Stellar theater 13 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１３年。河口湖ステラシアター通信４月号

可動屋根工事見学会
可動屋根の構造などを公開します

サポーターズクラブに入りませんか？

河口湖ステラシアタ
ーの屋根設置工事が昨
年９月よりスタートし、
今年６月末の完成を目
指し、ただいま順調に進
んでいます。そこで工事
の状況をご覧になって
いただきたく、見学会を
開催いたします。
可動工事の構造など
完成前の貴重なタイミングだからできるこの見学会にぜ
ひ町民の皆様、
多数のご来場をお待ちいたします。

河口湖ステラシアター
は、
富士河口湖町民のみな
さまの様々なご支援によ
って運営されている野外
音楽堂です。
その一つが河
口湖ステラシアター・サポ
ーターズクラブのみなさ
んによるコンサート・ボラ
ンティアのご協力です。
チケットのもぎりや会場案内、はたまたアーティスト
やスタッフへの炊き出しまで、幅広く対応しているボラ
ンティア・チームです。
ぜひ、
クラブの仲間になり、
あなた
も街の音楽文化の一端を担ってみませんか？新しい仲間
を募集しています。
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４月２１日（土）
【雨天決行】
午前１０時３０分〜
（１時間程度の予定）
集合場所 河口湖ステラシアター楽屋口駐車場
参加費（無料） 対象
（富士河口湖町民）
定員（５０名） ＊申込みが必要です
お問合せ・申込みは、
ステラシアター℡72‑5588

２００７フレンドリークラブ会員募集
１９

コンサート・ボランティア募集

先行予約で良い席を安く手に入れる！

２００７フレンドリークラブ
入 会 金無

料

会員期間 入会日より翌年３月３１日まで
年 会 費 一 般 会 員 １０００円
（１公演につき２枚までチケット割引）

ファミリー会員 ２０００円
（１公演につき５枚までチケット割引）

河口湖ステラシア
ターでは、２００７
年度のフレンドーク
ラブ会員を募集して
います。たくさんの
特典を用意したホー
ルの友の会制度です。
入会金は無料。年会
費のみでご入会いた

だけます。
会員先行や会員価格での割引販売など、特典が盛りだ
くさんのお得な制度です。
可動式屋根が出来上がり、リニューアル・オープンす
る河口湖ステラシアター。富士山河口湖音楽祭からポッ
プス系のコンサートまで、２００７年の河口湖ステラシ
アター＆河口湖円形ホールにご期待ください。

お問合せ・申込みは、
ステラシアター℡72‑5588

♪自然の香りが響きわたる♪

河口湖ステラシアター・サポーターズクラブ
【町民のみなさんによるコンサート運営ボランティア組織】参加費
：無料
ボランティア以外にも県外バス研修旅行など、年間
を通してクラブでは、たくさんのイベントがあります。
お問合せ・申込みは、
ステラシアター℡72‑5588

SPRINGCONCERT
ヴァイオリン、ピアノ、そしてダンスで綴るヴィヴァルディ「四季」
田代美恵子
（ヴァイオリ
ン）とスタニ
スラフ・ボグニ
ア（ピアノ）に
よるヴィヴァ
ルディの『四季
―春・夏・秋・冬
―』
と、
不朽のヴァイオリンソナタ 『フランク イ長調』
を
お贈りするスプリングコンサート。
今回は、
大野秀樹によるダンスもあり、
素敵な室内楽コ
ンサートになることでしょう。

４月１３日（金）SPRINGCONCERT
開場６
：
３０PM 開演７
：
００PM
河口湖円形ホール
全席自由 ４０００円
アンディムジク音楽事務所 ℡03‑
5384‑5772

♪優しい音が湖風に舞う♪

&河口湖円形ホール
http://www.stellartheater.jp/
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

▲4
月2
9
日(
土)
は、祝日の為、
4
月2
7
日(
金)
は館内整理日
の為休館です。

募集！！

読み聞かせボランティアさん大
ブラウンベア（えいご）
読み聞かせボランティアさん募集
活動内容

魔女の宅急便
読み聞かせボランティアさん募集

毎月2回 第2火曜日・第3土曜日
の読み聞かせ会。
保育所・小学校への出張読み聞かせなど
英語が好きな方、興味のある方は是非
お問い合わせ下さい。

活動内容

毎月1回 第4火曜日の読み聞かせ会
保育所・小学校への出張読み聞かせ
パネルシアターなどの製作など
絵本が好きな方、興味のある方はお問
い合わせ下さい。また、製作のみの方
も大歓迎です。

問い合わせ：生涯学習館 73‑1212
まで

★第5
回読書会★

第5回目の課題図書は、
「恋愛写真」です。
興味のある方は、是非お気軽にご参加ください。
日 程：4月21
日（土）午後2時〜
場 所：生涯学習館 学習室1
定 員：15名 （年代は問いません。）
課題図書：
「恋愛写真」 市川 拓司／著 小学館
＊本は生涯学習館で用意します。
問い合わせ：生涯学習館 ７３−１２１２

☆新着図書案内・・最近3
ヶ月に新しく受け入
れた資料をジャンル別に見ることができま
す。
☆ベストリーダー・・最近3
ヶ月で貸出しの多
い資料をジャンル別に見ることができま
す。（1
0
位まで）

◎生涯学習館の読み聞かせ会◎

4月の分館の予定

●0・1
・2
・3
歳対象

ブラウンベア読み聞かせ会（えいご）

開館日

4月10
日（火）10
：30〜

うさぎのおやこ読み聞かせ会

開館時間 読み聞かせ会 １６:
３０〜

大石・河口 火・木曜日 ３時〜６時

４月１７日

上九一色 月〜金曜日 ９時〜５時

４月１１日・２５日

4月24
日（火）10
：30〜

●幼児〜小学生低学年対象

エトワールの会読み聞かせ会
4月28
日（土）13
：30〜

●小学生対象

ブラウンベア読み聞かせ会
（えいご）
4月21
日（土）13
：30〜
問い合わせ／生涯学習館

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp

0
5
5
5
‑
7
3
‑
1
2
1
2
0
5
5
5
‑
7
3
‑
1
3
5
8
library@fujikawaguchiko.ed.jp

広報富士河口湖

読書会とは・・・皆で同じ本を読んで、その本について思っ
た事や感じた事についておしゃべりします。

ホームページに
新しいページが増えました。

２０

4月29
・30日
5月3
・4
・5日

さん！どんなことに興味がありますか？
中高校生の皆
最近、子ども未来創造館は中高生の利用が増えています。音楽スタジオでのバ
ンド練習やテスト期間中の息抜き・学校の帰りにお友達と立ち寄るなど活動は様々
です。子ども未来創造館では、目的を持った中高生の利用を推進し、中高生の活動
の幅を広げたいと考えています。
多くの中高生と乳幼児・小学生・地域の大人が関わり、交流を深めることは、富士
河口湖町のより良い街づくりにつながります。そこで、中高生の今一番興味のある
ことに着目し、中高生が自ら企画したイベントを開催できるように、子ども未来創
造館を利用していただければと思います。
やってみたいことや興味のあることの情報をお待ちしています。

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

こどみら新聞発行！
子ども未来創造館では、こどみら新聞を発行します。そこで、新聞社の社員を大
募集中です。カメラマン・新聞記者・編集員・新聞作りに興味のある小学生のお友
達は新聞社員になろう！子ども未来創造館のイベントや富士河口湖町の情報など、
記事を集めて⇒写真を撮って⇒新聞を印刷して⇒発行します。
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新入社員申し込み受付中！
！
お手伝いしてくださる大人の方も大歓迎です♪

★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆

★4/1〜5/5のカレンダー★
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こどみらベビー つどいの広場
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森の映画会
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こどみらベビー つどいの広場
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森の映画会

つどいの広場
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ゴムの力を利用して、びよ〜んと伸びるび
っくり箱を作ります。好きな絵を描いて、お
家の人や友達をビックリさせよう。
日にち 4/12(木) 時 間 2時〜
定 員 各40名(定員になり次第締め切ります)
参加費 持ち物 なし

ファインティング ニモ
カクレクマノミのニモがさんご礁の外へ出
て人間にさらわれてしまいました。ニモのお父
さんは、ニモを探しに海の旅に出かけます。無
事にニモを見つけることができるでしょうか？
・22(日) 時 間 2時〜
日にち 4/15
定 員 参加費 持ち物 なし

☆乳幼児と保護者が対象

14

1歳児を対象にしたこどみらベビー・幼児を
対象にしたこどみらキッズでキッズ体操や季
節の手遊びを楽しんでみませんか？
ベビー 4/17(火)
・5/1(火)
キッズ 4/12
・4/26(木)
時 間 10
：30〜11
：00
持ち物 出席カード(初回に配ります)
定 員 申し込み なし

ようこそ一年生
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つどいの広場

ようこそ一年生

27

びっくり箱作り
びっくり箱作り

こどみらベビー＆キッズ

２１

4／1

☆イベント満載☆
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こどみらキッズ つどいの広場

ようこそ一年生
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きっずヨガ

開館時間
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こどみらベビー つどいの広場

申し込みが必要な教室もあります。内容・詳細は子ども未来創造館までお問い合わせく
ださい。また、各種教室のお申し込みは子ども未来創造館窓口でも受け付けますので、
お気軽にお尋ねください。

月〜金曜日 午前9時〜午後6
時
土・日 曜 日 午前9時〜午後5
時
※ 未就学児は必ず保護者と一緒に活動
してください。
※ 4月からは新学年です。
入館票には新学年を書きましょう!
最近落し物が目立ちます。創造館では2
ヶ月経ったら
処分します。心当たりのある方は取りに来てください。

問い合わせ先 ℡72‑6053
★ 詳しくは子ども未来創造館においてある4
月号の創造館だよりをご覧ください。
★ 体験してみたい教室の希望等がありましたら、
生涯学習課までお気軽にお問い合わせください。

富士河口湖町船津1754

《まちづくりワークショップ活動報告》
【ゴミ処理施設見学会】
生活する中で必ず出る「ゴミ」ですが、家庭・学校・職場
からでた「ゴミ」は、どのように処理されるのでしょうか？
まちづくりワークショップでは、実際に施設を見学し現状を
把握すると共に、正しい施設の利用方法を理解してもらうた
めに、2月27日(火)
「ゴミ処理施設見学会」を実施しました。
今回の見学場所は、町の可燃ごみが処理されている「富士
吉田市環境美化センター」と、町にある「リユースセンター
（じん介処理場）、リサイクルセンター」の３箇所を見学し
ました。又、午後からはワークショップ（意見交換会）を行
い、参加者からは積極的な意見が出され、有意義な見学会と
なりました。
◇◆多数意見の紹介◆◇
富士吉田市の美化センターは、環境に配慮した素晴らしい施設だった。
町の施設である、リユース・リサイクルセンターをこれからは利用していきたい。
ゴミの量の多さに驚いた。これからは、ゴミの分別と減量に努めていきたい。
意識を深めるために、もっと多くの町民にＰＲしてもらいたい。
▼ ▼ ▼ ▼

〔

【第４回ウォーク・クリーニング隊、精進湖畔にて実施】
まちづくりワークショップ主催の「第４回ウォーク・クリーニング隊」が、３月１７日（土）に精進
湖畔において開催されました。
当日は、地元精進地区の方を中心に、一般申込による参加
と、一水工業及び熱研メンテナンス２社の企業参加とで計７
４名の参加があり、盛大に開催されました。
今回のウォーク・クリーニング隊のコースは2つで、精進
赤池交差点を東西に分かれてスタートし、ひとつは国道沿い
と、もうひとつは湖畔周辺を中心にゴミを拾いました。精進
湖は国道に接しているため交通量が多く、収集したゴミの量
は、ウォーク・クリーニング隊を始めて最多でした。参加者
は雑木のある奥深い場所や、湖畔沿いの斜面ではロープを使
って拾う等、細かく拾いました。その成果もあり、拾ったゴ
ミの量は、「可燃ごみ＝軽トラック３台分、不燃ごみ＝トラ
ック１台分、粗大ゴミ＝トラック２台分」のゴミを拾うこと
が出来ました。
ゴミ拾いの後は、精進の特産であるナメコを使用して、地
元精進区会からナメコ汁のサービスもあり、冷えた体も温ま
り、気持ちいい1日でした。
今年度このウォーク・クリーニング隊は４回行われました
が、開催するたびに多くの方の協力が得られ、次第に定着し
てきたことから、来年度も継続して行きたいと思っています。
しかし、いくらこのような清掃活動が行われても、捨てる者がいる限り、町はきれいになりません。ゴ
ミの持ち帰りにご協力していただき、きれいな町に、皆さんで取り組んでいきましょう。参加者の皆さ
ん、たいへんお疲れ様でした。
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〔

２２

講習内容

1 5/23 開講式
118/1 講義 聴覚障害の基礎知識
講義 手話の基礎知識Ⅰ
話しかけてみましょう①
２ 5/30 伝えあってみましょう① 128/8 話しかけてみましょう②
伝えあってみましょう② 138/22 話しかけてみましょう③
講義 聴覚障害者の生活
148/29 話しかけてみましょう④
話しかけてみましょう⑤
４ 6/13 自己紹介をしましょう①
３ 6/6

５ 6/20 自己紹介をしましょう② 159/5 話しあってみましょう①
６ 6/27 自己紹介をしましょう③ 169/12 話しあってみましょう②
７ 7/4 自己紹介をしましょう④
８ 7/11 自己紹介をしましょう⑤
９ 7/18 自己紹介をしましょう⑥
107/25 自己紹介をしましょうまとめ

話しあってみましょう③
話しあってみましょう④

189/26 まとめ学習
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２月号に引き続き︑町社協の事業紹介
を行います︒すべて申請が必要です︒
問合せ先 ︵電話７２ー１４３０︶

︹その３︺

﹃在宅福祉サービス事業﹄を紹介

⑥声の広報サービス

対象

・視覚障害者︑高齢者で希望者

内容

・町の広報﹁富士河口湖﹂﹁議会だより﹂
をボランティアが朗読しテープに録音︒
そのテープをダビングし希望者に郵送︒

⑦声の図書︵テープライブラリー︶

対象
・視覚障害者︑その他希望者

内容

・
﹁朗読エトワールの会﹂が朗読した童話
や自叙伝などの作品を無料で貸出しを
行う︒原則として︑貸出期間は１週間︒

⑧点訳サービス

対象

・視覚障害者

内容

・バ ス 時 刻 表 や 選 挙 候 補 者 な ど ︑視 覚 障
害者からの要望に応えて︑パソコン点訳
サークル﹁スカラ﹂に点訳を依頼し︑届け
る︒
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179/19

22

富士河口湖町 女性交流センター

愛称「みずうみ」
5月中旬開所予定!
わが町は、町村合併を機に女性がいきいきと活動す
る拠点として、生涯学習館・子ども未来創造館の設立と
共に女性交流センターの設置が計画されました。この
度、念願の女性交流センター「みずうみ」が開所される
ことになり、町の女性の皆さんがこのセンターを、今日
を輝いているためのオアシスとして、そして何かの行
動を起こす場として大いに活用していきましょう！

開所に向けて話し合う運営委員

詳細は
富士河口湖町教育委員会
生涯学習課 男女共生・国際係
【TEL72
−6053】

社協だより

場所:勝山ふれあいセンター

回数 月日

手話奉仕員養成講習会
︻入門課程︼参加者大募集

講習内容

町社協では︑今年度も︑入門 回︑基礎
回︑全 時間の過程で︑﹃手話奉仕員養
成講習会﹄を開催します︒
入門課程は︑次のとおりです︒︵基礎課
程 は ︑後 日 周 知 ︒︶手 話 を 覚 え た い 方 ︑こ
の機会に参加してみませんか！
協力機関⁝山梨県立聴覚者情報センター
社
梨県聴覚障害者協会
(山)
対象者⁝富士河口湖町民 定員 名
受講料⁝テキスト代︵１２００円︶
申込み⁝５月８日︵火︶まで
富士河口湖町社会福祉協議会
︵電話 ７２ ︱ １４３０

回数 月日

︶

【入門過程】時間
：午前10時〜12時

中央公民館の事務室をリニューアルした
女性交流センター（みずうみ）

