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西湖いやしの里根場からのお知らせ

西湖いやしの里根場にある体験棟では、この時季ならではの、簡単で手軽に楽しめるプログラムを企画

しました。夏休みの工作の宿題にも役立つかも・・・？？

お友達も誘っていやしの里に集合し、手作りに挑戦してみませんか？

ここでは紹介しきれないたくさんのプログラムがあります。詳細については、各施設までお気軽にお問い合わせ下さい。

陶芸と香の館
「オリジナルにおい袋を作ろう！」

℡；０９０－９３０８－１０１７
（かやぬま）
料金１,０００円

紙の館　逆手山房
「色々な材料から紙を作ってみよう!」

℡；０９０－３３４２－３８１５
（みやもと）
料金１,０００円

土の館　富士炉漫窯
「エコ粘土体験」

～乾くと木になるおがくず粘土を使って～
℡；０８０－５０２４－５７３５

（まえだ）
料金１,０００円

つるしびなの館
「針を使わずに小物を作ってみよう!」

℡；０９０－６１４１－５８５９
（よこた）
料金３００円

大石紬と布の館
「まゆ玉で金魚の置物を作ろう！」

℡；０５５５－２５－６１３１
（大石紬と布の館）
料金１,０００円

～想いを、願いを、送る夜～
　アトラクション、コンサート、花火。

　そして、お盆のなつかしい風物詩、灯籠流し。

　灯籠のやさしい燈に、想いを、願いを託し、心に残る夏の一夜をお

過ごしください。

　なお、近隣の皆様には当日、道路の混雑等でご迷惑をおかけするこ

とと存じますが、なにとぞご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し

上げます。

★日　時：８月１６日（土）
　　　　午後３時　アトラクション（ストリートパフォーマンス）
　　　　午後６時　オープニングコンサート
　　　　　　　　　・ボーカルデュオ「綺羅」
　　　　　　　　　・国宝ユニット「大吟醸」（尺八）
　　　　午後６時４０分　灯籠流し
　　　　午後７時２０分　花火

★会　場：河口湖美術館・芝生広場、河口湖畔　　◎入場無料
★問合先：河口湖灯籠流し2008実行委員会事務局（℡０４２－５２７－０３８９）

　８月９日(土)営業時間を

午後９時まで延長し、ライ

トアップを行います。

　午後５時以降にご入館

されたお客様は駐車料・

入場料無料。夕涼みにお

越し下さい。

(お食事処３棟と体験棟５

棟のみの営業です。)

八丁目会からの
お知らせ

８月１０日(日)

午前１０時～午後４時

くつろぎ館

講師　堀内光次 先生

(小立在住)

TEL.０５５５-２０-４６７７

(いやしの里総合案内所)

料金 ３００円

ススキの葉っぱを使った
スズ虫工作教室
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つどいの広場

つどいの広場
こどみらベビー

流しそうめん

森の映画会�

(子ども教室)

つどいの広場

つどいの広場
ワイワイくらぶ

じゃぶじゃぶ
水遊び

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

つどいの広場ぽかぽか映画会

歴史の中の
すごい人

つどいの広場
歴史の中のすごい人

つどいの広場

ふれあい教室A
つどいの広場
森の映画会�
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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
スーパーキッズ
         オーケストラ

こどみらキッズ

こどみらキッズ

こどみらキッズ

リトミック

子ども教室

子ども教室

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

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？
今回の工作では手形のうちわを作ります。

新津小児科「親と子の心の相談室」認定カウン
セラー川辺修作先生をお招きします。子育ての
悩みを伝え合い共に育ちあう楽しさを見つけだ
しましょう

夏休みスペシャル！ワンピースの映画を観よ
う☆3日間続けて上映します♪

冒険のにおいと賞金に誘われたルフィ海賊団は、大海賊た
ちが競い合う世紀のレース“デッドエンド”に出場する。

★乳幼児と保護者対象★

★8/7～9/6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　時８/２６(火) ・午前１０時３０分～

定　員 参加費

午前１０時３０分～１１時 
マムベビーは午前１１時～１１時３０分 

マムベビー ８/１４(木) 

ベビー ８/８･８/２９(工作)･９/１２(金) 

キッズ ８/７･２１(工作)･９/４(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 

つどいの広場
森の映画会�

ふれあい教室Ｂ

つどいの広場○子

こどみらぷち相談会こどみらぷち相談会こどみらぷち相談会

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

  ふな
つ子ども教室  ふな
つ子ども教室  ふな
つ子ども教室

脳トレの部屋では遊びながら学習できるプリント
を用意して待っています。夏休みの宿題を持っ
てきてもいいよ！トランポリンやまがたま作りの
教室を予定☆彡
詳しくはこどみらだよりを見てね♪

日　時 脳トレの部屋→８/１８･１９･２０･２１･２２　
　午後１時～５時
トランポリン教室→８/１８･１９(低)・２０･２１(高)
　午後４時～５時
まがたま作り教室→８/２２
　午後２時～４時 

日にち スポーツレクリエーション大会→８/１８(ごほうびあり)

３Ｂたいそう→８/１９･２１

リズムテコンドー→８/２０

ハートフルゲーム→８/２２

宿題大作戦→８/２３

日にち ８/11（月）【デッドエンドの冒険】

老婆を、彼女の息子でありメカ島の領主であるラチェット
のもとに送り届けたルフィ海賊団、その行く手には･･･。

８/１２（火）【カラクリ城のメカ巨兵】

甘い言葉に誘われて、リゾート気分でオマツリ島にやって
きた麦わら海賊団。その先には地獄が待っていた･･･

８/１３（水）【オマツリ男爵と秘密の島】

参加費 脳トレの部屋→なし
トランポリン教室→保険料各１００円
まがたま作り教室→材料費３００円 

持ち物 脳トレの部屋→夏休みの宿題･その他の
　　　　　　　学習道具･筆記用具
トランポリン教室→水筒･タオル
まがたま作り教室→帽子･水筒･タオル

場　所

申込み 参加費

船津小学校体育館

なし

定　員 参加費 申込み 持ち物 なし

持ち物 タオル･水筒/学習する人は宿題･筆記用具

 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

夏休み限定の体操やレクリエーション、スポーツ
大会など盛りだくさん！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☆彡
※12時を過ぎたら子どもだけでの待機になりま
す。安全確保のため、お迎えの有無は必ずご家
庭でご確認下さい。

定　員 乳幼児親子２０組(定員になり次第締め切ります)

申込み８/８(金)～

参加費 なし 持ち物 筆記用具

カウンセ
ラー川辺

先生の

カウンセ
ラー川辺

先生の

残暑も、水遊びで楽しみましょう！ハイハイ赤ち
ゃんから３歳までのベビーちゃんたち大集合！こ
の夏最後の水遊び☆★くもりの場合はしゃぼん
玉で遊びます。雨天は小雨の場合も中止です。

日にち８/３０(土) 時　間 午前１０時３０分～１１時３０分 

ジャブジャブみずあそびジャブジャブみずあそびジャブジャブみずあそび

参加費 なし

定　員 ハイハイから３歳までの親子３０組

持ち物 プール用オムツ(オムツの取れていないお子さん) 
水着・タオル・着替え・ビニール袋

しゃぼ
ん玉も

あるよ

しゃぼ
ん玉も

あるよ

みんな大好き！アンパンマン★たのしい映画の
時間の始まりだよ♪｢しゃぼん玉のプルン｣を上
映します。みんなで来てね☆

こどみら初！全国でも有名なスーパーキッズオ
ーケストラがこどみらにやってくる！どんな楽器
が登場するかな？お家の人と一緒に参加しても
OK！みんなで、素敵な夏のひとときを過ごしまし

日　時８/１７(日)・ 午前１０時３０分～

アンパンマンアンパンマンアンパンマン

定　員 申込み参加費 なし

申込み８/１１(月)～

持ち物

ぽかぽ
か映画

会

ぽかぽ
か映画

会

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。

○子 ○栄
○栄

つどいの広場
ふれあい教室Ｂ

ぷち相談会○栄

※工作には５０円かかります。

申込み 脳トレの部屋→なし
トランポリン教室→８/６～　定員各２０人
まがたま作り教室→８/７～　定員３０人 

時　間 体育活動→午前９時～１１時

学習活動→午前１１時～１２時

時　間 午後３時３０分～５時３０分

定　員 参加費 申込み 持ち物 なし

日にち ８/１４(木)時　間 午後３時２０分～４時

子ども教室子ども教室子ども教室

森の
映画
会

森の
映画
会

兵庫県立
芸術文化

センター

兵庫県立
芸術文化

センター
スーパーキッズオーケストラスーパーキッズオーケストラスーパーキッズオーケストラ

8月の休館日はありません。8月の休館日はありません。
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★８月２９日(金)～９月５日(金)は
　 蔵書点検のため、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

１８日

１９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～

8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）   ８月１９日（火）
うさぎのおやこ　　　    ８月２６日（火）

ピコタイム   毎週水曜日

パパのえほんタイム　　 ８月 ９日（土）
エトワールの会　　　　 ８月２３日（土）

♪新着図書情報♪♪新着図書情報♪ ♪新着CD情報♪♪新着CD情報♪
◎sing to the sky/絢香 ◎私と放電/椎名林檎 ◎ケツ

ノポリス６/ケツメイシ ◎房総魂/氣志團 ◎Covers/ジ

ェロ ◎Ellegarden Best/ELLEGARDEN ◎恋のうた/オム

ニバス ◎Premium best/プリンセスプリンセス ◎あっ

、ども。おひさしぶりです。/GReeeeN　◎弾き語りパ

ッション/井上陽水 ◎MAXOUT/Micro◎Seventh Ave/w-

inds.　◎Drunk　Monkeys/大橋卓弥◎Panic 

Fancy/ORANGERANGE ◎レミーのおいしいレストランサ

ウンドトラック 　ほか

◎ハリーポッターと死の秘宝/JKローリングス ◎アカペ

ラ/山本文緒 ◎日本で最も美しい村/佐伯剛正 ◎フラワ

ーズ/谷村志穂 ◎ゆとり社員の処方せん-職場を悩ませ

る-/池谷聡 ◎いちばん大事なこと/相田みつを ◎図説

古事記/石井正巳◎人づきあいのレッスン/和田裕美 ◎

時が滲む朝/楊逸 ◎わたし、男子校出身です/椿姫彩菜 

◎女女格差/橘木俊詔 ◎数学のリアル/桜井進 ◎ひらく

言葉/武田双雲 ◎闘う書評/福田和也 ◎地の日天の海/

内田康夫 ◎「女の勘」はなぜ鋭いのか/赤羽建美 ◎ソウ

ルイーター/大橋基章 　ほか

◎のだめカンタービレ６，７ ◎ファインディング・ニモ ◎身代金　◎まじめにふまじめかいけつゾロリ２３　◎パイレーツ・

オブ・カリビアン　◎たそがれ清兵衛　◎サッドムービー　◎あかね空　◎旭山動物園にいってきました１，２　◎エリザ

ベス1世　◎心が伝わるはじめてのベビーマッサージ　◎シャーロットのおくりもの　◎おさるのジョージ　◎シンデレ

ラ　◎白雪姫　◎アリゾナドリーム　◎君がいた夏　◎サランヘヨ/あなたに逢いたくて　◎101匹わんちゃん　◎ザ・

シンプソンズMOVIE　◎スポンジボブ　◎樹海/富士が創った不思議の森　◎富士の塊　　ほか

家族で楽しめる作品を増やしました。生涯学習館内でも見られますのでぜひご利用ください！

☆新着DVD情報☆☆新着DVD情報☆

ご迷惑をおかけいたしますが

�ご理解とご協力をお願いいたします。

8月29日(金)～9月5日(金)まで生涯学習館

（大石分館、河口分館、上九一色分館）は一斉

蔵書点検のため休館いたします。

大石公民館改修工事に伴い、9月～12月まで休

館いたします。

蔵書点
検に伴う休館のお知らせ

　大石
分館改修工事のお知らせ

日時：8月23日(土)　午後2時～

場所：生涯学習館　学習室１

課題：「漆の実のみのる国」　藤沢周平/著

申込：生涯学習館(℡７３－１２１２)まで

日時：８月１７日(日)　午後２時～

場所：生涯学習館　学習室１

内容：原爆詩「慟哭」ほか　読み手・鈴木若子

　　 「高瀬舟」　　　　　 読み手・小佐野みど里

★第22回読書会★★第22回読書会★

～第３回 小さな夏の朗読会～～第３回 小さな夏の朗読会～


