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みんなの生涯学習みんなの生涯学習みんなの生涯学習
みなさんのやる気を

応援します!

＊�当日受け付けも致しますが定員になり次第締め切ります。 お申込・お問合は生涯学習課【７２－６０５３】

  9/24(日)、10/15(日)、10/28(土)、11/4(土)、

11/26(日)、12/9(土)、1/20(土)、2/10(土)、

  3/10(土)

10：00～12：00

中央公民館

１回200円（3回で500円）

２０名（定員になり次第締め切り）

東部富士五湖ネイチャーゲームの会

期  間

時   間

場   所

参 加 費

定   員

提   供

大人になる大事な節目…懐かしの顔ぶれが揃う成人式。思い出に残る「成人者のつどい」を創るため、

“成人者のつどい実行委員”を募集します。今年新成人となる方々の目線から、成人式でどんなことが

出来るか、どんな集まりにしたいかなどなど…様々な意見・要望・アイディアをお待ちしております。

たった一度の成人式を創るのは新成人の皆さんです！！

ボート、ジェットスキー、ウェイクボードなどマリンスポーツ

を安全に楽しく体験してみるチャンス！！

船舶免許やマリンレジャーに関する相談コーナーもあります。

お友達やご家族とぜひ足を運んでみてください。お一人での参

加も大歓迎です。

上半期好評だったネイチャーゲーム教室が引き続き開催されま

す。さらに楽しみなプログラムが目白押しです。下半期からの参

加ももちろんOK、みんなで「自然のふしぎ」を見つけに行こう！

成人
者のつ

どい　実行委員募集！成人
者のつ

どい　実行委員募集！成人
者のつ

どい　実行委員募集！集まれ元気な
新成人！

メール→syougai@town.fujikawaguchiko.lg.jp

電話→７２－６０５３（富士河口湖町生涯学習課）

平成１９年  成人者のつどい(予定)

平成１９年1月7日（日）

午前９：３０から受付

勝山ふれあいセンター さくやホール

日にち

時　間

場　所

♪♪たくさんの情報＆ご協力お待ちしております♪♪

 奮闘結果報
告 奮闘結果報
告

 奮闘結果報
告～こんなに頑張りました～～こんなに頑張りました～～こんなに頑張りました～

８月４日（土）に行なわれ

た第１３回南関東地域ジュ

ニアゲートボール大会で富

士河口湖町のチャレンジA

チームが見事３位入賞！チ

ーム一丸となって戦った成

果が発揮されました。

８月４日（土）に行なわれ

た第１３回南関東地域ジュ

ニアゲートボール大会で富

士河口湖町のチャレンジA

チームが見事３位入賞！チ

ーム一丸となって戦った成

果が発揮されました。

８月１９日（土）に子どもクラ

ブ別球技大会の県大会が行な

われました。バレーボールに

出場した大石子どもクラブは

残念ながら予選敗退、ソフト

ボールに出場した河口子ども

クラブは激闘の結果、みごと

優勝いたしました！

８月１９日（土）に子どもクラ

ブ別球技大会の県大会が行な

われました。バレーボールに

出場した大石子どもクラブは

残念ながら予選敗退、ソフト

ボールに出場した河口子ども

クラブは激闘の結果、みごと

優勝いたしました！

☆★☆おめでとうございます☆★☆

チャレンジ

ゲートボール

子どもクラブ別

球技大会

ビギナーから達人までとことん楽しめる！！ きらめき子ども塾事業

マリンスポーツ・体験乗船会マリンスポーツ・体験乗船会マリンスポーツ・体験乗船会

(財)日本海洋レジャー安全・振興協会関東事務所

（０４５）２０１－１２２２
http://www.jmra.or.jp/

参加申し込み・問い合わせ

10月1日（日） ９：００～１６：００

道の駅勝山  小海公園前

無　料

日　時

場　所

参加費

富士河口湖町
子どもネイチャーゲーム教室

富士河口湖町
子どもネイチャーゲーム教室

富士河口湖町
子どもネイチャーゲーム教室
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それいけ!それいけ!それいけ!
みんなの教育委員会

生涯学習課

TEL 72-6053

お申込・お問合せは生涯学習課【72-6053】まで！

中央公民館パソコン教室中央公民館パソコン教室わかりやす
い！

49

51

50

52

53

54

56

55

休日

エクセル入門(昼)

データベース入門

10月3日～5日
13：30～15：30

10月3日～5日
19：00～21：00

10月10日～12日
13：30～15：30

10月10日～12日
19：00～21：00

10月17日～19日
13：30～15：30

10月17日～19日
19：00～21：00

10月24日～26日
13：30～15：30

10月24日～26日
19：00～21：00

10月28日～29日
13：00～16：00

パソコン入門(昼)

パソコン入門(夜)

ワード入門(昼)

ワード入門(夜)

エクセル入門(夜)

エクセルレベルアップ(昼)

エクセルレベルアップ(夜)

コース名 実施日時番号 コース名 実施日時番号

＊受講料は平日講座2000円、休日講座3000円です。いずれの講座も2名以上で開催いたします。
＊前日・当日のお申込は一切お受けできません。お早めにお申込ください。

お申込とお問合せ・・・町民体育館（７３－１２２０）

お問合せは   ７２－６０５３ 富士河口湖町生涯学習課まで！

地区公民館祭りのお知らせ地区公民館祭りのお知らせ地区公民館祭りのお知らせ
秋といったらお祭り！毎年恒例・公民館祭りが今年も開催されます。盛りだくさんの内容で一日遊べるこ

と間違いなし！いろんな人とお誘いあわせてぜひ来てください♪♪♪お待ちしております。

船津地区公民館祭り
10月1日（日）10：00～

船津地区公民館

日 時

場 所

無料のお店や芸能発表、フリーマーケットも開催。さら

に今年の目玉は起震車です！大きな地震を体験して日頃

の防災意識を高めよう。

小立地区公民館祭り
10月15日（日）10：00～

小立地区公民館

日 時

場 所

芸能発表では伝統のヤートコ踊りが見られます。

また子ども限定の「遊べるチケット」配布や、お

茶席コーナーなどもあり、様々な体験ができる一

日になります。

 水中体操教室 水中体操教室 水中体操教室
日頃運動不足を感じている方、「辛い運動はちょっと…」とい

う方、足に負担のかかりにくい水中体操がお勧めです！無理な

く続けて健康になっちゃいましょう☆★

自分自身のこと、子育てや家庭の悩み・心配事など…小さなこ

とでも構いません。一人で抱え込まないで、ちょっと心を開い

てお話してみませんか？

期　間

時　間

場　所

定　員

持ち物

参加費

９/１４,９/２１,９/２８,１０/５,１０/１２,１０/１９（毎週木曜日）

１０/３,１０/１０,１０/１７,１０/２４,１０/３１,１１/７（毎週火曜日）

１９：２０～２０：３０

健康プラザ

20名（富士河口湖町民に限ります）

水着、タオル

1回100円（保険料）

＊毎回別途施設使用料300円がかかります

女性なんでも相談女性なんでも相談女性なんでも相談

９月、１０月の相談日は

 ９月１３日・  ９月２７日

１０月１１日・１０月２５日
（毎週第２、４水曜日 １３：３０～）

中央公民館にて行ないます。

☆個人情報、相談内容などの秘密は厳守いたします。
☆相談にはお申込が必要です。
　　　　　　生涯学習課（７２－６０５３）までお電話ください。



広
報
富
士
河
口
湖

　
１４

富士と湖の自然をみつめて富士と湖の自然をみつめて

ご意見・ご質問は、TEL（FAX）0555－20－3510　河口湖フィールドセンター　自然共生研究室まで

カナダ・アルバータ州少年森林警備隊と

山梨県緑の少年隊の交流会が富士山で行われました

アース・ウォッチ・プロジェクトの2006年チーム４・５が開催されました

ショート・ニュース

　７月３０日に、カナダ・アルバータ州の少年森林警備隊の９才から１３才までの隊員１７名と、その指導者や職員１２名が

来県され、山梨県緑の少年隊員３２名と指導者・職員・通訳等１５名とともに、富士山で交流しました。午前中は、グリー

ンエイトで自己紹介と班分けを行った後、富士山五合目の御庭から奥庭にかけてのトレッキングを行いました。出発

する時には雲で富士山が見えなかったのですが、４合目を過ぎる頃から山頂が見え始

め、御庭に着いたときには山

麓の側火山まで見える天気

で、富士山独特の自然を満喫

していただきました。午後は

河口湖フィールドセンター

で、ガイドウォークとクラフト

を体験してもらい、五合目周

辺とは違う富士山山地帯の自然を楽しんでいただきました

。その後、山梨県環境科学研究所で富士山の自然全体の説

明をしていただき交流会を終えました。

　河口湖緑の少年隊員５名を中心とした山梨県緑の少年隊員も、最初は恥ずかしがって話も出来ない子がほとんどで

したが、お昼近くになったら「英語が通じた」といいながら片言の英語でコミュニケーションをしていました。母国語

は違っても気持ちは通じることを、若い時に体感することの大切さを実感した１日でした。

　アース・ウォッチ・国内プロジェクトも３年目を迎えた昨年、「アース・ウォッチ・ジャパンが全面的に協力しますから、

来年は日本初の国際プロジェクトに応募してみましょう」という甘い言葉に軽く乗ってしまった今年、一次審査を通過

してしまい、来年のプロジェクトに備えての５日連続の国内プロジェクトが8月１

６～２０日に行われました。最初の３日は４名の、後半の３日は8名から11名のボランテ

ィアが参加して下さり、共同研究者の昭和大萩原康夫先生、甲州昆虫同好会宮下泰

典氏、東京農工大学樋口悠君、都留文科大学西教生君の協力をいただき無事終了す

ることが出来ました。富士山全部が見えたのは朝方だけという天気でしたが、フィー

ルドで活動中は一時小雨に降られた程度で、予定通りの日程を消化し貴重なデータ

を得ることが出来ました。

　愛知県犬山市から5回目の参加でフルに参加いただいた大橋建之氏を始め、2回

目のPragerさん親子などリピーターが６名も参加下さいました。梨ヶ原で３日間、富士川沿いで２日間ミヤマシジミの

調査をしていただき、通常１人で行っている調査の数倍以上の成果を挙げることが出来ました。

・今年度最後のアースウォッチ国内プロジェクト「HITACHI社内プロジェクト」が９月２～３日に行われる予定です。

・自然共生研究室渡辺通人が主任研究者として行われるアースウォッチ国際プロジェクト「Ecological Survey on               

　Endangered Butterflies in Mt. Fuji(富士山における絶滅危惧チョウ類の生態学的調査)」が、８月１５日にアメリ

　カ本部の最終審査を通過し正式に認可されました（日本人研究者としては初めて）。

　来年７～９月の各１０日間、世界各国からの応募者５～８名が参加して国際プロジェクトが開催される予定です。

・オーストラリア・ビクトリア州国立公園の副局長Geoff Vincent氏が１０月２８日～１１月４日に来日し、富士箱根伊豆国

　立公園を視察される予定です。
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このページについてのお問合せは、富士河口湖町教育委員会 文化振興局（ステラシアター内）℡７２－５５７７までどうぞ

河口湖円形ホール&
♪自然の香りが響きわたる♪ ♪優しい音が湖風に舞う♪

心地よい自然と音楽を求めて

９月２３日（土）河口湖円形ホール

１５：３０開場　１６：００開演

全席指定４２００円【チケット残りわずか】

河口湖ステラシアター℡72-5588

妹 尾　 武妹 尾　 武

http://www.stellartheater.jp/

人気ドラマ「いま、会いに

ゆきます」でサウンドト

ラックを手がけるなど、

今最も注目を浴びるピア

ニスト妹尾武によるコン

サート。そこには人々の

心をほぐす日常にはない

空間がある。

　妹尾曰く「河口湖でのライブは切なさのオンパレード。

暦の上では秋に入っていますが"まだ夏の終わり！"。最

後のキャンプファイヤーを楽しむ、そんなライブです。」

日々の喧騒を離れ、富士北麓の自然と共に、妹尾の素敵な

音楽を聴くことができたなら、きっとあなたにとって極

上の休日となるだろう。

５０年後も感動できる野外音楽堂へ

ステラシアター可動屋根工事ステラシアター可動屋根工事

いよいよ９月よ

り来年６月の完

成を目指し、河口

湖ステラシアタ

ーの可動屋根工

事がスタートし

ます。

野外音楽堂とし

ての魅力を十分に活かしながら、さらにみなさんに愛さ

れる音楽堂を目指し、13年目のさらなる一歩を踏み出し

ます。この可動屋根の設置により、天候を気にせず、これ

まで以上に安心感のあるステージをみなさまに提供でき

ることと思います。なお、工事期間中はステラシアターの

大ホール・小ホール共に使用できません。ご理解とご協力

をおねがいします。

語りかけるように心に響くピュア・ヴォイス

ジョン･健･ヌッツォジョン･健･ヌッツォ

2000年9月ウィーン国立歌劇場

と専属契約を結び、初めての

日本公演として2002年4月に円

形ホールで開催してから４年

。紅白歌合戦の出演をはじめ

、NHK大河ドラマ「新撰組！」

の主題歌など、話題の多いテ

ノール歌手ジョン健ヌッツォ

が、３回目の円形ホール公演

を行います。ＮＹメトロポリ

タン歌劇場、ウィーン国立歌

劇場など世界の主要なオペラ劇場で拍手喝采を浴びる、

限りない透明感に溢れたジョンの歌声をぜひ楽しんでほ

しい。

感動！感激！そして･･･ありがとう

富士山河口湖音楽祭2006富士山河口湖音楽祭2006

８月１２日（土）から１９日（土）までの８日間河口湖ステ

ラシアターを中心に町内各所で音楽イベントを開催した

「富士山河口湖音楽祭２００６」は、みなさんの協力のも

と、大盛況のうちに終わることができました。町民のみな

さんをはじめ、全国

各地から多くの方

々においでいただ

き、雄大な富士山と

心地よい音楽で夏

のひと時を楽しん

でいただけたこと

と思います。来年も

町民のみなさんと共に、さらに良い音楽祭を作っていき

たいと考えています。ありがとうございました。

１０月１日（日）河口湖円形ホール

１７：００開場　１７：３０開演

全席指定８０００円【完売御礼】

河口湖ステラシアター℡72-5588

河口湖ステラシアター可動屋根　工事期間

平成18年9月11日～平成19年6月30日(予定)

音楽祭2006公式ＨＰにおいて写真展を開催中

http://www.stellartheater.jp/ongakusai/


