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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

第9回ホタル・オオムラサキ賞入賞者決まる　町長賞に小立小5年野沢大生くん

ショート・ニュース

　第９回ホタル・オオムラサキ賞にたくさんのご応募をいただき有り難うございました。今年は１５８点の応募があり、昨年の２１１点

よりは少なかったものの、これまで毎年応募して下さっている河口・大石・小立・船津に初参加の西浜・勝山が加わった６小学校と、

毎年多数の応募をいただいている河口湖南に勝山が加わった２中学校から応募をいただきました。力作が多く選考に大変苦労い

たしましたし、もう少しで入賞という作品も多数ありましたが、次の作品を入賞と決定させていただきました。入賞者と優秀賞は以

下の通りです。

　野沢くんの作文は、庭の野菜を鳥が食べてしまったが、これは鳥たちが住んでいる林を切り開いて家をつくったからだというこ

とと、その林にはゴミがたくさん捨てられていることに気づき、鳥たちと一緒に暮らしてゆくにはどうしたらよいだろうと訴えた素

晴らしい作品です。在原さんのポスターは、池の上空で輝く多数のホタルに照らし出された２頭のオオムラサキやツツジの花など

が、丁寧に美しく描かれた素晴らしい作品です。「護るべきは何ですか？」の文字がその訴えをより深くしていて、まさに「ホタル・

オオムラサキ賞」にふさわしい作品です。篠原さんの自由研究は、スズメバチを二年越しで観察した力作で、昨年の秋～今年の夏

に観察し７月に羽化した穴を発見、家の工事で壊される直前に巣の内部を観察、１１個の部屋から８匹が羽化したと推測したもので

す。３回目の入賞で、来年も有終の美を飾ってほしいと期待しています。山崎くんの写真は、オオカマキリの幼虫が卵泡（卵をつつ

んで守っているスポンジ状のかたまり）からふ化した瞬間をとらえた素晴らしい写真で、野外と室内の両方の観察写真を入れたの

も高く評価されました。２年連続の入賞で、来年は何の写真かワクワクしています。

　山崎優花さんは、オオムラサキが他の昆虫たちと樹液を吸い、水辺では螢が舞っているところを仲良く家族でみている所を

描き、小池くんは「水辺は大切に」と訴えながら流れる川を見つめる超リアルなカワセミを描いたポスターで、それぞれの思いが

良く伝わってくる素晴らしい作品です。渡辺くんの連続写真は、アゲハの幼虫がサナギになる直前に２種類のフンをすることを発

見したもので、自由研究といっても良い位の作品です。また梶原くんの作文は、開発が進む森林の現状から富士山の世界遺産登録

を考え、自然保護を訴えた中身の濃い作品です。

　これらの入賞作品は、ほぼ同じ高い水準にあると考えており、分野や内容の違う力作をどの賞にするか非常に悩みました。

皆同じくらい素晴らしいと考えていただければと思います。また、この賞をステップにして、さらに日本学生科学賞や科学写真展な

ど、それぞれの素晴らしい才能を発揮する別の機会にもチャレンジしてほしいと思います。また、優秀賞の中にも上記の８作品に非

常に近い作品がかなりあり、来年に期待したいと思います。

　一方、残念ながら課題だから出したと思われるような作品もかなりみられました。一生懸命取り組むことはとても素晴らしいこと

で、決して恥ずかしいことではありません。自分の時間が少ないのかも知れませんが、じっくりと自分と向き合い自分の良い所を

磨く時間をつくってほしいなと思います。

　入賞作品は１１月２～５日に勝山ふれあいセンター１階に展示した後、１年間河口湖フィールドセンターに展示させていただ

きます。表彰式（町長賞から室長賞）は１１月３日の文化祭記念式典の中で行われます。

・オーストラリアのビクトリア州国立公園副局長ジェフ・ビンセント氏が、韓国政府の招待で海洋公園会議に参加した後２８日に来日  

　し、１０月３０日から１１月１日には富士山北麓を、２・３日には伊豆半島を視察される予定です。

・11月は学会シーズンで、日本鱗翅学会と野生生物保護学会の総会が奈良県と沖縄県で開催されます。野生生物保護学会で、自　

然共生研究室と山梨大学・早稲田大学が共同研究している内容を発表する予定です。

町 長 賞　小立小学校５年　野沢大生＜作文＞　　　　　議長賞　勝山中学校３年　在原美鈴＜ポスター＞　

教育長賞　河口湖南中学校２年　篠原奏美＜自由研究＞　室長賞　河口小学校６年　山崎貴寛＜写真＞

ホタル賞　河口小学校５年　山崎優花＜ポスター＞・河口湖南中学校２年　小池　昴＜ポスター＞

オオムラサキ賞　小立小学校４年　渡辺大志＜自由研究（写真）＞・河口湖南中学校１年　梶原大希＜作文＞　

優 秀 賞　河口小3名・小立小4名・船津小3名・勝山中2名・湖南中１５名
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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♪

目に見えない様々な気持ちを

Hands two HandsHands two Hands

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。河口湖ステラシアター通信１１月号

http://www.stellartheater.jp/

長谷川久美子と鈴木

大によるユニット

Hands two Handsを特

徴付ける最大の要素

は、１台のピアノに

２人の奏者が向かい

あう連弾というスタ

イル。鈴木大はなん

といっても平井堅と

の親交も厚く、作詞

・作曲においても楽

曲を提供していることで知られる。1台のピアノと歌声

…だましの効かないスタイルを自らに課し、突き詰めた

先に辿り着いたのは、目に見えない様々な気持ちを伝え

るハートフルなHands world。

日本ブラームス協会が主催する「湖畔のブラームス２

００６～若手音楽家による室内楽コンサートvol.2～」

に将来を嘱望される若手音楽家の一人として、富士河

口湖町在住の外川真里亜が出演する。今回はモーツァ

ルトの「2台のピアノのためのソナタ、二長調K448」を

ピアニスト金子直樹と共に披露する予定だ。

喜んで下さることが嬉しく･･･

岩　崎　　淑岩　崎　　淑

全国各地で好評をはくし、

今年で３０回を迎える岩

崎淑のミュージック・イ

ン・スタイル。この３０年

間の振り返る中で、知ら

れていない室内楽の名曲

を聴衆の方々が聴いて、

「こんな曲があったのか、

と喜んでくださることが

嬉しく･･･」と語る。日

本の室内楽に新しい風を

吹き込ませてきたピアニスト岩崎淑が贈る珠玉のコンサ

ート。チェロ岩崎洸とヴァイオリン漆原啓子と共に、今回

はシューベルトとチャイコフスキーの２曲の大きなトリ

オを披露してくれる。

ミュージック・イン・スタイル

１２月１６日（土）河口湖円形ホール

１７：３０開場　１８：００開演

全席自由３０００円

河口湖ステラシアター℡72-5588

ＬＩＶＥ　ＴＯＵＲ　２００６～Dear Friends～

１１月１８日（土）河口湖円形ホール

１８：００開場　１９：００開演

全席自由５０００円

河口湖ステラシアター℡72-5588

１１月１２日（日）河口湖円形ホール

１３：３０開場　１４：００開演

全席自由：一般３０００円・ペア４５００円

日本ブラームス協会03-3990-0611

１１月１１日（土）河口湖円形ホール

１７：３０開場　１８：００開演

全席自由３０００円

河口湖ステラシアター℡72-5588

若手音楽家による室内楽コンサート

湖畔のブラームス湖畔のブラームス

世界の音楽めぐり2006「イタリア」

河口湖円形ホールで異国の風を感じて見ませんか。この

秋の世界の音楽めぐりでは、イタリア・フィレンツェの

風をお届けします。お届けするアーティストは、久根　

公子（ボーカル）とリッカルド・デッロッキオ（ギター）、

カルロス・ペレス(パーカッション)。魅力的なイタリア

ン・ポップス・ライブをお楽しみください。

久根 　公子イタリアン ポップス ライブ 久根 　公子イタリアン ポップス ライブ 
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12／9・25(土)

午後2時～4時

午後2時～4時

12／26・27(火・水)
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▲11月23日（木）は祝日のため

▲11月30日（木）は館内整理日のため

　休館です

☆講座・教室など・・募集☆

みてもいい詩、あそんでもいい詩、きいてもいい詩。

詩はいろいろな楽しみ方があります。

今回は、ステキなギター生演奏をバックに、詩の朗読を皆さ

んと楽しみます。親子で、お友達と一緒にご参加下さい。

日程：12月3日（日）10：30～11：30

対象：どなたでもどうぞ。

場所：子ども未来創造館　音楽スタジオ

　　＊定員はありません。

すぐに飾れて、カンタン＆コン

パクトにしまえちゃう！すぐれもので、お

シャレなX̀masツリーをつくります。

くるくる巻いて、ビーズで飾っ

て、アッという間に出来上がり。

日程：12月2日（土）10：00～12：00

対象：小学生3年生以上

定員：20名（定員になり次第締め切ります。）参

加費：200円(材料)

場所：子ども未来創造館　創作ルーム

秋も深まり、読書に良い季節となりました。

皆さんで、一冊の本を読み合い、気軽に語り合いましょう。

本が好きな方、興味のある方は是非お申し込み下さい。

日程：第一回目　12月2日（土）14：00～

対象：年代は問いません。

定員：15名（定員になり次第締め切ります。）

場所：生涯学習館　学習室1

　　　＊第一回目の課題図書　

　　　　「明日の記憶」萩原　浩/著　光文社

　　　　本は生涯学習館で用意しています。

★いやしのひと時　詩を楽しむ会★

★にょきにょき
　クリスマスツリーを作ろう！

今年のX̀masは、自分で作ったカードを

送ってみませんか？

ひらいたら、ワ-とうれしくなるようなカ

ードを作ります。

日程：12月10日（日）

　　 10：00～12：00

対象：小学生3年生以上

定員：20名（定員になり次第締め切ります。）

参加費：100円(材料)

場所：子ども未来創造館　創作ルーム

★クリスマスカード
　　　　を作ろう！！★

親子で「わらべうた」を楽しみましょう！

なつかしい「わらべうた」など・・・あた

たかいおひざの上で楽しむ会です。

日程：11月21日（火）

　　 10：30～11：30

対象：0・1・2・3歳の親子

定員：20組（定員になり次第締め切ります。）

場所：子ども未来創造館　

　　　　　　　　音楽スタジオ

★おひざでたのしむ
　　　　　わらべうた★

★�読書会を開催します！！★

・玉虫と十一掌篇小説／小池真理子　・ほたる／北原亞以子　・真夏の島に咲く花は／垣根涼介

・百万遍古都恋情　上・下巻／花村萬月　・親不孝通りラプソティー／北森鴻　・ROMES06／五条瑛

・簡単！楽しい！はがき絵上達テクニック　・ダッシー・バッセルのやさしいピラテス

・みんなのゆび編み　・手作りパワーストーンアクセサリー　・「年金」のつくり方　・すてっちidees

ブラウンベア読み聞かせ会（えいご）

　11月14日（火）10：30～

うさぎのおやこ読み聞かせ会

　11月28日（火）10：30～

エトワールの会読み聞かせ会

　11月25日（土）10：30～

ブラウンベア読み聞かせ会（えいご）

　11月18日（土）13：30～

◎新着図書案内◎

◎生涯学習館の読み聞かせ会◎

●0・1・2・3歳対象

●幼児～小学生低学年対象

●小学生対象

10月から毎月第2・4水曜日に上九一色分

館で、読み聞かせ会が始まりました。絵

本の読み聞かせや詩の朗読など・・・と

ても和やかな読み聞かせ会です。

是非一度足を運んでみてください。

NEW

大石・河口 火・木曜日 １５:００～１８:００

９:００～１７:００

１１月２１日（火）

１１月８日・１２日（水）月～金曜日上九一色

開館日 開館時間 読み聞かせ会 １６:３０～

11月の分館の予定

0555-73-1212　　　　05550555-73-1358

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp　　　 Library@fujukawaguchiko.ed.jp

問い合わせ／生涯学習館


