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富士河口湖

みなさんのやる気を応援します!

生涯学習講座
富士河口湖囲碁クラブ主催

☆小学生必見！防犯ブザーのおともに☆

かわいいビーズストラップ作り
防犯ブザーは子どもの必需品！防犯ブザーを身につけるのにピッタリ
な、
オシャレなストラップづくりをしましょう。内容はてぐすにビーズを通
すだけの簡単な作業ですが、色の組み合わせやデザインを工夫してオ
リジナルストラップをつくります！
！お友達を誘って参加してね☆
【日 時】
【対 象】
【場 所】
【講 師】
【定 員】
【持ち物】

6月19日
（日）午後2時〜3時30分
小学生
子ども未来創造館 創作ルーム
外川先生ビーズ協会認定講師）
20名
はさみ･ビーズの受け皿

第１3回

囲碁好きな方必見！本格的なトーナメントで大人から子どもまで熱戦を
繰り広げます！初心者さんもベテランさんも是非挑戦してみてください。
日 時 ７月３日
（日）
場 所 勝山ふれあいセンター
参加費 大人１，５００円 子ども５００円
対 象 小学生以上
競 技 レベル別で開催（有段者、
その他）
定 員 ６０名（定員になり次第締め切り）

（お肉等が入っている発泡スチロールのお皿）

【材料費】 ５００円
【申込み】 ６月６日
（月）12:00〜

お申し込み・お問い合わせ
６月１７日
（金）
までに生涯学習課まで【７２−６０５３】

生涯学習課７２−６０５３

アロマを使った香りの教室②

げんきもり森ヒミツ基地
子ども未来創造館の西側に木を使ったあそび場
「げんきもり森」があります。
そこにみんなでヒミツ基地を作ろう！
ボランティアのパパʻｓ クリエイトの人たちがコツを教えてくのでむ
ずかしくありません。いろんな材料を使って、みんなで力を合わせてステ
キなヒミツ基地を作ろう！
＊日 に ち
＊定
員
＊持 ち 物
＊服
装
＊参 加 費
＊申し込み

平成２３年 ７月３日
（日）午前１０時〜１２時
小学生２０人
定員になり次第締め切り
軍手 タオル ぼうし 水分補給できるもの
汚れてもいい動きやすい服装 運動靴（サンダル不可）
なし
６月２０日
（月）１２時〜

日本語教室

富士河口湖町囲碁大会

〜お肌に優しい香りとお話〜

アロマのボディパウダー
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。
大好きな香りにつつまれた生活はいかが♪ふわふわボディパウダーを
手づくりしましょう。
【日 時】６月２５日
（土）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】６００円
【申込み】生涯学習課 TEL７２-６０５３ ６月２日(木)受付開始

生涯学習課では、外国人住民のための日本語教室を開講しています。知り合いの外国人の方に、是非、お知らせください。
【日時】毎週木曜日19：30−21：00 (祝日除く） 【場所】中央公民館
現在、
日本語教室には、二人の日本語学習者がいます。二人とも、去年、
日本に来ました。
日本語で話しかけられて困
ったこと、
日本人の家に遊びに行ったときのことなど、生活の中で起きた異文化体験をいろいろと話してくれます。一
人は、7月の日本語能力試験の準備のため、iPhoneを使って、漢字の勉強中です。
もう一人は、毎回、予習をしっかりし
て、問題の回答や会話練習をノートにまとめて書いて来ます。勉強熱心な二人の日本語の上達が、
とても楽しみです。

日本語教室のお申込み＆お問合せは 生涯学習課 TEL 72-6053まで

7月のパソコン教室
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。７月は内容盛りだくさんです！たくさんのデータを扱いたいは
休日コースのデータベース入門がお勧めです。
ご自身のニーズにあった講座をお選びいただきご参加ください。
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
７月 5日(火)〜７月 7日(木)
７月12日(火)〜７月14日(木)
７月19日(火)〜７月21日(木)
７月26日(火)〜７月28日(木)

休日 ７月16日・17日(土日)
13: 0 0 〜16: 0 0

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）

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。

エクセル入門コース（夜）

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。

インターネット入門コース（昼）

インターネットの活用＆メールの送受信を体験します。

ワードレベルアップコース（夜）

入門コースよりもさらに深く学びたい方向け。

データベース入門コース

データベースソフトACCESSによるシステム構築の手順を
簡単な演習問題で学習します。

※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。 ※８月はパソコン教室の開催はありません。
次回は９月
（日程は８月号広報をご覧下さい。）の開催を予定しております。
申込み・問合せ 生涯学習課７２−６０５３まで
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７／２は
電気点検の為
休館です。

ぼう! つどいの広場の新企画
遊
に
緒
一つどいの広場の時間の中で、
親子関係をより深めるための新企画でわらべうたやからだについ

救急法を学ぼう!

今回は年齢を限定して救急法をおこないます。
万が一事故が起きたときの適切、事故の予防が
できるように救急法をしっかり学びましょう！
0 歳 6/14(火) 午後1時30分〜
1歳6ヶ月 6/30(木) 午前9時30分〜
申し込みが必要なのでお問い合わせ下さい。

ての活動を行います♥「からだ」では、親子で出来るストレッチや姿勢について月１回月曜日に、
「わらべうた」では、親子で楽しめる日本の伝承を月1回金曜日に行います！是非お子様と遊びに
来てください♥
※わらべうたにつきましては、7/8(金)になります。
日にち 6/6(月)、7/4(月)
時 間 午前11時〜11時20分
画
の企
んず
対 象 つどいの広場参加者全員
ＦＫは
申込み 定 員 持ち物 参加費 なし
かつてこの世の全てを手に入れた海賊王がのこ
した「ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）」それを
手に入れることができるのは誰なのか・
・
こどみらに隠されたワンピースを探そう！
（日）午後2時〜3時までに来てください。
日 時 6月12日
定 員 申込み 参加費 持ち物 なし
☆いよいよスタート！
「fun fun English」
英語をしらなくても大丈夫！
！

キングオブパイレーツ
〜海賊王におれはなる〜

n♪

funfu
６月の

funfun☆English

「fun fun」
で英語のゲームを中心に楽しく遊んで学ぼう☆

６月１
１日、
１８日、
２５日（土）

★３回連続参加になります。

定 員 24人
持ち物 なし
時 間 午後2時〜3時30分
申込み 5月28日
（土） 午前9時〜
参加費 100円
※基本的には、全日程参加可能な小学生に限らせていただきます。

0歳・1歳・2歳が対象

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

マムベビー(0歳)
こどみら

らキッズ(2歳)
こどみ

日にち 6/23（木）
日にち 6/16(木)
日にち 6/21（火）
時 間 午後1時30分〜2時30分
時 間 11時〜
時 間 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。

★6/5〜7/9のカレンダー★
誕：お誕生会を行っています。
つどいの広場では○
日常のふとした疑問を解消す
子：子育て相談、
栄：栄養相談、
○
○
るのにお役立て下さい。特に事前の申し込み等はありませんのでお気軽にどうぞ。

5

6

ぽかぽか映画会 クラブ富士山・バレエ
つどいの広場

12

キングオブ
パイレーツ

19

7

ぷち相談会

13

14

ふれあい教室Ａ 0歳 救急法
クラブ富士山・バレエ
つどいの広場

8

9

15

16

17

ふれあい教室Ａ リトミック
（町民体育館） キッズビクス
つどいの広場

10

つどいの広場

避難訓練
こどみらベビー つどいの広場
子
つどいの広場 ○

22

23

24

25

26

27

28

29

30

7/1

2

4

5

6

7

3

ふれあい教室Ａ
クラブ富士山・バレエ
つどいの広場

子 七夕まつり
つどいの広場 ○

ワイワイくらぶ
つどいの広場

8

つどいの広場

暗闇の森に落ち、闇の女王ブラックノーズに育てら
れたカーナが魔法の笛を使って・
・
・。世界を変えてし
まおうとする魔女に負けるな！アンパンマン☆
是非お友達やお家の人と見に来てね♥
日にち 6/5（日）午前10時30分〜
場 所 子ども未来創造館 音楽スタジオ
定 員 申込み 参加費 持ち物 なし

おもちゃ病院に感謝...♥

う☆
がと
あり
毎月第2,4金曜日の午後1時〜3時、こどみら内創作ルームにて
７人のドクターが電気系統のおもちゃを中心に修理してくれ
ています。基本的には無料で入院治療（部分のつけかえ等）が
必要な場合は、部分代を負担し
て頂きます。15年眠っていた充
電式の車が動いたケースも･･･
依頼された方はもちろん、治っ
たおもちゃも嬉しい表情が見え
るようなステキな病院です♥
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1.６歳 救急法
キッズビクス

それいけ！アンパンマン
ブラックノーズと魔法の歌

会
映画
ぽか
ぽか

ｆunfunくらぶ

20

育児学級
つどいの広場

日 程 6月7日
（火） 午前10時30分
対 象 乳幼児親子20組
参加費 なし
申込み 受付中

11

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 こどみらマムベビー つどいの広場○
栄
つどいの広場 ○
（町民体育館） キッズビクス
つどいの広場

ふれあい教室B
つどいの広場
クラブ富士山・バレエ

こ
ど
こ
どみ
みら
らぷ
ぷち相談会
ち相談会

教育相談員として県内中で活躍されている認定カ
ウンセラー川辺修作先生をお招きします。安心で
きる子育てのヒント満載です！ぜひお気軽にどうぞ・
・

ｆunfunくらぶ
光美先生座談会

将棋教室
ビーズロング
ストラップ作り
つみきパーク

みら
こど

休館日
9

ｆunfunくらぶ

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。

月〜金曜日
開館
開館時間
時間 土・日曜日

月〜金曜日

午前9時〜午後6時
午前9時〜午後5時
午前9時〜午後6時

★未就学児は必ず保護者と一緒に活動してくだ
土・
日曜日 午前9時〜午後5時
さい。
★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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30日(木)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

としょかんパスポート

今年もやります！

マイルをいっぱいためて表彰を狙おう！昨年はたくさんのお友だちがこのパスポートに挑戦してくれました。
今年もたくさんのお友だちがパスポートを通じていい本と出会い、図書館にいっぱい来てもらえることを
願っています。

☆パスポートの使い方☆

・としょかんパスポートは、0歳〜小学生のお友だちなら誰でも参加できます。
幼児用、小学生用と2種類あります。
・大人のカードで借りた本、大人の本はマイル対象にはなりません。必ずパス
ポートを持っているお子さん本人のカードで借りてください。利用カード
発行は0歳から可能です。その際、お子さんの保険証をお持ちください。
・マイルは平成23年5月1日〜平成24年3月31日までに参加したイベントと借りた
冊数を基に算出します。
・パスポートを一度無くしてしまうと最初からやり直しです。

①生涯学習館か各分館でパスポートをも
らいましょう。
②生涯学習館の読み聞かせやイベントに
参加するときにパスポートを持ってくる
と、
スタンプ
（マイル）
がもらえます。
③借りた本の冊数と合計したマイルが多
かった人を表彰します！
（尚、表彰は来年
度4月の予定です）

わが郷土の文学講座①

親子で工作あそび

中村星湖
〜「少年行」
の舞台・富士河口湖町〜
富士河口湖町が誇る作家・中村星湖。今回は山梨県立文
学館より講師をお迎えし、代表作「少年行」についてなど
の講演を行います。読書会でも課題として取り上げます。
日時：6月25日(土) 午後1時30分〜
場所：富士河口湖町中央公民館 第2研修室
講師：井上康明氏（山梨県立文学館学芸幹）
対象：一般
定員：30名（なり次第しめきり）
お申込は0555-73-1212もしくはカウンターへ！

1冊の本から見える、いろんなキモチ。

第54回読書会
日時：6月25日
（土）午後3時〜
場所：生涯学習館 学習室１
課題：
「少年行」中村星湖/著
※上記講演会にもぜひご参加下さい。

新規参加者大募集！
！

昨年度好評だった工作あそびが回数限定で復活！
！おうち
じゃなかなか作れないおもちゃを親子で作って遊びましょ
う♪としょかんパスポートがある人は持ってきてね！
日 時：6月22日(水)

午前10時30分〜

場

所：生涯学習館学習室１

対

象：乳幼児親子10組程度

お申込は0555-73-1212もしくはカウンターへ！

♪新着書案内♪
◎ごっくん青空/椎名誠 ◎復讐したい/山田悠介 ◎源内なかま講/高橋克
彦 ◎この世で一番大切な日/十川ゆかり ◎タワーリング/福田和代 ◎たま
ゆらに/山本一力 ◎もじゃもじゃ/渡辺淳子 ◎エベレスト登頂請負い業/村
口徳行 ◎いちばんわかりやすいハーブティー大事典/榊田千佳子 ◎ミニ
＆ベビー野菜のコンテナ菜園/松井孝 ◎地震から子どもを守る50の方法/
国崎信江 ◎パッチワークのかわいいギフト/南久美子 ◎果実酒、花酒、薬
用酒BOOK183種/藤巻あつこ ◎昆虫の切り紙/大原まゆみ ◎咲くも咲
かぬも花嫁修業/阿川佐和子 ◎数字と踊るエリ/矢幡洋
ほか

◎読み聞かせ会◎
● 0・1・2・3歳対象〈午前10時30分〜〉

ブラウンベア（えいご）6月 14日（火）
うさぎのおやこ
6月 28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 6月11日（土）
6月25日（土）
エトワールの会

6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

21日 (

上九一色

月〜金曜日 午後１時〜５時

16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

中嶋

点訳ボランティアで思うこと
河口

みよ

点訳ボランティアを始めてから︑いつのま
にか四半世紀以上過ぎてしまいました︒
平成五年頃からパソコンで点訳ができるよ
うになったお陰で︑点字器で１点１点打ちな
がら書いていた時と比べると︑ずいぶん早く
正確に点訳出来ることは嬉しいことです︒
点字は縦に３点︑横に２点の６点の組み合
わせで構成されています︒その点の位置と用
いられた点の数を読者︵視覚障害者︶は指先
で蝕わりながら読んでいきます︒
読者は点字が読めるようになるまでには大
変な勉強と訓練と努力が必要だそうです︒
そんな読者に喜んでもらうためにも︑正確
な点字書を作りたいと願っています︒
なお︑点字は音表文字です︒

ですから漢字の場合はふりがなを点字にする
とでも考えたらいいのでしょうか︒というと
簡単なようですが︑一冊の本を点訳するには
点訳のルールのほかに点訳者の言葉の読み間
違い︑書き間違い︑思い込みによる読み違い
などいろいろと原因がありますので︑より正
確な点訳をするように努めています︒
点訳ボランティアをしていると視覚障害者
の方たちとお付き合いする機会もあります︒
お喋りをしていると﹁バリアフリー﹂を考え
てしまいます︒例えば︑どこでも一昔前と比
べると道路も格段に整備されてきています︒
しかし︑全ての
歩道に点字ブロッ
クがあるわけでは
ありませんし︑間
違った設置方法で
あったり︑途中で
途切れていたり︑
点字ブロックの上
に物が置かれたりしています︒
また︑弱視の方たちにとって目立ちやすく
見やすいのは黄色ですが︑それ以外の色の点
字ブロックが使われていたりもします︒見た
目からいいますと黄色は外観を多少は損なう
色であるかも知れません︒どうするかは︑そ
れぞれで異なります︒知恵を出し合って一つ
ずつ解決していき︑いつかはバリアを無くし
ていきたいものす︒
少なくとも︑この間まではここに点字ブロ
ックがあったのに改修工事の後はなくなっち
ゃったというような後退だけはしたくないも
のです︒
こんなことを考えていると︑点訳ボランテ

ィアをしていなかったら︑そして視覚に障害
のある人とお付き合いする機会がなかったら
バリアフリーという言葉に対しても歳を取っ
たから道路や自分の家の段差が気になる︑と
いうことくらいにしか思いは至らなかったか
もしれません︒

点訳の道ひとすじに

中島みよさんが点訳ボランティアに取り組
まれて︑すでに四半世紀︑そして今なお営々
と視覚に障害をもつ方々のためにご努力され
ている姿に対して︑畏 敬の念でいっぱいです︒
知性や技能力が︑求められる点訳は︑誰も
が容易にできるものではありません︒
信念と愛情をもって︑障害者に接し︑町づく
りにも細やかな配慮を述べられています︒そ
の点でも心をうたれました︒日常︑歩道に点
字ブロックがあれば︑これでよしと言った安
易な考え方で過ぎている自分ですが︑そこに
は多々課題があり︑勉強不足であることにも
気づきました︒
これからも障害者の太陽として末長くご活躍
ください︒

センターみずうみ
編集部

いきいきと力強く活躍される﹁男性ボラン
ティアさん﹂を多 くお見かけしています ︒女 性
たちは希望と喜びを感じております︒そこ
で︑男性ボランティアの皆さまをご紹介さ
せていただきますので︑奮って記事を寄せ
てください︒

寄稿のお願い

子ども未来創造館 石見谷先生の作品

先生と子どもたちの折り紙風景
パソコン点訳の画面

富士河口湖町女性交流センター

〈地域社会活動と地域ボランティア活動〉
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Nature in and around Mount Fuji
アースウォッチ・プロジェクト２０１１年度第１回開催
5月13日から15日の2泊3日の日程で、本年度第1回のアースウォッチ・プロジェクト「富士山及び周辺の絶滅危惧チョウ
類」が開催されました。愛知県犬山市・みよし市、東京都、千葉県か
ら4名（内2名はリピーター）のボランティアが参加して下さり、大き
な成果を得ることが出来ました。初日9時の河口湖駅集合の時点
から、最終日午後に河口湖駅で解散するまで3日間富士山に雲が
かからない程の快晴で、2003年から9年目になるアースウォッチ・
プロジェクトでも初めてといえるような好天が続きました。
1日目は、2004年から継続している絶滅危惧ミヤマシジミの河
川沿いの代表的な生息地である身延町とそこから約10ｋｍ離れ
た早川町での調査を行い、少ないながら幼虫と成虫を確認するこ
とができました。その後、富士河口湖町河口地区で絶滅危惧アサ
マシジミの幼虫調査を行い、大きな成果を得ることができました。
この日以降、
この成果をもとに継続調査を実施しています。
2日目は、自然共生研究室の「富士山生物多様性保全研究2011
」で計画している本栖高原・野尻草原・梨ヶ原の保全のための比較
研究の一環として、本栖高原と野尻草原でのチョウ類ルート・センサス調査を行いました。
3日目は、梨ヶ原（写真）でミヤマシジミの幼虫調査を行い、少ないながら予想に近い成果が得られました。
今年は、9年目になるアースウォッチ・プロジェクトも含め、
これまでの成果に更に上積みして3地域の草原環境の総合評
価を目指して地道な調査を継続して行きたいと思います。

河口湖フィールドセンター周辺の自然
〜今年もウサギコウモリが２頭現れました〜
一昨年までウサギコウモリは7月から9月の夏の間だけしか確認されず、避暑のために利用してい
ると考えていました。
しかし、昨年は初めて3月末に1頭が確認されたことから、ひょっとして越冬した
？とも考えていました。さらに、昨年の11月にこれまで初めて2頭のウサギコウモリが胎内神社で見
つかったことから、越冬の可能性をさらに強く感じていました。今年は陽気が昨年に比べ1週間から
10日遅れていたこともあり、なかなか確認できませんでした。
しかし、4月から胎内神社にコウモリ類
のものと思われる糞が落ちていて、徐々にその量が増えていたので、いつ神社
の天上で見られるか心待ちにしていましたが、
ようやく4月30日に1頭が確認さ
れ、
ぐっすりと寝ていたことから、油性のペイントマーカーで黄色の数字1を背
写真1
中にマークしました。
この個体は5月3日にも現われ、背中の黄1のマークから
同一個体と確認されました。
この日もぐっすりと寝ていたので中川雄三氏にお願いしてNo.NCF2589
のリングを付けてもらいました。体重6.4ｇの雄と確認されたこの個体は5月14日にも再確認され
（写真1）、5月15日にはリングがない別個体が夕方神社の天上で確認されました。体表の一部に液体
状のものが付いていたことから出産した雌の可能性も考えられました（写真2）。昨年11月に2頭同時
に確認された2頭なのかとも考えています。
写真2
昨年3月からの一連の状況から、2頭で越冬し繁殖した可能性も考えられます。
これまで富士山周辺
ではウサギコウモリの繁殖洞はみつかっていないようですので、もし胎内樹型の中で越冬・繁殖をしていたなら、大変貴重
な記録となります。今後も、子どものコウモリが見られることを期待しながら観察を続けたいと思います。

ショート・ニュース …………………………………………………………………………………………………………………
○６月のアースウォッチ・プロジェクトは17〜19日に実施予定で、すでに定員８名に達しているそうです。
○自然共生研究室の「富士山生物多様性保全研究2011」として実施している草原性小型ほ乳類と絶滅危惧チョウ類を
Key-speciesとした本栖高原・野尻草原・梨ヶ原の比較調査研究で、
カヤネズミの巣が３地域の草原から確認されました。今
後３地域の草原の違いと特質を徐々に明らかにして行きたいと思います。

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

