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ご意見・ご質問は、TEL 0555－72－4331 (FAX 72－4341)　河口湖フィールドセンターまで

Nature in and around Mount Fuji 

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

アースウォッチ国内プロジェクト　チームHITACHI　大きな成果

写真展　～富士山の自然～　開催中です

・先月号でお知らせした今年度の「ホタル・オオムラサキ賞」の募集要項に、写真と自由研究が抜けていました。大変失礼し

　ましたが、内容は例年通りで９月３０日締め切りですので、よろしくお願いします。

・９月１３～１５日に、アースウォッチ国内プロジェクトの第３回が開催される予定で、すでに定員一杯の８名の参加希望があるそ

　うです

　一昨年初めて、日立グループの企業ボランティア活動の一環として実施されたアースウォッチ国内プロジェクト「チーム

HITACHI」が、今年も１２名のボランティアが参加してくださり、８月２２～２４日の

３日間に行われました。これは、約２万人の従業員をかかえる日立グループが

行っている環境保護活動への積極的な企業支援の一環として行われるもの

です。今回は２年目ということでアカウントプラニング本部からの同行取材も

あり、日立グループのホームページでも大きく取り上げていただけることに

なりました。

　初日は薄日が差す絶好の調査日和で、富士川の河川敷の土手で絶滅危惧

種ミヤマシジミの調査が行われ、約２０頭の成虫、約１５０頭の幼虫がみつかり

ました。２日目は、出発するときは雨だったのですが、富士川に着く頃には上

がり、午前中だけで約１００頭の幼虫が見つかりました。午後は、ミヤマシジミ

より絶滅の危険性の高いシルビアシジミ（甲府盆地の一部にしかいなくなってしまった）の幼虫調査を行い、約２０頭の幼虫

が確認されました。シルビアシジミは非常に小さいチョウで、幼虫も非常に見つけにくい種類ですが、スタッフも含めて１５名

で探すことによって大きな成果が上がりました。最終日はあいにくの雨でしたが、富士山麓のミヤマシジミの生息環境を見

ていただき、ヒメシロチョウやゴマシジミなど他ではめったに見られないも絶滅危惧種も見ることができ、野生のシカも出て

きて、皆さん驚いていました。意欲的でレベルの高い人の集まりでしたので、短期間でも大きな成果が得られました。

　８月５日から、初めての試みとして研修室を利用して写真展を開催しています。８月の夏休み期間中は学校団体の予約が少

なく、特にクラフト室は本館だけで充分な状態ですので、写真家の中川雄三氏とその息子さん遊野氏と共同で、研修室を使

って写真展をすることにしました。集客と同時に、今の富士山の自然の現状を一人でも多くの人に知ってもらって、これから

どうしたらよいのかを考えていただくのがねらいです。そして、これをきっかけにして富士山の自然についての解説本のよ

うなものをつくる方向につなげていければと考えています。

　オープン当日には、２団体をはじめとした約２００名の観覧があり、その後２０

日間で約１５００名の方々に見て頂けました。毎日新聞でも取り上げてもらい、

多くの動植物が絶滅危惧状態にあることを知らせることができました。

　展示パネルはフールドセンター職員の手作り、写真も１枚以外は全て研究

室のプリンターで印刷したものをラミネートし、自分たちでハリパネして今後

も使えるようにしたものです。９月３０日までが展示期間ですが、代表的な写

真は本館の一部に常設展示し、年度で更新できるようにしたいと考えていま

す。

　まだ開催期間が１ヶ月程ありますので、皆様にご来場いただき、今後に向け

たご意見・ご感想をいただければ幸いです。
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このページについてのお問合せは、河口湖ステラシアター  ℡７２－５５８８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/

河口湖円形ホールサロンコンサート２００８
「ミューズの女神」vol.2

河口湖円形ホール☆世界の音楽めぐり２００８「フィンランド」

河口湖円形ホールバロックシリーズ２００８　vol.1

河口湖円形ホール☆ウィーンの香り２００８

～地球環境を富士山と河口湖から考えるTOSHIの愛の歌・癒しのメッセージライブ～

ピアノ：東　誠三

ピアノ：中島　剛

チェンバロ・お話：大塚直哉

フィンランドの若きギタリスト

バロック音楽の楽しみ～「声」の魅力～

※都合により曲目が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

※未就学児のご入場はご遠慮願います。

※未就学児のご入場はご遠慮願います。

※未就学児のご入場はご遠慮願います。

※未就学児のご入場はご遠慮願います。

※未就学児のご入場はご遠慮願います。

《チケット》全席自由　３,０００円
《曲目》ヴァイオリンソナタ第1番「雨の歌」/ブラームス
　　　  ６つのメヌエットより第2番/ベートーヴェン　他

《チケット》全席自由　一般 ２,５００円、高校生以下 １,５００円
《曲目》オルフェオより/モンテヴェルディ、デュエット/ヘンデル

《チケット》全席自由　３,０００円
《曲目》前奏曲とフーガとアレグロ　変ホ長調BWV998/J.S.
　　　 バッハ、ロッシニアーナ第1番/ジュリアーニ　他

徳江尚子ヴァイオリンリサイタル

ペトリ・クメラ　ギターリサイタル

ゆうやけ・みずうみコンサート

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団

トーマス・ヴィンクラット　ヴァイオリンリサイタル

≪演　  奏≫　弦楽オーケストラ（11名編成を予定）

≪ゲ スト≫　清水國明

≪チケット≫　全席指定　５,０００円

TOSHI　世界環境会議支援ライブ　in　富士河口湖

河口湖円形ホールサロンコンサート２００８

《チケット》全席自由　３,０００円

《曲目》スペイン組曲/ファリャ、タンゴの歴史/ピアソラ　他

《チケット》全席自由　３,０００円

《曲目》無伴奏ヴァイオリン・ソナタ　第1番　ト短調/バッハ

　　　 アンダルシアのロマンス/サラサーテ　他

小野明子（ヴァイオリン）＆益田正洋（ギター）
デュオコンサート

　世界環境会議に賛同するTOSHIが、開催時期の延期を知り、世界環境会議の早期開催と、日本を代表する富士山と美

しい湖の環境保護活動を支援するためのコンサートを行います。

　コンサートの収益金は、世界環境会議と、山梨県および富士河口湖町の環境保護・世界文化遺産のためのNPO活動に

寄付されます。

In September, 2008, a season of music comes over soon in this town.In September, 2008, a season of music comes over soon in this town.In September, 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９月号

☆河口湖ステラシアターコンサートのお知らせ☆☆河口湖ステラシアターコンサートのお知らせ☆

☆河口湖円形ホール　秋の公演☆☆河口湖円形ホール　秋の公演☆

２００８．９．２１（日）　午後４時３０分開場／午後５時３０分開演

８月２１日より好評発売中!

10/4●土 午後５時３０分開場／午後６時開演

11/8●土 午後５時４０分開場／午後６時開演 11/11●火 午後６時３０分開場／午後７時開演

11/23●●日 祝 午後３時３０分開場／午後４時開演

河口湖円形ホールバロックシリーズ２００８　vol.2

チェンバロ・お話：大塚直哉

～バロックの音楽と出会おう～

【午後１時～午後１時４５分】ヴォーカルアンサンブルによる
　　　　　　　　　　　  日本のうた、世界のうた
【午後２時～午後４時１０分】古い時代の楽器たち

《チケット》全席自由　一般 １,０００円、高校生以下 ５００円

子どものためのおしゃべり音楽会

11/24●●月 祝 午後１２時３０分開場／午後１時開演

午後４時開場／午後４時３０分開演

10/18●土 午後５時３０分開場／午後６時開演

各公演好評発売中!!

フィンランド大使館　セッポ･キマネン参事官による講演会

プレ企画
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つどいの広場
こどみらベビー

子ども教室

子ども教室
クライミング教室

子ども教室

森の映画会

つどいの広場

つどいの広場
ワイワイくらぶ

つどいの広場
ふれあい教室Ａ
（町民体育館）

つどいの広場
こどみらベビー

休館日

休館日

歴史の中の
すごい人

ワイワイパニック

つどいの広場

つどいの広場

ふれあい教室A
つどいの広場
こどみらクッキング
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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。

リトミック

こどみらキッズ つどいの広場

ワイワイくらぶ

こどみらキッズ
こどみらマムベビー

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　TEL 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？

★乳幼児と保護者対象★

★9/4～10/4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。

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 ９/２５(木) 

ベビー ９/１２･２６(ベビーズビクス)(金) 

キッズ ９/４・２５(キッズビクス) (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 

ふれあい教室Ａ
(美術館前)
つどいの広場

ふれあい教室Ｂ
(美術館前)

ふれあい教室Ｂ

つどいの広場

つどいの広場○子

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

「こどみら」の施設や道をなどを使った障害物競争�ミニミニ運動会です。ぐるぐる棒やぞうきんダッ
シュ・ふうせんパタパタなど、たてもの全部を使って思いっきり体を動かそう♪１００円とこどみら便り
についているチケットに名前を書いて持ってくれば、申込みはいらないよ！！
今回のワイワイパニックは豪華景品をゲットできるよ♪おともだちをさそって、みんなで来てね！

こどみらの奥深く・・・。パパ’ｓボランティアのみなさんが、大粒の汗を流して、外の遊び場を作ってくれて
いたのを知っていますか？みんなの笑顔が見たいから、みんなの元気な声が聞きたいから。。。そういう思
いで、こどみらの奥深くの森に遊び場を作ってくれました。

日　時 脳トレの部屋→９/６・２０　午後１時～５時
クライミング教室→９/２０　午後２時～４時 

日にち スポーツレクリエーション→９/１３・９/２７

日にち ９／２1（日）　　　　午後２時～午後４時　　　　１００円　　　　　　　なし

持ち物 タオル・のみもの・１００円・こどみら便りに付いているのチケット・名前を書いた紙袋

参加費 脳トレの部屋・クライミング教室→なし 

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
クライミング教室→水筒･上履き・タオル 場　所 船津公民館

参加費

申込み 定　員参加費

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

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。
※当日、活動時間の変更も考えられます。変更の
　場合は体育館前の外階段に掲示いたします。

日にち９/９(火) 時　間 午後３時３０分～５時３０分 

日にち９/１４(日) 時　間 午前１０時３０分～ 

参加費

参加費

なし定　員 持ち物

筆記用具

１００円

受付中！！持ち物

森の
映画
会

森の
映画
会

歴史の中のすごい人を、スクリーンを見ながら
教えてもらいます。ポールラッシュ博士って知
っている？皆で、一緒に楽しくお勉強★★

申込み

申込み

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

※ビクスには50円かかります。

申込み 脳トレの部屋・クライミング教室→なし 
時　間 午前９時～１２時(レクと学習)

時　間

8月の休館日はありません。9月15・23日は休館です!

※子ども教室への申込みは随時受け付けております。子ども未来創造館窓口までお問い合わせ下さい。

★忘れずに持ってきてね。忘れると参加できません。
★こどみら便りは子ども未来創造館窓口にあります。

ワイワイパニックワイワイパニックワイワイパニック
T�M
iras
o

T�M
iras
o 豪華景品ＧＥＴ！

子ども教室子ども教室子ども教室

そこで！！！ 森の遊び場のなまえを大募集します★　しめきりは９月１２日！！

森の遊び場 　なま
え大募集　なま
え大募集

SPIDER-MANSPIDER-MANSPIDER-MAN
ピーター・パーカーが特
殊なクモに噛まれたこと
でスーパーパワーを得
た。そして正義を守るた
め、スパイダーマンとし
て大活躍する!!

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

こどみらの応募箱に氏
名・連絡先・学校・保育
所・幼稚園・学年・森の
名前を記入して入れて
下さい。選ばれた人に
は素敵なプレゼントが
あります★

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。宿題を持って
きてもいいよ！クライミング
教室を予定しています☆彡
詳しくはこどみらだよりを見
てね♪
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★9月5日(金)は蔵書点検、23日(火)は祝日、
　30日(火)は館内整理日のため休館です。

 0555-73-1212　　　　055 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

１６日

１７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～

9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）   ９月  ９日（火）
うさぎのおやこ　　　    ９月１６日（火）

ピコタイム   毎週水曜日

パパのえほんタイム　　 ９月１３日（土）
エトワールの会　　　　 ９月２７日（土）

♪新着図書情報♪♪新着図書情報♪ ♪新着CD情報♪♪新着CD情報♪
◎BEST　FICTION/安室奈美恵 

◎EXILE ENTERTAMENT BEST/EXILE

◎ZUSHI/キマグレン 

◎歌うたい15/齋藤和義

◎single best/徳永英明

◎color change!/クリスタルケイ

◎SPLASH!/オムニバス

◎My Love/bird

◎崖の上のポニョサウンドトラック　　ほか

◎別冊図書館戦争２/有川浩 ◎子守唄しか聞こえない/松尾依子 

◎野球の国のアリス/北村薫 ◎宿屋めぐり/町田康 ◎いのちなり

けり/葉室麟 ◎夏のくじら/大崎梢 ◎ひかりの剣/海堂尊 ◎山小

屋ごはん/松本理恵 ◎タクシー王子、東京を往く。/川鍋一朗 ◎て

ぬぐいで作る小さなゆかた/小倉ゆき子 ◎大人が知らないネット

いじめの真実/渡辺真由子 ◎夏から夏へ/佐藤多佳子 ◎妃は船を

沈める/有栖川有栖 ◎エイジハラスメント/内館牧子 ◎岸朝子の

取り寄せおもてなし/岸朝子 ◎折り返し点-1997～2008-/宮崎駿 

◎101歳のアスリート/下川原孝 ◎40代。自分が変わる生き方/吉

永みち子 ◎冬萌の朝/江宮隆之 ◎告白/湊かなえ　　　　　ほか

こんなにたくさんの方に利用していただいています！！こんなにたくさんの方に利用していただいています！！

平成19年度合計

151,445名

91,154名

258,423点

来館者

利用人数

貸し出し点数

見て、読んで、体験しよう！

レトロな富士五湖展覧会レトロな富士五湖展覧会レトロな富士五湖展覧会
ず～っと昔の河口湖ってどんな雰囲気？今とは

まったく違う富士五湖の風景を絵葉書で味わい

ましょう。富士河口湖高等学校の小佐野淳先生

よりご提供いただきました戦前の時代の絵葉書、

ホテルのパンフレットなどを展示いたします。

９月１３日(土)～９月２８日(日)
展示期間

日時：９月２７日(土)　午後２時～

場所：生涯学習館　学習室１

課題：「二人の銀河鉄道」

　　  江宮隆之　著

読書の秋、本を読んでみませんか？

第23回読書会第23回読書会第23回読書会
１冊の本をベースに思ったことを気軽
に語り合いましょう。
今回の課題は１０月３日に行われる
「文学散歩」に同行していただく江宮
隆之さんの作品です。文学散歩に行か
れる方のご参加もお待ちしています。

関連図書の展示も行う予定です。ぜひ足をお運びください。関連図書の展示も行う予定です。ぜひ足をお運びください。

　昨年度と今年度の４月～７月までの利用状況を比較してみると、利用者

合計では５.５％、貸し出し点数では７％前年よりアップしています！（生涯

学習館、３分館の合計です）

　これからも読書に、学習にぜひ生涯学習館をご利用くださ

い。皆様のご来館心よりお待ちしております！！まだいらした

ことのない方もぜひおいでください。


