問い合わせ・申し込み　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

健診で腎機能の数値が気になった方、腎臓は悪化するまで自覚症状がありません。
健康でいるために、透析にならないために、今からできることを考えてみませんか。

日時　11月29日（金）　午後2時30分～4時30分（受付　午後2時10分～）
会場　老人福祉しあわせセンター
内容　講師：山梨赤十字病院　腎臓内科医　加藤謙一先生
　　　　　 ・腎臓の働き　・慢性腎臓病(CKD)はどんな病気？
　　　　　 ・高血圧予防と腎臓を守るために

・参加費用は無料です。
・希望する方は、福祉健康課まで事前にお申し込みください。
・村民の方は、どなたでも参加できます。
・健診の結果で腎機能の数値が気になった方は、健診結果をご持参ください。
・自宅で作った味噌汁の塩分測定をしてみたい方は、ご持参ください。

・自分がむし歯の治療をしています。孫の勉強が自分自身の歯の勉強になったことは
　とても有意義でした。
・自分自身が歯に悩まされているので、孫には気をつけようと思います。
・とても良い機会を頂きありがとうございました。勉強になり感謝しております。
・今後もこのような機会を設けてください。
・大変勉強になりました。すべてＬＯＶＥですね♡

　消費税の軽減税率制度は、令和元年10月１日からの消費税率の10％への引き上げと同時に実施さ
れます。
　軽減対象品目の取扱いがある消費税の課税事業者の方だけでなく、例えば、会議費や交際費として
飲食料品等を購入する事業者の方や、消費税の免税事業者の方も、取扱商品の適用税率の確認や適用
税率ごとの区分経理など、制度の実施に向けた準備が必要となります。

※会場の都合上、入場しきれない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※説明会終了後、簡単なアンケートを実施しますので、筆記用具をご持参ください。

※税務署にご連絡いただく際は、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内に従って「２」を選択してください。
※軽減税率制度に関する情報は、国税庁ホームページ（http://nta.go.jo）で確認できます。

問い合わせ　山中湖村教育委員会　生涯学習グループ　℡.６２-３８１３

※なお、お車でご来場の際は、できるだけ乗り合わせてお越しください。

慢性腎臓病（CKD）と高血圧
山中湖村健康教室

税務署 開催日 開催時間 開催場所
富士吉田商工会議所会館
富士吉田市下吉田7-27-29 (駐車場20台有り。)
南都留中部商工会館
南都留郡山中湖村山中865 (駐車場50台程度有り。)

午後2時～4時

午後2時30分～4時30分

11月15日(金)

11月20日(水)
大　月
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　認知症に関心のある方、また、認知症の方を支えたいと考えている方に対して、本講
座では認知症への理解を深め、認知症の方を地域で支え合う方法などについて学ぶこ
とを目的に開催します。

日　　時　１１月２４日（日）　午後1時３０分～４時３０分 （受付　午後1時～）
開催場所　老人福祉しあわせセンター　　
対 象 者　認知症について学びたい方
受 講 料　無料
定　　員　１００名
申込方法　電話にてお申し込みください
主　　催　山梨県立介護実習普及センター
共　　催　山中湖村地域包括支援センター

認知症
地域公開講座

in 山中湖村

　

＊会場では福祉用具・村の高齢者事業の紹介・展示等も行います。
＊介護者教室及び認知症サポーター養成講座としても開催します。
＊本講座に参加された方は、認知症サポーターになることができます。

講座内容

1時40分～3時40分
午後

午後

午後

3時40分～4時10分

4時10分～4時30分

☆映画と講演のつどい☆
「認知症の理解と援助　～認知症になっても住み続けられる地域作り～」 
・映画（約30分）
・講演（約1時間30分）
　講師：川崎幸クリニック　院長　杉山 孝博　氏

「山中湖村の取り組みについて」 
　説明者：山中湖村地域包括支援センター

　アンケート回収（本講座参加者へオレンジリング配布）

問い合わせ・申し込み
山中湖村地域包括支援センター (山中湖村役場 福祉健康課)　℡.62-9976

　現在、富士北麓地域の企業の従業員の確保課題は深刻であり、これは地域経済にとっても重要であるとと
もに、地域の担い手である若者が減少し、人口減少に拍車をかける結果に繋がることが懸念されています。
　このような背景から、周辺市町村と連携を図り、山中湖村及び富士北麓地域５市町村（富士吉田市・西桂
町・忍野村・鳴沢村・富士河口湖町）で、地元企業への就労に関心がありＵＩＪターンをする学生や、定年退職
者や子育て世代の女性で短時間や条件付雇用を希望する方々に対し、企業紹介や雇用情報、イベント情報等
をリアルタイムで掲載する富士北麓総合求人サイトを令和２年２月に開設を予定しています。
　サイト開設にあたり、企業向けの説明会を次の日程で開催し、その後、サイトへの登録企業の募集を行い
ます。
　人材募集に苦慮されている、富士北麓地域にある企業の皆さんの積極的な登録をよろしくお願いします。

企業向け説明会
日程　12月6日（金）
　　　　第1回目　午前10時～11時30分（予定）
　　　　第2回目　午後  2時～  3時30分（予定）
　　　　第3回目　午後  6時～  7時30分（予定）
場所　富士吉田市民会館小ホール
　　　（富士吉田市緑ヶ丘2－5－23）
内容　本サイトの概要・入力操作方法の説明等
対象　富士北麓地域にある企業　　※事前申込不要

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

対象となる方　
〔老齢基礎年金を受給している方〕　以下の要件をすべて満たしている必要があります。
　●65歳以上である。
　●世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。
　●年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。

〔障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方〕　以下の要件を満たしている必要があります。
　●前年の所得額が約462万円以下である。
請求手続き
　①平成31年4月1日以前から年金を受給している方
　　対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から発送されています。
　　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出してください。
　②平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
　　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
　日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
　年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
　その際基礎年金番号をご用意ください。

　『給付金専用ダイヤル』：0570－05－4092（ナビダイヤル）

問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　℡.６２－９９７８

山中湖村及び富士北麓地域５市町村で
富士北麓総合求人サイトを開設します

１０月１日から、
年金生活者支援給付金制度がはじまっています。

年金ニュース

富士山の麓で、仕事しませんか 仕事と人生を楽しむ求人サイト
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　認知症に関心のある方、また、認知症の方を支えたいと考えている方に対して、本講
座では認知症への理解を深め、認知症の方を地域で支え合う方法などについて学ぶこ
とを目的に開催します。

日　　時　１１月２４日（日）　午後1時３０分～４時３０分 （受付　午後1時～）
開催場所　老人福祉しあわせセンター　　
対 象 者　認知症について学びたい方
受 講 料　無料
定　　員　１００名
申込方法　電話にてお申し込みください
主　　催　山梨県立介護実習普及センター
共　　催　山中湖村地域包括支援センター

認知症
地域公開講座

in 山中湖村

　

＊会場では福祉用具・村の高齢者事業の紹介・展示等も行います。
＊介護者教室及び認知症サポーター養成講座としても開催します。
＊本講座に参加された方は、認知症サポーターになることができます。

講座内容

1時40分～3時40分
午後

午後

午後

3時40分～4時10分

4時10分～4時30分

☆映画と講演のつどい☆
「認知症の理解と援助　～認知症になっても住み続けられる地域作り～」 
・映画（約30分）
・講演（約1時間30分）
　講師：川崎幸クリニック　院長　杉山 孝博　氏

「山中湖村の取り組みについて」 
　説明者：山中湖村地域包括支援センター

　アンケート回収（本講座参加者へオレンジリング配布）

問い合わせ・申し込み
山中湖村地域包括支援センター (山中湖村役場 福祉健康課)　℡.62-9976

　現在、富士北麓地域の企業の従業員の確保課題は深刻であり、これは地域経済にとっても重要であるとと
もに、地域の担い手である若者が減少し、人口減少に拍車をかける結果に繋がることが懸念されています。
　このような背景から、周辺市町村と連携を図り、山中湖村及び富士北麓地域５市町村（富士吉田市・西桂
町・忍野村・鳴沢村・富士河口湖町）で、地元企業への就労に関心がありＵＩＪターンをする学生や、定年退職
者や子育て世代の女性で短時間や条件付雇用を希望する方々に対し、企業紹介や雇用情報、イベント情報等
をリアルタイムで掲載する富士北麓総合求人サイトを令和２年２月に開設を予定しています。
　サイト開設にあたり、企業向けの説明会を次の日程で開催し、その後、サイトへの登録企業の募集を行い
ます。
　人材募集に苦慮されている、富士北麓地域にある企業の皆さんの積極的な登録をよろしくお願いします。

企業向け説明会
日程　12月6日（金）
　　　　第1回目　午前10時～11時30分（予定）
　　　　第2回目　午後  2時～  3時30分（予定）
　　　　第3回目　午後  6時～  7時30分（予定）
場所　富士吉田市民会館小ホール
　　　（富士吉田市緑ヶ丘2－5－23）
内容　本サイトの概要・入力操作方法の説明等
対象　富士北麓地域にある企業　　※事前申込不要

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するた
めに、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

対象となる方　
〔老齢基礎年金を受給している方〕　以下の要件をすべて満たしている必要があります。
　●65歳以上である。
　●世帯員全員が市町村民税が非課税となっている。
　●年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である。

〔障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方〕　以下の要件を満たしている必要があります。
　●前年の所得額が約462万円以下である。
請求手続き
　①平成31年4月1日以前から年金を受給している方
　　対象となる方には、日本年金機構から請求手続きのご案内が9月上旬から発送されています。
　　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）を記入し提出してください。
　②平成31年4月2日以降に年金を受給しはじめた方
　　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
　日本年金機構や厚生労働省から、口座番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
　年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
　その際基礎年金番号をご用意ください。

　『給付金専用ダイヤル』：0570－05－4092（ナビダイヤル）

問い合わせ　観光産業課　産業振興グループ　℡.６２－９９７８

山中湖村及び富士北麓地域５市町村で
富士北麓総合求人サイトを開設します

１０月１日から、
年金生活者支援給付金制度がはじまっています。

年金ニュース

富士山の麓で、仕事しませんか 仕事と人生を楽しむ求人サイト
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固定資産に変更があった場合は、
年内に届け出をお願いします！

　土地・家屋にかかる固定資産税は、毎年１月１日現在に所有している方に課税されます。家屋を
取壊したり、未登録家屋（登記されていない家屋）で所有者の変更等があった場合は、必ず年内に
税務住民課に届出をお願いします。届出がないと前年と同じ所有者の方に令和２年度分の固定資
産税が課税されてしまいますので、ご注意ください。

※登記済の家屋の所有権移転等は、法務局にて変更登記を行うようお願いします。

◆届出に必要なもの

・取壊証明書（用紙は、税務住民課及び村ホームページ
  にあります。）
・写真（取壊し前及び取壊し後が分かるもの）
・印鑑
・取壊しの日がわかる書類（取壊しが本年以外の場合）

※家屋を取壊した場合

・未登録家屋変更届（用紙は、税務住民課及び村ホームページにあります。）
・譲渡証書（売買契約書）の写し
・旧所有者の印鑑証明書、新所有者の住民票（法人の場合は会社謄本）
・旧所有者が死亡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)
・印鑑

※未登録家屋の所有者に変更があった場合

　大月税務署では、年末調整のしかた及び法定調書・給与支払報告書の作成と提出方法について説明会を開催し
ます。

◆開 催 日　１１月６日（水）
◆開催場所　富士五湖文化センター（ふじさんホール：大ホール）
　　　　　　富士吉田市緑ヶ丘２－５－２３　　℡.０５５５－２３－３１００
◆開催時間　軽減税率制度等説明会　　午前１０時～１１時２５分
　　　　　　用紙の配布　　　　　　　午後１時～１時３０分
　　　　　　説　明　会　　　　　　　午後１時３０分～４時
◆対象地域　富士吉田市・富士河口湖町・忍野村・鳴沢村・山中湖村

令和元年分　年末調整等説明会の開催について

★★★税務署からのお知らせ★★★

※本年は、午前に消費税軽減税率
制度の説明会を開催しますの
で、該当する事業主等の方はご
出席ください 国民健康保険税【第５期】の納期限は以下のとおりです。

納期限・口座振替日： です。12月2日（月）

　災害や盗難、本人や家族の病気・事故、事業の休廃止等、やむを得ない事情で納税が困難な場合、一人
で悩んだり、放置したりせずにお早目にご相談ください。一括納付が困難な場合には、徴収の猶予（分割納
付）に応じる場合もあります。まずは納付できない理由をお聞かせください。

※財産調査・・・滞納処分のための財産調査は、国税徴収法・地方税法に基づき行われるもので、金融機関等の関係機関は、
これに協力しなければなりません。また、個人情報保護法には抵触せず、プライバシーの侵害にはあたりま
せん。

※捜　　索・・・滞納処分のため必要があるときは、滞納者の住居等に立ち入り、公売が可能な財産を探して差し押さえま
す。また、自動車の差押は、運行できないようタイヤロックする場合があります。差し押さえられた動産は、公
売やインターネット公売により換価し、税金に充てることとなります。

◆納税が困難な場合、放置せずにお早めの相談を！

　滞納者が税金を滞納したまま亡くなった場合、借金などと同様に民法に従い、配偶者や子などの相続人
へそれぞれの持分に応じ、滞納金が引き継がれることになります。
　それまで通知していた納税通知や督促の効果、延滞金は有効となり、そのまま放置しておくと差押え等
の処分を受けることになります。
　相続しない場合は、相続の開始があったと知った時から３ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄（プラス・マ
イナスに関わらず、相続そのものを拒絶）の手続きをとることができます。相続放棄以外に単純承認（プラ
スの財産もマイナスの財産も全てを相続）、限定承認（プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続）
がありますが、マイナスの財産を拒絶し、プラスの財産だけを相続することはできません。

◆税金を滞納したまま、亡くなった場合・・・

STOP！ 滞納！！
村税の滞納処分をさらに強化します！

　税金の滞納は、納期内に納付している方との公平性を欠くものであります。村では１０月から１２月の期間
を滞納整理強化期間として、徹底した滞納整理（差押等）を行います。未納の方は、お早目に納付をお願いし
ます。
　なお、一括での納付が困難な場合は、税務住民課にご相談ください。

※差押とは、給与・預貯金・生命保険・不動産・自動車の他に売掛金や動産（貴金属類、腕時計等）、
　税の還付金、一時金等、換価が有効と判断される財産を対象とします。

◆滞納処分の流れ

督　　促
それぞれの税目の
納付期限までに
完納されない場合、
督促状により督促を

行います。

⇒ ⇒ ⇒
財産調査※

官公庁・金融機関・勤務
先・滞納者の財産の
専有する第三者等に
対して、財産調査を

行います。

差押・捜索※
財産調査や捜索等に
よって発見した
滞納者の財産を
差し押さえます。

換価処分
売却を必要とする

差押財産は公売により
換価され、

滞納税に充てます。

問い合わせ　大月税務署　個人課税第１部門　　　　　　　　　℡.0554-22-3151（代表）
　　　　　　　　　　　　法人課税第１部門（源泉所得税担当）℡.0554-22-3155 問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972
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固定資産に変更があった場合は、
年内に届け出をお願いします！

　土地・家屋にかかる固定資産税は、毎年１月１日現在に所有している方に課税されます。家屋を
取壊したり、未登録家屋（登記されていない家屋）で所有者の変更等があった場合は、必ず年内に
税務住民課に届出をお願いします。届出がないと前年と同じ所有者の方に令和２年度分の固定資
産税が課税されてしまいますので、ご注意ください。

※登記済の家屋の所有権移転等は、法務局にて変更登記を行うようお願いします。

◆届出に必要なもの

・取壊証明書（用紙は、税務住民課及び村ホームページ
  にあります。）
・写真（取壊し前及び取壊し後が分かるもの）
・印鑑
・取壊しの日がわかる書類（取壊しが本年以外の場合）

※家屋を取壊した場合

・未登録家屋変更届（用紙は、税務住民課及び村ホームページにあります。）
・譲渡証書（売買契約書）の写し
・旧所有者の印鑑証明書、新所有者の住民票（法人の場合は会社謄本）
・旧所有者が死亡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)
・印鑑

※未登録家屋の所有者に変更があった場合

　大月税務署では、年末調整のしかた及び法定調書・給与支払報告書の作成と提出方法について説明会を開催し
ます。

◆開 催 日　１１月６日（水）
◆開催場所　富士五湖文化センター（ふじさんホール：大ホール）
　　　　　　富士吉田市緑ヶ丘２－５－２３　　℡.０５５５－２３－３１００
◆開催時間　軽減税率制度等説明会　　午前１０時～１１時２５分
　　　　　　用紙の配布　　　　　　　午後１時～１時３０分
　　　　　　説　明　会　　　　　　　午後１時３０分～４時
◆対象地域　富士吉田市・富士河口湖町・忍野村・鳴沢村・山中湖村

令和元年分　年末調整等説明会の開催について

★★★税務署からのお知らせ★★★

※本年は、午前に消費税軽減税率
制度の説明会を開催しますの
で、該当する事業主等の方はご
出席ください 国民健康保険税【第５期】の納期限は以下のとおりです。

納期限・口座振替日： です。12月2日（月）

　災害や盗難、本人や家族の病気・事故、事業の休廃止等、やむを得ない事情で納税が困難な場合、一人
で悩んだり、放置したりせずにお早目にご相談ください。一括納付が困難な場合には、徴収の猶予（分割納
付）に応じる場合もあります。まずは納付できない理由をお聞かせください。

※財産調査・・・滞納処分のための財産調査は、国税徴収法・地方税法に基づき行われるもので、金融機関等の関係機関は、
これに協力しなければなりません。また、個人情報保護法には抵触せず、プライバシーの侵害にはあたりま
せん。

※捜　　索・・・滞納処分のため必要があるときは、滞納者の住居等に立ち入り、公売が可能な財産を探して差し押さえま
す。また、自動車の差押は、運行できないようタイヤロックする場合があります。差し押さえられた動産は、公
売やインターネット公売により換価し、税金に充てることとなります。

◆納税が困難な場合、放置せずにお早めの相談を！

　滞納者が税金を滞納したまま亡くなった場合、借金などと同様に民法に従い、配偶者や子などの相続人
へそれぞれの持分に応じ、滞納金が引き継がれることになります。
　それまで通知していた納税通知や督促の効果、延滞金は有効となり、そのまま放置しておくと差押え等
の処分を受けることになります。
　相続しない場合は、相続の開始があったと知った時から３ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄（プラス・マ
イナスに関わらず、相続そのものを拒絶）の手続きをとることができます。相続放棄以外に単純承認（プラ
スの財産もマイナスの財産も全てを相続）、限定承認（プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続）
がありますが、マイナスの財産を拒絶し、プラスの財産だけを相続することはできません。

◆税金を滞納したまま、亡くなった場合・・・

STOP！ 滞納！！
村税の滞納処分をさらに強化します！

　税金の滞納は、納期内に納付している方との公平性を欠くものであります。村では１０月から１２月の期間
を滞納整理強化期間として、徹底した滞納整理（差押等）を行います。未納の方は、お早目に納付をお願いし
ます。
　なお、一括での納付が困難な場合は、税務住民課にご相談ください。

※差押とは、給与・預貯金・生命保険・不動産・自動車の他に売掛金や動産（貴金属類、腕時計等）、
　税の還付金、一時金等、換価が有効と判断される財産を対象とします。

◆滞納処分の流れ

督　　促
それぞれの税目の
納付期限までに
完納されない場合、
督促状により督促を

行います。

⇒ ⇒ ⇒
財産調査※

官公庁・金融機関・勤務
先・滞納者の財産の
専有する第三者等に
対して、財産調査を

行います。

差押・捜索※
財産調査や捜索等に
よって発見した
滞納者の財産を
差し押さえます。

換価処分
売却を必要とする

差押財産は公売により
換価され、

滞納税に充てます。

問い合わせ　大月税務署　個人課税第１部門　　　　　　　　　℡.0554-22-3151（代表）
　　　　　　　　　　　　法人課税第１部門（源泉所得税担当）℡.0554-22-3155 問い合わせ　税務住民課　調査課税グループ　℡.62-9972
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会長あいさつ
　私たち愛育会では、子どもさんの健やかな成長
を願いお父さんお母さんの育児を応援しています。
　見守り、声かけを中心にこれからも班員の皆さん
と心ひとつに愛育活動を繋げて参りたいと思いま
す。

山中婦人会愛育部

活動テーマ
「自分と家族の健康を見直そう」
キャッチフレーズ
「わたしの歯！大丈夫かな？」

「わたしの歯！大丈夫かな？」
　今年度の愛育会のキャッチフレーズです。村の子どもたちの状況を見ますと、むし歯の保有率が高
い状況が続いています。健康問題を考える愛育会では、お子さんの健康づくりのため、まず自分たちの
歯について見直し、歯に関する健康の知識を深め、子どものむし歯予防対策を考えてみました。

子どもの歯を守るために、自分たちでできる事
①子どもと接する機会のある大人が自分自身のお口に関心を持ちましょう！
　まずは自分の虫歯や歯槽膿漏の治療をしましょう。
②虫歯菌（ミュータンス菌）をうつさないように注意しよう！
　口うつしや食器の共有は控えましょう。
　自分が飲んだペットボトルやコップ・・・そのあと小さなお子さんが同じところに口をつけて飲むと、
　虫歯菌が感染する危険が大ですよ！
③甘いお菓子やジュースには砂糖が沢山。与える際は気を付けよう！
④歯周疾患検診無料券が発行されている方への検診の勧め。
　検診対象は妊婦さん、40・50・60・70・76・81 歳の方です。積極的に検査を受けましょう！

クリスマス会のお知らせ
　今年も山中婦人会愛育部では、2 歳児・3 歳児を対象としたクリスマス会を開催します。
　多くのお子さんのご参加をお待ちしています。

◎日　程　　12 月 14 日（土）午前 10 時～ 12 時　（受付　午前 9 時 50 分～）
◎場　所　　老人福祉しあわせセンター
◎対象児　　山中湖村に住所を有する 2・3 歳児
　　　　　　（H28.4.2 ～ 30．4.1 生まれ）
◎内　容　　たくさん遊ぼう（小麦粉粘土・塗り絵・絵本の読み聞かせ等）
◎参加費　　無料
◎申込方法　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

強化
週間「女性の人権ホットライン」

全国一斉

実施期間等
●実施期間　11 月 18 日（月）～ 24 日（日）の 7 日間
●受付時間　午前 8 時 30 分～午後 7 時
　　　　　　　（土曜日・日曜日は午前 10 時～午後 5 時）
 　　※「女性の人権ホットライン」強化週間以外は、平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
●相談担当者　甲府地方法務局職員及び山梨県人権擁護委員連合会人権擁護委員
　　　　　　　※相談は無料で秘密は厳守します。
●電 話 番 号　℡.0570-070-810（全国共通ナビダイヤル）
●問い合わせ　甲府市丸の内 1-1-18　甲府地方法務局　人権擁護課　℡.055-252-7239

　夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの事案は、依然として数
多く発生していることから、これらの女性をめぐる様々な人権問題の解
決を図るための人権相談活動を強化するため、全国一斉「女性の人
権ホットライン」強化週間を実施します。

山梨県の実施機関
甲府地方法務局及び山梨県人権擁護委員連合会

手作りおやつもあるよ！
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会長あいさつ
　私たち愛育会では、子どもさんの健やかな成長
を願いお父さんお母さんの育児を応援しています。
　見守り、声かけを中心にこれからも班員の皆さん
と心ひとつに愛育活動を繋げて参りたいと思いま
す。

山中婦人会愛育部

活動テーマ
「自分と家族の健康を見直そう」
キャッチフレーズ
「わたしの歯！大丈夫かな？」

「わたしの歯！大丈夫かな？」
　今年度の愛育会のキャッチフレーズです。村の子どもたちの状況を見ますと、むし歯の保有率が高
い状況が続いています。健康問題を考える愛育会では、お子さんの健康づくりのため、まず自分たちの
歯について見直し、歯に関する健康の知識を深め、子どものむし歯予防対策を考えてみました。

子どもの歯を守るために、自分たちでできる事
①子どもと接する機会のある大人が自分自身のお口に関心を持ちましょう！
　まずは自分の虫歯や歯槽膿漏の治療をしましょう。
②虫歯菌（ミュータンス菌）をうつさないように注意しよう！
　口うつしや食器の共有は控えましょう。
　自分が飲んだペットボトルやコップ・・・そのあと小さなお子さんが同じところに口をつけて飲むと、
　虫歯菌が感染する危険が大ですよ！
③甘いお菓子やジュースには砂糖が沢山。与える際は気を付けよう！
④歯周疾患検診無料券が発行されている方への検診の勧め。
　検診対象は妊婦さん、40・50・60・70・76・81 歳の方です。積極的に検査を受けましょう！

クリスマス会のお知らせ
　今年も山中婦人会愛育部では、2 歳児・3 歳児を対象としたクリスマス会を開催します。
　多くのお子さんのご参加をお待ちしています。

◎日　程　　12 月 14 日（土）午前 10 時～ 12 時　（受付　午前 9 時 50 分～）
◎場　所　　老人福祉しあわせセンター
◎対象児　　山中湖村に住所を有する 2・3 歳児
　　　　　　（H28.4.2 ～ 30．4.1 生まれ）
◎内　容　　たくさん遊ぼう（小麦粉粘土・塗り絵・絵本の読み聞かせ等）
◎参加費　　無料
◎申込方法　福祉健康課　健康グループ　℡.62-9976

強化
週間「女性の人権ホットライン」

全国一斉

実施期間等
● 実施期間　11 月 18 日（月）～ 24 日（日）の 7 日間
● 受付時間　午前 8 時 30 分～午後 7 時
　　　　　　　（土曜日・日曜日は午前 10 時～午後 5 時）
 　　※「女性の人権ホットライン」強化週間以外は、平日午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分
●相談担当者　甲府地方法務局職員及び山梨県人権擁護委員連合会人権擁護委員
　　　　　　　※相談は無料で秘密は厳守します。
●電 話 番 号　℡.0570-070-810（全国共通ナビダイヤル）
●問い合わせ　甲府市丸の内 1-1-18　甲府地方法務局　人権擁護課　℡.055-252-7239

　夫・パートナーからの暴力やストーカーなどの事案は、依然として数
多く発生していることから、これらの女性をめぐる様々な人権問題の解
決を図るための人権相談活動を強化するため、全国一斉「女性の人
権ホットライン」強化週間を実施します。

山梨県の実施機関
甲府地方法務局及び山梨県人権擁護委員連合会

手作りおやつもあるよ！

 会福祉法人 博友会

〒 01-0502 山梨県南都留郡山中湖村平野1 50 TEL:0555-28-1025

FAX:0555-28-1 11

2019年11月1日発行

 中湖デイサービス  n『お月見パフェ』のおやつパーティー

 中湖デイサービス n歌ボランティア

利用者の心身機能向上と生きがい作りの一環として、おやつの時間に利用者自ら好きな
ものをバイキング形式で盛り合わせ豪華な『お月見パフェ』を作りました。

お口いっぱいに頬張り美味しく
頂きました。

地域密着事業の一環として、歌ボランティア幡野さんと野間さんが利用者様の生きがい
作りの為に、楽しい歌や懐かしい歌を利用者様と

共に歌い、楽しいひと時を過ごしました。
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第4回グラウンドゴルフ大会inきらら ～最終戦～ 　参加者募集！

2019　イルミネーションファンタジウム　～冬の煌めき～

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

今年も11月23日（土・祝）から1月5日（日）まで開催中！！
点灯時間　午後5時～9時 　≪入園無料≫
開催場所　山中湖花の都公園　
冬花火日時　11月23日・30日
　　　　　　12月7日・14日・21日・24日
　　　　　　1月1日・2日・3日・4日
　　　　　　（午後8時打上）
※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。
※村民の皆さんへ：駐車料が無料となります。
　なお村民証は、駐車場売店花湖にて提示して
　ください。

松井 純夫様より絵画を寄贈いただきました

問い合わせ　花の都公園 TEL.62-5587　ホームページhttp://www.hananomiyakokouen.jp/

　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
場にして、グラウンドゴルフ大会 in きらら ～最終戦～ を開催
いたします。
　9月の大会では１14名の方に参加していただき、村内・村外の
方ともに親睦交流が深められ、とても楽しい大会となりました。
　今回は、今年の最終戦となります。少しでも多くの方が参加し
て、一番良いスコアが出るよう頑張ってください。みなさんの挑
戦をお待ちしております。

　松井氏は画家として、今までに数えきれないほどの富士
山を描いてきました。
　3年前、間近で本物の富士山を見てみたいと考え、初めて
花の都公園を訪れました。
　雄大な富士山と咲き誇る花々に囲まれ、人々が楽しんで
いる姿を見て深く感動され、この場所に自分の絵を飾りた
いと考え、花の都公園に絵画を寄贈していただきました。
　松井氏の描いた「守護神」が、山中湖村の更なる発展と、
村民そして花の都公園を訪れる方々の幸せを見守り続ける
ことを祈念いたします。

日　　時　11月27日（水）　午前9時～午後1時（予定）
　　　　　※雨天の場合は、11月28日（木）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　1人 1,000円　※参加料は当日払いです。

ヴァンフォーレ甲府
山中湖村ホームタウンサンクスデー

　10月13日（日）、山梨中銀スタジアムでの栃木Ｓ
Ｃ戦で、ヴァンフォーレ甲府のホームタウンサンク
スデーが開催されました。スポーツ少年団をはじ
め村の子どもたちは、試合開始時にフェアプレイフ
ラッグを持って行進し、エスコートキッズとして選
手と手をつないで入場しました。また本村からは、
ハーフタイム抽選券の商品として、「山中湖ワイ
ン」「ＹＡＭＡＮＡカレー」の提供、各チームに山中湖
天然水「富士の恵」の贈呈も行いました。

Mt. FUJIMAKI 2019開催
　９月２９日（日）に交流プラザきららで「Ｍｔ．Ｆ
ＵＪＩＭＡＫＩ ２０１９」が開催されました。当日は
秋晴れの中、4,500名以上の方が来場され賑
わいました。主催者である藤巻亮太さんをは
じめ豪華アーティストの方が会場を盛り上げ
ました。また、山中湖中学校ブルーレイクビー
トも出演し堂々とした演奏を披露しました。
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第4回グラウンドゴルフ大会inきらら ～最終戦～ 　参加者募集！

2019　イルミネーションファンタジウム　～冬の煌めき～

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

今年も11月23日（土・祝）から1月5日（日）まで開催中！！
点灯時間　午後5時～9時 　≪入園無料≫
開催場所　山中湖花の都公園　
冬花火日時　11月23日・30日
　　　　　　12月7日・14日・21日・24日
　　　　　　1月1日・2日・3日・4日
　　　　　　（午後8時打上）
※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。
※村民の皆さんへ：駐車料が無料となります。
　なお村民証は、駐車場売店花湖にて提示して
　ください。

松井 純夫様より絵画を寄贈いただきました

問い合わせ　花の都公園 TEL.62-5587　ホームページhttp://www.hananomiyakokouen.jp/

　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
場にして、グラウンドゴルフ大会 in きらら ～最終戦～ を開催
いたします。
　9月の大会では１14名の方に参加していただき、村内・村外の
方ともに親睦交流が深められ、とても楽しい大会となりました。
　今回は、今年の最終戦となります。少しでも多くの方が参加し
て、一番良いスコアが出るよう頑張ってください。みなさんの挑
戦をお待ちしております。

　松井氏は画家として、今までに数えきれないほどの富士
山を描いてきました。
　3年前、間近で本物の富士山を見てみたいと考え、初めて
花の都公園を訪れました。
　雄大な富士山と咲き誇る花々に囲まれ、人々が楽しんで
いる姿を見て深く感動され、この場所に自分の絵を飾りた
いと考え、花の都公園に絵画を寄贈していただきました。
　松井氏の描いた「守護神」が、山中湖村の更なる発展と、
村民そして花の都公園を訪れる方々の幸せを見守り続ける
ことを祈念いたします。

日　　時　11月27日（水）　午前9時～午後1時（予定）
　　　　　※雨天の場合は、11月28日（木）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　1人 1,000円　※参加料は当日払いです。

ヴァンフォーレ甲府
山中湖村ホームタウンサンクスデー

　10月13日（日）、山梨中銀スタジアムでの栃木Ｓ
Ｃ戦で、ヴァンフォーレ甲府のホームタウンサンク
スデーが開催されました。スポーツ少年団をはじ
め村の子どもたちは、試合開始時にフェアプレイフ
ラッグを持って行進し、エスコートキッズとして選
手と手をつないで入場しました。また本村からは、
ハーフタイム抽選券の商品として、「山中湖ワイ
ン」「ＹＡＭＡＮＡカレー」の提供、各チームに山中湖
天然水「富士の恵」の贈呈も行いました。

Mt. FUJIMAKI 2019開催
　９月２９日（日）に交流プラザきららで「Ｍｔ．Ｆ
ＵＪＩＭＡＫＩ ２０１９」が開催されました。当日は
秋晴れの中、4,500名以上の方が来場され賑
わいました。主催者である藤巻亮太さんをは
じめ豪華アーティストの方が会場を盛り上げ
ました。また、山中湖中学校ブルーレイクビー
トも出演し堂々とした演奏を披露しました。
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 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。

 ン・ ャン

 
 
で

見
つ
か
っ
た

資
料
た
ち  で

見つかった
資料たち

 島由紀夫文学館　
開館20周年記念特集展

 三島由紀夫文学館は、今年、開館20周年を迎えました。

 この20年で、三島由紀夫生前未発表作品の全貌がほぼ判明しました。

 それらは『決定版 三島由紀夫全集』（新潮社）に収録され、誰もが近くの図書館

で活字で読むことができます。

 しかし、未発表原稿や創作ノート、10 代に書かれ筐底に秘められていた作品の

現物は、ここ三島由紀夫文学館に収蔵されています。

 今回の展示では、それをお目にかけます。題して「ここで見つかった資料たち」 。

 同時開催の「転生する詩的宇宙―21世紀文学としてのMISHIMA―」も、資料を

一部入れ替えてリニューアルしました。

 生原稿の文字を、一字一字たどってみてください。少年詩人から世界的な大作

家になるまでの、三島由紀夫の精魂込めたペンの動きが感じられます。

館長 佐藤 秀明

開館２０周年記念特集展に寄せて

 三島由紀夫文学館展示室内

 評開催中！！

転生する
詩的宇宙
―21世紀文学としての

ＭＩＳＨＩＭＡ―

同時開催中！！
開館20周年記念企画展

 徳富蘇峰館企画展示室

会期：～令和2年5月10日（日）

広報やまなかこ 2019年11月号22



広報やまなかこ 2019年11月号 23



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

　１０月２日（水）交流プラザきららで開催された村民体育まつ
りの会場で募金活動を行いました。共同募金会山中湖村分
会役員等が会場内を周り、募金への協力を呼びかけました。

※家庭募金、大口募金のご協力もよろしくお願いします。
　集まった募金の７０％が地域福祉に役立っています。
　残りの3０％は災害時の支援金として山梨県全体で
　蓄えています。

街頭募金　ご協力ありがとうございました。

村民体育まつり  募金額  60,795円

11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）
旭日丘お達者会

曜 日
金
火
月

日　程
1･8･15･22･29日
5･12･19･26日

11日

長寿会旅行に行ってきました！

　共同募金運動の一環で社協では、歳末慰問品として対
象者にシクラメン等をプレゼントしています。
　新規の対象者でプレゼントを希望される方は社協にお申
し込み下さい。　　　　　　　　　　

※社協会費、共同募金の
　ご協力もよろしくお願いします。

＜対象者＞
・７０歳以上でひとり暮らしの方
・在宅の障害児（高校３年生まで）

歳末たすけあい運動

申込締切： １１月8日（金）

社協会費のご協力お願いします！

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
事務所までお越し頂くか、連絡をいただければ、ご
自宅まで伺わせていただきます。なお、組に加入さ
れている方は、すでに頂いております。

一般会費 ： １口　１，２００円

　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。

    ありがとうございました。
ご寄附をいただきました。

《寄付者》
　・山中湖村診療所歯科
　　高村敬純  様
　・株式会社 R.project
　　LakeLodgeYAMANAKA 様

　１０月８日（火）に清水港ベイクルーズと駿河路めぐりに行ってきました。今年度の旅行は日帰りでしたが、当日は６９名の方が参加
され、河岸の市で海鮮料理を食べ、日本平夢テラス、清水次郎長の菩提寺、ベイクルーズなどを観光し、皆さん楽しまれていました。

つどいの広場
No.181じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

の予定

★各子育て教室及び子育て相談は予約が必要です。教
室やイベントによって開催時間が違いますので確認
のうえ参加してください。参加予約は電話ではお受
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。
　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。

もったいない市の開催

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

15日（金）
●お子さんの本当の靴のサイズを知っていますか？靴選び
の５つのポイントを専門家に教えていただきましょう！ま
た、自分の本当の靴のサイズを実測してもらいましょう！

●子どもの手形・足形を使って、作品作りを楽しみましょう。

6日（水） 絵本の読み聞かせ会 ●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～〉

27日（水）

29日（金）

身体測定
情報創造館館長さんの
絵本の読み聞かせ
発達相談(村の保健師)

11月生まれの
利用者さんの
誕生日会です。

●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、お薦め絵本の紹介や楽
しいお話会を開催しています。

●村の保健師さんによる何でも相談です。

●11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、一品持ち寄りです。
　(ランチに関してわからない事がありましたら、スタッフ
に声を掛けてください)

つどいの広場
〈11時00分～〉

つどいの広場
〈11時30分～〉

8日（金）
子育て教室　《要予約》
　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～〉

●森の中の絵本館石井さん

子育て教室　《要予約》
　元気な足づくり講座

　手形・足形アート

13日（水） ●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！

●講師　岡洋介氏

英語で遊ぼう
●テリー渡辺さん

●講師　石倉秀子さん

22日（金）
●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？など今
のママさん達の悩みの相談にのっていただきます。（今
年度最終です。）
●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予約を
入れてください。（電話予約も可能です）

つどいの広場
〈10時30分～〉

つどいの広場
〈10時30分～〉

子育て相談　《要予約》
●講師　健康科学大学
　　　　鈴木真吾先生

　広場では、小さくなって使わなくなった洋服やおもちゃなど捨てるのが“もったいない”という物がありました
ら、お預かりして誰かに使っていただくコーナーがあります。年間を通してお預かりして、年２回程広場の利用者
さん達に提供しています。提供する方にも、される方にもとても好評です。
　リサイクル運動の一環として興味のある方は是非広場にご連絡ください。また、ベビーの日常品（ベビーベッ
トやサークル、バギーなど）を使って、譲っての掲示板も開設していますので、利用してください。
　今回は１１月６日（水）～15日（金）まで広場で開催します。

問い合わせ　つどいの広場　℡.62-2010

つどいの広場
〈11時00分～〉

保育所から園庭開放についてのおしらせ
山中保育所では園庭開放を広場開放日（月・水・金）
の9：30～11:00まで、平野保育所では月曜日から金
曜日の9:30～11:00まで毎日行っています。
※行事等で利用できない事もありますので事前に
　連絡をお願いします。

つどいの広場　℡.62-２０１０
山中保育所　　℡.62-０１７９
平野保育所　　℡.65-8542
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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

　１０月２日（水）交流プラザきららで開催された村民体育まつ
りの会場で募金活動を行いました。共同募金会山中湖村分
会役員等が会場内を周り、募金への協力を呼びかけました。

※家庭募金、大口募金のご協力もよろしくお願いします。
　集まった募金の７０％が地域福祉に役立っています。
　残りの3０％は災害時の支援金として山梨県全体で
　蓄えています。

街頭募金　ご協力ありがとうございました。

村民体育まつり  募金額  60,795円

11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）
旭日丘お達者会

曜 日
金
火
月

日　程
1･8･15･22･29日
5･12･19･26日

11日

長寿会旅行に行ってきました！

　共同募金運動の一環で社協では、歳末慰問品として対
象者にシクラメン等をプレゼントしています。
　新規の対象者でプレゼントを希望される方は社協にお申
し込み下さい。　　　　　　　　　　

※社協会費、共同募金の
　ご協力もよろしくお願いします。

＜対象者＞
・７０歳以上でひとり暮らしの方
・在宅の障害児（高校３年生まで）

歳末たすけあい運動

申込締切： １１月8日（金）

社協会費のご協力お願いします！

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
事務所までお越し頂くか、連絡をいただければ、ご
自宅まで伺わせていただきます。なお、組に加入さ
れている方は、すでに頂いております。

一般会費 ： １口　１，２００円

　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。

    ありがとうございました。
ご寄附をいただきました。

《寄付者》
　・山中湖村診療所歯科
　　高村敬純  様
　・株式会社 R.project
　　LakeLodgeYAMANAKA 様

　１０月８日（火）に清水港ベイクルーズと駿河路めぐりに行ってきました。今年度の旅行は日帰りでしたが、当日は６９名の方が参加
され、河岸の市で海鮮料理を食べ、日本平夢テラス、清水次郎長の菩提寺、ベイクルーズなどを観光し、皆さん楽しまれていました。

つどいの広場
No.181じゃんけんぽんじゃんけんぽんじゃんけんぽん

の予定

★各子育て教室及び子育て相談は予約が必要です。教
室やイベントによって開催時間が違いますので確認
のうえ参加してください。参加予約は電話ではお受
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。
　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。

もったいない市の開催

開催日 事　業　名 開催場所 時間 内　　　容

15日（金）
●お子さんの本当の靴のサイズを知っていますか？靴選び
の５つのポイントを専門家に教えていただきましょう！ま
た、自分の本当の靴のサイズを実測してもらいましょう！

●子どもの手形・足形を使って、作品作りを楽しみましょう。

6日（水） 絵本の読み聞かせ会 ●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～〉

27日（水）

29日（金）

身体測定
情報創造館館長さんの
絵本の読み聞かせ
発達相談(村の保健師)

11月生まれの
利用者さんの
誕生日会です。

●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、お薦め絵本の紹介や楽
しいお話会を開催しています。

●村の保健師さんによる何でも相談です。

●11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、一品持ち寄りです。
　(ランチに関してわからない事がありましたら、スタッフ
に声を掛けてください)

つどいの広場
〈11時00分～〉

つどいの広場
〈11時30分～〉

8日（金）
子育て教室　《要予約》
　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～〉

●森の中の絵本館石井さん

子育て教室　《要予約》
　元気な足づくり講座

　手形・足形アート

13日（水） ●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！

●講師　岡洋介氏

英語で遊ぼう
●テリー渡辺さん

●講師　石倉秀子さん

22日（金）
●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？など今
のママさん達の悩みの相談にのっていただきます。（今
年度最終です。）
●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予約を
入れてください。（電話予約も可能です）

つどいの広場
〈10時30分～〉

つどいの広場
〈10時30分～〉

子育て相談　《要予約》
●講師　健康科学大学
　　　　鈴木真吾先生

　広場では、小さくなって使わなくなった洋服やおもちゃなど捨てるのが“もったいない”という物がありました
ら、お預かりして誰かに使っていただくコーナーがあります。年間を通してお預かりして、年２回程広場の利用者
さん達に提供しています。提供する方にも、される方にもとても好評です。
　リサイクル運動の一環として興味のある方は是非広場にご連絡ください。また、ベビーの日常品（ベビーベッ
トやサークル、バギーなど）を使って、譲っての掲示板も開設していますので、利用してください。
　今回は１１月６日（水）～15日（金）まで広場で開催します。

問い合わせ　つどいの広場　℡.62-2010

つどいの広場
〈11時00分～〉

保育所から園庭開放についてのおしらせ
山中保育所では園庭開放を広場開放日（月・水・金）
の9：30～11:00まで、平野保育所では月曜日から金
曜日の9:30～11:00まで毎日行っています。
※行事等で利用できない事もありますので事前に
　連絡をお願いします。

つどいの広場　℡.62-２０１０
山中保育所　　℡.62-０１７９
平野保育所　　℡.65-8542
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「親向け 子どもの婚活応援セミナー」開催
【山梨県主催】

　山梨県は、晩婚化が進んでいる昨今、我が子の結婚について不安を感じている親御さんなどを対
象に、親として子どもの結婚活動の支援を行えるよう、スキルアップを図るためのセミナーを県内２
カ所で開催します。

開催日　１１月１６日（土）　午後１時３０分～3時３０分　（受付 午後１時～）
会　場　南都留合同庁舎　４階大会議室　（都留市田原２-１３-４３）
　　　　※令和元年８月より新庁舎に移転しました。
内　容　（１）講演「未婚の子どものために親ができること」
 　    講師：入倉　秀　先生（山梨恋活コミュニティ代表）
　　　　（２）やまなし出会いサポートセンターの紹介
 　    説明者：やまなし出会いサポートセンター長　高野　和秀
　　　　（３）お悩み相談＆やまなし出会いサポートセンター体験会
参加対象者　・子の結婚について不安を感じている親御さん
　　　　　　・知り合いに結婚を希望する独身者のいる方
参加費　無料
申込方法（事前申し込みが必要です）
　　　　（電話） 氏名、お住まいの市町村名、参加会場、電話番号をお伝えください。
　　　　℡.055-223-1412
　　　　「婚活やまなし」ポータルサイト
　　　　以下のURLの「お申込みフォーム」から申し込んでください。
　　　　URL：https://www.pref.yamanashi.jp/kekkon-portal/jigyo/oshirase/oshirase82.html
締め切り　１１月１１日（月）午後４時

 !"#$%
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「親向け 子どもの婚活応援セミナー」開催
【山梨県主催】

　山梨県は、晩婚化が進んでいる昨今、我が子の結婚について不安を感じている親御さんなどを対
象に、親として子どもの結婚活動の支援を行えるよう、スキルアップを図るためのセミナーを県内２
カ所で開催します。

開催日　１１月１６日（土）　午後１時３０分～3時３０分　（受付 午後１時～）
会　場　南都留合同庁舎　４階大会議室　（都留市田原２-１３-４３）
　　　　※令和元年８月より新庁舎に移転しました。
内　容　（１）講演「未婚の子どものために親ができること」
 　    講師：入倉　秀　先生（山梨恋活コミュニティ代表）
　　　　（２）やまなし出会いサポートセンターの紹介
 　    説明者：やまなし出会いサポートセンター長　高野　和秀
　　　　（３）お悩み相談＆やまなし出会いサポートセンター体験会
参加対象者　・子の結婚について不安を感じている親御さん
　　　　　　・知り合いに結婚を希望する独身者のいる方
参加費　無料
申込方法（事前申し込みが必要です）
　　　　（電話） 氏名、お住まいの市町村名、参加会場、電話番号をお伝えください。
　　　　℡.055-223-1412
　　　　「婚活やまなし」ポータルサイト
　　　　以下のURLの「お申込みフォーム」から申し込んでください。
　　　　URL：https://www.pref.yamanashi.jp/kekkon-portal/jigyo/oshirase/oshirase82.html
締め切り　１１月１１日（月）午後４時

 !"#$%

広報やまなかこ 2019年11月号 27



10月2日（水）山中湖交流プラザきららにて、村民体育まつりが開催されました。（関連　P5）今月の表紙の写真！

山梨県立盲学校

富士山科学研究所

富士五湖ウインドオーケストラ
ファミリーコンサート 2019

ぴゅあ富士

富士吉田警察署

イベント

募　集

放送大学

世帯数

人　口

2,927 （＋1）

234 （－6）

2,407 （－5）

男

2,889 （－9）女

5,816 （－8）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和元年9月末日現在）

（  ）は前月比

戸籍の窓　9月届出分
おめでとう（誕生）

氏名 　     保護者
小山田　航　　隆
関野　杏南　　伸彦
松田　桜輝　　拓也

 ）

おしあわせに（結婚）

氏名 　　　  地区名
太田　健吾
宮下　みらい

山中
わたる

おうき

あんな

おくやみ（死亡）

氏名   　（歳）　届出人
天野　しゆん　（92）　盛夫
高村　桃子　（95）　德忠

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　11月9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：「宇宙からとらえる富士山周辺の

草原」杉田　幹夫（当研究所 研究管理幹）
　演題：「富士山周辺の草原と人間生活」小笠

原　輝（当研究所 環境共生科 主任研究員）
参加費　無料
定員　約120名（事前申込み不要）
問い合わせ
　環境教育・交流部　広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

親子森を楽しむ会 秋
　秋の森の中でネイチャーゲームをしたり、
親子で楽しく工作をします。
日時　11月16日（土）　午前9時～正午
場所　富士山科学研究所と研究所敷地内の森
対象　小学生とその保護者
定員　30名
応募方法　電話でお申し込みください。
募集開始　電話にて先着順に受付
　　　　　（午前10時～午後5時）
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
U-15 理科研究部　
　理科が好きな人、科学に興味がある人、研
究員になってみたい人…そんな人たちに向け
た体験型イベントです！富士山研の研究員と
いっしょに調査や観察をしながら「研究」して
みませんか？
日時　12月7日（土）　9時～12時
場所　山梨県富士山科学研究所
対象　小学4年生～中学3年生
定員　12名
応募方法　電話でお申し込みください。
募集開始　11月2日（土）　電話にて先着順

に受付（午前10時～午後5時）
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

富士五湖の研究最前線Ⅰ
富士五湖の水の由来と湖底湧水
　世界文化遺産富士山の構成資産である富
士五湖は、日本の湖沼学の始まりの地であ
り、地質学、水文学など他分野にわたる多く
の研究が昔から進められてきました。本企画
展では当研究所で実施してきた富士五湖の
自然環境の変遷、水環境の研究について一
般県民の方にも分かりやすく、最新の研究成

果を紹介します
日時　11月18日（月）～令和2年3月15日（日）
午前9時～午後5時（最終入館 午後4時30分）
場所　富士山科学研究所　本館１階
　　　エントランスホール
定員　どなたでも（お気軽にご参加ください）
入場料　無料
問い合わせ　
　環境教育・交流部　教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

火山災害軽減のための方策に関する
国際ワークショップ2019
　火山噴火による災害を軽減するためには、
国や地方自治体、関係機関の連携等の危機
管理体制が重要です。国内外の事例をもと
に、我が国の火山噴火に対する危機管理の
あり方について議論します。
日時　11月28日（木）
　　開会行事：午前9時30分～9時50分
　　第1部：午前9時50分～午後2時50分
　　第2部：午後3時～4時30分　
　　閉会の挨拶：午後4時30分～4時40分
場所　都道府県会館＜東京＞
　　　101大会議室（１階）
対象　どなたでもご参加いただけます。
内容　第１部：火山噴火の危機管理
　　　－国内外の事例から－
　　　第2部：パネルディスカッション
　　　－日本の火山噴火時の危機管理に関する課題－
定員　150名（事前申込み不要）
費用　無料
その他　同時通訳もございます。
問い合わせ
　環境教育・交流部　広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

国際シンポジウム2019
火山噴火とリスクコミュニケーション
　大噴火が発生した場合、住民・研究者・防災担
当者が一体となった対応が不可欠です。本シン
ポジウムでは、国内外の事例をもとに火山噴火
時のリスクコミュニケーションのあり方について
考えます。皆様のご参加をお待ちしております。
日時　11月30日（土）
　　　開会行事：午前9時30分～9時45分
　　　第1部：午前9時45分～午後3時
　　　第2部：午後3時20分～4時20分
　　　閉会行事：午後4時20分～4時30分
場所　富士山科学研究所　本館1階ホール
対象　どなたでもご参加いただけます。
内容
第1部：火山噴火とリスクコミュニケーション
－国内外の事例から－
第2部：パネルディスカッション
－効果的なリスクコミュニケーションを実現するには－

定員　120名（当日参加も可能ですが、事前
申し込みにご協力ください）

費用　無料
その他　同時通訳もございます。お弁当や送

迎をご希望の場合は、事前にお申し
込みください。

問い合わせ
　環境教育・交流部　広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

日時   11月24日(日)
開場　午後1時30分
　　　（開演前ウェルカムコンサートあり）
開演　午後2時
場所　ふじさんホール
入場料　無料（チャリティー）
指揮　岡 良介 氏
曲目　・ルパン三世のテーマ
　　　・音楽物語「ライオンキング」
　　　・朝ドラ100作記念特集 他
問い合わせ
　℡.0555-23-0033

健康づくり教室
①食べてキレイに！アンチエイジング料理教室
日時　11月15日（金）午前10時～12時
参加費　500円
持ち物　エプロン・三角巾
②生活改善で健康アップ教室
日時　11月28日（木）午前10時～12時
参加費　無料
③快眠のススメ！
　質の高い睡眠をめざそう～睡眠教室
日時　12月12日（木）午前10時～12時
参加費　150円
講師　山梨県厚生連健康管理センター
無料託児　あり
対象　どなたでも20名

みてきいてあそんで！こどもの広場
日時　11月10日（日）午前11時～午後2時
講師　都留文科大学児童文化研究部 ＣＯＬＯＲＳ
参加費　無料
持ち物　お弁当
無料託児　なし
対象　幼児・小学生と保護者
問い合わせ・申し込み
　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

　　　℡.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　11月13日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成31年1・4・7月生まれ

１歳６か月・３歳児健診
日時　11月12日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成28年5・6月、
　　　平成30年3・4月生まれ

２歳児歯科健診
日時　１１月１９日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成29年7・8・9・10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

「つどいば」のお知らせ
日時　１1月２8日（木）　午後2時～
対象　なじみの仲間を作る事が難しいと感じ

ている方や誰かと話をしたい、聞きた
い、聞いてほしい方。申込みは不要。

会場　屋内スポーツ施設「福」
　　　（セブンイレブン旭日丘店隣ペタンク場）
参加費　100円

令和元年10月1日から、
山梨県最低賃金が改正されました。
改正後の金額は、時間額837円です。
　詳しくは、山梨労働局賃金室または最寄り
の労働基準監督署までお尋ねください。
問い合わせ
　山梨労働局賃金室
　℡.055-225-2854
　都留労働基準監督署
　℡.0554-43-2195

無料法律相談のお知らせ
相談日　　　　　１１月１２日（火）
　　　　令和２年   １月１４日（火）
　　　　　　〃       ３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
※予約状況によりますが、当日の予約も可能
　です。
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（森林林業研修施設内）
問い合わせ
　恩賜林組合 総務課　℡.22－3355㈹

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　１1月21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

入学生募集のお知らせ
　放送大学は、令和2年4月入学生を募集し
ています。
　10代から90代の幅広い世代、約9万人の
学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみた
いなど様々な目的で学んでいます。
　テレビによる授業だけでなく、学生は授業
をインターネットで好きな時に受講することも
できます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科
学など、約300の幅広い授業科目があり、1
科目から学ぶことができます。
　資料を無料で差し上げておりますので、お
気軽にお問い合わせください。
出願期限
　　第1回　令和2年2月29日まで
　　第2回　令和2年3月17日まで
問い合わせ
　放送大学山梨学習センター
　℡.055-251-2238

「犯罪被害者支援講演会」のお知らせ 
　県警察では犯罪被害者等の視点に立った
支援、および各種施策の推進に努めていると
ころですが、犯罪被害者等に対する理解を深
めていただくため、犯罪被害者支援講演会が
開催されます。
　講師は、被害に遭った経験から勉強を始
め、専門知識を修了しているため、被害経験
と専門的知識を融合させたワークと講演は納
得ができ、理解が深まると定評があります。
　本講演会を通じ、犯罪被害者等の心情や、
様々な問題について、ご理解頂けたらと思い
ます。
日時　11月28日（木）
　　　午後4時30分～(開場午後4時）
場所　山梨県立図書館　2階
　　　多目的ホール（甲府市北口2-8-1）
講師　山本　潤 氏 ※入場無料　予約不要
講演　「身近に起こる性暴力を解決するた

めに～私たちにできること」
問い合わせ
主催　公益社団法人
　　　被害者支援センターやまなし
　　　℡.055-228-8639
後援　山梨県警察本部
　　　山梨県犯罪被害者支援連絡協議会
　　　℡.055-221-0110

冬のEye愛ひとみ相談会 
　お子様の目の見え方について不安を感じ
ている方、成人されてから目に障がいを持ち
悩んでいる方、視覚に課題があるお子さんを
指導されている先生など、見え方や目のこと
でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
日時　１２月７日（土）、８日（日）
  ・両日とも午前 10 時から午後 3 時まで。
  ・１件につき約１時間の相談。
場所　山梨県立盲学校（甲府市下飯田2-10-2）
内容　目の見え方や目のことについて全般。

主に、支援、教育、学習、進路につい
ての相談。

対象　乳幼児から成人まで。本人、保護者、
支援者等、どなたでも。

参加料　無料
申し込み　１２月５日（木）までに、盲学校へ

電話で申し込みをお願いします。
　　　　 （受付時間　平日午前9時～午後5時）
問い合わせ
　山梨県立盲学校　℡.055-226-3361

富士山科学講座　応用編（3）
　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

南都留中部商工会

恩賜林組合

相　談

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

山梨労働局

お知らせ

お知らせ・催し・募集
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10月2日（水）山中湖交流プラザきららにて、村民体育まつりが開催されました。（関連　P5）今月の表紙の写真！

山梨県立盲学校

富士山科学研究所

富士五湖ウインドオーケストラ
ファミリーコンサート 2019

ぴゅあ富士

富士吉田警察署

イベント

募　集

放送大学

世帯数

人　口

2,927 （＋1）

234 （－6）

2,407 （－5）

男

2,889 （－9）女

5,816 （－8）計

内外国人

山中湖村の人口と世帯（令和元年9月末日現在）

（  ）は前月比

戸籍の窓　9月届出分
おめでとう（誕生）

氏名 　     保護者
小山田　航　　隆
関野　杏南　　伸彦
松田　桜輝　　拓也

 ）

おしあわせに（結婚）

氏名 　　　  地区名
太田　健吾
宮下　みらい

山中
わたる

おうき

あんな

おくやみ（死亡）

氏名   　（歳）　届出人
天野　しゆん　（92）　盛夫
高村　桃子　（95）　德忠

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　11月9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：「宇宙からとらえる富士山周辺の

草原」杉田　幹夫（当研究所 研究管理幹）
　演題：「富士山周辺の草原と人間生活」小笠

原　輝（当研究所 環境共生科 主任研究員）
参加費　無料
定員　約120名（事前申込み不要）
問い合わせ
　環境教育・交流部　広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

親子森を楽しむ会 秋
　秋の森の中でネイチャーゲームをしたり、
親子で楽しく工作をします。
日時　11月16日（土）　午前9時～正午
場所　富士山科学研究所と研究所敷地内の森
対象　小学生とその保護者
定員　30名
応募方法　電話でお申し込みください。
募集開始　電話にて先着順に受付
　　　　　（午前10時～午後5時）
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
U-15 理科研究部　
　理科が好きな人、科学に興味がある人、研
究員になってみたい人…そんな人たちに向け
た体験型イベントです！富士山研の研究員と
いっしょに調査や観察をしながら「研究」して
みませんか？
日時　12月7日（土）　9時～12時
場所　山梨県富士山科学研究所
対象　小学4年生～中学3年生
定員　12名
応募方法　電話でお申し込みください。
募集開始　11月2日（土）　電話にて先着順

に受付（午前10時～午後5時）
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

富士五湖の研究最前線Ⅰ
富士五湖の水の由来と湖底湧水
　世界文化遺産富士山の構成資産である富
士五湖は、日本の湖沼学の始まりの地であ
り、地質学、水文学など他分野にわたる多く
の研究が昔から進められてきました。本企画
展では当研究所で実施してきた富士五湖の
自然環境の変遷、水環境の研究について一
般県民の方にも分かりやすく、最新の研究成

果を紹介します
日時　11月18日（月）～令和2年3月15日（日）
午前9時～午後5時（最終入館 午後4時30分）
場所　富士山科学研究所　本館１階
　　　エントランスホール
定員　どなたでも（お気軽にご参加ください）
入場料　無料
問い合わせ　
　環境教育・交流部　教育・情報担当
　℡.0555-72-6203

火山災害軽減のための方策に関する
国際ワークショップ2019
　火山噴火による災害を軽減するためには、
国や地方自治体、関係機関の連携等の危機
管理体制が重要です。国内外の事例をもと
に、我が国の火山噴火に対する危機管理の
あり方について議論します。
日時　11月28日（木）
　　開会行事：午前9時30分～9時50分
　　第1部：午前9時50分～午後2時50分
　　第2部：午後3時～4時30分　
　　閉会の挨拶：午後4時30分～4時40分
場所　都道府県会館＜東京＞
　　　101大会議室（１階）
対象　どなたでもご参加いただけます。
内容　第１部：火山噴火の危機管理
　　　－国内外の事例から－
　　　第2部：パネルディスカッション
　　　－日本の火山噴火時の危機管理に関する課題－
定員　150名（事前申込み不要）
費用　無料
その他　同時通訳もございます。
問い合わせ
　環境教育・交流部　広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

国際シンポジウム2019
火山噴火とリスクコミュニケーション
　大噴火が発生した場合、住民・研究者・防災担
当者が一体となった対応が不可欠です。本シン
ポジウムでは、国内外の事例をもとに火山噴火
時のリスクコミュニケーションのあり方について
考えます。皆様のご参加をお待ちしております。
日時　11月30日（土）
　　　開会行事：午前9時30分～9時45分
　　　第1部：午前9時45分～午後3時
　　　第2部：午後3時20分～4時20分
　　　閉会行事：午後4時20分～4時30分
場所　富士山科学研究所　本館1階ホール
対象　どなたでもご参加いただけます。
内容
第1部：火山噴火とリスクコミュニケーション
－国内外の事例から－
第2部：パネルディスカッション
－効果的なリスクコミュニケーションを実現するには－

定員　120名（当日参加も可能ですが、事前
申し込みにご協力ください）

費用　無料
その他　同時通訳もございます。お弁当や送

迎をご希望の場合は、事前にお申し
込みください。

問い合わせ
　環境教育・交流部　広報・交流担当
　℡.0555-72-6206

日時   11月24日(日)
開場　午後1時30分
　　　（開演前ウェルカムコンサートあり）
開演　午後2時
場所　ふじさんホール
入場料　無料（チャリティー）
指揮　岡 良介 氏
曲目　・ルパン三世のテーマ
　　　・音楽物語「ライオンキング」
　　　・朝ドラ100作記念特集 他
問い合わせ
　℡.0555-23-0033

健康づくり教室
①食べてキレイに！アンチエイジング料理教室
日時　11月15日（金）午前10時～12時
参加費　500円
持ち物　エプロン・三角巾
②生活改善で健康アップ教室
日時　11月28日（木）午前10時～12時
参加費　無料
③快眠のススメ！
　質の高い睡眠をめざそう～睡眠教室
日時　12月12日（木）午前10時～12時
参加費　150円
講師　山梨県厚生連健康管理センター
無料託児　あり
対象　どなたでも20名

みてきいてあそんで！こどもの広場
日時　11月10日（日）午前11時～午後2時
講師　都留文科大学児童文化研究部 ＣＯＬＯＲＳ
参加費　無料
持ち物　お弁当
無料託児　なし
対象　幼児・小学生と保護者
問い合わせ・申し込み
　ぴゅあ富士　℡.0554-45-1666

　　　℡.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　11月13日（水）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成31年1・4・7月生まれ

１歳６か月・３歳児健診
日時　11月12日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成28年5・6月、
　　　平成30年3・4月生まれ

２歳児歯科健診
日時　１１月１９日（火）
　　　午後１時１５分～１時４５分受付
対象　平成29年7・8・9・10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

「つどいば」のお知らせ
日時　１1月２8日（木）　午後2時～
対象　なじみの仲間を作る事が難しいと感じ

ている方や誰かと話をしたい、聞きた
い、聞いてほしい方。申込みは不要。

会場　屋内スポーツ施設「福」
　　　（セブンイレブン旭日丘店隣ペタンク場）
参加費　100円

令和元年10月1日から、
山梨県最低賃金が改正されました。
改正後の金額は、時間額837円です。
　詳しくは、山梨労働局賃金室または最寄り
の労働基準監督署までお尋ねください。
問い合わせ
　山梨労働局賃金室
　℡.055-225-2854
　都留労働基準監督署
　℡.0554-43-2195

無料法律相談のお知らせ
相談日　　　　　１１月１２日（火）
　　　　令和２年   １月１４日（火）
　　　　　　〃       ３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
※予約状況によりますが、当日の予約も可能
　です。
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（森林林業研修施設内）
問い合わせ
　恩賜林組合 総務課　℡.22－3355㈹

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　１1月21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

入学生募集のお知らせ
　放送大学は、令和2年4月入学生を募集し
ています。
　10代から90代の幅広い世代、約9万人の
学生が、大学を卒業したい、学びを楽しみた
いなど様々な目的で学んでいます。
　テレビによる授業だけでなく、学生は授業
をインターネットで好きな時に受講することも
できます。
　心理学・福祉・経済・歴史・文学・情報・自然科
学など、約300の幅広い授業科目があり、1
科目から学ぶことができます。
　資料を無料で差し上げておりますので、お
気軽にお問い合わせください。
出願期限
　　第1回　令和2年2月29日まで
　　第2回　令和2年3月17日まで
問い合わせ
　放送大学山梨学習センター
　℡.055-251-2238

「犯罪被害者支援講演会」のお知らせ 
　県警察では犯罪被害者等の視点に立った
支援、および各種施策の推進に努めていると
ころですが、犯罪被害者等に対する理解を深
めていただくため、犯罪被害者支援講演会が
開催されます。
　講師は、被害に遭った経験から勉強を始
め、専門知識を修了しているため、被害経験
と専門的知識を融合させたワークと講演は納
得ができ、理解が深まると定評があります。
　本講演会を通じ、犯罪被害者等の心情や、
様々な問題について、ご理解頂けたらと思い
ます。
日時　11月28日（木）
　　　午後4時30分～(開場午後4時）
場所　山梨県立図書館　2階
　　　多目的ホール（甲府市北口2-8-1）
講師　山本　潤 氏 ※入場無料　予約不要
講演　「身近に起こる性暴力を解決するた

めに～私たちにできること」
問い合わせ
主催　公益社団法人
　　　被害者支援センターやまなし
　　　℡.055-228-8639
後援　山梨県警察本部
　　　山梨県犯罪被害者支援連絡協議会
　　　℡.055-221-0110

冬のEye愛ひとみ相談会 
　お子様の目の見え方について不安を感じ
ている方、成人されてから目に障がいを持ち
悩んでいる方、視覚に課題があるお子さんを
指導されている先生など、見え方や目のこと
でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
日時　１２月７日（土）、８日（日）
  ・両日とも午前 10 時から午後 3 時まで。
  ・１件につき約１時間の相談。
場所　山梨県立盲学校（甲府市下飯田2-10-2）
内容　目の見え方や目のことについて全般。

主に、支援、教育、学習、進路につい
ての相談。

対象　乳幼児から成人まで。本人、保護者、
支援者等、どなたでも。

参加料　無料
申し込み　１２月５日（木）までに、盲学校へ

電話で申し込みをお願いします。
　　　　 （受付時間　平日午前9時～午後5時）
問い合わせ
　山梨県立盲学校　℡.055-226-3361

富士山科学講座　応用編（3）
　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

南都留中部商工会

恩賜林組合

相　談

福祉健康課からのお知らせ

山中湖村役場から

山梨労働局

お知らせ

お知らせ・催し・募集
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日　SUN 月　MON 火　TUE 水　WED 木　THU 金　FRI 土　SAT

11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P23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

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

※前日や当日（休日）に当番が変更となる可能性があります。

休日　8:30～17:00　診療時間11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
ことぶき診療所
小舘クリニック
小林眼科医院
駒谷整形外科
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

日・祝
月・振
月・振

日
日

土・祝
日

内科・外科・小児外科
内科
眼科
整形外科
脳神経外科
内科
内科・外科・胃腸科・肛門科

3
4
4

10
17
23
24
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11月
2019.November




