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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)

●お問合せ:教育センター(℡８３－３０２２)

好評のビーズ教室！！今回は６回のシリーズで開催します。ビー

ズの通し方から、ちょっと難しい技法を学びスワロフスキー・パ

ール・チェコビーズ等を使いアクセサリーをつくります。

二宮金次郎って知ってますか?坂本龍馬は？？
3回に分けて、スクリーンを見ながら歴史の中の有名人はどう
して、すごいのかを楽しくおしえてもらえます。歴史の謎・不思
議がよくわかる教室。

日　時　毎週金曜日　午後７時３０分～９時

場　所　足和田地区公民館　２階

対　象　いつでも自由に参加できます。

持ち物　ヨガマットかバスタオル

参加費　１,０００円

講　師　岩間佳織先生

問合せ　足和田地区公民館

　　　　　　電話８２－２３１１

足和田地区公民館の教室

ヨガサークル（ロータス）のお誘いヨガサークル（ロータス）のお誘いヨガサークル（ロータス）のお誘い

ビーズｄｅアクセサリービーズｄｅアクセサリービーズｄｅアクセサリー

日　時：６月２０日、７月４・１８日、８月２９日、

　　　 ９月１２・２６日（金）午前１０時～

場　所：中央公民館・地下和室

講　師：外川　睦先生　

作る物：６月２０日はネックレス

　　　（２回目以降はネックレス・指輪・ブレスレット...等

持ち物：先細ペンチ《ない人は普通のペンチ》

　　　 必要な人は老眼鏡《細かいビーズやテグス（釣り糸のよ

　　　 うな糸）を使うため。》

材料費：１回１,０００円程度（２回目の材料費は１回目に徴収します。）

定　員：１５名

申込み：６月９日～（定員になりしだい締切り）

　第１回　「遺跡からのメッセージ　
　　　　　　　　～縄文・弥生時代の富士河口湖町」
〈講師:杉本悠樹(生涯学習課　文化財担当)〉

日　時：平成２０年６月１８日(水)　午後７時より

場　所：中央公民館　視聴覚室

参加費：無料

定　員：２５名(申込み不要)　※講座ごとの聴講も可能です。

歴史の中のすごい人！！歴史の中のすごい人！！歴史の中のすごい人！！発見！！発見！！

対　象：３年生以上
時　間：午前１０時～１２時
場　所：子ども未来創造館　音楽スタジオ
講　師：寺子屋社中甲斐の国　寺尾敏生先生
参加費：1回１００円(資料費)
持ち物：筆記用具
定　員：３０名
受　付：６月９日（月）～

第1回

日　程 内　容

第2回

第3回

6/22（日)

7/ 6（日）

7/20（日）

二宮金次郎のおしえ

武田信玄とその手紙

坂本龍馬とやまなし

教育講演会PTA連合会・富士河口湖町立教育センター共催

教育講演会「今、求められる教育問題について」教育講演会「今、求められる教育問題について」教育講演会「今、求められる教育問題について」

日　　時

会　　場

講　　師

対　　象

7月5日（土）午後1時受付　1時30分開会

勝山ふれあいセンター　さくやホール

風間　健

定員350名（保護者、教職員、一般（小学校高学年以上））

２００４年モンゴル国建国８００年祭チンギスハーン生誕８４０年祭国際委員任命

２００３年モンゴル国OTGONTENGER UNIVERSITY 客員教授

２００３年宮崎県日南市に我禅郷設立着工

２０００年「武士道教育総論」出版

１９９８年国士舘大学　武道徳育研究所顧問　任命

１９９５年青少年育成修練センター「気錬・武士道」文京区関口に設立

１９８８年株式会社コンコルド21設立

１９６１～１９７６年空手道・少林寺・キックボクシング・

　　　　　　　　　ワールドフルコンタクトプロ空手等のチャンピオン

１９７２年U.S.Aユニバーサル映画「ドラゴンを消せ」準主演

１９６９年千葉真一とジャパンアクションクラブ設立

１９４３年愛知県にて生まれる

（経歴）

富士エミーナクリニック総括本部長 （富士河口湖町大石）
株式会社　コンコルド２１　代表取締役
全日本気錬武心道連合会　道主
モンゴル国OTGONTENGER UNIVERSITY 客員教授
財団法人モンゴル国遊牧民農業産業開発推進機構
俳優　筒井道隆の父（Around４０出演中）

（講師紹介）

講師プロフィール

…
…
…
…
…
…
…
…

歴史・文化財講座

「郷土の原風景」の開催の御案内「郷土の原風景」の開催の御案内「郷土の原風景」の開催の御案内
　富士河口湖町内の歴史や文化財を解説し、郷土の原風景を
探る講座を全８回シリーズで毎月第３水曜日に開催します。毎
回、時代ごとに講座を開催して時代の特色や歴史的な背景に
迫ります。

きらめき子ども塾 ★歴史・偉人伝講座★～ビーズ教室～
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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

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

＊受講料は各講座２,０００円(３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。

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)

ワードレベルアップ(昼)

ワードレベルアップ(夜)

エクセルレベルアップ(昼)

エクセルレベルアップ(夜)

7月　1日(火)～　3日(木)　　　午後1時30分～3時30分 

7月　1日(火)～　3日(木)　　　午後7時～9時  

7月　8日(火)～ 10日(木)　　　午後1時30分～3時30分 

7月　8日(火)～ 10日(木)      午後7時～9時　 

7月15日(火)～ 17日(木)　　　午後1時30分～3時30分 

7月15日(火)～ 17日(木)　　　午後7時～9時 

7月22日(火)～ 24日(木)　　　午後1時30分～3時30分  

7月22日(火)～ 24日(木)　　　午後7時～9時  

7月29日(火)～ 7月31日(木)　 午後1時30分～3時30分  

7月29日(火)～ 7月31日(木)　 午後7時～9時  

２５

２６

２７

２８

２９

３０

３１

３２

３３

３４

NO 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。

本格的なエクセルを勉強しましょう。

本格的なエクセルを勉強しましょう。

お問合せ・お申込み：町民体育館【℡７３－１２２０】

ピラティス教室ピラティス教室ピラティス教室
リズムテコンドー教室リズムテコンドー教室リズムテコンドー教室

体験
「ピラティス」とは、筋トレ＆ストレッチを合体させたような動
きですが、「呼吸」をしながら、自分のできる範囲で体を動かし
ます。リラックスしながら筋肉を整え、歪み改善を目指す。 テコンドーとエアロビクスをミックスした新しいエクササイズ

プログラム！ストレス発散しながらシェイプアップ、さらに危険

回避の方法も身につきます。
日　時： 6月18日～７月9日 （毎週水曜日　全4回）

時　間： 午後8時～9時30分

場　所： 中央公民館　地下和室

定　員： 先着20名(町民のみ)

持ち物： 水分補給できるもの

　　　  大判のバスタオルまたはマット（床に敷くもの）

参加費： 1000円（全4回分）

講　師： FTP Japanマットピラティスインストラクター

　　　  渡辺裕恵先生

申込み： 6月11日（水）午前9時より

          定員になり次第締め切ります。

日　程： 7月2日（水）・4日（金）・16日（水）

　　　　18日（金）・25日（金）（全5回）

時　間： 午後8時～9時30分

場　所： 中央公民館ホール

対　象： 成人男女

　　　 （但し、保護者同伴の場合は小学生以上可）

定　員： 20名

持ち物： タオル・水分補給できるもの

参加費： 1000円 (全5回分)

新感覚エクササイズ！

町民体育館の教室町民体育館の教室町民体育館の教室

製本からすべて手作りです。絵本・日記・詩集などにして、オリ

ジナルの1冊を作ってみませんか?

「手づくり絵本教室」「手づくり絵本教室」「手づくり絵本教室」

日　時： ６月１８日（水）午後１時３０分～３時３０分

　　　  ６月２６日・７月３日（木）午前１０時～１２時　全３回

場　所： 中央公民館　第1研修室

定　員： １５名

講　師： 山梨手作り絵本の会　鈴木先生

持ち物： 筆記用具・フェイスタオル・コップ・

　　　  はさみ・ものさし(３０㎝位)

参加費： １,０００円（材料費）

受　付： ６月９日（月）～

お申込み・お問合せ：生涯学習課【℡７２－６０５３】 お問い合わせ・お申込みは…生涯学習課【℡l７２－６０５３　FAX７３-１３５８】

育児支援のスペシャリスト、誕生！！

家庭教育、子育てについて多くの問題が指摘される現在…。地
域の子育て支援の協力者、また身近な相談者としてあなたも輝
いてみませんか？？子育て中の方や男性の方も大歓迎です。

日　　程　６月下旬～８月上旬
講座内容　折り紙や小児保健、救急法、レクリエーション、
　　　　　手遊びなど５講座。
募集定員　３０名
募集期間　６月６日（金）～
開催場所　子ども未来創造館
参 加 費　２,０００円
そ の 他　５講座全て受講された方のみ富士河口湖子育て
　　　　　サポーター終了証を交付します。託児あり。

子育てサポーターリーダー養成講座子育てサポーターリーダー養成講座子育てサポーターリーダー養成講座
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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

・４月１２日（土）に今年度の自然観察教室の打合せ会が行われ、５月２４日には開校式が行われました。今年は富士山を周りか 

　ら見るという視点で、例年同様様々な内容が計画されています。

・４月２６日（土）に、ジュニアレンジャーの開校式とゲンジボタル幼虫の放流が行われました。

・６月に予定していましたホタルの夕べは、上記の理由で中止になりましたのでご了解下さい。

Nature in and around Mount Fuji 

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

河口湖フィールドセンターが新体制になりました

ゲンジボタル大ピンチ！　　水田や水路の汚染が進みカワニナ激減

西湖コウモリ穴で340頭のコキクガシラコウモリ確認される

　開設当初から館長を務めていただいた篠原滋美先生が４月２２日付で河口湖南中学校の教育長に就任されたことに伴い、

５月１日付で共生研究室長の渡辺通人が河口湖フィールドセンターの館長も兼務することとなりました。また、古屋貴尚が課

長に昇進し、園田清子が生活館から異動になり、５月２０日から臨時職員として小波智志が任用されることになりました。

　新体制で不慣れな点もありますが、さらに前進できるよう職員一同頑張りますので宜しくお願いいたします。

　２００２年からゲンジボタルの飼育を引き継いで7年目になりました。飼育槽（しいくそう）で飼っている幼虫は約５０００頭で

したが、今年の冬を越したのは１０２７頭でした。

　エサのカワニナを甲府盆地まで採集に行き飼育して来たのですが、昨年の秋以降水路の

汚染が激しく１０ｍで２０頭程度のカワニナしか採れなくなりました。水路もドブ川と化してし

まい、採集してきたカワニナを１週間以上水がえしているのですが、４月には約１割のカワニ

ナに病気が発生してしまいました。ゲンジボタルの幼虫１頭が成虫になるまでに、約１２頭の

カワニナを食べるといわれていますので、１０００頭の幼虫を飼育するには、最低１２０００頭の

カワニナが必要になるわけで、環境を守りながらのカワニナ採集は絶望的状況で、ホタルの

飼育を続けるのが不可能になりました。

　そこで５月２０日に、河口湖畔のビオトープ（大石公園・河口湖美術館・大池公園・八木崎公

園）と奥川・重川の６ヶ所に１２０～２００頭の幼虫を放流しました。６月下旬にはゲンジボタル

の光を見ることが出来そうですが、今後は、近くにある水辺環境としてのビオトープとして

維持管理することとなりました。ご理解とご協力をお願いいたします。

　西湖コウモリ穴とそこに住むコウモリ類は国の天然記念物に指定されています。冬期は閉鎖して、春から秋は観光と両立

させながら、保護区を設けて保護しています。共生研究室では中川雄三氏に協力いた

だき、西湖コウモリ穴事務所・教育委員会・観光課と共同で調査を継続し４年目になりまし

た。その結果、冬期４種のコウモリ類が利用し、その個体数も増加傾向にあること、モモジロ

コウモリは春に繁殖したことがわかりました。昨年から明治大学中村光一朗氏も調査に加

わって、今春から夜間調査も開始されました。その結果、４月15日夕方に、何と３４０頭のコキ

クガシラコウモリが、西湖コウモリ穴から飛び立ったことが確認されました。

　たくさんの観光客が利用する西湖コウモリ穴で、昼間これだけのコウモリが休憩してい

ることになり、ここで繁殖しているのではないかと希望がふくらむうれしいニュースです。
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富 士 山 に 、 世 界 が 集ま る４ 日間。富士山に、世界が集まる４日間。

「勝ち負けのないスポーツ」の世界祭典

2009年5月14日（木）～17日（日）開催

ＩＶＶオリンピアード

世界中の人々と楽しく歩きましょう。多くの町民の参加をお待ちしています。

２００９年はＩＶＶオリンピアードで世界と「歩け」を楽しみましょう

こんなところを歩きます

5月14日 ５km

５km

５km

河口湖総合公園 パレードコース

１０ｋｍ

５km

１０ｋｍ

１０ｋｍ

２０ｋｍ

２０ｋｍ

２０ｋｍ

１０ｋｍ

河口湖総合公園 浅川白山神社コース

5月15日 河口湖総合公園 富士見コース

山中湖きらら ずみの木・ブナ林コース

河口湖総合公園 河口湖畔うの島コース

山中湖きらら パノラマコース

河口湖総合公園 富士見河口湖一周コース

山中湖きらら ぐるりん山中湖コース

４２.１９５km

４２.１９５km

河口湖総合公園 氷穴・風穴・青木ヶ原コース

5月16日 河口湖総合公園 くぬぎ赤松コース

山中湖きらら 寿徳寺コース

河口湖総合公園 野鳥・オオルリコース

山中湖きらら 夕焼けの渚コース

河口湖総合公園 吉田口登山道コース

山中湖きらら ぐるりんコース

山中湖きらら 山中湖・忍野八海・冨士浅間神社コース

5月17日 河口湖総合公園 船津口赤松コース

河口湖総合公園 森林浴コース

河口湖総合公園 西川・白滝林道コース

日　程 距　離 コ　ー　ス　名
スタート
ゴール

女性なんでも相談女性なんでも相談女性なんでも相談のお知らせのお知らせのお知らせ

☆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。

午後１時３０分～
中央公民館　第2会議室

今月の相談日…6月11日、25日(水)

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： ７/２６･９/２７･１１/２９　
　　  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

＊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。

個別

相談

●お問合せ・お申込み：生涯学習課(℡７２－６０５３)


