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

○ 時間帯　「月曜日～金曜日　午前9時～午後4時」
○ 場　所  「富士河口湖町交流センター内（旧河口湖町役場２階）教育センター」
○ 対　象  「お父さん・お母さん・子どもさん・おじいさん・おばあさん・先生方」
○ 連絡先  「富士河口湖町教育センター　TEL０５５５－８３－３０２２」　
　　　　   「E-mail　ed-center@kawaguchiko.ne.jp」

相談業務→ 「お子さんに関する悩み相談受け付けます。」

教育センターだより教育センターだより教育センターだより
今年も最後の月になりました。どんな一年だったでしょうか？楽しいこともいっぱい、悲しいこともつらいこともいっぱい。様々な心を優し
さや思いやりにかえて、たくさんの人にお返しが出来たらいいですね。最近のスポーツ選手の試合終了後のコメントを聞いていると、し
っかり自分の状況を分析し、次の課題を見つけ、現状に満足せずに常に前に進もうとする姿に、感動したり尊敬の念を持ったりします。
心の中では、悔しさが渦巻いている時もあるでしょう。投げ出したい時もあるでしょう。彼らの輝かしい記録にだけ歓喜するのではなく、
それまでの姿勢に注目したいです。
１年間振り返ってみると、家庭の中はどうだったでしょう。365日、波風たたず順風だったなんて家庭はありません。喧嘩して、文句を言
い合って、傷つけ合って・・・それでも一緒にいる家族。ただ楽しいだけでは何も生まれません。困難こそが家族の柱なのかもしれませ
ん。来年はどんな困難に出会うのでしょう。柱をより堅剛なものにするために、今年をしっかり反省して、立ち向かっていきましょう。

　11月13日（日）日本語学習者や在住外国人によるポットラックパーティが、開かれました。
ポットラックパーティとは、各自が料理を持ち寄るパーティのことです。参加者の国籍は、ブラ
ジル、中国、アメリカ、アイルランド、イギリス、カナダ、フィリピンで、19名でした。その特徴は、
料理が国際色豊かなのはもちろんのこと、お菓子も含めてすべて手作りであることです。誕
生日パーティも兼ねていましたので、会場はブラジルの誕生日パーティのように、風船が飾
られ、手作り誕生日ケーキがテーブルの中央に置かれました。パフォーマンスやゲームが行
われ、食文化交流に加え、外国人同士の交流の場となりました。

「日本語教室」ポットラックパーティ

申込み1月25日（水）までに生涯学習課 72－6053　　

参加料

持ち物

場　所
日　時

持ち物
受　付

定　員
参加料

大好評につき昼の部も開催決定!!

教育センターの年末年始　　１２月２９日から１月３日までお休みです。

★当日は、記念写真の撮影を行います。ご自宅等へ写真の郵送を希望される方は、当日忘れずに
　送料120円（お釣りのないようご用意ください）をお持ちいただき、受付にてお申し込み下さい。

日　時

場　所

平成２４年

平成24年1月8日(日)　午前9時15分受付 10時開式
勝山ふれあいセンター　さくやホール

＊ 対象者（1991年4月2日から1992年4月1日生まれ）の方には案内状を発送いたします。

富士河口湖町成人者のつどい富士河口湖町成人者のつどい富士河口湖町成人者のつどい

午前10時30分～11時30分
町民体育館　　　　　　15名(18歳以上)
会員400円/回
会員家族・友人500円/回
非会員700円/回
上履き

定　員

 

 

あっとホームボディーケアあっとホームボディーケアあっとホームボディーケア
ヨガ・ピラティス体験会ヨガ・ピラティス体験会ヨガ・ピラティス体験会

12/ 9(金)   肩凝りのメカニズムと解消ストレッチ＆エクササイズ

12/12(月)   ソフトギムニクを使ったバランスエクササイズ

12/16(金)   腰痛のメカニズムと解消ストレッチ＆エクササイズ

12/19(月)   ダイエット必勝法燃焼系のカラダをつくるエクササイズ

期　日 内　　　　　容
この機会に一度体験してみませんか？

500円/回　
各プログラム若干名（18歳以上）
ヨガマットまたは敷物
電話にてお申込み下さい。
いずれのプログラムも先着順となります。

総合型地域スポーツクラブ　クラブ富士山（町民体育館内）　TEL ７２－４７７２
平日9：00～12：00　13：00～17：00＊不在の場合は留守番電話に用件を入れてください。こちらから折り返しご連絡いたします。

毎週火曜日
10：30～11：40
中央公民館

ナチュラル・ヨ～ガ
毎週水曜日
20：30～21：30
中央公民館

ハタ・ヨガ
毎週木曜日
20：00～21：30
中央公民館

ピラティス

新春子ども将棋大会新春子ども将棋大会新春子ども将棋大会

お問合せ：富士河口湖町教育委員会生涯学習課 【℡７２－６０５３】

将棋好きさん集まれ！真剣勝負のリーグ戦で実力
を試そう。今年の栄冠は誰の手に！？

1月２８日（土）午前９時～午後４時
（午前：予選リーグ・午後：決勝リーグ）
子ども未来創造館　　　　　小中学生
お弁当　　　　　　　　　　平山先生持ち物

場　所
講　師
対　象

日　時
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みなさんのやる気を応援します!

申込み･お問合せ:生涯学習課 72-6053

申込み･お問合せ:生涯学習課 72-6053

お問合せ:生涯学習課 72-6053

お問合せ　生涯学習課 72-6053

第6回　天然記念物の世界
「富士山麓の溶岩洞穴・樹型と森林、動物」

平成２３年度　富士河口湖町　歴史・文化財講座

「発見！歴史のとびら」「発見！歴史のとびら」「発見！歴史のとびら」

　山梨県や富士河口湖町の歴史や文化財をテーマ別に解説し、ふるさ
との歩みをたどる講座（全8回シリーズ）の第6回目を開催します。今回
は、雄大な自然の営みを物語る天然記念物にスポットを当てます。富士
山の火山活動が生み出した世界に誇る溶岩洞穴・樹型、溶岩上に根を
張る青木ヶ原樹海など町内には貴重な天然記念物がたくさんあります。
それらに秘められた魅力や新たな調査成果などをご紹介します。
※年度当初の計画では11月に開催する予定だった内容ですが、9月21
日（水）の講座を台風15号の影響で延期としたため、1講座ずつ順延し
て開講いたします。

定　員
参加費
場　所
日　時
講　師 杉本悠樹（生涯学習課　文化財担当）

平成23年12月21日（水）　午後7時より
中央公民館　第２研修室（会場が変更になりました。）
無料
25名（申込み不要）※講座ごとの聴講も可能です。

服　装

参加費

講　師
場　所

対　象
日　時

定　 員
参加費
講　師
申込み

時　間
対　象

場　所
期　間

講　師

持ち物
定　員

場　所
日　時

ライフワーク発見講座

富士河口湖囲碁クラブ主催

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
！寒さなんかに負けないでおもいっきり楽しみましょう！

今年も良いわらをたくさん用意しました！手作りのしめ縄を飾って気
持ちよく新しい年を迎えましょう♪

今年も残り１ヶ月となりました。何かと忙しい時ではありますが、心
和む和紙の小物を手づくりして新年を迎えてはいかがでしょう？

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。

平成23年もあと少しとなり、子どもたちの冬季休暇も近づいてきまし
た。今一度、子どもたちの健全育成について皆で考えてみませんか。
講演会はどなたでもご参加いただけます。皆様お誘いあわせの上ご
参加下さい。

1月7日(土)　午前10時～12時　雨天決行
1歳8ヶ月～園児までの親子　15組
堀内　治美先生(保育士)
フィールドセンター(現地集合解散)
レジャーシート･タオル･着替え･水分補給できるもの
防寒着･長ズボン･歩きやすい靴･帽子
(雨天時:長靴･カッパ)
一組300円/回

～ママと一緒にお散歩しよう！富士河口湖～

外遊び応援隊外遊び応援隊外遊び応援隊

日　程

場　所
対　象
定　員
材料費

講　師
申込み

持ち物

日　時
場　所
参加費
対　象

定　員
競　技

12月13日（火）
12月15日（木）
午前10時～12時
2日間、出席できる方
中央公民館
一般の方
20名
1,000円
お手拭・はさみ・のり・ボンド・ピンセット
石井つぐみさん（船津在住）
生涯学習課　72-6053

和紙で作る季節の小物
『お正月』

和紙で作る季節の小物
『お正月』

和紙で作る季節の小物
『お正月』

第１４回

富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会富士河口湖町囲碁大会

12月11日（日）  午前8時30分～
勝山ふれあいセンター
大人1,000円　子ども500円
小学生以上
レベル別で開催（有段者、その他）
60名（定員になり次第締め切り）

申し込み・お問い合わせ
12月5日（月）までに生涯学習課 72‐6053まで

平成24年1月21日(土)から土曜日を基本として開催
中央公民館
午後2時～5時
電気主任技術者第3種国家試験受検者
（高校生以上）
10名程度（最低実施人員3名）
必要なテキスト代のみ受講生負担
長山　和男先生　
生涯学習課 72―6053　

電気主任技術者
第三種国家試験受験講座

電気主任技術者
第三種国家試験受験講座

電気主任技術者
第三種国家試験受験講座

★毎年恒例！お待たせしました★

しめ縄づくり教室しめ縄づくり教室

12月20日(火)　午後7時～
中央公民館　ホール
カッター、定規、汚れても良い服装
20名（※親子の参加も大歓迎です。）
古屋　賢一先生

講　師 佐藤　洋　氏（都留市宝の山ふれあいの里）

講演テーマ
「自然感を耕す～人は心を、畑は土を、森にはデザイン感を…～」

場　所
日　時 12月14日（水）　午後7時～

中央公民館　ホール

人づくり推進地域会議人づくり推進地域会議人づくり推進地域会議
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つどいの広場では○：子育て相談、○：栄養相談、○：お誕生会を行っています。
事前の申し込み等はありませんのでお気軽にどうぞ。

子 栄 誕

休館日

定　員 乳幼児親子20組 申込み受付中

申込み 12/6（火）12時

日　時 12/6（火） 午前10時30分

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
カウンセラー川辺先生をお招きします。
テーマは「子どもと睡眠」参加価値ありの内容
でお届けします。

町の一部地域では年末に書初めを飾って新年
を迎える習慣があります。書道で気持ちを引き
締め、素敵な新年を迎えよう☆

今年も大好きな家族と一緒の最高に楽しい時
間をお届けします♪

年に１度のクリスマス☆楽しいゲームやプレゼ
ント、素敵な演奏などなど、心にも形にも残る
素敵なクリスマスをお届けします。友達と一緒
に思いっきり楽しもう★皆さんの参加をお待
ちしています！！

0歳(ハイハイまで)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親子体操やふ
れあい遊びを楽しんでみませんか？

寒い冬を温かく♥funfunくらぶで楽しもう! 持
ち物や定員など、詳しくはこどみらだよりを見
てください。

こどみらの音楽スタジオは2時間まで貸し出し
が出来ます。

新メンバーが加わり盛り上がっています。

利用したい日の前日までに窓口で申請書を記
入（押印あり）、提出して下さい。

羽根つき、ぼうずめくりなどの昔遊びの楽しさ
が再発見できると共に、大好評だった人間すご
ろくにも挑戦します。

自分だけのオリジナル！工夫を凝らして宝物を
作っちゃおう。

ぽかぽか映画

クリスマス会
ＡＭ：幼児親子
ＰＭ：小学生

つみ木10時

つみ木10時
将棋教室

席書き大会 年末年始の
お休み
（～1/4）

将棋教室 こどみらキッズ

こどみらキッズ

１，６才：救急法

こどみらベビー
こどみらマムベビー

こどみらベビー
こどみらマムベビー

0才：救急法

ぷち相談会 funfunくらぶ

funfunくらぶ

funfunくらぶ funfunくらぶ

funfunくらぶ

森の映画会

将棋大会

おもちゃ病院

おもちゃ病院

誕○つどいの広場

誕○つどいの広場

○体 ○栄○子

○子

つどいの広場

○体○子つどいの広場

つどいの広場

○栄つどいの広場

○栄つどいの広場

○栄つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場

つどいの広場
育児学級

○歌つどいの広場

おもちゃ病院
つどいの広場

○歌つどいの広場
ワイワイくらぶ

リトミック

リトミック

親子ふれあい教室A

親子ふれあい教室A

親子ふれあい教室A

つどいの広場
親子ふれあい教室A

親子ふれあい教室B

親子ふれあい教室B

つどいの広場
育児学級

親子ふれあい教室B

30 31282725 2926

6 743 52

13 1411108 129

20 21181715 1916

27 28252422 2623

23 24212018 2219

16 17141311 1512

9 1076 812/4

1/1

5

（天皇誕生日）

休館日
(成人の日)

問い合わせ先　☎72-6053
富士河口湖町船津1754

✆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。

※未就学児は必ず保護者と一緒に活動してください。
※館内ではゲーム機・カードゲームを使って遊ぶこと
　ができません。ご理解・ご協力をお願いします。
※教室・イベントに参加していただいた写真をおたよ
　りなどに掲載させていただくことがあります。ご了
　承下さい。

月～金曜日　午前9時～午後6時
土・日曜日　午前9時～午後5時
☆12時から1時までは閉館です☆

開館時間

☆ ☆

こどみら席書き大会こどみら席書き大会こどみら席書き大会年末特
別企画

年末特
別企画

日　時 12/27(火) 午前10時 

日　時 12/18（日） 午前10時30分

持ち物 書道の道具（墨･紙を確認して下さい）
新聞紙 

持ち物 なし 持ち物 なし 

参加費 なし 

参加費 1組100円　

申込み 12/13（火）　12時 

定　員 24人(定員になり次第締め切ります)
1，2年生は硬筆で指導していただけます。

定　員 乳幼児親子40組
（↑定員になり次第締め切ります）

日　時 12/18（日）　午後2時

日　時 12/11(日)　午後1時

内　容

対　象

申請方法

定　員 小学生150人
（↑定員になり次第締め切ります）

～思いきりたのしんじゃおう！～

★家族deクリスマス★★家族deクリスマス★★家族deクリスマス★ ★こどみらクリスマス会★★こどみらクリスマス会★★こどみらクリスマス会★

参加費 100円（または100kodo）
申込み 12/7（水）12時

※全て午後2時開始です！

1/6(金) 『お正月あそびをしよう①』

1/14(土)
『funfunクラフト　世界に１つの宝物』

1/7(土) 『お正月あそびをしよう②』

◆ ◆

 

冬の特別企画！冬の特別企画！冬の特別企画！funfun
くらぶ

funfun
くらぶ

冬の映画会冬の映画会冬の映画会みんな
で☆

みんな
で☆

★12/4～1/28のカレンダー★ 音楽スタジオ申請のお願い音楽スタジオ申請のお願い音楽スタジオ申請のお願い

大学生までの町民

☆1/28（土）は将棋大会の予定です。

将棋教室将棋教室将棋教室

日　時マムベビー

ベビー

参加費申込み なし定　員

参加費申込み 持ち物 なし定　員

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

12/15・1/26（木） 午後1時30分

日　時 12/4(日)　午前10時

日　時 12/15・1/26（木） 午前11時

キッズ 日　時 12/13・1/17（火） 午前11時

持ち物バスタオル

家族と、友達と是非どうぞ・・・

レミーのおいしいレストランぽかぽか映画会

日　時 1/21(土)　午後2時
劇場版怪談レストラン森の映画会

＜休館日＞
１２月２３日(金)・28日（水）～4日（水）

１月９日(月)




