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♦バレエスタジオの貸出しも行っています♦

国立市富士見台4-12-1-201
shiono@fa2.so-net.ne.jp
http://shionoballet.jp/
電話042-577-5663

塩野啓子バレエ＆ダンス

24時間営業

スタジオ
しお の  けい こ  

さえき

いなげや
←至 立川駅

矢川駅
北口

クラシックバレエクラシックバレエ

バレエ・ダンス・ヨガ・空手・トレーニングなど

個性を大切に育てるレッスン
ベースとなる体幹を鍛
え、バレエの基礎をみ
っちり練習。発表会年
１回開催、各種イベン
トにも参加できます。
３歳から成人まで。

イラストレータのやまさき薫さん

① nonowa 国立WESTイベントスペース  
② JR国立ビル                                         　     
③ スターバックス コーヒー 国立店                    
④ コミュニティ・スペース旭通りレディススポット  
⑤ 大学通り東側緑地SOUTH                                      　
⑥ 一橋大学南門前                                    　    
⑦ むっさ21富士見台名店街                              
⑧ 大学通り東側緑地 NORTH                                       　     
⑨ 谷保第4公園                                       　     
⑩ 矢川上公園                                      　          

3月16日 金　¦キックオフイベント　
3月17日 土　～ 3月31日 土　 ¦  設置

無料の催し物　 国立市市制施行 50周年記念事業・くにたちアートビエンナーレ 2018関連事業　　　　　　　　　　　　　　　　問合せ　042-574-1515

ピアノの装飾がはじまりました！ 　 寄贈から調律、塗装までのピアノストーリーをぜひイベントページから   http://streetpianoskunitachi.tokyo/

Luke Jerramによるアートプロジェクト　だれでも自由に弾けるピアノが駅ナカや大学通り、公園に出現！

誰もが楽しめるために…　注意事項

●電源を使用するものは不可。楽器はアコースティックのみ。
アンプ・マイク・スピーカー等の使用はご遠慮ください。

●前号オアシスで「予約できる場所を予定」と記載しました
が、誰でも弾けるよう予約の場所は設けないことにしました。

●このプロジェクトでは写真や動画をウェブ上に投稿される
場合があります。

設置期間中のイベントも続々決定！　　　　　　　　　　　　　最新の情報は、ぜひイベントページから     http://streetpianoskunitachi.tokyo/

　プロジェクトの楽しみかた  演奏可能時間と設置場所       ※ ⑦の演奏可能時間と⑧の設置場所が変更になりました。　！

！

予告！　装飾ピアノの引取希望者を募ります！！
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1月25日から JR国立ビルにて10組のアーティストに
よる装飾が始まりました。これに先立ち1月8日には、
谷保第4公園に設置されるピアノの装飾パーツを作る
ワークショップが開催され、初めてビル内にお客様
を迎えました。イラストレーターやまさき薫さんに
よるこのピアノの装飾テーマは「たねを蒔く」。大人
も子どもも50人を越える方々が、カラーインクや水性
マーカーで着彩し素敵な「たね」が出来上がりました。
3月17日から10台のピアノが街中に置かれ、音楽と
アートの花を咲かせてくれます。

1. 演奏を聴く
街を歩いていたらピアノの音が聴こえてくるかもしれま
せん。その日その時に出会う演奏を楽しみましょう。

2. 弾いてみる
子どもから大人まで誰もが自由にピアノに触ったり、弾
いたりできます。歌やダンス、即興演奏…。ピアノで何が
できるかイベントを考えるのはあなたです。

3. 写真や動画を投稿する
気に入ったピアノや演奏を写真や動画に撮って、友達や
家族と共有してみませんか？ハッシュタグをつけてSNS
や公式サイトに投稿すると、世界中に発信されます。
ハッシュタグは　#streetpianoskunitachi

4. 期間中のイベントに参加してみる
期間中アーティストや市民団体による演奏やイベント
が開催されます。公式サイトをチェックして、気にな
るものに参加してみましょう。

｜名前は知らないけれど美しい　by ノマドアート
日時：3月17日・18日・21日・24日・25日（いずれも13:00～）
場所：MAP1　nonowa 国立WESTイベントスペース
対象：申込不要・どなたでも参加可
　　　手にした一輪の花に、様々な言語によって書かれ
　　　た「花」のネームカードをとりつけ、真っ白なオ
　　　ブジェに挿していきます。その行為の重なりに　
　　　よって、花いっぱいの世界をつくりあげます。

Play Me,I’m Yours Kunitachi 2018で使用された、アーティスト

による装飾ピアノは会期終了後、希望する方に差し上げます。

希望者多数の場合はご希望に添えない場合もあります。

●30-50年を経たピアノです。

●引取場所までの運送費はご負担ください。

●申込方法等詳細については、3月5日発行のオアシス臨時号

及びウェブサイトwww.streetpianos.tokyoにて発表します。

｜一つの指、一つの声のタネから音楽をつくろう
by 宮内康乃（作曲家・つむぎね主宰）

日時：3月18日㈰13時と14時の2回（各回40分程度）
場所：MAP9  谷保第4公園
対象：どなたでも参加可。親子参加も可。音楽経験不問。
定員：20名程度。当日先着順。
　　　音や声を重ねて、皆で１つの響きを紡ぎ出します。
　　　指一本で奏で、皆で一台のピアノの演奏に挑戦す
　　　るなど。

くにたちトークグラウンドVol.02

食・農・観光の価値連鎖で
元気な地域をつくる

受付開始

全席自由 くにたち村酒場（せきや国立ビルB1）
2月27日火  19:00（開場:18:45）

ファシリテーター：太下義之
（三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング（株）
  芸術・文化政策センター長）

話題提供1　小山伸二
（辻調グループ 企画部 メディアプロデューサー）
話題提供2　菱沼勇介
（株式会社エマリコくにたち 代表取締役）
￥ 無料　
助成：平成29年度文化庁
「文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業」

申込：2月 5日（月）から
芸術小ホール窓口で整理券配布 または
Peatix  http://kunitachi-tg-02.peatix.com



出演者　　　　曲目　　　　料金　　　　こどもおすすめ事業　　　　未就学児可￥ 市民芸術小ホールの事業　574-1515
チケット価格の後（　）内に記載してあるのは、くにたちポイント（以下P）の付与数／Pでの購入時に必要なP数です。

第2回野外彫刻展
中央
図書館

大
学
通
りさくら通り

東京都多摩障害者
スポーツセンター

富士見台団地

UR都市機構
富士見台第一団地

コンビニエンスストア

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

谷保第三公園

交番

「花と空と太陽と」
小笠原伸行

鋼板
幅 90cm×奥行 15.2cm×高さ 200cm

「象」
加藤淳

ステンレス
幅 65cm×奥行 40cm×高さ 52cm

「地中からの贈りモノ」
藤島祥枝

幅 60cm×奥行 40cm×高さ 60cm
万成石

「太陽の雫」
朝野浩行

御影石
幅 120cm×奥行 40cm×高さ 180cm

「DREAM HAS A PLACE」
小野田勝謙

アルミ
幅 73cm×奥行 40cm×高さ 120cm

「街の風景」
濱田卓二

陶
幅 85cm×奥行 36cm×高さ 50cm

「舞」
森佳三

コールテン鋼
幅 150cm×奥行 40cm×高さ 200cm

「神像 (道ゆく人に
幸福を…)」
武荒信顕

ステンレス
幅 78cm×奥行 40cm×高さ 189cm

彫刻作品一覧と設置場所

1 3 4 5

6 7 8 9 10

「EARTH VIBRATION 
天使の梯子」
近持イオリ

大理石
幅 120cm×奥行 35cm×高さ 195cm

2

107

「たけくらべ」
山本恵海

大理石
幅 150cm×奥行 35cm×高さ 180cm

6

　3月南側緑地帯に設置予定の彫刻制作が10名
の入選者によってすすめられています。ひとつ
ひとつ個性的な形・素材のものが緑地帯を彩り
ます。それぞれの設置場所とともにご紹介します。

8
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体験プログラム

「ピアノとホールのシェアプログラム」
ホールでグランドピアノを演奏できます。3月はスタインウェイ、4月はヤマハです。
実施日： 3月12日（月）・13日（火）・14日（水）、4月3日（火）・4日（水）・5日（木）
時　間： 18:00～21:00の1時間毎（正味55分）。1日につき2時間まで。
対　象： 小学生以上　※小学生のご利用には保護者の付添いをお願いします。
利用料金： 2,000円／1時間　※ご利用当日にお支払ください。
申　込： 2月7日（水）9:00から電話か直接芸術小ホールへ。お名前、連絡先電話番号を

おききします。
ご注意： 当日の調律はありません／座席への立ち入りはご遠慮ください／用意する備品はピアノいす2脚、

荷物置き用長机1台です／音響、照明の操作は行いません／時間内での準備、片づけをお願いし
ます／終了5分前にベルを鳴らします／申込後キャンセルの場合は必ずご連絡ください

くにたちデビューコンサートVol.08

くにたちスタジオコンサートVol.89

Bartók×Bartók バルトーク室内楽の多面的世界

FLAMENCO LIVE AMANECE～夜明け～

2月18日日  15:00（開場:14:30）
国立音楽大学の俊英が挑戦するオール・バルトークプログラム。音大生にはおなじみの
バルトークを室内楽で紹介します。トーク企画も準備中です。
￥  1,000円（11P付与／800Pで購入可）
チケット取扱： 芸術小ホール　　白十字国立南口店　　㈱しまだ文具店　　

宮地楽器国立音楽大学店　　カンフェティ
主催：  （公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　　
協力： 国立音楽大学　　企画運営：国立音楽大学　マネージメントコース4年
助成： 平成29年度文化庁「文化芸術創造活用プラットフォーム形成事業」

ホール全席自由

5月27日日  14:00（開場:13:30）
血湧き肉躍る、スペインの芸能フラメンコ。5人の第一線で活躍するアーティストがお届
けする躍動のステージをお楽しみください！
 橋本容昌（パーカッション）　　　大渕博光（ヴォーカル）　　
池川史洋（フラメンコギター）　　小宮山葉子、満仲茜（フラメンコダンス）

　　  （予定）D.モドゥーニョ：ボラーレ　J.M.ペローニ：コーヒールンバ　ほか
￥  1,000円　（11P付与/800Pで購入可）
チケット取扱：芸術小ホール　　白十字国立南口店

ホールほか

ホール

こども対象の催し物　

第5回 わくわくこどもフェスタ
2月25日日  11:00 ～ 17:00

チケット発売：3月 6日（火）

橋本容昌 大渕博光 池川史洋 小宮山葉子 満仲 茜

● カンフェティで予約すると、セブンイレブンでのお支払ができます（手数料別途216円）。
　またWEB予約の場合、「カンフェティ」会員登録（無料）が必要です。
● くにたちポイントの付与ならびにポイントを使ってのチケット購入は芸術小ホールのみで可能です。
● マークがある事業は未就学児入場が可能です。マークがない事業への入場はご遠慮ください。
● マークがある事業は、「こどもおすすめ事業」スタンプ押印の対象です。
芸術小ホール電話予約
　公演日当日、開場の１時間前までに窓口でお支払。または公演日１週間前までに郵便局窓口でお
振り込み。詳細は芸術小ホール（☎042-574-1515）まで！

チケット
取扱い

楽しいパフォーマンスやコーナーがいっぱい！スタンプラリーもありますよ。
【公演】 12:00～12:30「マリンバコンサート」
　　　 15:00～16:00「アンディ先生のストリートマジック+イリュージョン」※要参加券
【公演と体験】 12:30～13:00「子ども仕舞公演とワークショップ」
　　　　　　  11:15～12:00・13:00～15:00「こまのたけちゃんのあそぶあそび！」
【体験】13:00～15:00・16:00～17:00「手あそび・おりがみ・わらべうた」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「くにたちカルタあそび」
￥   無料。「ストリートマジック（於：ホール）」のみ要参加券。
（1/29（月）から芸小ホール、各児童館、市役所児童青少年課で配布）
お問合せ： わくわくこどもフェスタ実行委員会
　　　　　TEL 042-576-1313 ／メール kodomowakufes@yahoo.co.jp
主催：わくわくこどもフェスタ実行委員会　
後援：国立市教育委員会 国立市社会福祉協議会　日本児童・青少年演劇劇団協同組合

芸術小ホール窓口  ☎ 042-574-1515　  （株）しまだ文具店  ☎ 042-576-4445
白十字国立南口店  ☎ 042-572-0416　  　宮地楽器国立音楽大学店  ☎ 042-537-8200
カンフェティ  ☎ 0120-240-540　www.confetti-web.com

落語 身近に味わう古典芸能　

第36回 くにたちすたじお寄席+（プラス）
3月4日日  18:30（開場:18:00）
同日14時30分からの会が完売につき、急きょ夜に追加公演決定！
演目は14:30の会と異なります。
 立川らく次　　立川志奄

えん

　　立川志らべ　　立川志獅丸　　らく兵
￥   1,500円（16P付与/1,200Pで購入可）
チケット取扱： 芸術小ホール　　白十字国立南口店　　㈱しまだ文具店
★第37回は6月3日（日）14:30開演。出演者等詳細はHPおよびチラシをご覧ください。
チケットは3月4日（日）発売開始です。

全席自由

全席自由

地下スタジオ

地下スタジオ

チケット発売：2月 5日（月）

募集

発売中

発売開始

発売開始

一公演のみ要参加券無料



★外壁工事のお知らせ★
平成30年1月下旬から総合体育館の外壁等改修工
事を行っています。原則として休館はしませんが、
プールの機器の入れ替えを行うため、次の期間は
プールをご利用いただけません。また、工事期間中
は騒音が発生します。利用者の皆様にはご迷惑をお
かけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。

駐輪場：谷保第四公園
喫煙所：既存の喫煙所の北側

【プール休止期間】
３月12日（月）～３月31日（土）

【外壁工事中の場所の変更】

オーエンスベースボールアカデミー／国立市少年野球連盟

スポーツ教育講演会

あなたの可能性を引き出すために

 山本 博（オリンピック銀メダリスト、東京都体育協会会長）

3月31日土

無　料事前申込不要

時　間  18:30～20:00（開場18:00）
会　場  くにたち市民芸術小ホール　
定　員  300名
主　催  国立市体育協会
共　催  （公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

継続・持続をポリシーとして20年かけて銅メダルを銀メダルに変えた不屈の精神力の持ち主、山本博氏。継続・持続をポリシーとして20年かけて銅メダルを銀メダルに変えた不屈の精神力の持ち主、山本博氏。
今回は「今回は「あなたの可能性を引き出すための強い心の育み方あなたの可能性を引き出すための強い心の育み方」について講演してもらいます。」について講演してもらいます。

料金　　　　こどもおすすめ事業　　　　未就学児可￥ 市民総合体育館の事業　573-4111講　師
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第28回　ダンスコレクション

ダンスコレクション2018

開場13:30～　開演14:00～
くにたち市民芸術小ホール

2月24日（土）10:00～
くにたち市民総合体育館1階
ロビーにて販売

第28回ダンスコレクション実行委員会
（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団
㈱ヤクルト本社中央研究所
㈲白十字 
くにたち市民総合体育館　
☎042-573-4111

￥  指定席700円　自由席500円

チケット販売

時　間 主　催
会　場 共　催

協　賛

問合せ

チケット販売

3月25日日

◆申込資格◆

◆申込方法◆

市内在住、在勤、在学者（高校生以上で体調の管理ができる方）。
事業により、募集対象(年齢・学年)が設定される場合がありますので、ご確認の上お申込みください。
往復ハガキまたはホームページからお申込ください。応募者多数の場合は、抽選になります。

ＱＲコードまたはホームページから、参加希望の事業を選択してお申込みください。
◆お一人様1アドレスでお申込み下さい。処理手続き上、代理でのお申込みはできません。
◆ ご記入頂いたメールアドレスに間違いがある場合、こちらから返信することができません。送信前に、もう一度ご確認ください。
◆ フリーメール・一部の携帯電話からのお申込みの場合、自動返信メールが受信できないという事象が発生しております。
返信メールが届かない場合は、大変お手数ですが往復ハガキでお申込みください。

◆QRコードは機種により対応していない場合があります。
◆パケット通信料は、お客さまのご負担となります。

ご希望の事業名、住所、氏名(フリガナ)、性別、
電話番号、在勤者は勤務先、在学者は学校名・
学年を明記の上、各事業の締切日までにお申込
みください。

●往復ハガキでの申込方法 【締切日必着】

●ホームページでの申込方法 2月5日（月）9:00～各事業の締切日(最終日は16:00）【締切最終日16：00】

【宛先】〒186-0003
国立市富士見台2-48-1
くにたち市民総合体育館

※ 平成29年6月1日から、郵便料金が改定されております。
料金をご確認の上、お申込みください。

いきいき健康づくり

太極拳24式・48式①
4月3日火～5月22日火 毎週火曜日4月3日火～5月22日火 毎週火曜日

山口 みな子 5,000円（8回分）

13:00～14:40
第三体育室
60名

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

※経験者向けのクラスとなります。※初心者向けのクラスとなります。

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

いきいき健康づくり

初めての気功と健康太極拳①

山口 みな子 5,000円（8回分）

14:45～16:25
第三体育室
50名

参加費参加費

￥￥

時　間時　間
会　場会　場
定　員定　員

締切：2月 28日（水）必着締切：2月 28日（水）必着

親子で参加

親子スイミング教室①
4月16日月～5月28日月 毎週月曜日　

堀 政代 4,000円（6回分）

15:30～16:30
室内プール
25組　50名
親とおむつのとれた3歳～6歳までのお子様

☆水着と水泳帽をお持ちください。

参加費

￥

時　間
会　場
定　員
対　象

締切：2月 28日（水）必着

こどもおすすめ事業

春休み小・中学生無料開放
3月29日木 
時　間

会　場

  9:00～17:00　バドミントン、卓球
※今回はプール機器の入れ替え工事のため、水泳はできません。
第一体育室　バドミントン、卓球

無　料事前申込不要

☆最終受付時間　16:30
☆混雑状況により、予定よりも早く受付を終了することがあります。
☆種目は一人1回1時間を繰り返しプレイできます。
☆同伴する保護者の方も無料でプレイできます。
☆コーチによるワンポイントアドバイスが受けられます。
☆バドミントン・卓球は、動きやすい服装と上履きが必要です。
☆当日は先着順になります。体育館ロビーの受付でお申込みください。

　　

いきいき健康づくり

骨盤調整＆エアロビクス①

杉田 茂子 5,000円（8回分）￥

参加費

締切：2月 28日（水）必着

4月7日土～6月2日土 毎週土曜日

10:15～11:30
第二体育室
50名

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

時　間
会　場
定　員

【火曜コース】 4月3日火 ～6月26日火 毎週火曜日
 　　　　　　　 ※5月1日を除く

【金曜コース】 4月6日金 ～6月29日金 毎週金曜日
 　　　　　　　 ※５月4日を除く

【Ａコース】9:15 ～ 10:35　【Ｂコース】10:40 ～ 12:00

国立南ゴルフセンター　2Ｆ（国立市青柳174）
各コース11名（合計44名）

時　間

コース

会　場
定　員

※必ず希望の曜日コースとA・Bコースを指定してください。

いきいき健康づくり

初心者ゴルフ教室

猪俣 英昭 18,000円(12回分)

参加費

￥
締切：2月 28日（水）必着

4月14日土　

こどもおすすめ事業

小学生かけっこ教室①
無　料

締切：2月 28日（水）必着
長澤 宗太郎

9:30～11:30（9:00から受付を開始します）
谷保第三公園内 野球場（住所:国立市富士見台2-34）
※雨天時は総合体育館第一体育室で行います。必ず上履きをお持ちください。

市内在住、在学の小学3～6年生（4月からの新学年）
80名

時　間
会　場

対　象
定　員
☆動きやすい服装、運動靴でお越しください。（着替える場所はありません）

3月10日土

☆動きやすい服装、運動靴でお越しください。（着替える場所はありません）
☆グローブが無くてもお楽しみいただけます。
★ジャイアンツメソッドのプログラムで心も体も強くしましょう！
★初めての方、自信の無い方も大歓迎です！

こどもおすすめ事業

親子野球教室③

10:00～11:30（9:30から受付を開始します）
谷保第三公園内　野球場（国立市富士見台2-34）
親と幼稚園年中～小学2年生までのお子様（3月までの学年）
80組 160名

無　料

会　場
時　間

対　象
定　員

締切：2月 21日（水）必着

※5月5日を除く

いきいき健康づくり

水中リズムウォーキング①
4月4日水～5月30日水 毎週水曜日

5,000円(8回分)

13:30～14:30
室内プール
60名

成田 佳代子
☆水着と水泳帽をお持ちください。

￥
締切：2月 28日（水）必着

参加費

時　間
会　場
定　員

※5月2日を除く

※4月30日を除く

対　象 小学4年生～6年生　 人　数 40名（先着、30名以上集まらない場合は中止の場合あり）
料　金 10,000円(レンタル代別途必要)　 締　切 2月10日(土)
引　率 国立市スキー・スノーボード連盟
お申込・お問合せ  国立市中1-1-12　ドムス国立102　㈱カイラス

総合旅行業務取扱主任者　落合一民
 TEL.042-843-2620  FAX.042-843-2621  Mail:travel@kailash.jp

参加者向け説明会：2月19日（月）午後6時～　総合体育館会議室

★小学生スキー教室のお知らせ★
3月21日 水 祝 6:00～

※このスキー教室は
　総合体育館の事業
　ではありません。

※雨天時は総合体育館第一体育室で行います。必ず上履きをお持ちください。

　　

　　



ホームページもご覧下さい。
http://www.studio-takahashi.com/

御卒業・御入学記念
撮影予約受付中！

御卒業・御入学は人生の
門出です。
撮影は信頼あるタカハシ
写真にお任せください。

※家族写真・記念写真の撮
影、ホール等での舞台撮
影もいたします。お気軽
にお問合わせください。

文化・スポーツ活動への助成制度
　くにたち文化・スポーツ振興財団では、
一定の要件 (財団ホームページより「助成
要綱、要領」参照 )を満たしている活動に
対し、費用の一部を助成します。
　今回は、事業を４月から10月までに行
う団体等が対象です。ただし、一団体が
日頃より行っている活動、発表会、大会
等については、原則助成は行いません。
　詳しくは、事前に財団総務課に問い合
わせいただき、申請する場合は、所定の
申請書 (ホームページよりダウンロード
可 )に記入し、平成30年2月16日 (金 )
までに各館、又は総務課へ提出願います。

　　　　　　総務課 042-574-1511

￥講　師 参加費 こどもおすすめ事業 郷土文化館・古民家の事業　576-0211
4 2018 OASIS No.164

伝統行事を体験

伝統行事

カルタで学ぶくにたち

音楽鑑賞

自然観察会

天体観測

講演会

ひなまつり 菱餅作り

ひな人形飾り

くにたちカルタ大会 in 郷土文化館

蓄音機でレコードを聞いてみよう

冬の生き物探し

冬の星空ウォッチング

ミニ展示「絵図からみる多摩川と用水」関連講演会

絵図にみる多摩川中流域の村々

2月25日日 9:30～14:30ころ
桃の節句「ひなまつり」に飾る、赤・白・緑のひしもちを作ります。
お餅をついてひし形に切るところまで体験します。
 くにたちの暮らしを記録する会

￥  600円
会　場：国立市古民家
対　象：小学生以上
　　　※小学校4年生以下は、必ず保護者も参加。
持ち物：エプロン、三角巾、タオル、お弁当
受　付：2月6日（火）10:00より
　　　　電話で郷土文化館まで

2月10日土 
　　　　　～3月11日日 
会　場：国立市古民家
　　　　くにたち郷土文化館

2月11日日 祝 13:30～15:30
くにたちのことが詠まれた「くにたちカルタ」で遊んでみよう！
遊んでいるうちに、くにたちのことにくわしくなれるかも？
会　場：郷土文化館　研修室
協　力：国立市社会福祉協議会
　　　　国立市ボランティアセンター
申込不要、当日直接会場へお越しください。
※ 当日の参加人数により、個人戦またはグループ
戦を行います。

2月24日土 14:00～15:00ころ
SPレコードの懐かしい音楽を聞きながら、午後の
お茶を楽しみませんか？
昭和初期の蓄音機を使って、郷土文化館が所蔵す
るSPレコードを鑑賞します。
会　場：郷土文化館　1階多目的ホール
申込不要、当日直接会場へお越しください。

※ SPレコードをお持ちの方は、会場にご持参頂
ければおかけ致しますが、都合により再生で
きない場合もありますので、予めご了承くだ
さい。

3月18日日 9:30～12:30
土の中のカブトムシや、朽木の中のクワガタムシを観察しながら、
自然の観察方法等を学びましょう。
 NPO法人国立市動物調査会

￥  100円
会　場：郷土文化館
　　　　研修室および周辺の野外環境
　　　　（雨天の場合は、研修室にて講話）
対　象：小学生以上　
　　　　※小学校4年生以下は、必ず保護者も参加。
持ち物：防寒着、筆記用具
受　付：2月14日（水）10:00より
　　　　電話で郷土文化館まで

2月23日金 18:00～20:00
第3回「かに座のプレセぺ星団」

  伊東昌市（国立天文台）
会　場： 郷土文化館  研修室・武蔵野庭園
持ち物： 防寒具、双眼鏡(お持ちの方）
※申込不要、
　当日直接会場へお越しください。
※ 公共交通機関をご利用ください。
※ 小学生以下は、必ず保護者同伴。
※ くもりや雨天等星が見えない場合は、
　館内で宇宙のお話をします。

3月3日土 14:00～16:00

付：付：付付：：付：：付：：：22222222222 66 （火火（火火）1110:0:0:0000000よりよりよよよよりよよよよよりよよよよよりりりり、、、、、、、、、、、、、 でででででで 土土土土土土土土土土土土土土土土文化化文文文文文 館までででででででででででで受受受受受受受 付：付：付付付付付付付付：：付：：付：：：：付：：：付：：：：：：2222月2222月2222222 6日6日66日6 （火（火（火（火（火（火（（火（火）1）1））1）11111）1111）10:0:0:0:0:0:00:0:0:0:0000000000000000000よりよりよりよりよりよりよりよりよよよりよりよりりよよよりりり、、、、、、、電電電、、、、、、、、、、、、、、 話で話でででででででででででで郷土郷土郷土郷土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土文化文化文化文化文化文文化文化文化文化文 館ま館館ま館ままででででででででででで

冬季企画展 /ミニ展示

むかしのくらし展
絵図からみる多摩川と用水（同時開催）
ただいま開催中!  3月12日月 まで
開館時間：9:00～17:00（入館16:30まで）
会　　　場：郷土文化館　特別展示室
展示解説日：2月18日（日）11:00～
　　　　　　3月3日（土）11:00～

休館日：第2・4木曜日

1961(昭和36)年1月16
日に開始された第一小学
校の給食から、くにたち
の学校給食がはじまりま
した。その後、学校給食
センターが完成し、市
立の全小中学校の完全給
食が実施されるのは、
1968(昭和43)年9月以降
のことです。

1966(昭和41)年3月18日の第一小学校の給食。献立は、豚肉と野
菜・スパゲッティの煮込み・牛乳・ロールパンにジャムの小袋つき。

※郷土文化館HP「くにぶんブログ」でも写真紹介をしています。

昭和36年　第一小学校昭和36年　第一小学校

「第22回紙の工芸展」
実行委員  募 集 中

応募期間：2月19日（月）まで。
応募は電話で郷土文化館へ。
※詳細は郷土文化館にお問合せください。

募　

集

無料

無料

※いずれも30分程度

多摩川の流路変更と、それによる村の移動について学びます。また、くにたち周辺の
多摩川に関する絵図について、治水や水害の資料などを用いて読み解いていきます。

 清水裕介（中央大学人文科学研究所客員研究員）
会　場：郷土文化館　講堂
受　付：2月6日（火）10:00より、電話で郷土文化館まで

参加費

無料

無料

無料

参加費

定員20名（先着順）

定員20名（先着順）

定員50名（先着順）

無料
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