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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

アース・ウォッチ・プロジェクトHITACHIが開催されました

自然再生研究会のモニタリングが行われました

ショート・ニュース

　最近では、企業としての環境への取り組みが重視されるようになり、企業主体のボランティア活動も盛んに行われるよう

になってきました。そうした中、日立グループのボランティア活動の一環として、アースウォッチジャパンと共同で「富士山の

絶滅危惧チョウ類」プロジェクトが、９月２・３日に開催されました。天候にも恵まれ、日立グループ１４名、アース・ウォッチ事務

局２名の１６名が参加して下さり大成功でした。ミヤマシジミの個体数は、それほど多くなかったものの、参加人数が多かっ

たため４班に分かれて成虫と幼虫を観察していただき、非常に効果的な調査とな

りました。そのため、1日目の午後には河口湖フィールドセンターと富士浅間神社

も見学していただく余裕があり、２日目も午前中で終わることができました。

　アース・ウォッチのボランティアは、自分で分担金（宿泊費や食費など）や交通費

まで払って来て下さり、無料で調査まで手伝って下さる方々ですが、今回は日立グ

ループだけということもあり、夜のレクチャーでも鋭い質問がたくさん出て、非常

に意識が高いと感じました。河口湖駅までお見送りしたときに、環境本部の本部長

さんやビジネス企画本部の部長代理の方まで参加して下さっていたことがわか

り、グループ全体として、自然共生研究室が行っている絶滅危惧種の保護のための調査活動が、富士山や周辺の「里山の

自然保護」のために行っているのだということを理解して下さっていたと感激しました。また、今回の宿泊でお世話になり、

１０人乗りのワゴンまで貸していただいた富士Calm（カーム）さんや調査の補助をしてもらった宮下泰典さん・角田裕志

君など、たくさんの方々の善意の結果だと感謝しております。

　ビオトープは各地でつくられていますが、それをどのように維持管理したらよいかについては、これまであまり考えられて

きませんでした。しかし、河口湖畔のビオトープは、幸いにして立地と人に恵まれ、生活館・美術館・大池公園・八木崎公園の

方々にご努力いただき、かなり良い状態で手入れされ維持されていることに感謝しております。さらにビオトープ内部の変

化を調べ、どのように手入れしたら良いか、また、その手入れ方法の違いでどう変わるのかを調べようと、２００４年１２月から、

自然再生研究会とともにモニタリングと手入れを行って来ました。２ヶ月に１回の割で行っていますが、今年度３回目のモニ

タリングが、東京農工大学の角田・樋口・西川の３名に参加してもらい、８月２９日に行われました。

　大池公園ビオトープでは、水路にオランダガラシ（クレソン）が繁茂し、カワニナの餌となっているようです。池の方は、

２月のアシ刈り時に、半分残して半分刈ったのですが、太さが違うだけで、８月になるとどちらも背丈は同じくらいになってし

まうということがわかりました。トンボのヤゴは、成虫になる時期だったため少なかったの

ですが、ゲンゴロウの仲間などかなりの種類の水生昆虫が見つかり、ゲンジボタルも住め

る環境になってきていると感じました。美術館ビオトープの方は、水草が繁茂していると

ころ、クレソンが繁茂しているところ、アシが茂っているところが順にあり、カワニナ

の数は昨年より少なかったもののトビケラ類が多く、トンボの成虫も何種類も確認され、ゲ

ンジボタルが自然発生しているのがうなずける結果でした。

　ビオトープと比較するために行っている西川源流域での水生昆虫調査も、カワゲラ

やトビケラの仲間の種類が多く、今回も川の周りの環境（ブナ林）の豊かさが川の生き物の豊かさを支えていることが実

感されました。昔からある自然の大切さと同時に、私たちの身近な自然を豊かにしてくれているビオトープの価値をもう一

度考えていただければ幸いです。

・�９月11日１８時１０分からのNHK甲府放送局の番組で「秋の富士山」が放送されました。

・ホタル・オオムラサキ賞の募集が９月３０日までとなっていますが、今年は昨年まで応募のなかった学校からも応募して    

　いただけています。１０月の審査と１１月の展示・表彰を楽しみにしています。
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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♪

室内楽＆子どものための音楽会

１０月２１日（土）

ゆうやけ・みずうみコンサート

一般２５００円　高校生以下１５００円

バロックコンサート2006バロックコンサート2006

Stellar theater 12 years anniversary. I want to be in love with music all the time.Stellar theater 12 years anniversary. I want to be in love with music all the time.Stellar theater 12 years anniversary. I want to be in love with music all the time.

音楽を心から楽しむスペースとして河口湖ステラシアター12年

http://www.stellartheater.jp/

２１日の「ゆうやけ・みずうみ

コンサート～古楽器で聴く

J.S.バッハの室内楽」は、チェ

ンバロとバロック・バイオリン

による室内楽コンサートです。

２２日の「子どものためのおし

ゃべり音楽会～バロック音楽

に触れてみよう～」は、通常の

コンサートとは違い子どもで

もバロック音楽を楽しめるよ

うに、様々な企画を盛り込んだ

プログラムです。３才以上から

ご来場いただけます。

古楽器の魅力とバロック音楽の世界をお楽しみください。

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
した。この工事に伴いステ
ラシアター・チケットセン
ターでは、販売窓口の移転
をおこないます。当面の間、
チケットの直接販売は、河

口湖ショッピングセンターＢＥＬＬ（船津）および精琴堂
楽器店（富士吉田市・本町通り）にておこないます。なお、
電話予約および郵送サービスについては、これまでどお
り実施しております。
工事期間中は皆様方にご迷惑をおかけしますが、ご理解
とご協力をおねがいします。

素敵なイタリアの風が吹き抜ける

久 根 　 公 子久 根  　公 子

たくさんの天才や芸術家を

生み出したイタリアに単身

渡航して１３年。イタリア

の軽音楽に魅了され歌い続

ける久根　公子の声は、哀

愁と郷愁とが混ざり合って

益々深みを帯びている。イ

タリア人ファンを魅了して

きた彼女の音楽活動も１０

年目。今回の日本ツアーで

は、魅力的なイタリアン・ポ

ップスを通じて日本とイタ

リアの間に友好の架け橋をかけるねらいもあるようだ。

この秋、河口湖畔で久根　公子が運ぶイタリアの風を感

じてほしい。

１１月１１日（土）

イタリアン ポップス ライブ

１７：３０開場　１８：００開演（全席自由３０００円）

河口湖円形ホール【チケット好評発売中】

ステラシアター・チケットセンター℡72-5588

河口湖円形ホール【チケット好評発売中】

ステラシアター・チケットセンター℡72-5588

河口湖ステラシアター・チケットセンター
℡７２－５５８８

公式ＨＰ　http://www.stellartheater.jp

１０月２２日（日）

子どものためのおしゃべり音楽会

一般１０００円　高校生以下５００円

チケット販売窓口が移転します

ステラシアター・チケットセンターステラシアター・チケットセンター

秋のオススメ公演紹介

河口湖円形ホール河口湖円形ホール

河口湖円形ホールでは、この秋も素敵な室内楽コンサー
トが多数開催されます。ぜひ、河口湖円形ホールにて「芸
術の秋」をお楽しみください。

１０月２７日（金）

弦楽二重奏 の夕べ

１８：３０開場　１９：００開演

チケット４０００円

出演　田代美恵子（ヴァイオリン）ほか

問合せ　タンネ アンディムジク音楽事務所

℡03-5384-5772

１１月１２日（日）

湖畔のブラームス２００６

１３：３０開場　１４：００開演

一般３０００円・ペア４５００円

出演　外川真里亜（ピアノ）ほか

問合せ　日本ブラームス協会

℡03-3990-0611

１０月２８日（土）

渡辺春子ピアノリサイタル

１３：３０開場　１４：００開演

チケット２５００円

出演　渡辺春子（ピアノ）

ゲスト　池上英樹（マリンバ）

問合せ　渡辺 ℡72-1473

１５：３０開場　１６：００開演 １３：００開場　１３：３０開演全席自由 全席自由
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町誕生日イベント

創造館のクライミングがたのしい　　!!
クライミング・アドバイザーの阿部さんが講師です☆
楽しく基礎が学べます♪

町誕生日
イベント
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TEL 0555-73-1212　FAX 0555-73-1358

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp　　Eメール  Library@fujukawaguchiko.ed.jp

● ０・１・２・３歳対象　10月24日（火） 午前10時30分～　　● ０・１・２・３歳対象　10月10日（火） 午前10時30分～

● 小学生対象　　　10月21日（土） 午後  1時30分～

　

● 幼児～小学生低学年　10月28日（土）午前10時30分～

「ブラウンベアー」読み聞かせ会（英語）

「エトワールの会」読み聞かせ会

「うさぎのおやこ」読み聞かせ会

場 所：生涯学習館 「子育て学習室」

●本館読み聞かせ会の予定●

●本館2006年10月休館日●

毎週月曜日・館内整理日(31日)

火曜日 午後3時～6時

午後3時～6時

3・10・17・24日

5・12・19・26日木曜日

午後1時～午後5時月～金

●分館2006年10月の予定●

読み聞かせ会　午後4時30分～

17日（火）

読み聞かせ会　午後4時30分～11日（水）・25日（水）

大石・河口

上九一色

　１１月５日（日）第３回「いきいきみんなのまちの誕生日」にて、「第１５回古本市」と「親子で
楽しむおはなしの会」を開催します。「親子で楽しむおはなしの会」では、５団体の発表を予定
しています。親子でまたは、お友達と一緒に是非、お出掛けください。

会場：中央公民館ホール
内容：たんぽぽ劇団人形劇
　　　勝山はねっこ劇団（児童劇）
　　　芽吹きの会（大型紙芝居）
　　　読み聞かせボランティアブラウンベアー
　　　読み聞かせボランティアうさぎのおやこ
　　　☆時間などの詳細は、わかり次第お知らせします。

「第15回古本市」と「親子で楽しむおはなしの会」を開催します！！「第15回古本市」と「親子で楽しむおはなしの会」を開催します！！「第15回古本市」と「親子で楽しむおはなしの会」を開催します！！

会場：生涯学習館前
時間：１０：００～１６：００
内容：リサイクルの一環としての行事で、
　　　図書館友の会が中心となり行なっています。生　
　　　涯学習館で廃棄した本や、皆さんからの献本を　
　　　安価で販売し、その売上金で新たな図書を購入
　　　し、利用者に提供しようというものです。

　声に言葉をのせて届ける時に大事な事はイメージをつか

むこととイメージをあそぶこと。

表現の自由さ、楽しさを見て、感じて、自分の

声とからだと表現に向き合ってみましょう。

（全３回の講座です。）

　1、�日時：１１月　７日（火）　毎回午前１０時～１２時

　　　　　１１月１０日（金）　・なるべく３回出席して

　　　　　１１月１６日（木）　　下さい。

　2、�場　所：子ども未来創造館　音楽ホール

　3、�講　師：宮崎さなゑ（「スタジオ・声と表現」主宰）

　4、�定　員：２０名　（定員になり次第締め切ります。）

　5、�持ち物：バスタオル・上履き

　6、�その他：軽い体操が出来る服装でお願いします。

   　　　　　　　　　申し込み：生涯学習館　73-1212

　あたたかい手作りの布絵本を作ってみませんか?

初めての方向けの講座です。

お子さんなどへのプレゼントにもどうぞ・・・。

作品の見本は、生涯学習館に展示しています。

ご覧ください。

（全３回の講座です。）

　1、日　時：１１月１１日（土）

　　　　　　　　　１８日（土）

　　　　　　　　　２５日（土）　毎回午後２時～午後４時

　2、場　所：生涯学習館　学習室1

　3、定　員：１０名　（定員になり次第締め切ります。）

　4、材料費：６００円

　5、持ち物：裁縫道具・３０ｃｍの定規

　　　　　　　　　　申し込み：生涯学習館　73-1212

手作り布絵本講座 声と表現のレッスン（全３回）

古本市
親子で楽しむ
おはなしの会
親子で楽しむ
おはなしの会

31日は
休館


