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みなさんのやる気を応援します!
あつまれ！
！

げんきもり森☆プレイパーク

昨年大盛況だった 『げんきもり森☆プレイパーク』
夏休み等を中心に、幼児さんから高校生までのべ2700人を超える子どもたちが来てくれま
した。
そこで今年もプレイパークを開催します!
プレイリーダーさんと一緒に元気に外を駆け回ったり、普段はなかなかできない大工道具
を使って工作をしたり･･･
お友達をたくさん誘って自由に遊びに来てください！
！
げんきもり森でイベントを行うこともありますので、詳しくは毎月の広報をご覧ください。
✿日 時✿

毎週土・日曜日・小学校の長期休み（祝日は除く）
午前１０時〜午後４時
✿場 所✿ 子ども未来創造館西側『げんきもり森』
初回は６月４日
（土）午前１０時〜です
（終了予定：１２月）

☆プレイリーダー大募集☆
生涯学習課では子どもと一緒に遊びながら子ども
を見守ってくれる
『プレイリーダー』
を募集いたしま
す。年齢･性別は問いません。
子どもが大好きな人・外遊びの達人など、地域の
子どもたちと関わりたい方は、まずは生涯学習課
（72-6053）
までお気軽にご連絡ください♪
夏休みの間だけ、土曜日だけ…など勤務体系等は
ご都合に合わせますのでご相談ください。
交通費程度ですが手当の支給があります。

げんきもりもり☆プレイパーク＆プレイリーダーに関するお問合せは、生涯学習課（72-6053）担当倉澤まで

外遊び応援隊

アロマを使った香りの教室①

〜アロマでリフレッシュ〜

重曹を使ったお掃除グッズ作り
アロマを使った生活に使えるグッズを作成しながら、香りが人の心や体
にどのように作用するのかを学びます。
たくさんの香りの中から自分にあった香りをみつけてみましょう。良い香
りのする手づくりグッズでおうちもピカピカに♪
【日 時】５月２２日
（日） 午前１０時３０分〜１２時
【場 所】中央公民館
【対 象】中学生以上
【定 員】１５名（２名以上で開催）
【講 師】中野 真奈美先生（AEJE認定アロマセラピスト、看護師）
【参加費】８００円
【申込み】生涯学習課 ７２−６０５３

〜ママと一緒にお散歩しよう
！富士河口湖〜
子どもたちは外あそびが大好き！
「心と体で感じる自然体験」
をテーマに、
親子で楽しめる自然遊びを季節にあわせて展開していきます♪初回の
今回は、河口浅間神社を散策しながらふれあい遊びやゲームをします｡
親子・お友達と一緒に外で楽しくふれあいましょう。
●日 程：５月28日(土) 午前10時〜１2時 雨天決行
●対 象：1歳8ヶ月〜3歳までの親子15組
●講 師：堀内 治美先生（保育士）
●場 所：河口地区・河口浅間神社（現地集合解散）
●持ち物：レジャーシート・タオル・着替え・水分補給できるもの
●服 装：長袖・長ズボン・歩きやすい靴・帽子・
（雨天時:長靴･カッパ）
●参加費：一人150円(保険料・材料費)
申し込み・お問合せ：生涯学習課（72-6053）

『日本語教室』開講

生涯学習課では、外国人住民のための日本語教室を
開講することになりました。日本語を勉強することで、
外国人住民の生活がより安全に豊かになるばかりではなく、地域社会の国際化、多文化共生
につながると考えています。知り合いの外国人の方に、是非、お知らせください。
日本語学習や日
本語教室に関するご質問等もお気軽にお問い合わせください。

日 時：毎週木曜日
午後7時30分−9時（祝日を除く）
場 所：中央公民館
連 絡：生涯学習課 TEL 72-6053

やさしいパソコン教室
パソコン初心者の方やお年寄りの方も安心してご参加ください！６月はパソコンの基本操作と、
さまざまな面で役立つソフト
「ワード」
「エクセル」
を学べます。
また、今月は入門コースよりもさらに踏み込んだ内容を学習できるレベルアップコースを開催します！
お気軽にご参加下さい。
【昼コース：橋本正行先生13:30〜15:30
夜コース：渡辺康久先生19:00〜21:00】
番号
6-1
6-2
6-3
6-4
6-5
6-6
6-7
6-8

実施日時
６月７日(火)〜６月9日(木)
６月１４日(火)〜６月１６日(木)
６月２１日(火)〜６月２３日(木)
６月２８日(火)〜６月３０日(木)

コース名
パソコン初心者コース（昼）
パソコン初心者コース（夜）
ワード入門コース（昼）
ワード入門コース（夜）
エクセル入門コース（昼）
エクセル入門コース（夜）

講座の内容
マウスの使い方と文字入力方法を中心に、パソコンの基礎
的な操作を習得していただきます。気軽にご参加下さい。
各種案内状などの文書を作るための基礎知識を習得して
いただきます。
人気の表計算ソフト、エクセルの基本的操作を習得して
いただきます。表の作成ができると利用の幅が広がります。

エクセルレベルアップコース（昼） 入門コースで説明できなかった基本的な操作について補足
説明します。
さらに深く学びたい方向け。
ワードレベルアップコース（夜）

※参加する日にち
（３日間）
とコース
（昼・夜どちらか）
を確認してお申し込み下さい。
※参加費は各コース３日間で２０００円です。初日にお持ちください。 申込み・問合せ 生涯学習課７２−６０５３まで。
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６月の休館日は
ありません
企画！ やったね！一年生〜ひとりでもできるよ〜

迎
生歓

年

新一

あつまれ! こどみん
こどみんとは、保育所・幼稚園に通う親子のための
教室です。お気軽にご参加下さい✿

4/16に行われた、やったね！１年生〜ひとりでもできるよ〜では、
ピカピカの新一年生のみなさんがこど
みらに遊びに来てくれました♥ホールは講師の佐野恵司先生と一緒に、元気いっぱいに体を動かす子ど
も達の笑顔と笑い声で溢れていました。また、紙ひこうき大会では折り紙で紙ひこうきを作成し、飛行距
離を競い合う色とりどりの紙ひこうきが飛び交い、
とても楽しんでいました♥

小学生対象
口湖町
富士河員会発!!
教育委

子ども教室 funfunくらぶ

子ども教室とは、子ども未来創造館で土曜日・日曜日や学校の長期休業
期間中に funfunくらぶ として、町内全小学生を対象とした体験学習や
運動などの活動を行う教室です。より多くの子ども達に内容を知って頂くため、学校経由で「funfunく
らぶだより」も配布しています。申し込みが必要な教室もありますので、受付方法等を確認してご参加
下さい。くらぶ開催日には必ず指導員がおり、教室指導してくれます。また、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もできますので、日程に合わせて子ども未来創造館にお越し下さい。

unfun♪ ５月２１日（土）
5月のf Bクリー funfun ゲーム

５月２8日（土）

funfun☆プチガーデニング♪

〜宝さがし編〜

時 間
申込み
定 員
持ち物

午後2時〜4時
5/7から受付開始
20人 参加費 100円
スコップ、軍手、
レジ袋、帽子、飲み物
※雨天決行

時 間 午後2時〜4時
申込み 定 員 なし
持ち物 帽子、飲み物
※雨天の場合、中遊び

こどみらマムベビー★こどみらベビー★こどみらキッズ

今年度から、内容を新たにお届けします。特にマムベビーは、ベビーマッサージを長く取り入れ、
午後スタートになります。年齢に合わせてどうぞご参加下さい。

らベビー(1歳)
こどみ

思い出の写真をオリジナルのフォトスタンドで可
愛く飾っちゃおう♥プレゼントにもなるよ！
日にち
時 間
定 員
持ち物

5/28(土) 申込み 5/6(金)12時〜
午前10時30分〜
保育所・幼稚園に通う親子 15組
なし
参加費 200円

Let's クライミング

お待たせしました！クライミングのプロによる教
室が再開します☆上達をめざし、
プロの技を取得
してみませんか？初心者の方も大歓迎です♥
日にち 6/4(土)
お 待 ち 頂く
こともありま
時 間 午前10時〜11時30分
すが、時間内
午後 1時〜2時30分
に お 越し下
申込み 定 員 持ち物 参加費 なし さい。

クレヨンしんちゃん
〜ヘンダーランドの大冒険〜

画会
森の映

闇に覆われたどこかの国。ゴーマン王子がお姫
様を救うため二人のオカマ魔女マカオとジョマに
立ち向かったが、マカオとジョマの魔法によって、
呪いをかけられてしまう･･･
日にち 5/22(日)
時 間 午後2時〜
申込み 定 員 持ち物 参加費 なし

0歳・1歳・2歳が対象

マムベビー(0歳)
こどみら

楽しいフォトスタンドを作ろう

企画
こどみん

らキッズ(2歳)
こどみ

日にち 5/26（木）
日にち 5/26(木)
日にち 5/24（火）
時 間 午後1時30分〜2時30分
時 間 午前10時30分〜11時
時 間 午前10時30分〜11時
定 員 申込み 持ち物 なし
定 員 申込み 持ち物 なし
定 員 申込み なし
持ち物 バスタオル
※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
対 象 ハイハイが出来る前まで
下さい。

ＮＥＷ プレイルームが生まれ変わりました!!
プレイルームが今までの２倍の広さになったのを
ご存知ですか？スペースが広くなり、おとうさん
もおじいちゃんも気軽に入ることが出来ます。広
々とした空間の中で、伸び伸びと子どもと関わる
ことの出来る新しくなったプレイルームで思いっ
きり遊んでみませんか？可愛いお子様と是非遊
びに来てみて下さい♪♪

★5/12〜6/4のカレンダー★
12

栄：栄養相談、
誕：お誕生
子：子育て相談、
つどいの広場では○
○
○
会を行っています。日常のふとした疑問を解消するのにお役 リトミック
立て下さい。特に事前の申し込み等はありませんのでお気軽 キッズビクス
にどうぞ。

15
22

森の映画会

29

将棋教室

16

17

23

30

ふれあい教室Ａ
クラブ富士山・バレエ
つどいの広場

13

14

ワイワイくらぶ ｆunfunくらぶ
つどいの広場
光美先生座談会

子 キッズビクス
つどいの広場○

18

19

つどいの広場

20

21

24

25

26

27

28

31

6/1

2

3

4

ｆunfunくらぶ

誕 ｆunfunくらぶ
クラブ富士山・バレエ こどみらキッズ ふれあい教室Ｂ こどみらベビー つどいの広場○
栄
こどみらマムベビー
つどいの広場
こどみん
つどいの広場○
キッズビクス

ふれあい教室B
クラブ富士山・バレエ
つどいの広場

キッズビクス
育児学級
子
つどいの広場○

ワイワイくらぶ ｆunfunくらぶ
つどいの広場 クライミング

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。
※教室申込みの際、友人の分の申込み等は出来ませんので、
ご了承下さい。

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
★未就学児は必ず保護者と一緒に活動して
月〜金曜日
午前9時〜午後6時
ください。
土・日曜日 午前9時〜午後5時
★最近落し物が目立っています。
2ヶ月間は保
管しています。お心当たりの方は子ども未来
創造館の窓口までお問い合わせ下さい。
★行き帰りの交通には充分注意し、お迎えの
有無等家庭で確認してください。
公衆電話はありませんが、
１回１０円で事
務所の電話を使用することが出来ます。
お気軽に声をかけて下さい。

✆

問い合わせ先 ☎72-6053
富士河口湖町船津1754
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3日〜5日は祝日のため、31日(火)は
館内整理日のため休館です。
開館時間

平 日10:00〜19:00
土・日 9:00〜17:00

平成22年度多読者表彰
「としょかんパスポート」のマイル数と読んだ本の冊数を合計したマイルが多かったお友だちを4月23日の「ようこ
そ！おはなし王国2011」にて表彰しました。トップ10に入った皆さん、おめでとうございます。今年度もいっぱい本
を読んでくださいね！！
順位

名 前

第1位
第2位
第3位
第4位
第5位

久保 航太くん
原田 絵美子ちゃん
原田 明理くん
粕谷 愛梨ちゃん
朝比奈 あかりちゃん

第17回

読んだ冊数 参加したイベント
916
1095
916
428
490

290
0
0
120
30

合 計

順位

1206マイル
1095マイル
916マイル
548マイル
520マイル

第6位
第7位
第8位
第9位
第10位

本を中心とした楽しい企画を一緒に考えながらやって
いきましょう！

第1回 7月29日(金) 第2回
第3回 10月
第4回
第5回 2月
第6回

日時：5月28日
（土）午後2時〜
場所：生涯学習館 学習室１
課題：
「幽霊船から来た少年」
ブライアン・ジェイクス/著

新規参加者大募集！
！

4月19日(火)より閉館時間が通常通りの午後7時まで
となりました。引き続き、節電を行ってまいりますので、
利用者の皆様にはご不便をおかけしますがぜひご理解
・ご了承をよろしくお願いいたします。

♪新着書案内♪
◎グロウブ号の冒険/井上ひさし ◎ナマコ/椎名まこと ◎心はあなたのも
とに/村上龍 ◎スパイクス/あさのあつこ ◎老いへの不安/春日武彦 ◎サ
ザエさん一家の公的保険/梅本達司 ◎転職面接必勝法 実践編/細井智彦
◎あきちゃんと富士山に登りたい/小泉二郎 ◎実力大競争時代の「超」勉強
法/野口悠紀雄 ◎おしゃべりな貝/盛口満 ◎ゆで卵の丸かじり/東海林さだ
お ◎骨に効く小魚レシピ/枝元なほみ ◎おやこ劇場/今井絵理子 ◎世界で
いちばん○○なタテモノ ◎マンガでわかる！看護聞き言葉使い方辞典/志
田京子 ◎食育アイディアBOOK ◎学校力UP！明日からできる地域連携
30のアイデア ◎小さな家に暮らしたい
ほか

◎読み聞かせ会◎
●0・1・2・3歳対象

〈午前10時30分〜〉

うさぎのおやこ

8月
1月
3月

対象：小学生
申込：6月30日までに生涯学習館へ

1冊の本から見える、いろんなキモチ。

第54回読書会

合 計
469マイル
422マイル
403マイル
395マイル
379マイル

☆★げんキッズクラブ★☆

日時：5月22日(日) 午後2時〜
場所：生涯学習館 学習室１
内容：
「くじけないで」柴田トヨ 読み手/松浦敬子
「父の家で」梅原満知子 読み手/古屋知子

５月１０日(火)〜５月２９日(日)

260
280
80
0
10

まれ！

春の暖かい空気に誘われて、ほっとする朗読会にいらっ
しゃいませんか？ぜひお気軽に足をお運び下さい。

生涯学習館の本を参考に作った、とってもかわいいフェ
ルト小物や人形などを展示します。ぜひご覧ください！

209
142
323
395
369

本好き集

小さな春の朗読会

安富友美さん作品展

読んだ冊数 参加したイベント

名 前
松永 桃果ちゃん
藤江 莉乃伽ちゃん
宮下 ゆいちゃん
森 響くん
宮下 優太朗くん

5月 24日（火）

●幼児〜小学生低学年対象
〈午後1時30分〜〉

パパのえほんタイム 5月14日（土）
5月28日（土）
エトワールの会

5月の分館の予定
開館日

開館時間

読み聞かせ会
河口 4時30分〜
大石 4時45分〜

大石・河口

火・木 曜 日 午後３時〜６時

17日 (

上九一色

月〜金曜日 午後１時〜５時

19日 (午後3時30分〜)

)

問い合わせ／生涯学習館

0555-73-1212
0555-73-1358
http://www.fujikawaguchiko.ed.jp
library@fujikawaguchiko.ed.jp
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〜広げようネットワークの輪〜

通信
支部長

梶原

次郎

車椅子レクダンス普及会富士河口湖支部

12

私達の支部は︑老若男女 名で楽しく活し
ております︒平成 年に﹁車椅子レクダンス
インストラクター養成講座﹂を受け︑認定さ
れると同時に︑全国 番目の支部を結成し現
在に至っております︒︵全国で３５０余の支
部数で︑総勢七千人余の組織です︒︶
普及会の活動は︑身体の不自由な人達が車
椅子を利用しての日常生活で︑健常者と同じ
ように毎日を楽しく過すことが出来る社会を
目標にしています︒
活動のモットーは
﹁美しく﹂より
﹁楽しく︒﹂
﹁健常者﹂より
﹁障害者を︒﹂
﹁デモ型﹂より
﹁参加型︒﹂を
目 指しています︒
年 間 を 通 して
ディサービスや ︑
介護施設の訪問
をしていますが ︑
無関心︑無表情
だった障害者が
笑顔でダンスの
曲を口ずさんでいる姿をみると︑とても感動
します︒
﹁是非︑又来てね﹂﹁待っているからね﹂等

々︑期待される言葉に励まされ︑次の活力と
して頑張っております︒
ダンスと言うと敬遠されがちですが︑なる
べく知っている曲︑誰もが一度は歌ったこと
がある曲︑例
えば﹁ふるさ
と﹂﹁お富さ
ん﹂﹁二人は
若い﹂﹁水戸
黄門﹂﹁三百
六 十 五 歩 のマ
ー チ ﹂等 で す ︒
手足が不自由
な方でも︑車
椅子に座って
いるだけで︑
車椅子を︑健
常者が動かし
て踊るだけです︒踊りと云うよりリズムにの
って楽しい雰囲気を味わう事が出来ればそれ
で良いのです︒
私達の訪問先は︑富士河口湖町の﹁ディサ
ービスセンター﹂﹁はまなす﹂等です︒富士
吉田市では﹁ディサービスセンター﹂﹁白樺
荘﹂﹁寿荘﹂﹁つくし庵﹂等々で︑忍野村は
﹁ディサービスセンター﹂﹁いちいの木﹂山
中湖村は﹁あんずの森﹂都留市は﹁ディサー
ビスセンター﹂﹁よこぶき荘﹂﹁老健センタ
ー﹂﹁回生荘﹂等です︒
体験学習として町内の小学校に招かれて一
緒に楽しく過したり︑又︑高校や健康科学大
学の学生達が︑車椅子利用者へのボランティ
ア活動として活躍することを願って普及活動
をして来ました︒
又︑県立ふれあいセンターの﹁ふれあい祭
り﹂で︑障害者及びその家族が多数集まる中

での車 椅 子 利 用 者とのダンスや ︑都 留 市の
﹁ ボラ
ンティア 祭 り ﹂等
に参加して車椅
子レクダンスの
普及活動を毎年
行 なっています ︒
これからも活
動を続け︑ダン
スを通して車椅
子利用者が楽し
く生活すること
が出来るよう頑
張っていきたい
と思います︒

車椅子の皆さんを支えて
〜いつも元気と優しさを〜

車椅子を利用されている皆さんを支え︑長
年にわたりボランティア活動を続けられ﹁車
椅子ダンス﹂を指導されている梶原先生ご夫
妻は実に溌剌としてお若くパワーにあふれて
います︒勿論メンバーの方々も明るく元気い
っぱいです︒
車椅子利用の皆さんは︑この素適なボラン
ティアさんの情熱を受けて︑練習に励んでお
られるのですね︒
皆さんの練習風景をそっと拝見しますと︑
ここでは健常者も障害者も一体となって︑い
きいきと動き回り︑楽しげに笑い︑時には励
まし合って時を忘れて頑張っています︒
なんと温かく心優しいボランティアの方々
でしょうか︒
車椅子の皆さんの笑顔が童女のように見え
ました︒お幸せですね︒

子ども未来創造館 石見谷先生の作品
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町の文化財紹介

奇 跡の魚クニマスと
不 思 議な縁に思う
昨年の十二月十六日の報道において︑七十
年前に絶滅した秋田県田沢湖の固有種クニマ
スが西湖にて生存していたと報じられ︑天皇
陛下もこのきっかけとなったタレント・イラ
ストレーターのさかなクンをたたえるおこと
ばがあり ︑大 きなニュースとなりました ︒
すぐに︑かつての田沢湖町が合併により大
きくなった仙北市の市長をはじめ︑さかなク
ンを含め︑大勢のみなさんが現地視察を兼ね
て表敬訪問にお越しいただき︑喜びの顔が当
町の広報一月号の表紙をかざりました︒加え
て︑今年の﹁西湖樹氷まつり﹂には︑生存確
認をしていただいた京大の中坊教授から借り
たクニマスの標本に県内外から一目見ようと
例年の三倍の人が訪れました︒さかなクンの
講演も加わり︑一大クニマス・フィーバーに
沸き︑県︑町︑西湖の観光協会︑漁協も︑こ
の 反 響 の 大き さに ︑これか らの観 光 振 興の利
活 用 ︑保 護 ︑保 全 ︑ ま た 生 態 調 査 へ の 検 討 が
はじまりました︒報道によると︑太平洋戦争
へとつながる日中戦争中・昭和十五年︵一九
四〇︶に電力開発︑食料増産を目的に水を蓄
える為ため︑強酸性の玉川温泉の玉川の水を
田 沢 湖 に導 入 したところ ︑それが 毒 水 となり ︑
あっと言う間にクニマスを含む魚が死滅した
といわれています︒
私 は ︑ こ の 熱 い 連 日 の ニ ュ ー ス に ふ れ ︑不
思 議 な 縁 を 感 じましたのでペンをとりました ︒
数十年前︑秋田県の田沢湖町に本部施設のあ
る有名な劇団﹁わらび座﹂のわが町での公演
を誘致するために︑町内の有志で実行委員会
をつくりました︒記憶のある町民の方々もい
らっしゃると思いますが︑二度も無事に公演

富士河口湖古の小径

が出来︑その記念に有志数人で本部のある田
沢 湖 町 を 訪 れ た こ と が あ る か ら で す ︒ そ の時
はクニマスの話 題 は 少 しもありませんでした ︒
西湖ではヒメマスに混じり釣れる黒色のマス
をクロマスと呼ばれる魚が生息しており︑こ
れが実はクニマスだったのです︒
そもそも今回の奇跡的な生存の発見のきっ
かけは︑このクロマスが手がかりでした︒そ
のことのはじまりは︑絶滅の五年前の昭和十
年︵一九三五︶︑絶滅を察し︑受精卵の十万
粒を︑どこかで生存して欲しいとの願いもこ
めて西湖︑本栖湖に送付した記録がありまし
た︒その後の懸賞金付きの生存調査の依頼を
したものの成 果もなく七 十 年の歳 月から︑今回
のニュースが生まれました︒しかし︑田沢湖
の固有種としてのクニマスは絶滅したのは事
実で︑西湖で生存しているのは国内外来種に
なります︒
さて︑話は変わりますが︑消えたクニマス
に代 わり 田
沢 湖 町に
定 着 した
演劇集団
が あ り ︑そ
れが﹁わら
び座﹂の方
々で︑戦後
荒廃した東
京 で 数 人が
﹁ 海つばめ﹂
という小さ
な劇団をつ
くり︑各地
の巡演の末︑
民謡・民舞
の 宝 庫の 東

70年ぶりにクニマスが発見された西湖

北 秋 田の田 沢 湖に落ちつきました ︒ローカルな
話を舞台化し︑各地で出張公演をし︑成功を
収め︑現在では劇場︑温泉︑ホテル︑地ビー
ル︑工芸館︑農業体験が出来る︑観光と文化
を複合させた有名な一大﹁田沢湖芸術村﹂大
成発展させ︑全国から百五十校︑二万人以上
の修学旅行生及び多くの観光客が来る観光地
となりました︒その業績により国・県︒市か
らも表彰を受けたほどです︒訪れたわが町の
有 志の方 々もここに来て繁 昌ぶりを見 学し︑温
泉に入り︑生ビールをのみ︑観劇もし︑日本
一深い︑今はいないクニマスのふるさと田沢
湖畔を周遊し︑今にして思えば︑西湖に生存
しているクニマスに代わって訪れた気がした
様な思い出があります︒
反対に︑四十五年前︵昭和四十一年︵一九
六六︶︶に台風災害で根場集落が壊滅した悲
しい過去がありましたが︑数年前︑観光カリ
スマの前町長小佐野氏の構想のもと︑﹁いや
しの里根場﹂として︑なつかしい茅葺の集落
として再現され︑人気スポットの一つとなり
ました︒集まる観光客を湖中よりクニマスは
喜んで見ているでしょう︒
今回の縁のむすびとして︑わらび座誘致実
行委員会の幹事の役場の職員︑中村孝一さん
が ︑なんと ︑これも 縁の一つですが ︑この﹁いや
しの里﹂の担当としていることです︒突然生
まれたクニマス物語は︑日本一深い田沢湖と
日本一高い富士山をとりもった﹁わらび座﹂
とクニマスの強い生命力が︑パワースポット
として注目されていることに︑なによりうれ
しく感じます︒いつの日かクニマスが︑酸性
がうすれた田沢湖に帰る日を夢見たいです︒
︵文化財審議会委員 庄司守男︶

