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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!

女性相談員による個別相
談です。小さな悩みでも
親身になって相談に乗り
ます。電話での予約が必
要です。【通年】

女性なんでも相談 男女共同参画事業

～お問い合わせ～
歴史・文化財講座

「古の小径」
歴史・文化財講座

「古の小径」
歴史・文化財講座

「古の小径」

国境を越えた交流を図り
ましょう。盛りだくさんの
イベントにぜひご参加く
ださい。【随時】

富士河口湖町
国際交流協会

女性なんでも相談 男女共同参画事業

～お問い合わせ～

富士河口湖町
国際交流協会

女性なんでも相談 男女共同参画事業

～お問い合わせ～

富士河口湖町
国際交流協会

パソコンを始めたい方必
見。ご自分のニーズに合わ
せたコースが選べます。
分かりやすく丁寧に指導し
ます。【通年】

パソコン教室

楽しい出し物、おいしい出
店が揃う公民館まつり。
今年も各地区で開催しま
す。ぜひお出かけくださ
い。【秋季】

富士河口湖町の深～い歴
史をたどってみましょう。
毎月広報に掲載します。
お楽しみに。
【通年】

社会教育、男女共生
国際、文化財
　　【℡72－6053】
社会体育
　　【℡73－1220】

地区公民館まつり

今年度も創作や語学など
幅広い内容で開催予定。
随時開催なので広報のチ
ェックを忘れずに。
【随時】

ライフワーク
発見講座

1年間の富士河口湖町の
教育活動を総括します。
これに来れば町の教育活
動がすべてわかる！
【3月】

生涯学習
推進のつどい

目指せ子育て支援のエキ
スパート！あなたも身近な
相談者として輝いてみま
せんか？
【6月、7月】

子育てサポーター
養成講座

パソコン教室

地区公民館まつり

ライフワーク
発見講座

生涯学習
推進のつどい

子育てサポーター
養成講座

パソコン教室

地区公民館まつり

ライフワーク
発見講座

生涯学習
推進のつどい

子育てサポーター
養成講座

生涯学習 ＢＥＳＴ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ２００８　～文化・公民館～生涯学習 ＢＥＳＴ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ２００８　～文化・公民館～生涯学習 ＢＥＳＴ　ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ２００８　～文化・公民館～

2008年富士河口湖町　家庭教育事業2008年富士河口湖町　家庭教育事業2008年富士河口湖町　家庭教育事業

リズム遊び、表現遊び、ふれあい遊びなどお子さんの大好
きな遊びを先生が紹介してくれます。家庭に持ち帰って活
かせるヒントがいっぱい！お子さんと共に笑い、共に成長し
ましょう。

男性も女性も自分らしく
生きられる社会へ…
イベント・出前講座などを
通じて啓発活動に取り組
んでいます。【随時】

両教室ともお申込みは4月14日(月)午前8時30分から受け付けます。 お問合せ・お申込み：生涯学習課【℡７２－６０５３】

ワイワイくらぶワイワイくらぶワイワイくらぶ

30組(先着順です。定員になり次第締め切ります)

子ども未来創造館　音楽スタジオ

2000円(全10回分)

山梨県立大学　高野牧子先生

午前10時30分～午前11時30分
　　　（開始10分前にはお集まりください）

平成18年4月2日～平成19年4月1日生まれ
の子と保護者

5/9　6/6　7/4　8/1　9/5　10/3　11/7　
12/5　1/9　2/6(すべて金曜日)

対　象

定　員

日　程

時　間

場　所

参加費

講　師

リトミックとは、音楽と体の動きを融合させたリズム遊び
です。豊かな感性と創造力を育てる効果があると言われ
ています。親子で楽しくリトミックを体験しましょう！！

親と子のリトミック教室親と子のリトミック教室親と子のリトミック教室

各25組
(先着順です。定員になり次第締め切ります)

子ども未来創造館　音楽スタジオ

2000円(全10回分)

青空リトミックサークルの先生方

2歳の部　午前10時～午前10時50分
3歳の部　午前11時～午前11時50分
　　　　  （開始10分前にはお集まりください）

2歳、3歳になる子とその保護者

5/15　6/12　7/10　8/28　9/11　10/16　
11/13　12/11　1/15　2/12(すべて木曜日)

対　象

定　員

日　程

時　間

場　所

参加費

講　師

お問合せ・お申込み：町民体育館【℡７３－１２２０】 お問合せ・お申込み：町民体育館【℡７３－１２２０】

日本体育協会公認コーチが指導する

走りを変えるウォーキング教室走りを変えるウォーキング教室
運動の基本は走ること。では、走りの基本は？…そう、歩くこ
とです。正しい歩き方はあなたをもっと楽に、もっと早く走
れるようにしてくれます。あと一歩届かなかったボールが捕
れ、出なかったタイムが出せます。歩き方が変われば走りは
確実に進化します！！

レディースエクササイズ教室レディースエクササイズ教室
エアロビクス運動、筋力アップエクササイズで目指せシ
ェイプアップ！！託児もいたしますのでお子様連れでも
大丈夫です。

日　程：5月12日～6月30日の毎週月曜日(全8回)
時　間：午後7時30分～午後9時
場　所：町民体育館
持ち物：動きやすい服装、上履き
定　員：20名(高校生以上)
参加費：2000円(保険料含)
講　師：ただす整体院　牛田茂先生

日　程：5月12日～6月30日　毎週月曜日(全8回)

時　間：午前10時30分～午前11時30分

場　所：町民体育館

対　象：町内在住の女性

参加費：2000円(全8回分。保険料含)

　　　　＊託児希望者は1人につき1回300円

持ち物：上履き、タオル、着替え、水分
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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
 FAX 73-1358

ヨガ、エアロビ、ウォーキ

ングなど楽しく、健康にも

効果的な教室を開催予定。

ぜひご参加ください。

【随時】

町民体育館の教室

室内遊びと体育遊びで親

子のふれあいと子どもの

健やかな成長をサポート

します！【通年】

3歳親子
ふれあい教室
3歳親子

ふれあい教室
3歳親子

ふれあい教室

町民体育館の教室町民体育館の教室
町の体育指導員による教

室。今年はいろんなスポ

ーツにチャレンジしてみ

ませんか？

【随時】

体指のスポーツ教室体指のスポーツ教室体指のスポーツ教室

新緑まぶしい6月の西湖畔

を気持ちよく走ってみま

せんか？全国からランナ

ーが集結！【６月１５日(日)

】

SAIKO
ロードレース
SAIKO

ロードレース
SAIKO

ロードレース
全国のウォーキング仲間

と一緒に秋の紅葉を楽し

みながら河口湖を歩きま

しょう。

【１０月１８日(土)・１９日(日)

】

富士河口湖
もみじマーチ
富士河口湖
もみじマーチ
富士河口湖
もみじマーチ

富士北麓の豊かな自然を

通して環境について考え

ましょう！今年度も様々な

プログラムを計画してい

ます。【通年】

自然観察教室
育成会活動など中学生が

地域の子どもたちをリー

ドします。中学生の活動

の場を広げていきます。

【随時】

ジュニアリーダー
あなたの趣味・特技を活

かして子どもたちへの教

室を開きましょう！講師

登録は随時受付中です。

【随時】

きらめき子ども塾自然観察教室 ジュニアリーダーきらめき子ども塾自然観察教室 ジュニアリーダーきらめき子ども塾

子育てについてのお悩み

を気軽にご相談ください。

相談内容などの秘密はも

ちろん厳守いたします。

【通年】

子育て教育相談子育て教育相談子育て教育相談

精進湖でカヌーを体験し

ましょう。初心者の方も大

歓迎です。【夏季】

カヌー体験教室カヌー体験教室カヌー体験教室

～青少年・体育～　お気に入りを見つけよう！みんなの～青少年・体育～　お気に入りを見つけよう！みんなの～青少年・体育～　お気に入りを見つけよう！みんなの

女性なんでも相談女性なんでも相談女性なんでも相談

「英語がしゃべれるようになりたい！」そんな願いを実現す
るための一歩を踏み出そう。

キラキラのスワロフスキービーズを使い、親

子で指輪を作ります。作った指輪は母の日に

プレゼント、お子さんにもちょっとしたおみや

げがありますよ☆

午後7時から午後8時30分

中央公民館

各コース8名ずつ（なり次第締め切り）

3500円(全7回分)

Chris　Moore先生

＊両方のコースへの参加はご遠慮ください。

Aコース：5月13日～6月24日の毎週火曜日
Bコース：5月15日～6月26日の毎週木曜日

日　程

時　間

場　所

定　員

参加費

講　師

お申込み・お問合せ：生涯学習課【℡７２-６０５３】

お申込みは両教室とも４月１７日(木)から受け付けます。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】

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】

毎月第2、第4水曜日　

午後1時30分～、午後2時30分～

（今月は4月9日と4月23日です）

中央公民館　　

日時

時間

場所

小中学生

毎週土曜日　午前10時～正午

毎月500円(参加料、保険料含)

小立屋内ゲートボール場　　

対　象：小学生とその保護者

日　時：4月27日(日)　午前10時～正午

場　所：子ども未来創造館

持ち物：ハンドタオル、筆記用具

定　員：25組(定員になり次第締め切り)

参加費：500円

申込み：4月21日(月)正午から　　

対　象

日　時

場　所

参加費
要予約！

チャレンジゲートボール参加者募集！チャレンジゲートボール参加者募集！チャレンジゲートボール参加者募集！

新しい季節！ ２つの語学講座がスタート！！新しい季節！ ２つの語学講座がスタート！！新しい季節！ ２つの語学講座がスタート！！

ファーストステップ英会話
今、中国が熱い！パワフルな響きの中にも美しさがある中
国語を学んでみませんか？？

午後7時30分～午後9時

中央公民館

登山亜希子先生

＊5名以上で教室を開催いたします。

5月7日～10月15日までの
毎月第1、第3水曜日

7,680円

(受講料全12回分＋テキスト代1680円)

日　程

時　間

場　所

参加費

講　師

中国語入門講座ファーストステップ英会話 中国語入門講座ファーストステップ英会話 中国語入門講座

中央公民館パソコン教室中央公民館パソコン教室

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

＊前日・当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

NO

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

休日

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

エクセルレベルアップ

データベース入門

5月7日(水)～9日(金)午後1時30分～午後3時30分

5月7日(水)～9日(金)午後7時～午後9時

5月13日(火)～15日(木)午後1時30分～午後3時30分

5月13日(火)～15日(木)午後7時～午後9時

5月20日(火)～22日(木)午後1時30分～午後3時30分

5月20日(火)～22日(木)午後7時～午後9時

5月27日(火)～29日(木)午後1時30分～午後3時30分

5月27日(火)～29日(木)午後7時～午後9時

5月10日(土)～5月11日(日)午後1時～午後4時

コース 日　　　　　程 内　　容

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やっ

てみましょう

メールの送受信も学びます

エクセル入門受講者におすすめ

ちょっと難しいアクセスに挑戦

きらめき子ども塾

親子でビーズ教室親子でビーズ教室
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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

・３月１０日のNHK甲府放送１８:１０からの番組で、「早春の富士山麓」と題して、河口湖フィールドセンター周辺の氷筍・野鳥・ 

　ニホンリスの様子が放送されました。

・新年度を機に、タイトル写真を３月11日に本栖湖で撮った逆さ富士の写真に変えました。

ショート・ニュース …………………………………………………………………………………………………………………

　２００１年から、毎年１月か２月に河口の雑木林にあるエゾエノキの大木で、越冬中のオオムラサキ幼虫を調べて来ましたが、

今年は３月にかけて積雪が多く、３月２１日にようやく調査することが出来、７年連続で越冬幼虫を確認しました。今年は、長期

間積雪があったり、暖かくなったり寒くなったりを繰り返していたため、更には前日

積雪と雨があったためか、斜面に積もっていた落ち葉が大部分流されていて、中に

は土に埋まってしまった落ち葉もあり、北側の根元の落ち葉から２頭が見つかった

に留まりました。

　しかし、ゴマダラチョウの幼虫も１頭みつかり、ツマグロオオヨコバイやアカスジ

キンカメムシの幼虫なども一緒に落ち葉の中で越冬しているのが見られました。

　今年は、以前西湖の近くで越冬幼虫がみつかったとの話を聞いていたので、西湖集落にあっ

たエゾエノキも調べてみました。大木が２本あり、オオムラサキ幼虫２頭（写真）とゴマダラチ

ョウ幼虫１頭が見つかり、近くにはムササビが住んでいると思われるケヤキの大木や、イノシ

シ・サル・イタチと思われる糞（ふん）も見つかり、豊かな自然が残っている場所だと実感

しました。

　この日の午前中は、2月に積雪のため一部の手入れが出来なかった河口湖美術館ビオトープ

の手入れを宮下・小俣両氏に手伝ってもらい、午後には、青木ヶ原では珍しく自然の池が散在す

る場所で、富士山には珍しいマンサク（まず咲くがなまって名前になったといわれる；写真）の花

も見ることが出来ました。春の訪れを感ずると同時に、青木ヶ原にも多様な自然があることを再

認識しました。

　河口湖フィールドセンター周辺に本格的な春の訪れを告げてくれるのが、福寿草と壇香

梅（ダンコウバイ）の花です。ダンコウバイは、昨年は３月４日（館長のノートによる）

には咲いていたそうですが、今年は２６日にようやく咲き始めました。

　福寿草も昨年気づいたときにはすでに大きくなっていましたが、今年はようやく３月１６日に花

が咲きました（写真）。２０日には積雪があり、雪に埋もれていましたが、今は春の陽光を浴

びて満開になっています。インターバル撮影（一定の時間毎に自動的に写真を撮る）をし

てみましたら、日が当たり始めると花が開き、光の方に曲がること、小さなハチの仲間が訪

れていたことが確認されました。日陰になって気温が下がると花を閉じることから、陽が当たる

時間だけ花を開くことで、虫が少ない初春にうまく適応しているということがわかります

。小さな花も連続して見続けることで、自然のしくみの素晴らしさを少しずつ語ってくれ

ます。

富士河口湖町の野生オオムラサキ８年連続で確認　－今年は西湖付近からも－

河口湖フィールドセンター周辺の風物詩（３）　福寿草（ふくじゅそう）

オオムラサキの幼虫

マンサク

福寿草
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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♪

http://www.stellartheater.jp/

♪ステラシアター＆円形ホール♪　２００８年コンサート情報第1弾！！♪ステラシアター＆円形ホール♪　２００８年コンサート情報第1弾！！♪ステラシアター＆円形ホール♪　２００８年コンサート情報第1弾！！

☆4月6日（日）　１０：００AM　チケット一斉発売☆

教育委員会　文化振興局では、町民の方の文化活動を支援しています。団体の情報や活動の告知
（団員募集や出演情報など）がありましたら、ぜひ広報に載せませんか！？詳しくは文化振興局

（河口湖ステラシアター内）TEL：72-5577までお問合せを♪

《お知らせ》　

河口湖円形ホール　サロンコンサート２００８「ミューズの女神」

フランスと日本を拠点に活躍する国際的チェンバロ奏者

曽根麻矢子　チェンバロリサイタル
～バッハの魅力　湖畔に響きわたる～

《河口湖円形ホールコンサートのご案内》

日時：2008年5月6日（火・祝）　　※雨天の場合は可動屋根を設置して開催。

　　  午後2時15分開場　　午後3時開演

会場：河口湖ステラシアター　　大ホール

出演：【司会】　コメンテーター　朝岡　聡

　　 【出演】　東京フィルハモニー管弦楽団、［ゲスト］池上英樹（マリンバ）

チケット：全席自由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【一般】　　　  ￥3,000（ステラ会員￥2,700）

【高・大学生】　￥1,500（ステラ会員￥1,300）

【中・小学生】　￥1,000（ステラ会員￥900）　※未就学児の鑑賞は無料ですが、入場整理券を事前に各販売店でお買い求めください。

予定曲目　　 ビゼー：歌劇「カルメン」より前奏曲、　ラヴェル：ボレロ、　ガーシュウィン：アイ・ゴット・リズム

　　　　　　　　　　　　ガーシュウィン：ラプソディー・イン・ブルー（マリンバソロ）、　

　　　　　　　　　　　　サラサーテ：ツィゴイネルワイゼン（マリンバソロ）他

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※都合により曲目は変更になる場合がございます。

コメンテーター朝岡　聡の司会による

東京フィルハーモニー交響楽団13人のＭｉｎｉオーケストラ

ザ・ピクニックコンサート
～心地よい新緑の中で楽しむ最小限の人数で贈るオーケストラの魅力～

《河口湖ステラシアターコンサートのご案内》

1911年創立の日本で最も伝統あるオーケスト

ラ。2001年、日本で初めてシンフォニーオーケ

ストラと劇場オーケストラの両機能を併せ持つ

オーケストラとなり、スペシャル・アーティステ

ィック・アドヴァイザーにチョン・ミョンフンが就

任。近年の海外公演でも「世界のファーストク

ラス・オーケストラ」を印象づけている。

＝東京フィルハーモニー交響楽団＝

なんと

『いきなりパリジェンヌ』

著者でもあります！

日時：2008年5月10日（土）　　午後5時30分開場　　午後6時開演

会場：河口湖円形ホール（河口湖北岸）　　※ステラシアターとお間違えのないようご注意ください。

予定曲目：　J．S．バッハ　 前奏曲　ロ短調　BWV923

　　　　　　　　　　　　アダージオ　ト長調　BWV968　他　※都合により変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

チケット：全席自由　【一般】　　￥3,000（ステラ会員；￥2,700）　　ワンドリンク、お菓子つき♪

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※未就学児のご入場はご遠慮願います。




