
広
報
富
士
河
口
湖

　
１８

町民体育館よりお知らせ 中央公民館事業

ゆるやかな音色が特徴の中国の弦楽器「二胡（にこ）」を始めてみませんか？？楽器も用意していますので

気軽に参加してみてください。

1月16日(火)スタート　毎月第1，3火曜日（1月のみ第3，5火曜日）　19:00～21:00

中央公民館

毎月1500円（楽器レンタル、楽譜ほか）

10名（定員になり次第締め切ります）

日　時

場　所

参加費

定　員

お申し込み…生涯学習課【72－6053】までお問い合わせ：町民体育館【７３－１２２０】

癒しの音を奏でてみませんか？

～富士河口湖町二胡教室　第一回発表会～

１２月１７日（日）　　１４：００～

勝山ふれあいセンター

日　時

場　所

今年教室を受講された方々による発表会です。二胡の優しい音色と共にゆったりとしたひと時をお届けします。

１２月１７日（日）　　１４：００～

勝山ふれあいセンター

日　時

場　所

お申し込み・お問い合わせ･･･72－6053生涯学習課まで

お申し込み・お問い合わせ　　生涯学習課　社会教育係(℡７２－６０５３)

今年教室を受講された方々による発表会です。二胡の優しい音色と共にゆったりとしたひと時をお届けします。

年末年始の町営体育施設の
利用について

年末年始の町営体育施設の
利用について

年末年始の町営体育施設の
利用について

１２月２７日（水）～１月５日（金）まで貸し出しをお
休みさせていただきます。

日本のお正月に欠かせない「しめ縄」。今年は手作
りのしめ縄を飾ってお正月を迎えましょう！ 親子で
の参加も大歓迎です。

今年も良いワラを大量にご用意させていただきま
した。
今年も良いワラを大量にご用意させていただきま
した。

１月の貸し出し抽選日は１月５日（金）です
（９：００から受付を行います）

《対象施設》

町民体育館、町民グラウンド、鐘突堂グラウンド

くぬぎ平スポーツ広場、八木崎テニスコート

《対象施設》

町民体育館、町民グラウンド、鐘突堂グラウンド

くぬぎ平スポーツ広場、八木崎テニスコート

しめ縄作り教室しめ縄作り教室しめ縄作り教室

日　時

場　所

講　師

持ち物

12月26日(火)　19:00～

中央公民館

外川　与七 先生

カッター、定規

新春子ども将棋大会新春子ども将棋大会
1月21日(日)　９：００～１６：００（午前･予選リーグ　午後･決勝リーグ）

中央公民館　　　　　　　　　小中学生

古賀　秀秋先生　　　　　　　お弁当

日　時

場　所 対　象

持ち物講　師

君の思いを駒に託して・・・いざ、真剣勝負！実力を試してみよう。

1月21日(日)　９：００～１６：００（午前･予選リーグ　午後･決勝リーグ）

中央公民館　　　　　　　　　小中学生

古賀　秀秋先生　　　　　　　お弁当

日　時

場　所 対　象

持ち物講　師

君の思いを駒に託して・・・いざ、真剣勝負！実力を試してみよう。

申し込み必要！！

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!
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お申し込み、お問い合わせは・・・生涯学習課【72－6053】まで！！

73

74

休日

75

76

77

78

1月16日(火)～18日(木)　13:30～15:30
パソコンの基本的な操作を習得します

1月16日(火)～18日(木)　19:00～21:00

1月20日(土)～21日(日)　13:00～16:00

1月23日(火)～25日(木)　13:30～15:30

1月23日(火)～25日(木)　19:00～21:00

1月30日(火)～2月1日(木)　13:30～15:30

1月30日(火)～2月1日(木)　19:00～21:00

少し難しいデータ処理に挑戦！！

ワードを使い、きれいな文章を作ります

エクセルを使い、表計算を行います

コ ー ス 日　　　時 内　　　容No.

＊受講料は平日講座2000円、休日講座3000円です。2名以上で教室を開催いたします。
＊前日・当日のお申し込みは受け付けておりません。お早めにお申し込みください。

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！

パソコン入門(昼)

パソコン入門(夜)

データベース入門

ワード入門(昼)

ワード入門(夜)

エクセル入門(昼)

エクセル入門(夜)

きらめき子ども塾事業 富士河口湖町国際交流協会

平成19年  成人者のつどい平成19年  成人者のつどい平成19年  成人者のつどい
平成19年1月7日(日)　9:30受付　10:00開式

勝山ふれあいセンター　さくやホール

日時

場所

上記のとおり平成19年成人者のつどいを行います。対象者には12月中旬に案内状を発送いたします。

平成19年1月7日(日)　9:30受付　10:00開式

勝山ふれあいセンター　さくやホール

日時

場所

上記のとおり平成19年成人者のつどいを行います。対象者には12月中旬に案内状を発送いたします。

お問い合わせ：生涯学習課【℡７２－６０５３】

きらめき茶道教室きらめき茶道教室
日本の伝統文化である茶道の基本を知り、おもてな

しの心や礼儀作法を学んでみましょう。

さぁ、おいしいお茶が点てられるかな？？

お申し込み･･･生涯学習課【７２－６０５３】 お問い合わせ：生涯学習課【７２－６０５３】

＊お申し込み等は不要です。当日直接お越しください。

中央公民館　和室

1回200円(お菓子代)

渡辺操先生

町内の小中学生

10名まで

（定員になり次第締め切ります）

場　所

参加費

講　師

対　象

定　員

中央公民館　和室

1回200円(お菓子代)

渡辺操先生

町内の小中学生

10名まで

（定員になり次第締め切ります）

場　所

参加費

講　師

対　象

定　員

1/14(日) 13:30～15:30

1/28(日) 13:30～15:30

2/11(日) 13:30～15:30

2/25(日) 13:30～15:30

3/11(日) 13:30～15:30

3/25(日) 13:30～15:30

基礎(割稽古)

歩き方･座り方、お辞儀の

仕方、帛紗のさばき方・し

まい方、お茶を頂く

お茶を点てて頂こう

日　程 内　容 時　間

国際
交流協会クリスマス会国際
交流協会クリスマス会国際
交流協会クリスマス会

＊お申し込み等は不要です。当日直接お越しください。

一足早くクリスマスをお祝いしましょう♪国際交流

協会の会員でなくても大丈夫です。お友達やご家族

を誘って遊びに来てください。

一足早くクリスマスをお祝いしましょう♪国際交流

協会の会員でなくても大丈夫です。お友達やご家族

を誘って遊びに来てください。

12月10日（日）　11:00～15:00

中央公民館ホール、和室

500円

和の心を楽しむお茶席＆餅つき大会、食の国際

交流・世界の料理、豪華(？) 景品が当たるビンゴ

ゲームなど盛りだくさん！

日　時

場　所

参加費

内　容

12月10日（日）　11:00～15:00

中央公民館ホール、和室

500円

和の心を楽しむお茶席＆餅つき大会、食の国際

交流・世界の料理、豪華(？) 景品が当たるビンゴ

ゲームなど盛りだくさん！

日　時

場　所

参加費

内　容

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
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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

オーストラリア・ビクトリア州国立公園のジェフ氏来麓

自然再生研究会　本年度４回目のモニタリング

ショート・ニュース

　先月号のショート・ニュースでお知らせしましたが、オーストラリアのビクトリア州（最も南

東にある州で、タスマニアに近い。州都はメルボルン）の国立公園副局長ジェフ・ビンセント

氏が富士山を訪れました。韓国政府の招待で海洋公園関係のワーク・ショプのために韓国

に約１週間滞在した後、日本の国立公園の現状を視察する目的で、富士・箱根・伊豆国立公

園を訪れたものです。

　４年前にはニール・マッカーシー氏が東京農工大学丸山直樹教授の案内で訪れ、その時自

然共生研究室の渡辺と当時の富士五湖自然保護官杉本尚氏も一緒にご案内したことがあ

り、今回はニール氏の依頼によるものです。１０月２８日に来日。３０日は生物多様性センター

の前センター長北沢克巳氏（現環境省環境教育推進室長）のご案内と奥様の通訳で環境省

本庁内の関係部署を回り、同日夕方から富士吉田市内に滞在されました。３１日は生物多様性センターと自然保護官事務所を視察

させていただいた後、山本さんと加藤志穂子自然保護官に同行いただき、富士山五合目～三合目の最も多く利用されている場所

と自然環境が残っている場所を見ていただきました（写真）。オーストラリアで最も高い山より高い場所に、たくさんの売店や神社

・噴火口の跡があり感心して見学されていました。東海林生物多様性センター長さんにもご挨拶をいただき、富士ビジターセンタ

ーと富士浅間神社も見学されました。

　11月１日には、西湖コウモリ穴と青木ヶ原を見ていただいた後、環境科学研究所を訪問させていただき、所長の荒牧重雄先生

（写真）をはじめ杉山課長・瀬子先生・笠井先生から説明をいただきました。荒牧先生の流

暢な英語と率直なご意見に感心され、瀬子先生の山麓の水道水には動物実験で糖尿病への

効果がみられるバナジウムが多く含まれているのに、地元の人には心臓疾患が多いという

話しに興味を持たれました。その後河口湖フィールドセンターで篠原館長に挨拶後、溶岩樹

型やビオトープ周辺の鳥などを観察されました。

　２日には、箱根と下田の環境省自然保護官事務所を訪問させていただき、それぞれの地区

での現状と国立公園になった経緯を伺った後、伊豆で最も水辺環境が残されている弓ヶ

浜（アオウミガメの産卵地）や中木地区（サンゴなどが見られる場所）を見学しました。英

語の上手な久留孝氏のペンション「コスタ・デル・ソル」に泊まり、３日は雲見ダイビングセン

ターや石部棚田・下田海中水族館を見学され、成田から帰国されました。最高・おいしい・ありがとう等の日本語を覚えて「彩花is

最高」などの名言を残して帰国されました。

　日本の国立公園の現状と問題点を一緒に考えることが出来た4日間でしたが、両国の国立公園がさらに協力し合えるといいなと

感じました。名前を挙げきれませんが、ご協力いただいたたくさんの方々に深謝いたします。

　

　２ヶ月に１回行っている大池・美術館ビオトープと西川でのモニタリング調査が、11月９日に

行われ（本年度４回目）、自然再生研究会の大学院生3名が参加してくれました。大池はクレ

ソンの好影響か、数は少ないものの様々な水生昆虫がみつかり、環境としては良くなって来

ているように感じました。美術館ビオトープも良好な状態が保たれていますが、水面が出て

いる部分が少なくなっているので、２月のアシ刈り時に手入れが必要と感じました。西川は

寒くなって来ていたので種数はそれほど多くなかったのですが、ビオトープでは見られない

大型カゲロウ類の幼虫の数が多く見られ、自然度の高さを再確認しました。次回１２月のモ

ニタリング調査では、オオムラサキの越冬幼虫調査も行う予定です。

・�１１月２４日から沖縄で開催される野生生物保護学会で、「絶滅危惧種の保全と河川管理」と題して２本の研究発表（山梨大学・早

　 稲田大学と共同）を行う予定です。

・�東京農工大学大学院水資源計画学研究室博士課程１年の角田裕志君が主体となって、「ブラックバスの生態とその管理システム

　の開発に関する研究（仮題）」が始まります。詳細は改めて報告しますが、河口湖の自然環境と観光などの両立のための研究で

　す。皆様のご協力をお願いいたします。
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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♪

そんな願いを込めて･･･開館１２周年

河口湖円形ホール河口湖円形ホール

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１２月号

http://www.stellartheater.jp/

日の出と共に湖面

に富士の山が現れ、

湖にせり出した樹

も自らを映し出し、

湖面を朝靄がゆっ

たりとはい出しま

す。富士山が湖を演

出する瞬間です。そ

して、この大自然をすてきな響きで演出するかのように

河口湖にまた一つの芸術空間が生まれました・・・。

あれから１２年、数々の名音楽家たちに愛され、そして素

晴らしい音楽を育みながら、河口湖円形ホールが１２周

年を迎えました。

よい空間に、よい音楽があり、それを聞いた子どもたちが

育ち、よい音楽文化がいつまでも残る・・・そんな願いをこ

めて、河口湖円形ホールは音楽と向きあっています。

名曲のプロムナード

津田真理ピアノリサイタル津田真理ピアノリサイタル

ヨーロッパにおいて研鑽をつみ、

数々のコンクールにおいて高く

評価された凱旋した津田真理。近

年はリサイタルでの活躍がめざ

ましい。津田真理のピアノの特徴

は、曲の持つ叙情性と豊かな詩情

を丁寧に掬い取るアプローチ。円

形ホールの空間と津田真理のピ

アノで、名曲の持つ情景に想いを

はせる至玉の時間を楽しんでほしい。

今回の円形ホールでは、ショパン「夜想曲2番op.9-2」

「アンダンテ・スピアナートと華麗なる大ポロネーズ 

op.22」、ドビュッシー「亜麻色の髪の乙女」等を演奏

する。

１２月９日（土）　津田真理ピアノリサイタル

１４：３０開場　１５：００開演（全席自由３０００）

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

河口湖円形ホールの利用・お問合せ

ステラシアター ℡72-5588

３月３１日（土）グリーグ没後１００年記念コンサート

出演/末高明美(ピアノ)、リブ・グラーセル(ピアノ)、松谷友香(ソプラノ)、杉浦美知(ヴァイオリン)ほか

１７：３０開場　１８：００開演（全席自由３０００）

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

グリーグ没後１００年記念コンサート

音楽物語「ペール・ギュント組曲」音楽物語「ペール・ギュント組曲」

森、山、湖、長い年月を育んだ大自然。豊

富な自然の魅力あふれるノルウェーの

大地に生まれ、創作活動の軸足をおい

てきた作曲家であり演奏家でもあるグ

リーグ。来年は没後１００年となる。

近代戯曲の父といわれノルウェーの

劇作家イプセンの戯曲による「ペール

・ギュント組曲」を通じて様々な角度

からグリーグの音楽性や人間性に迫

ります。ペール・ギュント組曲「第一組曲 op.46」「第二組

曲 op.55」、そしてグリーグ歌曲「君を愛すop.5-3」「夢

op.48-6」「白鳥op.25-2」、ヴァイオリンソナタ 第３番 

ハ短調等を演奏する。
１２月２３日（土）葦の音コンサートVol.4

第一部１３：３０開場　１４：００開演（全席自由３０００）

第一部１８：００開場　１８：３０開演（全席自由３０００）

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

葦の音コンサートVol.4

東京ダブルリードアンサンブル東京ダブルリードアンサンブル

「東京ダブルリードアンサ

ンブル」は、オーボエ、オー

ボエダモーレ、コールアン

グレ、ファゴットのダブル

リードだけで構成される

日本でも唯一のアンサン

ブルである。

このアンサンブルにより、クラシックからポピュラー、

日本の歌など、演奏者と観客が一緒になって音楽を楽

しめるおしゃれなクリスマスコンサートをお届けする。

ダブルリード楽器の暖かい音色とハーモニーの魅力を

楽しんでほしい。


