
■平成２３年度大学案内は、５月上旬完成予定となっております。               

■この他、大学に関する情報は、随時大学ＨＰにて更新されております。　http://www.kenkoudai.ac.jp/  

１２/２９〜３/３１ 冬期休業

入学式

しろつめ祭（体育祭）

夏期休業

蒼麓祭（学園祭）

オープンキャンパス
※一般の方もご自由に来学ください。

１０/ ９〜１０/１０

８/ ４〜８/２９

６/１２

４/ １

８/２８、 ９/１８

７/ ４、 ８/ ７

≪キャンパススケジュール≫

【お問い合わせ】

健康科学大学　総務課

☎0555-83-5200 （代表）

入試広報課

☎0555-83-5240

≪学校法人名が変更になりました≫

このたび学校法人名の変更認可申請

が平成２２年３月３１日文部科学省から

認可となりましたので、ご報告いたし

ます。新しい学校法人名は「富士修紅

学院」です。今後も皆様方のご支援・

ご協力をお願い申し上げます。

　富士河口湖町の皆さんこん

にちは。私は理学療法学科の石

黒です。理学療法士として神奈

川県にある大学病院に勤務し

た後、大学の教員になりました。

　私の専門は糖尿病で、とくに糖尿病神経障害、糖尿病足

病変について研究をしています。理学療法士というと脳卒

中や、交通外傷などを連想する方が多いのではと思います

が、糖尿病や心筋梗塞、慢性呼吸不全といった内部障害と

言われる分野も理学療法士の守備範囲です。現在私の専

門分野ではメタボリックシンドロームが話題になっています。

理学療法学科には内部障害や、スポーツ科学を専門とした

りする教員が多数おります。私たちのもつ知識と技術が、

皆さんの健康維持や改善に少しでもお役に立てればと考

えています。連携講座や小中学校への出前講義などでお

伺いしますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　健康科学大学はかねてより、地域福祉の向上、地域経済

の活性化、自然・文化環境の改善及び人材育成を目的に、

富士河口湖町との地域連携を考えてきました。

　これまでの連携を更に強化し、大学と町が様々な事業を

実施するために、平成２２年３月２４日、健康科学大学と富士

河口湖町との包括連携協定が正式に結ばれました。

平成２１年卒業生就職率　９６％

国家試験合格者の就職率は１００％

　健康科学大学としましては、すでに地域の皆様とともに

活動を始めている事業もありますが、今後はさらに充実し

た連携を築き上げていきたいと考えています。

「教えて○○先生！」

「平成22年度入学式 」

「健康科学大学と富士河口湖町の包括連携協定」 「就職の状況＆国家試験の合格状況」

健康科学大学 理学療法学科長

石黒　友康

　厳しい寒さもようやく和らいできた平成22年4月 1日（木）、

ホテルハイランドリゾートにおいて「平成22年度入学式 」

が挙行されました。

　理学療法学科８２名、作業療法学科５１名、福祉心理学科

２０名 計１５３名の第８期新入生

が入学し、本学において、のび

のびと学び、明日の医療・福祉

を担う専門家となることを目

指します。

　真新しいスーツに身を包ん

だ新入生、少しの緊張と大き

な期待を胸にこの日を迎えら

れたことでしょう。

●学科別主な就職先●

平成２１年度理学療法学科卒業生の合格率は９８.９％

●国家試験合格状況●

全国平均

本　学

理　学 作　業 社会福祉 精神保健

93.2 77.7 38.7 62.3

９０.０ ７８.９ ２９.１ ６１.８

◎過去３年間の平均合格率（新卒） （単位：％）

理学療法学科

作業療法学科

福祉心理学科

病院(一般) ９０%

病院(一般) ６７%

病院(精神科) １２%

病院(一般) １３%
病院(精神科) １３%

一般企業 １１%

進学 ４%

進学 ４%

高齢者施設 ４%

高齢者施設 １９%
障害者施設 １６%

高齢者施設 １５%

ヘルスケア関連企業 ３%

ヘルスケア関連企業 ７%
公務員 ７%
各種団体 ６%

その他 ３%

その他 ３%

その他 ３%

もっと知りたい!　健科大





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!

夏に向けて運動を始めませんか？　クラブ富士山に入会していただくと様々なプログラムに参加できます。
まずは一度お試し下さい。参加料は各プログラム1回５００円です。

歴史文化財講座「郷土の原風景」の続編として、平成２２年度は「ふるさと歴史探訪」を毎月第３水曜日に開講します。
みなさまのご参加をお待ちしております。（各回の講座の詳細は、来月号以降の広報をご覧ください。）

大正琴「栞の会」では結成３年を期に新しい仲間
を募集いたします。
懐かしい歌、想い出の曲等楽しみながら大正琴で
演奏してみませんか？
仲間の輪を広げながら音楽の楽しさに触れるチャ
ンスです！

０歳から未就園児とその親を対象に外遊びの会をしています。家で子ども
と格闘しているお母さんにとっても、外遊び大好きな子どもにとっても公
園で過ごすことでリフレッシュできます。午後までいられる方はお弁当持
参。来る時間も帰る時間も各自の都合でOK ！
イベントとして毎月１回、宅配のお弁当でランチパーティも開催！ぜひ参加

お申込み先　総合型地域スポーツクラブクラブ富士山　電話７２−４７７２
受 付 時 間　平日午前８時３０分〜１２時　午後１時〜５時３０分

富士河口湖町スポーツ振興事業

総合型地域スポーツクラブ  クラブ富士山総合型地域スポーツクラブ  クラブ富士山総合型地域スポーツクラブ  クラブ富士山

＊ プログラムの詳細、申込方法等は下記までお問合せ下さい。　各プログラム先着順となりますので定員になり次第締め切ります。

＊折り込みチラシに新規プログラムを紹介しております! ご覧ください!

ナチュラル・ヨ〜ガ
卓　　球

バドミントン
シェイプupエアロ

（託児あり）
ハタ・ヨガ

5月 25 日（火） 5月 19 日（水）

午前１０時３０分〜１１時３０分 午後７時３０分〜９時 午前１０時３０分〜１１時３０分 午後８時３０分〜９時３０分

１８歳以上　残り５名 中学生以上　定員なし １８歳以上　残り１５名 １８歳以上　残り８名

歴史・文化財講座「ふるさと歴史探訪」歴史・文化財講座「ふるさと歴史探訪」歴史・文化財講座「ふるさと歴史探訪」平成２２年度
富士河口湖町

第1回（6月）「富士山の火山活動と縄文遺跡」　　　　　講師：篠原　武（富士吉田市教育委員会）
第2回（7月）「農耕社会がもたらした弥生時代の変革」　講師：稲垣自由（大月市教育委員会）
第3回（9月）「王の墓としての古墳とその祭祀」　　　　講師：入江俊行（甲州市教育委員会）　　　　　　　　　　　　　

第4回（10月）フォーラム「古代東海道甲斐路・河口駅を考える」　　　　　　　　　

　　コーディネーター：杉本悠樹（富士河口湖町教育委員会）
　　パネリスト：鷹野義朗（笛吹市教育委員会）・古川明日香（山梨県埋蔵文化財センター）

第5回（11月）「郡内の中近世城郭と諸勢力の拮抗」　　講師：森屋雅幸（都留市教育委員会）
第6回（12月）「富士山信仰と関連遺跡」　　　　　　　講師：布施光敏（富士吉田市教育委員会）　　　　　
第7回（1月）  「近代の観光名所としての富士山」     講師：杉本悠樹（富士河口湖町教育委員会）
　（※各講座ともタイトルは未定です。）

開講時間　：　午後７時〜午後８時３０分
会　　場　：　富士河口湖町中央公民館　２階　第２研修室
参加費用　：　無　料（申込み不要）
定　　員　：　２５名
※ 講師及び内容、会場（部屋）は都合により変更になる場合があります。ご了承ください。

大正琴へのお誘い大正琴へのお誘い

■ 日時：　毎週第２，４水曜　午後２時〜

■ 場所：　中央公民館

■ 連絡先：７３-１８６８（上原）

７/３(土)にさくやホールで演奏会を行いますので、

ぜひ聞きにいらしてください

『ちびっこプレイパーク（外遊びの会）』
サークル会員募集

『ちびっこプレイパーク（外遊びの会）』
サークル会員募集

日時：毎週金曜日　午前１０時半頃〜午後１時半頃 （１２月〜３月　冬期休み）

場所：富士河口湖町総合公園（ちびっこ広場）

　　（雨天時：富士河口湖町子ども未来創造館）

問い合わせ先

　０９０-９０１２-７２８３　st.jim-k08@ezweb.ne.jp   武田祥子

　０９０-２９４０-６００６   nana-kakamama723415@ezweb.ne.jp 白壁貴子

生涯学習館・子ども未来創造館閉館日のお知らせ!!
6/13( 日)は電気点検のため全館停電となりますので閉館となります!



みんなの教育委員会
生涯学習課
TEL 72-6053
FAX 73-1358

それいけ!それいけ!それいけ!

こちらのページのお申し込み・お問い合わせは　富士河口湖町役場　生涯学習課まで　　Ｔｅｌ　０５５５−７２−６０５３

　託児サポーターは、生涯学習活動に参加する

保護者の方々をサポートする目的で、小さなお

子様を見ていただける方を募集いたします。

　子どもが大好きという方、子育ての経験を活

かしたい方、育児が一段落したので時間を有効

活用したい方、地域活動に参加したい方など、

意欲や責任感があればどなたでも結構です♪

　無理なく時間があるときにご協力ください！

アートフラワーとは…？
　絹やビロードでできた造花のことで、正式にはアーティフィシャルフラ
ワーといいます。
　生花と見間違えるほどリアルで、簡単なお手入れで長く楽しむことが
できます♪
　今回は２回の講座で、コサージュ作り、オリジナルアレンジの教室を開
催します！

アロマで癒されるのは女性だけじゃありません！　今回はなんと男性
限定のアロマ教室☆　日ごろの疲れを、いい香りのバスソルトで癒し
ましょう♪

初心者でも安心！  また、基本操作の復習にも！

中央公民館パソコン教室中央公民館パソコン教室中央公民館パソコン教室

♪託児サポーター大募集♪
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

♪託児サポーター大募集♪
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

☆１時間〜1時間半ほど。
☆年齢・性別は問いません。
☆研修会を実施いたします。
☆交通費程度の手当を支給します。

詳細

募集締め切り　５月２５日(火)

＊アートフラワーのアレンジメント教室＊＊アートフラワーのアレンジメント教室＊

■場　所　　中央公民館　　第１研修室
■定　員　　２０名
■費　用　　２０００円（材料費２回分）
■持ち物　　はさみ・ペンチ・筆記用具
■講　師　　梶原　温　先生
■申し込み　５月１７日（月）〜

第1回    コサージュ作り 　　　６月  ２日(水) 午前１０時３０分〜１２時

第2回   オリジナルアレンジ  ６月１６日(水) 午前１０時３０分〜１２時

定員：７名 （２名以上で開催）　当日は筆記用具と受講料をお持ちください

お申し込み：５月１７日（月）から電話にて受け付けます。

川辺先生＆平林先生の教育相談川辺先生＆平林先生の教育相談川辺先生＆平林先生の教育相談

＊場所：中央公民館

＊対象：幼児から中学生までの子どもをもつ保護者

☆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、個人情報等は厳守いたします。

アロマを使った香りの教室②

メンズアロマ〜バスソルトづくり〜メンズアロマ〜バスソルトづくり〜メンズアロマ〜バスソルトづくり〜

【日　時】６月１２日(土)午前１０時３０分〜１２時
【場　所】中央公民館
【材料費】６００円
【対　象】中学生以上男性１５名（定員なり次第〆切り）
　　　　 ご夫婦やお友達での女性の参加も大歓迎
【講　師】中野　真奈美先生（AEJE認定 アロマセラピスト・看護師）

 お申し込み　５月１７日（月）〜

午後１時３０分〜４時３０分の間　４０分程度

個別相談

5月 29 日(土)
（川辺修作先生）

6月 26 日(土)
（平林恵美先生）

２０１０年６月度の教室の受講者を募集いたします。  インターネット入門コース以外は自分のパソコンを持参しても良いです。

No.

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

休日

パソコン入門　　  昼コース(６時間) 

パソコン入門　　  夜コース(６時間) 

ワード入門　　　  昼コース(６時間) 

ワード入門　　　  夜コース(６時間) 

エクセル入門      昼コース(６時間) 

エクセル入門      夜コース(６時間) 

２,０００円 

２,０００円

２,０００円

２,０００円

２,０００円

２,０００円

２,０００円

３,０００円

インターネット入門夜コース(６時間) 

データベース入門　昼コース(６時間) 

デジタルカメラ入門 昼コース(６時間) ２,０００円

６月  ２日(水)〜  ４日(金)午後１時半〜３時半 

６月  ２日(水)〜  ４日(金)午後７時〜９時

６月  ９日(水)〜１１日(金)午後１時半〜３時半 

６月  ９日(水)〜１１日(金)午後７時〜９時

６月１６日(水)〜１８日(金)午後１時半〜３時半 

６月１６日(水)〜１８日(金)午後７時〜９時

６月２３日(水)〜２５日(金)午後７時〜９時

６月５日(土)〜６日(日)午後1時〜４時

６月２３日(水)〜２５日(金)午後１時半〜３時半 

パソコンの基礎を習得

ワードで綺麗な文章を作る

数値や表をエクセルで作る

インターネット電子メールなどの操作

データベース・ソフトAccess の使い方

デジカメ写真のパソコンへ
の取り込みや修整、印刷など

コース名 受講料 実施日時・回数 講座内容


