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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!

●お問合せ・お申込み：生涯学習課(℡７２－６０５３)

着れなくなったシャツ・浴衣を使ってお家の中でペッタンペッ

タンと素足で履く布ぞうりを作ってみませんか?もちろん新し

い布でもＯＫ！！

スーパーのレジ袋1枚がお店に運ばれてくるまでに電球を1時

間つけるだけのエネルギーが必要って知ってますか?そこで

今回は身近な暮らしにエコを！！

ということでお店のかごにスッポリ入るお買い物用Myバックづ

くりをします。

皮の性質や扱い方などを学び、小銭入れとペンケースをつく

ります。自分で色付け・模様付けをして、オリジナルの作品を

作ってみませんか?

☆日　時：５月１７日（土） 開場 午後５時３０分

　　　　　　　　　　  開演 午後６時(午後８時終演)

☆会　場：勝山さくやホール

☆出演者：富士学苑ジャズバンド部

　　　　　「TOKYO F、O、LAB BAND」

☆入　場：無料（募金箱を用意させていただきます。）
日　時：６月４日（水）　午後１時～４時

場　所：中央公民館　第2研修室

持ち物：厚めで丈夫な布1m（９０ｃｍ幅）、はさみ

　　　 縫い糸、チャコ、定規、アイロン

　　　 アクリルテープ（持ち手用）

　　　 ミシン（ある方、申込み時にお知らせ下さい。）

定　員：１０名

受　付：５月７日（水）～

日　程：６月４日・１１日・１８日・２５日

　　　 毎週水曜日（全4回）

時　間：午前１０時～１２時

場　所：中央公民館　第1研修室

参加費：２,７００円(材料費)

持ち物：はけ

定　員：１０名

受　付：５月７日（水）～

富士河口湖町・子どもプラン
　富士河口湖町教育委員会では、子

どもたちの安全・安心な居場所づくり

を推進するため、子ども教室を実施し

ます。この教室では、様々な体験活動

や交流活動、また、学習アドバイザー

・安全管理委員を配置し、子ども達の

遊びや学習をサポートします。

　富士河口湖町の全小学生を対象と

し、子ども未来創造館・船津地区公民館の2箇所で5月から毎

週土曜日に開催します。

　詳しくは、毎月学校へ配布しているこどみらだより等を利用

し内容のお知らせをします。

川辺先生の教育相談川辺先生の教育相談川辺先生の教育相談
（新津小児科「親と子の相談室」カウンセラー）

日時：５/２４･７/２６･９/２７　
　　 すべて土曜日　午後１時３０分～４時３０分

場所：中央公民館

対象：幼児から中学生までの子と保護者

個別相談

＊相談希望者は予約が必要です。生涯学習課までご連絡ください。
＊相談内容、個人情報等のは一切厳守いたします。

Big Band JazzBig Band Jazz
JointLive2008

●お子さまも大歓迎です！！
　　　お気軽にお出掛け下さい。

編んじゃ
おう！「手づくり布ぞうり教室」「手づくり布ぞうり教室」

１m

７㎝

●布はこの大きさに裁断してきて下さい。編みやすい長さです。

　およそ、１６m～１８m（１２～１８本分）用意して下さい。

日　時：５月２１日・２８日（水）全２回

　　　　　　午後１時３０分～３時３０分

場　所：中央公民館　地下和室

定　員：１５名

講　師：渡辺文夫先生・渡辺勝郎先生・宇野満子先生

持ち物：はさみ・針・糸・（布と同じ色）・割り箸

　　　　綿布１人１６ｍ～１８ｍ（７ｃｍ*1ｍに裁断）

　　　　＊綿布は日本手ぬぐいの厚さが適当です。

受　付：5月7日（水）～

～地球にやさしい暮らししていますか?～～地球にやさしい暮らししていますか?～

超かんたん！

☆エコバックづくり教室☆☆エコバックづくり教室☆

レザークラフト教室レザークラフト教室
小銭入れ＆ペンケース
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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

お申込み・お問合せ：生涯学習課【℡７２－６０５３】

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。
＊「デジタルカメラ入門」はご自分のカメラを持参の上ご参加ください。

NO

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

２４

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)

エクセルレベルアップ

ワードレベルアップ

データベース入門

6月  3日(火)～  5日(木) 午後1時30分～午後3時30分

6月  3日(火)～  5日(木) 午後7時～午後9時

6月 10日(火)～ 12日(木) 午後1時30分～午後3時30分

6月 10日(火)～ 12日(木) 午後7時～午後9時

6月 17日(火)～ 19日(木) 午後1時30分～午後3時30分

6月 17日(火)～ 19日(木) 午後7時～午後9時

6月 24日(火)～ 26日(木) 午後1時30分～午後3時30分

6月 24日(火)～ 26日(木) 午後7時～午後9時

6月 14日(土)～ 15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

エクセル入門受講者におすすめ！

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

お問合せ・お申込み：町民体育館【℡７３－１２２０】

ボディーケアウォーキング教室ボディーケアウォーキング教室ボディーケアウォーキング教室
最近「運動しなきゃ！」がただの口癖にな

ってきた。休日ゴロゴロするたびに思う。

揚げ物を食べるたびに思う。運動しなき

ゃマズイのではないだろうか・・・。

囲碁好きな方必見！！本格的なトーナメントで大人から子ど

もまで熱戦を繰り広げます！初心者さんもベテランさんもぜ

ひ挑戦してみてください。

☆育児・心の悩み・身体の事など。お気軽にご相談下
さい。予約制です。下記までお申込み下さい。

日　時：５月１５日～７月３日

　　　（毎週木曜日　全８回）

時　間：午前１０時３０分～１２時

場　所：町民体育館

定　員：先着２０名(町内在住の方のみ)

持ち物：動きやすい服装、上履き

参加費：２,０００円

講　師：ただす整体院　牛田茂先生

エアロビで楽しく運動＆親子のコミュニ

ケーション♪ストレス発散にも！！

日　程：５月１３日～６月２４日

　　　（毎週火曜日　全８回）

時　間：午前１０時３０分～１１時１５分

対　象：１～３歳までの親子

　　　（町内在住の方のみ）

定　員：親子４０組

参加費：1組５００円

　　　　（５回分　保険料含む）

講　師：石倉秀子先生

日　時　６月１日(日)　午前８時３０分～

場　所　勝山ふれあいセンター

参加費　大人１,５００円　子ども５００円

対　象　小学生以上

競　技　レベル別で開催(有段者、その他)

定　員　６０名(なり次第締め切り

キッズ＆ママビクス教室キッズ＆ママビクス教室キッズ＆ママビクス教室

日　時：６月６日～２７日

　　　（毎週金曜日　全4回）

時　間：午後７時３０分～９時

場　所：富士河口湖町中央公民館

対　象：町内在住の成人

定　員：先着５０名

持ち物：バスタオルまたはマット

　　　　　　（床に敷く物）

参加費：１,０００円（全４回分）

講　師：藤森敦子先生

親子で出来るエアロビクス

町民体育館の教室町民体育館の教室町民体育館の教室

女性なんでも相談女性なんでも相談女性なんでも相談

お申込み・お問合せ：生涯学習課【℡７２-６０５３】

お申込み･お問い合わせ
5月20日までに教育委員会生涯学習課【72－6053】

のお知らせのお知らせのお知らせ

午後１時３０分～/午後２時３０分～　中央公民館　第2会議室

今月の相談日…5月14日、28日(水)

富士河口湖町教育センターより 富士河口湖町囲碁クラブ主催

お子さんに関する悩み相談を受け付けますお子さんに関する悩み相談を受け付けます

●相談時間は調整することができます。お気軽にどうぞ。

相談員：山口真澄・小林真弓
電　話：０５５５－８３－３０２２
携帯電話：０９０－４３７０－２６１５

E-mail：ed-center@docomo.ne.jp
          ed-center@kawaguchiko.ne.jp

第七回

富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会

ヨガ教室ヨガ教室ヨガ教室
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In May, 2008, a season of music comes over soon in this town.In May, 2008, a season of music comes over soon in this town.In May, 2008, a season of music comes over soon in this town.

もうすぐこの街に、音楽の季節がやってくる。河口湖ステラシアター通信５月号

☆２００８年河口湖ステラシアター・河口湖円形ホールコンサート情報☆

富士山河口湖音楽祭２００８富士山河口湖音楽祭２００８富士山河口湖音楽祭２００８ ８月９日(土)～８月１６日(土)　８日間

　今年で７回目を迎える富士山河口湖音楽祭。今年も様々なプログラムを計画中です！観客、演奏者、ボランティア

・・・とたくさんの方向から楽しめる参加型の音楽祭。あなたのスタイルに合わせて、音楽祭に参加しませんか！？

８月 ９日：オープニングコンサート、池上英樹マリンバコンサート

８月１０日：藤原真理チェロリサイタル

８月１１日：藤原真理無伴奏チェロリサイタル

８月１３日：スーパーキッズオーケストラコンサート、奥村愛ファミリーコンサート、奥村愛ヴァイオリンリサイタル

８月１４日：高校生トップチームによるフレンドシップコンサート、公開指揮者アカデミー、

　　　　奥村愛ヴァイオリン名曲コレクション２００８

８月１５日：シエナウインドオーケストラ公開リハーサル、フレンドシップコンサート、

８月１６日：シエナウインドオーケストラコンサート

　☆その他、アウトリーチや無料プログラムを多数予定しています。詳しくは次号６月号でご紹介！！

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆《予定プログラム》◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

「ココロの学校」…河口湖ステラシアターで開校！

教育の再生が叫ばれる昨今、「強いられる勉強」ではなく「自らが望んで学ぶ」場所を創りたい・・

そんな想いから誕生したのが「ココロの学校」というコンセプトです。テーマは、「音ではじまり、歌

ではじまる」ココロの校長先生、谷村新司が河口湖ステラシアターに、学びたい人が集まれば、どこで

も行ける移動学校を開校します！現代の悩めるお父さんお母さん、そして未来の希望である子供たち

にまで…幅広い年齢層にココロの栄養をプレゼントするためのカルチャープログラム「ココロの

学校」に、是非ご来場ください！

日時：７月５日（土）　午後３時開場、４時開演

会場：河口湖ステラシアター　

　　　　※雨天の場合は可動屋根を設置し開催。

チケット料金：全席指定６,０００円　

５月１７日（土）午前１０時～

全国一斉発売

谷村新司　「ココロの学校 富士河口湖」～音で始まり、歌で始まる～ライブ with トーク

STARDUST☆REVUE
Inステラシアター

Mt．FUJI楽園音楽祭２００８

日時：７月１９日（土）　

　　 午後４時開場、５時開演

会場：河口湖ステラシアター

チケット：全席指定６,５００円　

５月３１日（土）
一斉発売

　今年もこの季節がやっ

てきました。今回で７回目

を迎えます、スターダスト

レビューinステラシアタ

ー。昨年は台風の影響で

大変でしたが、ファンの気

持ちは熱い盛り上がりを見

せ、終結しました。さて、今

年はどんなパフォーマンスが見られるのでしょうか。それは

来てからのお楽しみです。

ペーター・ヴェヒター

河口湖円形ホール　ウィーンの香り２００８　Vol.１

５月３１日（土）
全国一斉発売

　ウィーン・フィルのメン

バーが、河口湖にやってき

ます。河口湖円形ホール

が、夏のウィーンの香りで

いっぱいになるでしょう。

真夏の夜に、円形ホール

からウィーンに旅立ちませ

んか？

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

ヴァイオリンリサイタル　ピアノ：大須賀恵理

日時：７月２６日（土）

　　 午後６時開場、６時３０分開演

会場：河口湖円形ホール

チケット：全席自由３,５００円




