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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!

お問い合わせ：教育委員会生涯学習課【TEL７２－６０５３　FAX７３－１３５８】まで

「めだかの学校」申請団体募集のお知らせ「めだかの学校」申請団体募集のお知らせ「めだかの学校」申請団体募集のお知らせ「めだかの学校」申請団体募集のお知らせ
「めだかの学校」は町民の皆さんがいろんな機会に様々な場所で、そ

れぞれの学習活動を進めていけるために創設した補助金制度です。

原則として新たに結成された団体の支援を目的としています。以下の

内容をよく読んでお申込みください。

①団体の人数は富士河口湖町在住の方が5名以上でなおかつ

　町在住の方が半数以上であること。

②団体の結成年が申請年度から5年未満の団体であること。

③団体の活動場所が富士河口湖町であること。

④団体の活動期間が年間を通して6回以上であること。

補助金の支給は1団体に最高3年までとする。

1団体につき2万円まで。

主として講師謝礼に使用するものとする。

所定の申請書に必要事項を記入して3月28日(金)までに生涯学

習課へ提出してください。補助基準を満たしているか審査し　

（応募団体多数の場合は抽選とします）、学習終了後に実績報

告書を提出してもらい、実績に基づいて補助金を交付します。

提出期限を過ぎてからの申請は受け付けませんのでご注意く

ださい。

補助団体の条件

補助金の限度

補 助 金 額

補 助 内 容

申 請 方 法

＊申請を希望する団体は3月19日(水)までに申請書を取りにいらしてください。

第24回
富士河口湖町住民ゴルフ大会

第24回
富士河口湖町住民ゴルフ大会
春のそよ風のもと、ゴルフを楽しんでみませ

んか？毎年恒例の富士河口湖町住民ゴルフ大

会が開催されます。たくさんのご参加お待ち

しております！

※１～２名の個人参加も可能ですが、ほかの個

人参加者との組を編成できる場合は上記の

金額でプレイできます。2名以下の組はキャデ

ィーフィーが追加になりますのでご了承くださ

い。

4月10日(木)

河口湖カントリークラブ

富士河口湖町内在住者

13,000円(税・諸経費含む)

昼食、練習ボール30球付き

町役場総務課に申し込み用紙がござ

いますので必要事項を記入の上、4月

8日までに総務課秘書係まで提出して

ください。

日　時

場　所

プレイ代

対象者

特　典

申込み方法

お問合せ：町役場総務課船津財産区事務局【℡７２－１１１２】

富士北麓公園　春期スポーツ教室富士北麓公園　春期スポーツ教室

初心者テニス
（火曜昼コース）

初心者
バドミントン

午前１０時３０分
～１２時

４月１５日～７月１日
（毎週火曜日）

火 ５,０００円/期
体育館メイン
アリーナ全面

初心者を対象としたコースです。ラケ
ットを握った事がない人も楽しみなが
ら、基本からゲームまで学べます。

２０人

初心者テニス
（火曜夜コース）

ベイシックヨガ

エアロビクス

午後７時　　
～８時３０分

４月１５日～７月１日
（毎週火曜日）

火 ５,０００円/期
体育館メイン
アリーナ全面

初心者を対象としたコースです。ラケ
ットを握った事がない人も楽しみなが
ら、基本からゲームまで学べます。

２０人

午前１０時３０分
～１２時

４月１７日～ ７月３日
（毎週木曜日）

木 ３,５００円/期
体育館

サブアリーナ

呼吸と瞑想を通じて身体のバランス
を整え、心身共にリラックスした健康
的な身体づくりができます。

４０人

午後７時　　
～８時３０分

４月１７日～ ７月３日
（毎週木曜日）

木 ５,０００円/期
体育館

サブアリーナ

経験の有無にかかわらず、基本技術
からゲームまでレベルに応じて楽し
く練習できます。

２０人

午後７時３０分
～９時

４月１８日～７月４日
（毎週金曜日）

金 ３,５００円/期
体育館

サブアリーナ

音楽に合わせリズミカルに体を動かす
有酸素運動を行い、心地よい汗を流し
シェイプアップ効果も期待できます。

４０人

教室名 時　間 曜日 春　期 参加料 定員 会　場 内　　容

★１０回１期の開催

【申し込み・問い合わせ】�          
　１．受付期間　　３月１７日（月）～３月２３日（日）　※定員になり次第、締め切ります。�          
　２．受付時間　　午前９時～午後５時　�          
　３．受付方法　　電話または窓口。※「一人で複数人の申し込みはできません。」�          
　４．対　　象　　一般男女「１８歳以上、ただし高校生は不可」�          
　５．必要事項　　氏名、年齢、性別、住所、電話番号他�          
　６．問 合 先　　（財）山梨県体育協会　富士北麓公園管理事務所　 富士吉田市上吉田立石５０００番　℡　０５５５－２４－３６５１
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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

お問合せ・お申込み：生涯学習課【℡７２－６０５３】

＊2名以上で講座を開催いたします。受講料は平日講座2000円(3日間)、休日講座3000円(2日間)です。

＊当日・前日のお申込みは受け付けません。お早めにお申込みください。

1

2

3

4

5

6

7

8

休日

4月 1日(火)～ 3日(木)午後1時30分～3時30分

4月 1日(火)～ 3日(木)午後7時～9時

4月  8日(火)～10日(木)午後1時30分～3時30分

4月  8日(火)～10日(木)午後7時～9時

4月15日(火)～17日(木)午後1時30分～3時30分

4月15日(火)～17日(木)午後7時～9時

4月22日(火)～24日(木)午後1時30分～3時30分

4月22日(火)～24日(木)午後7時～9時

4月12日(土)～13日(土)午後１時～4時

パソコンの基本的な操作を身につけましょう。

ワードを使って読みやすい文書を
　　　　　　　　　　　　　作りましょう。

エクセルを使って表計算をしてみましょう。

メールの送受信と活用法を学びます。

ワード入門受講者におすすめ。

ちょっと難しいアクセスに挑戦

コ ー ス 日　　　時 内　　　容No.

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(昼)

エクセル入門(夜)

インターネット入門(昼)

ワードレベルアップ(夜)

デ ータベ ース入 門

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！

いよいよ始まる新生活！これを機会にパソコンの使い方を気軽に学んでみませんか？？

まだまだ参加受付中！まだまだ参加受付中！

詩舞ってなあに？～体験教室～詩舞ってなあに？～体験教室～詩舞ってなあに？～体験教室～詩舞ってなあに？～体験教室～
詩吟と舞踊を組み合わせた美しい伝統芸能「詩舞」。難

しく考えずにちょっと体験してみませんか？日本舞踊をや

っていた方、全く初めての方でも大丈夫です。親子の参

加も大歓迎です。

＊どなたでも参加できますが小学校低学年のお子さんは  
　保護者同伴でお願いします。

3月26日(水)　午前１０時～正午

中央公民館ホール

扇子、羽織（持っている方のみ）

無料

興味のある方なら誰でも

奥佳煌先生

日　時

場　所

持ち物

参加費

対　象

講　師

町制祭記念スポーツ大会スキー競技会のお知らせ町制祭記念スポーツ大会スキー競技会のお知らせ
1. 期　　日　平成20年3月15日（土）
2. 場　　所　ふじてんスノーリゾート　もみの木　集合8時30分
3. 競　　技　大回転（ジャイアントスラローム）
4. 参加資格　第3パノラマリフトに乗って、急斜面を安全に滑走できる方
　　　　　　 スキー傷害保険に加入済みの方
5. 参 加 費　無料（リフト券、用具は個人負担）
6. 締め切り　参加希望者は、3月13日（木）までにFAXにて、氏名、年齢、 連絡先
　　　　　　（携帯電話の番号）、住所、学生の方は、
　　　　　　 学校名と学年を明記の上お申し込みください。
7. 問合せ先　河口湖スキークラブ事務局　坂本栄樹　
　　　　　　　　　　　　電話 090-4749-4007  FAX 0555-72-1736

お申込み・お問合せ：生涯学習課【℡７２－６０５３】 お申込み・お問合せ：生涯学習課【℡７２－６０５３】

富士河口湖町国際交流協会主催富士河口湖町国際交流協会主催

「韓国って、どんな国！？「韓国って、どんな国！？
日本のお隣の国・韓国。近くの国でありながら、まだまだ知

られざる魅力がたくさん！！

「衣」「食」の文化などを通して韓国にふれてみましょう。

3月29日（土）午前11時から

中央公民館 

日　時

場　所

参加費

定　員

講　師

500円

（国際交流協会会員、小学生以下は無料）

40名

松浦恵先生

平成２０年度
男女共同参画推進委員大募集！！

平成２０年度
男女共同参画推進委員大募集！！
　性別に関係なくいきいき生活

できる町づくりにあなたも参加

しませんか？任期は２年間です。

挑戦してみたい方、気になった

方は、お気軽に生涯学習課まで

詳細をお問合せください。

お問合せ：生涯学習課【℡７２－６０５３】


