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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)

カヌー体験教室カヌー体験教室カヌー体験教室町民体育館の教
室

カヌーの全国大会が行なわれる精進湖でカヌー体験をしてみま

せんか?バランスの良いカヌーなどを体験でき、水とふれあい

自然を満喫するチャンスです。初心者大歓迎。是非お友達やご

家族と一緒に参加してみて下さい。

みなさんの生活ともなじみの深い国、韓国。初心者でも

大歓迎！！ 楽しく韓国語をしゃべってみましょう。

今年も子ども達の熱～い戦いが繰り広げられます。子どもクラ

ブの力を合わせて、目指せ県大会出場！！

対　象：各回２０名（町内在住小学生以上）

日　程：第1回　７月２６日（土）午後２時～５時

　　　 第2回　７月２７日（日）午前９時３０分～１２時３０分

集　合：中央公民館（精進湖で活動）

参加費：無料

持ち物：タオル、サンダル、飲み物、着替え（又は濡れても良い格好）

＊B＆G杯全国少年少女カヌー大会2008のイベントで開催しますので、

　今回の教室については大会で保険をかけます。

お問合せ　町民体育館【℡７３-１２２０】

・対　象：小学生以上の親子
　　　　（４年生以上は、お子さんだけの参加も可能です。）
・講　師：流石皇甫 先生
・参加費：1回５００円（２回共参加の場合は８００円）
・持ち物：帽子・水筒・筆記用具・雨具

夏休みだよ！
親子、おどろきの自然学習室

夏休みだよ！
親子、おどろきの自然学習室

夏休みだよ！
親子、おどろきの自然学習室

きらめき子ども塾

（東部富士五湖NGの会）第1回　「クモ博士が来る！」
～あなたの知らない、きらわれ者クモの世界?～

日　時 ８月２日（土）午前１０時～

中央公民館　視聴覚室場　所

第2回　「こうもり穴　丸ごと体験！」
～何かが起こる！こんなに楽しい！～

日　時 ８月３日（日）午前１０時～

西湖コウモリ穴（現地集合）場　所

お問合せ　東部富士五湖NGの会【�０９０-２６６０-４９８７（高山）】

お問い合わせは各地区の育成会長または生涯学習課まで

青少年育成富士河口湖町民会議

国際交流協会主催

第5回子どもクラブ別親睦

�ソフトボール・ソフトバレーボール大会
第5回子どもクラブ別親睦

�ソフトボール・ソフトバレーボール大会
日時／７月２７日（日）　集合午前７時４０分

　　　　　　　　　　午前８時～開会式

場所／町民運動場、町民体育館

集まれ
富士河口っこ！！
集まれ

富士河口っこ！！ミステリーキャンプ２００８ミステリーキャンプ２００８
～ここに生まれて良かった。富士河口湖町～

～この夏はゆかたを着て夏祭りに行きましょう！！～

日　時：７月３０・３１日　

　　　　集合→３０日午前９時　　　中央公民館　

　　　　解散→３１日午後３時時頃　子ども未来創造館

対　象：小学生５・６年生　５０名（先着順）

場　所：中央公民館・子ども未来創造館

参加費：２,０００円（保険料込み）

申込み：電話での申込み後、生涯学習課にて手続きをします。

　　　 印鑑・保険証・参加費をご持参の上お越し下さい。

　　　　　　　　　　　　（保険証のコピーをとります。）

・日　程：７月２６日（土）午前１０時～１２時

　　　　８月　５日（火）午後　２時～　４時

・場　所：子ども未来創造館　音楽スタジオ　　　　　

・定　員：１０名

・持ち物：ゆかた・帯・帯板・腰紐３本・タオル１枚

　　　　飾りたい物（ネックレスなど）・後輪ベルト・

　　　　ゆかたした（なければ白のタンクトップ・スリップ）・

・講　師：安友きみ子先生

日　程：８月１日～１１月１４日（８月１５日は除きます。）

　　　（毎週金曜日　全１５回）

時　間：午後７時～９時３０分

講　師：呉　辰慶 先生

場　所：中央公民館　視聴覚室

参加費：５,５２０円（テキスト代:２,５２０円・受講料:,３,０００円・全１５回分）

定　員：３０名

受付は、
７月１８日までです

ゆかた着付け教室ゆかた着付け教室

７月２４日まで受付７月７日より受付

しゃべってみよう！ 韓国語しゃべってみよう！ 韓国語

※雨天の場合は中止となります。
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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2000円(3日間)です。2名以上で講座を開催します。定員は7名です。
＊ 7月10日より受付。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)

エクセルレベルアップ(昼)

エクセルレベルアップ(夜)

データベース入門(昼)

8月 6日(水)～ 8日(金)　 午後1時30分～3時30分 

8月 6日(水)～ 8日(金)　 午後7時～9時

8月12日(火)～14日(木)　 午後1時30分～3時30分

8月12日(火)～14日(木)　 午後7時～9時

8月19日(火)～21日(木)　 午後1時30分～3時30分

8月19日(火)～21日(木)　 午後7時～9時

8月26日(火)～28日(木)　 午後1時30分～3時30分  

8月26日(火)～28日(木)　 午後7時～9時  

8月 9日（土）・ 10日（日）　 午後1時～4時  

３５

３６

３７

３８

３９

４０

４１

４２

休日

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。

アクセスによるデータベスの使い方。

子育てサポーターリーダー養成講座（全5講座）子育てサポーターリーダー養成講座（全5講座）子育てサポーターリーダー養成講座（全5講座）
生涯学習課では、町の子ども達の為に活動してくださるサポーターさんを募集しています。主な活動は、子ども未来創造館での
イベントの企画運営や、託児などのボランティアなどです。その他町の子ども達の為に地域の皆様に広く活動していただけたら
と思っております。6月末より開始しています。今後の予定です。

☆子育てサポーターリーダー養成講修了証は5講座全て受講した方のみに交付されます。

☆興味あるものを選択受講でき、科目サポーター修了証が交付されます。が、その際は子育てサポーターリーダーとしての

　修了証は交付されません。

☆託児希望の方は、受付の際その旨お伝え下さい。

☆休日の講座に限り、保育士・幼稚園教諭・教員を目指す高校生以上の参加も可能です。

　● 定　員：各講座30名（なりしだい締め切ります。）●参加費：1講座500円程度●

折り紙のいろは ７月５日（土）・１３日（日） 午前１０時～１１時３０分 日本折紙協会認定講師　石見谷紘氏による講習会

救命救急士による応急手当や救命処置の方法等

子どもの生活習慣と健康

子どもの栄養とアレルギーと実習

運動機能の発達　（運動とレクリエーション）

レクリエーションの運営　流しそうめん大会参加

託児あり

親子参加

OK

午後1時～４時

午後２時～３時３０分

午後１時３０分～３時

午前１０時３０分～１２時

午前１０時３０分～１２時３０分

７月１０日（木）

７月１２日（土）

７月１５日（火）

８月３日（日）

８月９日（土）

救命救急講習

赤ちゃんの救急箱

ウルトラマンの

育て方

講座名 日　　程 時　　間 内　　容 その他

 「郷土の原風景」 「郷土の原風景」 プリザーブドフラワー教室プリザーブドフラワー教室歴史・文化財講座

第２回
「畿内と甲斐を結ぶ道～古墳時代の富士河口湖町」

　富士河口湖町内の歴史や文化財を解説し、「郷土の原風景」

を探る講座の全8回シリーズの第２回目を開催します。今回は古

墳時代にスポットを当て、甲府盆地に巨大な古墳を築造した集

団と町内の遺跡、古道の関連などを中心に太古の歴史に迫り

ます。

　日　時：７月１６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。

　講　師：杉本悠樹（生涯学習課　文化財担当）

プリザードフラワーって知っていますか?生花を特殊加工して数

年間みずみずしさを保つことの出来る「枯れない魔法のお花」

として最近注目を集めています。初回は基本のテクニックとミ

ニアレンジに挑戦しましょう。次回からは。お月見・お正月・・な

ど季節に合わせたアレンジを計画しています。

　日　時：７月１７日（木）　午前１０時～

　場　所：中央公民館　第1研修室

　持ち物：花バサミまたはキッチンバサミ

　　　　（針金が切れるハサミ）

　定　員：１０名（なり次第締め切ります。）

　講　師：渡辺ゆり先生

　材料費：８００円

７月７日より受付
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　ブルーアースが、富士河口湖町民プールを指定管理者として運営する事となりました。

大人から子どもまで、地域の皆様に愛される総合運動施設を目指して頑張ってまいります!

どうぞお気軽に足をお運びください。

皆様のご利用をスタッフ一同心よりお待ちしております。

小・中学生

高校生

町 内 町 外 町 内 町 外

一　般

２００

３００

５００

３００

５００

８００

小・中学生

高校生

一　般

２,０００

３,０００

５,０００

３,０００

５,０００

８,０００

利用料

施　設

回数券(１１回分)

プール・トレーニングジム・スタジオ・お風呂

 開館時間 月～水・金　●午前９時～午後１０時　(プールの利用は午後９時迄) 

土・日曜　　●午前９時～午後１０時　(プールの利用は午後８時迄)

　　　　　  ※１０月～６月は午前１０時より

休館日 毎週木曜日(木曜日が祝祭日の場合は営業します。８月中は無休です。)

午前９時１０分集合～１０時３０分迄(６０分入水)

保育所・幼稚園年中～小学生

２０名

相談に応じます(有料)

●利用上の注意　　○１６歳未満の方のご利用は安全確保のためプールのみとなります。

               　 ○未就学児の利用は保護者の方の同伴(入水)が必要となります。

               　 ○小学生のみのご利用には身長制限が付きます。

Jr.スイミングスクール9月開講決定記念!

夏休みスイミング無料体験会
7月29・30・31日

※何日間でもＯＫ

要予約

富士河口湖町民プール指定管理者

ステラシアター横

〒４０３-０３０１ 山梨県南都留郡富士河口湖町船津５５４０

ブルーアース富士河口湖

�0555-73-4313

お問合せ・お申込み

時間

対象

定員

送迎バス
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大会名　「Ｂ＆Ｇ杯全国少年少女カヌー大会２００８」

期　日　７月２６日（土）～７月２７日（日）

会　場　精進湖カヌー競技場

その他　小学生によるカヌーの全国大会

　　　　イベント『いろいろなカヌー試乗会』初心者大歓迎！！

　　　　　　２６日　午後３時～５時

　　　　　　２７日　午前１０時３０分～１２時３０分

　　　　　　　

大会名　「文部科学大臣杯平成２０年度日本カヌー

　　　　　　　フラットウォーターレーシングジュニア選手権大会」

期　日　８月２１日（木）～２４日（日）

会　場　精進湖カヌー競技場 

その他　中学２年生～高校３年生によるフラットウォーターレーシングカヌーの日本選手権大会

日　時　7月25日（金）午前5時45分集合　6時開会式

会　場　町民グランド　【雨天時：町民体育館（上履きを持参してください）】

連絡先　町教育委員会生涯学習課社会教育係（電話　７２－６０５３）

　　　　※町民グランド周辺の方々には、早朝よりご迷惑おかけしますがご理解とご協力をお願い申し上げます。

精進湖開催全国カヌー大会

「全国夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会」が本町にやってきます！！
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つどいの広場
こどみらベビー

つどいの広場
こどみらベビー
(ベビーとママの体操)

赤ちゃんの
　　救急箱�

赤ちゃんの
　　救急箱�

子ども教室
折り紙のいろは�

ウルトラマンの
育て方�

つどいの広場
ワイワイくらぶ

つどいの広場

つどいの広場
こどみらベビー

歴史の中のすごい人�
気になるお肌の対処法

つどいの広場

折り紙のいろは�

キッズフェスタ クライミング
ワイワイくらぶ

つどいの広場ゆかたで湖上祭

つどいの広場
こどみらベビー

森の映画会歴史の中のすごい人�

ウルトラマンの
育て方�

つどいの広場
ふれあい教室B

つどいの広場
ふれあい教室A

つどいの広場
ふれあい教室A
（町民体育館）

つどいの広場
ふれあい教室A

つどいの広場
ふれあい教室B
子ども教室

5 63 4 7 8

29 30

13

2827 31 8/1 2

22 2320

9

21 24 25 26

15 1614 17 18 19

6 8 97 10 11 12

7/1 2 3 4 5

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、申し込みの当日の正午からの電話【72-6053】と生涯学習課・子ども未来創造館
窓口で受け付けますので、お気軽にお尋ねください。
※受付時間が正午から変更になりました。なお、教室申込みの際友人の分の申込み出来ませんので、ご了承下さい。

こどみら
　　マムベビー

リトミック教室

救命救急講習

こどみらキッズ

こどみらキッズ

こどみらキッズ
子ども教室

こどみらキッズ

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
富士河口湖町船津1754

開館時間
月～金曜日　午前9時～午後6時
土・日曜日　午前9時～午後5時

開館時間
月～金曜日　午前9時～午後6時
土・日曜日　午前9時～午後5時

ウルトラマンみたいな子どもの育て方教えます！

親子で体を動かそう！暑いときにたくさん動い

て心も体もリフレッシュ★

0歳(歩き始まるまで)・妊婦さんを対象にしたこ

どみらマムベビー１歳を対象にしたこどみらベビ

ー・２・３歳を対象にしたこどみらキッズでキッズ

体操やふれあい遊びを楽しんでみませんか？

ゆかたで湖上祭に行こう！さあ！ゆかたに着替え

て楽しい祭りの始まりだ★ヘアアレンジもする

よ♪君も素敵に大変身!

★乳幼児と保護者対象★

★6/1～7/5のカレンダー★

※未就学児は必ず保護者と一緒に活動
　してください。
※行き帰りの交通には十分注意し、お迎
　えの有無等ご家庭で確認して下さい。

日にち

自然史博物館で夜警の仕事に就いた彼が目にし
たものは、館内を歩き回るティラノサウルスの骨
格模型や歴史上の人物の人形や剥製の動物たち
だった！夜の博物館を舞台にした大冒険が今始ま
る !!

自然を満喫！カレー作りや、カヌー体験、スイカ
割り、夜のお話会などなど、富士河口湖町に住
んでいる特権を、フルに活かして、この夏一番
の思い出を作ろう！！

各教室のお申し込みは、申込
開始日の正午12時から
電話（�72-6053）または

生涯学習課窓口で受け付けます。

※電話での申し込みの後、申請書にご記入をい
　ただきますので必ず保護者の方が生涯学習
　課窓口までお越しください。
※その際、保険証のコピーをとらせていただき
　ますので、印鑑・保険証・参加費2,000円を　
お持ちください。

7/22(火)・午後3時30分～ 

日にち 7/30（水）・31(木)
集合　３０日 午前１０時
解散　３１日 午後 ３時頃 

日にち 8/5(火)　午後2時30分～4時 

定　員 参加費 持ち物 申込み なし

2歳から6年生までの親子30組 

レクリエーション 8/3(日)　午前10時30分～ 

流しそうめん 8/9(土)　午前9時30分～ 

運動→上履き・水筒　学習→宿題･筆記用具 

申込み 受付中！

定　員

定　員

500円 参加費

参加費

なし 持ち物

午前10時30分～11時 

マムベビー 7/17(木)　午前11時～ 

ベビー 7/11･18･8/8(金) 

キッズ 7/3･24･8/7(木) 

申込み

時　間

出席カード(参加初回に配ります) 持ち物

なし 

○子
○子

つどいの広場

ミステリーキャンプ

○子

つどいの広場

○栄

○栄

つどいの広場○栄

7月19・21日

ナイトミュージアムナイトミュージアムナイトミュージアム
森の映

画会
森の映

画会

ゆかたで湖上祭ゆかたで湖上祭ゆかたで湖上祭

ウルトラマンの育て方ウルトラマンの育て方ウルトラマンの育て方

こどみらマムベビー＆ベビー＆キッズこどみらマムベビー＆ベビー＆キッズこどみらマムベビー＆ベビー＆キッズ
参加費 なし 

  ふな
つ子ども教室  ふな
つ子ども教室  ふな
つ子ども教室

脳トレの部屋へようこそ。こどみら子ども教室で
は遊びながら学習できるプリントをたくさん用
意して待っています。夏休みの宿題を持ってき
てもＯＫ！夏休みの宿題対策もやります！詳しくは
こどみらだよりを見てね♪ 詳しい内容は、こど
みら便りを見てください。

持ち物 宿題・筆記用具

日にち 7/5･24･25･26･28･29･30･31･8/1･2 

申込み 必要なものもあるのでこどみらだよりで
確認してください。 

申込み

時　間 午後1時～5時 

 こどみ
ら子ども教室 こどみ
ら子ども教室 こどみ
ら子ども教室

参加費 なし 

夏休み限定のダンスや器械体操など盛りだくさ
ん！普段は体験できない事にチャレンジしよう♪
詳しくは、こどみらだよりを見てね♪

持ち物

日にち 7/12･26･31→レクリエーション
7/25→レクリエーション大会
7/24･30→キッズダンス
7/28･29→マット運動や器械体操 

時　間 運動→午前９時～11時　
学習→午前11時～12時 

子ども教室子ども教室子ども教室

日にち 7/6(日)　午後1時30分～2時30分

定　員 30人

定　員 小学5・6年生50人

定　員 小中学生20人

参加費 500円

持ち物 ゆかた・こしひも3本・帯・帯板・ぞうり

申込み 7/22(火)

参加費 100円

参加費 2,000円（保険料・材料費）

持ち物 筆記用具 申込み 受付中！

申込み 7/18まで(定員になり次第締め切ります)

こどみら初！高校生限定。エスティシャン達人なお
こ先生が、お肌の話をしてくれます。気になる思春
期の女子高生たち！大集合★
肌の仕組みって？肌のトラブルはどうしたらいい
の？お化粧って。。。化粧水って。。。

気になるお肌の対処法！気になるお肌の対処法！気になるお肌の対処法！
達人なお

こ先生の
達人なお

こ先生の

ミステリーＣＡＭＰ
★2008

ミステリーＣＡＭＰ
★2008

ミステリーＣＡＭＰ
★2008集まれ富

士河口っ
子♪

集まれ富
士河口っ

子♪

夏だ！祭
りだ！ゆ

かたでＧ
Ｏ！

夏だ！祭
りだ！ゆ

かたでＧ
Ｏ！

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
！

★夏休み特別企画★★夏休み特別企画★★夏休み特別企画★

つどいの広場では、各週で　子
育て相談・　栄養相談を行って
います。日常のふとした疑問を
解消するのにお役立て下さい。

休館日

休館日



広
報
富
士
河
口
湖

　
２３

★19日(土)停電の為、31日(木)は
　館内整理日のため、休館です

0555-73-1212　　　　0555-73-1358

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp　　　  library@fujikawaguchiko.ed.jp

問い合わせ／生涯学習館

大石・河口 火・木曜日 午後３時～６時

午後１時～５時

１５日

１６日月～金曜日上九一色

開館日 開館時間 読み聞かせ会 午後４時３０分～

7月の分館の予定

開館時間　平　日10:00～19:00
　　　　　土・日  9:00～17:00

◎読み聞かせ会◎◎読み聞かせ会◎
●0・1・2・3歳対象 〈午前１０時３０分～〉

●幼児～小学生低学年対象 〈午後１時３０分～〉

●小学生低学年対象 〈午後４時３０分～〉

ブラウンベア（えいご）   ７月　８日（火）
うさぎのおやこ　　　    ７月２２日（火）

ピコタイム   毎週水曜日

パパのえほんタイム　　 ７月１２日（土）
エトワールの会　　　　 ７月２６日（土）

♪新着図書情報♪♪新着図書情報♪ ♪新着CD情報♪♪新着CD情報♪
◎superfly/superfly ◎GAME/perfume ◎image7 ◎

DreamAlive/嵐 ◎HeartY/HY ◎spirits/レオナ・ルイ

ス ◎アイのうた/オムニバス ◎十七歳/base ball 

bear ◎Tokyo star/加藤ミリヤ ◎ワールドワールドワ

ールド/ASIAN KUNG-FU GENERATION ◎太王四神記サウ

ンドトラック ◎悲しき恋歌サウンドトラック ◎マイ

ガールサウンドトラック ◎The Best of DS455/DS455 

◎one chance/ポールポッツ ◎AIRSHIP/water water 

camel ◎Piano stories Best 88-08/久石譲  ◎R35/オ

ムニバス　ほか

◎金色の野辺に唄う/あさのあつこ ◎荒野/桜庭一樹 ◎

のぼうの城/和田竜 ◎体育座りで、空を見上げて/椰月美

智子◎頭がいい人の１日10分文章術/高橋フミアキ ◎明

日もまた生きていこう/横山友美佳 ◎裁判員のための刑

法入門/船山泰範 ◎うちの三姉妹７/松本ぷりっつ ◎告

白源氏物語/杉谷みどり ◎無言館ノオト/窪島誠一郎 ◎

奇跡の母子犬/山下由美 ◎現代マンガの冒険者たち/南

信長 ◎不機嫌な職場/高橋克徳 ◎もしも「余命6ヶ月」

といわれたら/ホスピスケア研究所 ◎藤沢周平と江戸を

歩く/高橋敏夫 ◎チョコレートはもういらない/アラモ・

オリビエラ　ほか

1冊の本をベースに思ったこと、感じたことを語り合いましょう。

日　　時：７月２６日(土)　午後２時～
場　　所：生涯学習館　第１学習室

課題図書：「トランクの中の日本」　ジョー・オダネル著

参加希望の方は生涯学習館までご連絡ください。

★第21回読書会★★第21回読書会★

夏休みの宿題お助け隊!!夏休みの宿題お助け隊!!夏休みの宿題お助け隊!!夏休みの宿題お助け隊!!夏休みの宿題お助け隊!!
もうすぐ夏休み！ ちょっと大変な宿題も生涯学習館を利用してがんばりましょう！ そして楽しい夏を過ごしましょう。

生涯学習館を利用して充実した夏休みを送りましょう！

�お父さんお母さん、先生方もぜひ館内の資料をご参考にご指導等よろしくお願いします。

� 読書感想文課題図書
～貸し出しについてのお願い～

夏休み読書感想文の課題図書の

貸し出しを行います。ただし課題

図書に限り、貸し出しは一人１冊、

期限は1週間となります。また夏休

み終盤になると貸し出しが大変多

くなります。できるだけ早めに取り

組むことをお勧めします。

� 調べよう！身近な動植物
～外川英樹写真展～

町内在住の動植物写真家・外川英

樹さんが撮影した動植物の写真を

生涯学習館にて展示いたします。

生涯学習館の資料と写真を使って

調べ学習にも挑戦しませんか？自

由研究の参考にもなりますよ！(ク

イズに挑戦！！)

� 自由研究を大研究！？
～調べる学習賞コンクール～

調べる学習賞コンクールの受賞作

品を公開します。全国の良い研究

例を見て、自由研究に取り組もう！

また自由研究に関する資料も貸し

出しております（貸し出し期限は1

週間）。

停電による
休館のお知らせ休館のお知らせ

7月19日(土)は、電気点検による停電のため、
休館となります。
ご迷惑をおかけいたしますがご了承ください。


