
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

★5/14～6/6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。
★4月からは新学年です。
　入館票には新学年を書きましょう!

8月の休館日はありません。
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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当日の１２時から電話（７２－６０５３）と生涯学習課窓口・子ども未来創造館窓
口でも受け付けますので、お気軽にお尋ねください。
★詳しくは子ども未来創造館においてある５月号(４/２５頃発行)のこどみらだよりをご覧ください。
★体験してみたい教室の希望等がありましたら、生涯学習課までお気軽にお問い合わせください。

こどみらマムベビー
キッズビクス

こどみらベビー
つどいの広場

ワイワイクラブ
つどいの広場

子ども教室

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

こどみらキッズ
キッズビクス

こどみらキッズ
キッズビクス

こどみん

子ども教室
レッツ!クライミング

ぽかぽか映画会

こどみら新聞作り

将棋教室

ぷち相談会

つどいの広場 つどいの広場つどいの広場
ふれあい教室A

栄

つどいの広場栄つどいの広場
ふれあい教室B

子

0歳・1歳・2歳が対象

幼児～小学生まで対象

こどみん企画

6月の休館日は
ありません

定　員

日にち 5/23(土)

時　間 午後２時～

申込み

持ち物 なし

なし

なし

こどみらのクライミングアドバイザー阿部先生の
教室です。ワンランク上のコースにチャレンジ！！
専用の記録証が渡されます。

友達・スタッフと協力して新聞作りに挑戦してみませんか？思いを形にしてみよう！中学生以上の新
聞スタッフも大募集。取材に必要な腕章・名刺をプレゼントします。

レッツ! クライミングレッツ! クライミングレッツ! クライミング

持ち物
日にち 5/16(土)　　　  午前10時30分～

申込み 受付中

時　間

定　員 親子30組・（定員になり次第締め切ります）

なし

日にち 5/24(日)

時　間 午前10時30分～

申込み 参加費 定　員 なし

広告チラシとペットボトルのふたを使ったダー
ツ作りに挑戦！　簡単に作って遊べる工作の紹
介です。

みんな大好き「しまじろう」のお話です。
お子さん・お孫さんと一緒に楽しい時間をお過
ごし下さい。

日にち 6／2（火）

時　間 午前10時30分～

定　員 乳幼児親子20組

町の教育相談員としてお馴染みの認定カウンセ
ラー川辺先生をお招きします

ロケットダーツを作ろうロケットダーツを作ろうロケットダーツを作ろう

しまじろうしまじろうしまじろう

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

ぽかぽ
か映画

会

ぽかぽ
か映画

会

つどいの広場では、　 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。特に事前の申し込み等は行っておりません。

子 栄

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
しますので、心当たりのある方は取りに来て下さい。

＜こどみら新聞☆キッズ2009　新聞記者大募集＞＜こどみら新聞☆キッズ2009　新聞記者大募集＞＜こどみら新聞☆キッズ2009　新聞記者大募集＞

日にち 5/31・6/28・7/26・8/23・10/4・11/8・12/20・H22・2/7・3/7

時　間 午前１０時～１２時

申込み

申込み

5/12(火)　12時～　※できるだけ全日程参加して下さい。

定　員 小学生３０人(定員になり次第締め切ります)

0才児を対象にしたこどみらマムベビー・1歳児を対象にしたこどみらベビー・2歳児を対象にしたこ
どみらキッズでキッズ体操や季節の手遊びを楽しんでみませんか？

ベビーマッサージ＆こどみらベビー＆キッズベビーマッサージ＆こどみらベビー＆キッズベビーマッサージ＆こどみらベビー＆キッズ

日にち 5/28（木)

時　間 午前１０時３０分～１１時
定　員

こどみら
マムベビー(0歳)こどみら
マムベビー(0歳)こどみら
マムベビー(0歳) こどみら

ベビー(1歳)こどみら
ベビー(1歳)こどみら
ベビー(1歳) こどみら

キッズ(2歳)こどみら
キッズ(2歳)こどみら
キッズ(2歳)

持ち物 なし 申込み

日にち 5/15（金)

時　間 午前１０時３０分～１１時
定　員 持ち物 なし 申込み

日にち 5/21・6/4（木)

時　間 午前１０時３０分～１１時
定　員 持ち物 なし

※出席カードは初回お渡しします。毎回使いますので持参して下さい。

富士河口湖  子どもプラン富士河口湖  子どもプラン富士河口湖  子どもプラン
子どもプランとは、子ども未来創造館で土曜日や学校の長期休業
期間中に“こどみら子ども教室”として、小学生を対象とした学習
や遊びなどの活動を行う教室です。他の学校の友達との交流、子

ども未来創造館ならではの教室の開催、学校の授業では体験できない事など、たくさん計画してい
ます。また、学習アドバイザーのもと、日常の学習や夏休み・冬休みの課題を計画的に進めることが
できます。

春休みもたくさんのみなさんがこどみらに遊びに来てくれました。始めてのサイエンスショー☆かごあ
み古代教室☆こどみんのホットケーキ作り☆などなど様々な体験から素敵な笑顔がたくさん見られまし
た。これからもたくさんの体験の場を提供し笑顔の花を見つけます。

富士河口湖町
教育委員会発!!

こどみんとは、保育所・幼稚園に通う親子

対象の事業です。是非ご参加下さい。

こどみらは笑顔のオンパレードこどみらは笑顔のオンパレードこどみらは笑顔のオンパレード春休み特集
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★3日、4日、5日、6日は祝日のため、
29日(金)は館内整理日の休館です。

0555-73-1212　　　　0555-73-1358

library@fujikawaguchiko.ed.jp

http://www.fujikawaguchiko.ed.jp

大石・河口 火・木曜日 午後３時～６時

午後１時～５時

１９日

２０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～

5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）  ５月１２日（火）
うさぎのおやこ　　　   ５月２６日（火）

ピコタイム   毎週水曜日

パパのえほんタイム　   ５月 ９日（土）
エトワールの会　　　　５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♪
◎くまちゃん/角田光代 ◎電気馬/津島佑子 
◎森林セラピーガイドブック ◎派遣村 ◎君
と一緒に生きよう/森絵都 ◎養老孟司の旅す
る脳/養老孟司 ◎すぐ役立つお詫びの作法と
勘どころ/野村正樹 ◎新社会人が身につけた
い仕事の基本/野々山美紀 ◎しのびよる破局
/辺見庸 ◎図解水の神と精霊/北山篤 ◎ニ
セ札/木村祐一　◎極北クレイマー/海堂尊　
ほか

◎secret code/東方神起

◎NEXT LEVEL/浜崎あゆみ

◎PUZZLE/関ジャニ∞

◎でーじ、かりゆし/かりゆし58

◎We Love TLC/TLC

◎THE BEST 03-09/安藤裕子

問い合わせ／生涯学習館

ほか5月上旬貸出し開始予定！

日時：5月23日(土) 午後2時～
場所：生涯学習館　学習室１
課題：「博士の愛した数式」
　　　　　　　小川洋子/著

第31回読書会第31回読書会第31回読書会
1冊の本をベースに思った
ことを楽しく語りましょう！

新規参加者大募集！！

☆☆すべての講座、イベントのお申込・お問合は生涯学習館(�７３－１２１２)まで☆☆

郷土史講座郷土史講座郷土史講座
古文書や古書を通して私たちの暮らす町の昔を知ろう！ 
町の文化財審議委員の中村章彦先生がわかりやすく解
説します。

時間：すべて１０時～
場所：生涯学習館学習室１(参加人数により中央公民館)
対象：興味があり、すべての講座に参加できる方２０名
　　 (定員になり次第しめきり)

６月１３日(土)

８月２０日(木)

１０月２４日(土)

１２月 ３日(木) 

郡内支配者の変遷（中世末～近世）

江戸時代の船津村人の伊勢詣で

江戸時代の船津を中心とした湖畔の村人の生活①

江戸時代の船津を中心とした湖畔の村人の生活②

日 程 講座内容

富士山講座富士山講座富士山講座
今年は文学作品にちなんだ講座です。現地見学も行いま
す。富士山の魅力を再確認！！

大きなトラックにた～っくさん本を積んだ
キャラバンカーが生涯学習館にやってくる！
「おはなし隊」による読み聞かせ会、うれし
いおみやげもあるよ！

この町にゆかりの深い作家・太宰治の生誕１００周年を記念して５月２日
(土)～６月２８日(日)まで太宰作品の魅力に迫る講演会＆企画展示を
開催いたします。

講義場所：生涯学習館　学習室１
対象：興味がある方２０名(３回目は健脚の方)
講師：篠原滋美氏、渡辺通人氏
持ち物：ノート、筆記用具、雨具、弁当、軍手

日時：６月１４日　午後２時３０分～
場所：生涯学習館、子ども未来創造館
定員：幼児～小学生１００名程度

６月２０日(土)

７月  ５日(木)

８月  ２日(土)

９月  ６日(木) 

新田次郎の作品とスバルライン

自然観察教室　北富士演習場の自然

御坂峠のなりたちと太宰治

富士山と精進湖登山道

日 程 講座内容

講談社読書推進事業

本とあそぼう  全国訪問おはなし隊本とあそぼう  全国訪問おはなし隊

※申し込みなしでの参加も可能ですが
　できるだけ事前にお申込ください。

太宰治　大特集太宰治　大特集太宰治　大特集生誕100周年記念

講演会はいずれも生涯学習館　学習室１で行います。

５月２４日(日)
午後２時～

５月３０日(土)
午後２時～

６月  ７日(日)
午後２時～

朗読ボランティアによる小さな春の朗読会
「富獄百景」太宰治/著

講演「天下茶屋と太宰治」
講師:橘田茂樹氏

文学講座「太宰治と井伏鱒二の手紙」
講師:中野和子氏(山梨県立文学館学芸員)

日　時 内　　　　容
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In May, 2009, a season of music comes over soon in this town.In May, 2009, a season of music comes over soon in this town.In May, 2009, 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

♪２００９河口湖ステラシアター15th Anniversary　コンサート情報♪♪２００９河口湖ステラシアター15th Anniversary　コンサート情報♪

15th Anniversary

国際自然保護連合（IUCN）親善大使

《案内役》イルカ、江原啓之　

《ゲスト》なごみーず（伊勢正三、太田裕美、大野真澄)、沢田聖子、神部冬馬

日時：７月１９日（日）　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２４日（日）午前１０時～全国一斉発売

　　　　　   ファミリー席９,０００円《大人1人+子供1人（小学生以下）》

日時：８月８日（土）

　　 午後３時開場、４時開演

会場：河口湖ステラシアター

チケット：全席指定　　６,３００円

　　　　ファミリー席  ６,３００円

　富士河口湖町の「町うた」を作ってくれているイルカさんが、今年も素敵な

仲間と一緒に河口湖ステラシアターにやってきます。

※３歳以下のお子様のご入場はご遠慮願います。

※３歳以下のお子様のご入場はご遠慮願います。

イルカ with Friends 2009

スペシャルゲスト：渡辺美里・畠山美由紀

日時：９月５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 ６,０００円

　毎年、河口湖ステラシアターを盛り上げてくれている森山良子さん。今年

は渡辺美里さん･畠山美由紀さんと、どのようのなコラボを見せてくれるので

しょうか？圧巻の歌唱力をどうぞお楽しみに!!

森山良子　野外協奏曲♪

STARDUST☆REVUE
In ステラシアター

    安倍　なつみ
Special  Live  Tour  2009

Mt．FUJI楽園音楽祭２００９Mt．FUJI楽園音楽祭２００９

　今年もこの季節がやってきました。今回で８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。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。

　昨年は「イルカ with Friends」のゲストで出演した安倍な
つみさん。今年はソロで河口湖の夏を盛り上げます。

※未就学児のお子様は保護者の
　膝上に限り無料。
　但し、お席の必要な方は有料。

※ファミリー席は予め指定された専用エリア
　です。ペアチケットではありません。
※４才以上チケットが必要となります。
　但し、３才以下のお子様は保護者１名に対し
　１名まで膝上に限り無料。

～やっぱりスニーカーが好き！～

5月23日（土）一斉発売

6月21日（日）一斉発売

5月31日（日）一斉発売

7/19●
日

7/18●
土

8/8●
土

9/5●
土

日時：７月１８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
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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/

佐渡 裕指揮　シエナ・ウインド・オーケストラ  コンサート8/22●
土

♪富士山河口湖音楽祭２００９♪ ８月１３日(木)～８月２２日(土)　１０日間♪富士山河口湖音楽祭２００９♪ ８月１３日(木)～８月２２日(土)　１０日間

♪河口湖ステラシアターフレンドリークラブ会員募集♪♪河口湖ステラシアターフレンドリークラブ会員募集♪

日時：8月22日（土）　午後1時45分開場、5時開演

河口湖ステラシアターフレンドリークラブでは、平成2１年度新規会員を受付ております。

素敵な特典とお得な情報が満載です。

プレ演奏会）午後２時３０分開演予定「歌の祭典」、

　　　　　  午後４時開演予定「フレッシュコンサート」

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。

☆ コンサートチケットの優先電話予約　　　　

☆ コンサート情報をダイレクトメールにてお知らせ

☆ チケットの割引
　（公演によっては適用にならない場合もございます。）

☆ 観光スポット、飲食店などのご優待　

無料　　

【一般会員】 １，０００円 

　　（１公演につき、チケット割引２枚まで）

　　　　　　　　　　　　　※年度更新　　　　　　

【ファミリー会員】２，０００円

　　（１公演につき、チケット割引５枚まで）

入会金会員特典

お申込み方法

年会費

ご希望の会員の年会費をご持参の上、ステラシアター窓口までお越しください。

郵便振込みも可能です。お手数ですが、ステラシアターまでお問合せください。

このコンサートは客席の皆さんと一緒につくるコンサートです。

さあ、みんな自分の好きな楽器を持って、楽器がなければ音が鳴るものを

持って、ステラシアターに集まって!　

佐渡裕と一緒に「星条旗よ永遠なれ」を演奏しよう!!

☆オープニングコンサート（無料）、◎藤原真理チェロリサイタル第一夜

◎藤原真理チェロリサイタル第ニ夜

☆高校生トップチームによるフレンドシップコンサート、◎奥村愛ヴァイオリンリサイタル

☆ハーモニーコンサート（無料）,◎奥村愛ファミリーコンサートvol.1,◎奥村愛名曲コンサート

◎奥村愛ファミリーコンサートvol.2

☆佐渡裕による指揮者アカデミー（無料）、◎遠藤真理＋三浦友理枝デュオコンサート、

☆スーパーキッズオーケストラコンサート、

☆シエナウインドオーケストラ公開リハーサル（無料）、☆フレンドシップコンサート（無料）

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！！

※ ☆印はステラでの公演、◎印は円形ホールでの公演となります。

※１０名様以上でお申込みの場合、団体料金があります。

８月１３日

８月１４日

８月１５日

８月１６日

８月１７日

８月１９日

８月２０日

８月２１日

その他予定プログラム

一般料金

４，５００円 ４，０００円

３，０００円 ２，７００円

１，５００円 １，３００円

会員料金

指　定　席

一　　　般

高校生以下

５月３０日（土）
午前１０時から

全国一斉発売！
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西湖いやしの里根場からのお知らせ

『藍染めと陶芸二人展』 開催中
～米山久志・米山のぶ子～

山梨県内で活動をする芸術家達の企画展を開催中です。　　　　

今回は「藍染め」と「陶芸」の二人展。

手にすればほっとするようないやしの作品たちをぜひご覧下さい。

会期  平成２１年４月３日（金）～５月２６日（火）午前１０時～午後５時

会場  西湖いやしの里根場　「工芸館」　（火の見の館上）

■米山久志　　　　　　　　　　　■米山のぶ子

　日本工芸会準会員　　　　　　　　全国阿波藍染織作家協会会員

　日本伝統工芸展入選　　　　　　　池袋三越二人展

『いやしの里の端午の節句』
 開催中

平成２１年４月２５日（土）～５月３１日（日）

　西湖いやしの里根場では「ふるさとの四季」をテーマに

した年中行事を行っています。

　「いやしの里の端午の節句」では茅葺屋根ごしに泳ぐこ

いのぼりで、邪気を祓い子どもの成長を祝います。

　期間中、次のイベントを行います。

懐かしい竹馬・こま・めんこ・竹とんぼ等も用意します。

①こんにゃく懐石一粒 ………お子様連れのお客様で、食事ご利用につきお子様へお菓子プレゼント

⑩紙の館　逆手山房…………端午の節句（和紙の貼り絵）体験　５００円

⑬つるしびなの館……………小さいお子様にも体験できるかわいいストラップ作り体験　２００円

⑮手打ちそば　而今庵………お子様そばセットを用意　６３０円

⑯石挽き手打ちそば　松扇…お子様カレーセットを用意(カレー・サラダ・ドリンク)　７００円

西湖いやしの里根場総合案内所　ＴＥＬ；０５５５－２０－４６７７
　　　　　　　　　　　　　　　URL http://www.fujisan.ne.jp/iyashi/

詳細お問合せ先

前田康成　原画展前田康成　原画展
会場；⑤くつろぎの館／期間；イベント期間中毎日

折り紙製『ミニかぶと』プレゼント！折り紙製『ミニかぶと』プレゼント！
会場；⑨陶芸と香の館／期間；イベント期間中毎日

紙芝居「ふう爺さん」紙芝居「ふう爺さん」

会場；⑤くつろぎの館／期間；５月３日(日)～６日(水)

各日３回(１１時・１４時・１５時)

「こいのぼりぬり絵」で
ちょっぴりプレゼント！！
「こいのぼりぬり絵」で
ちょっぴりプレゼント！！
期間；イベント期間中毎日

テレビ“まんが日本昔ばなし”にも

登場したことのある前田康成氏の

ほのぼのとした原画を展示してい

ます。

金太郎の色づけ体験金太郎の色づけ体験 兜をかぶった繭人形作り体験兜をかぶった繭人形作り体験
会場；⑪土の館　富士炉漫窯

期間；４月１２日（日）～６月８日（月）

素焼きの金太郎レリーフに色付け
しましょう。
　～強く、たくましい子に
　　　　　　育ちますように～

料金；２，０００円　時間；３０分～１時間

会場；⑫大石紬と布の館

期間；４月１２日（日）～６月８日（月）

大石地区で収穫された繭で、かぶ

とをかぶった繭人形を作りましょ

う！！

料金；８００円　時間；２０分

どんぐり笛や、かっこう笛の色付け、

匂い袋作り、陶芸を体験されたお子

様に折り紙製『ミニかぶと』を差し

上げます。

西湖いやしの里根場ホームページに掲載されている「こ

いのぼり」の絵を印刷し色付けをして受付窓口へお持ち

いただいた方に駄菓子をプレゼントします。（数に限りが

ございます。）

詳しくはホームページをご覧下さい。

西湖・根場の歴史や文化そして「いやしの里」へとつなが

るお話を、わかりやすく紙芝居にし皆様にお伝えします。

※紙芝居「ふう爺さん」も
　前田氏の作品です。

※上演前に小学生以下のお子様に駄菓子プレゼント！！
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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 …………………………………………………………………………………………………………………

富士河口湖町河口地区で、８年連続オオムラサキ越冬幼虫を確認

河口湖フィールドセンター周辺の春の女神　－春蘭とコツバメ－

○４月号で権代先生のお名前を美恵子先生としましたが、正しくは美重子先生でした。謹んでお詫びいたします。

○河口湖フィールドセンターの展示替えがほぼ終わり、「富士山の自然」というタイトルで展示しています。

○河口湖フィールドセンターでは、今年度から土日休日の午前１０時と午後２時から各１時間の、ホリデー・ガイドウォークを始

　めました。定員１０名の予約制で、２００円で販売しているフルカラーの新セルフガイドシートが付きます（小中高校生５００

　円、大人１０００円です）。

○平成２１年度より、自然共生研究室に都留文科大学の北垣憲仁氏と西教生氏が、非常勤研究員として加わり、週２～３日、

　剣丸尾溶岩流上の自然林にすむ小型ほ乳類と鳥類の調査を開始しました。また、河口湖フィールドセンターに宮下泰典氏

　が非常勤職員として加わり、ガイド・クラフト・野外調査など活躍いただいています。

○NHK甲府放送局の４月７日のテレビ番組「もうすぐ山梨のお昼」で、４月２７日のラジオ番組で、「富士山と周辺の春の自然」

　について紹介しました。

　３月２７日に宮下泰典・小俣和彦両氏にご協力いただき、平成１４年の冬から調査している河口地区で、恒例のオオムラサキ

越冬幼虫調査を行いました。エゾエノキの大木の根元の、半径約２ｍ以内にある枯れ葉をすべてめくってオオムラサキ幼虫

がいないか調べるもので、気が遠くなる程の枚数を調べるので、毎年何人か協力してもらって行っている調査です。その結

果、オオムラサキ幼虫が８頭見つかり、平成１４年以降の８年連続で見つかったことになります。その他に、同じエゾエノキを幼

虫が食べるゴマダラチョウの幼虫が昨年に引き続き２頭見つかりました。

　オオムラサキは、幼虫が食べるエノキやエゾエノキが生育する、ある程度の広さの雑木林が、裏山とつながっている所に

生息しています。オオムラサキが安定して生息していることは、その雑木林の自然が豊かな

証拠でもあります。今回も、越冬中のカミキリムシの仲間（写真：触角を後ろにたたんでいた

ので一瞬クモの仲間にみえた）やゾウムシの仲間など、その他の虫も一緒に越冬しているこ

とが再確認されました。陽気に誘われ、越冬したツマグロオオヨコバイは飛び始め、アブラチ

ャンの花も咲いていました。

　また、昨年から調査している西湖地区でも、昨年と同じエゾエノキの木の根元から８頭のオ

オムラサキ幼虫が見つかり、ここでも連続して安定して発生しているのではと考えられまし

た。近くにはムササビが住んでいる痕跡があるケヤキ？の大木もあり、御坂山地の山裾の自

然の豊かさを感じました。ここも河口地区と同様に、大切にして行きたい里山環境の一つです。

　今年は４月も陽気が早く進み、初夏を思わせるような暑い日が何日かあったためか、いろいろな花も例年より１～２週間早

く咲き始めました。富士桜やミツバツツジをはじめ、春蘭（シュンラン）も写真のように４月中旬には咲いていました。里山の

植物である春蘭がフィールドセンター周辺の標高約１０００ｍ付近に見られるのは珍しいと思

います。ベニバナイチヤクソウという亜高山帯に多い植物も見られたり、コナラとミズナラが

一緒に見られたりしますので、フィールドセンター周辺は、里山と山地の両方の植物が共存す

る中間地点といえましょう。また、コツバメという１年の中でも春しか成虫が現れない

チョウが、４月２３日には早くも１本の富士桜の木に５頭も集ま

っていました。後ろの翅（はね）にツバメのような突起がある

小さなシジミチョウということで、このような名前がついたよ

うです。表は輝く青色ですが、裏は茶色とこげ茶の紋様が

あり、渋い美しさがあります（写真）。

　このように１年の中で、早春にしか現れない生物たちは、スプリング・エフェメラル（春の女

神）とよばれています。まさに、春蘭もコツバメも「春の女神」と呼ぶのにふさわしい風格を

持っています。


