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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。

塩野啓子バレエスタジオ

12018 OASIS No.165

参加カードをもらってスタンプを押してもらってね。
スタンプがたまると景品と交換できるよ！
焼きそばや駄菓子の販売もあります。
市役所有料駐車場は台数に限りがあります。
公共交通機関をご利用ください。

日時：5月5日（土・祝）10：00～15：30

第28回
テーマ「青空の下で レッツ トライ! ! 」

会場：総合体育館、芸術小ホール、谷保第四公園、
　　第五小学校体育館・校庭、市役所西側広場
主催：国立市体育協会　　公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団

後援：国立市教育委員会　　協賛：㈱ヤクルト本社中央研究所、FSX㈱、国立温泉湯楽の里

ファァミミリリーーフフェェスステティィババルル 参加無料雨天決行

してもら てね

主催：国
後援：後援：後援後援後援後後後後 国立市国 教育

第五小学校体育館・校庭第五小学校体育館・校庭

谷保第四公園谷保第四公園

芸術小ホール芸術小ホール

新種目登場！ ワクワクがつまった空間へ新種目登場！ ワクワクがつまった空間へ
ようこそ！ようこそ！
ウェイトリフティング・ティーバッティウェイトリフティング・ティーバッティ
ングング・・ターゲットバードゴルフなどが楽しターゲットバードゴルフなどが楽し
めます。めます。
2020年東京オリンピック2020年東京オリンピック・・パラリンピッパラリンピッ
クも近づいてきました！新種目が登場すクも近づいてきました！新種目が登場す
るかも!?  当日実際に来て、見て、体験しるかも!?  当日実際に来て、見て、体験し
よう!!!よう!!!

芸術小ホールでは、今年も楽しいイベン芸術小ホールでは、今年も楽しいイベン
トがいっぱい！トがいっぱい！
ファミリーフェスティバルに7年ぶりの登ファミリーフェスティバルに7年ぶりの登
場『ガムラン』…って何!?場『ガムラン』…って何!?
●●お茶会お茶会
　ガールスカウト　　ガールスカウト　
　　　　1010：：3030～～1515：：0000
●●ランチタイムステージランチタイムステージ
　ガムラン（バリ島打楽器オーケストラ）　ガムラン（バリ島打楽器オーケストラ）
　　　　1212：：00～1200～12：：3030
●春風コンサート●春風コンサート
　国立三中OB吹奏楽団　　国立三中OB吹奏楽団　
　　　　14：00開演14：00開演

今年もポニーに乗ってね！今年もポニーに乗ってね！
キャタピラ遊びやパターゴルフなど、普キャタピラ遊びやパターゴルフなど、普
段はできないキラキラ体験をぜひ！段はできないキラキラ体験をぜひ！

総合体育館総合体育館

市役所西側広場市役所西側広場

オリンピック・パラリンピック正式種目をオリンピック・パラリンピック正式種目を
含め、様々な種目が楽しめます！含め、様々な種目が楽しめます！
大人もこどもも一緒に楽しめるニュース大人もこどもも一緒に楽しめるニュース
ポーツも多数あり！ポーツも多数あり！
カーレットカーレット・・スポーツ吹矢スポーツ吹矢・・ショートテニショートテニ
スなど、他ではなかなか体験できない種スなど、他ではなかなか体験できない種
目も楽しんでください！目も楽しんでください！
※第一・第三体育室での種目は上履きが必要です。※第一・第三体育室での種目は上履きが必要です。
※水泳は水着と水泳帽が必要です。※水泳は水着と水泳帽が必要です。

野外劇場スーパーライブ！野外劇場スーパーライブ！
吹奏楽の演奏や、ノリノリのダンスもあ吹奏楽の演奏や、ノリノリのダンスもあ
ります。ります。
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◆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 4月5日（木）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

いきいき健康づくり いきいき健康づくり

いきいき健康づくり 親子で参加

いきいき健康づくりいきいき健康づくりこどもおすすめ事業

しょうがいのある方へ
　多摩障害者スポーツセンターの改修工事に伴い、同工事が完
了するまで、しょうがいのある国立市民の方は市民総合体育館
の各施設と南市民プラザトレーニング室を無料でご利用いただ
けます。身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳・
多摩障害者スポーツセンターの利用証(利用証の場合は市内在住
を確認できる保険証等も必要です)のいずれかを持って、市民総
合体育館窓口においでください。無料でご利用いただけるカー
ドを発行します。

プール休室期間
　機器取り換え工事のため、次の期間は室内プールを利用でき
ません。

６月１１日(月)～６月３０日(土)

時　間 【Ａコース】9:30～10:30　【Ｂコース】10:40～11:40

会　場  第二体育室、第三体育室　交互

定　員  各コース50名（合計100名）

やさしいヨガ①

締切：4月17日（火）必着

5月9日水～6月27日水 毎週水曜日
※必ず、希望のコースをどちらか1つ指定してください。

大人の初心者水泳教室

締切：4月17日（火）必着

5月11日金～6月8日金 毎週金曜日と隔週木曜日

20:00～21:30
室内プール
20名

時　間
会　場
定　員 対　象

※ お申込みの際は、各必要事項の他に、必ず泳力（①泳げない②15ｍ泳げ
る③25ｍ泳げる）と年齢をお書きください。☆上履きは必要ありません。☆動きやすい服装でおこしください。

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。 ☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。 ☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

☆水着と水泳帽をお持ちください。

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

※5月11日、17日、18日、25日、31日、6月1日、7日、8日に開催

～今年こそ水泳にチャレンジ～
　必ず泳げるようになります

中学生以上

親子体操教室①

締切：4月 17日（火）必着

5月11日金～6月29日金 毎週金曜日

時　間  9:30～11:30

会　場  第一体育室、第二体育室 交互

定　員  30組　60名

対　象 親と2歳～4歳までのお子様 

小学生バドミントン教室①

締切：4月17日（火）必着

5月12日土～6月30日土 毎週土曜日
※5月26日、6月9日を除く

9:30～11:30
30名

第一体育室
在住、在学の小学生

時　間 会　場
定　員 対　象

楽しいフラダンス①

締切：4月27日（金）必着

5月17日木～7月19日木 隔週木曜日
※5月17日、31日、6月7日、21日、7月5日、19日に開催

10:00～11:30
第三体育室
30名

時　間
会　場
定　員

太極拳24式・48式②

締切：5月15日（火）必着

6月5日火～7月24日火 毎週火曜日

13:00～14:40
第三体育室
60名

時　間
会　場
定　員

初めての気功と健康太極拳②

締切：5月15日（火）必着

6月5日火～7月24日火 毎週火曜日

14:45～16:25
第三体育室
50名

時　間
会　場
定　員

骨盤調整＆エアロビクス②

締切：5月15日（火）必着

6月16日土～8月4日土 毎週土曜日

10:15～11:30
第二体育室
50名

時　間
会　場
定　員

トレーニング室開室時間の延長について
平成30年4月1日より、トレーニング室の開室時間を9:30 ～ 21:30から9:30 ～ 21:45に変更しました。
退館時間は22：00で変更ありません。皆様のご利用をお待ちしております。

トレーニング室利用時間 9：30～ 21：45

  遠田 マチ子   2,000円（6回分）

  山口 みな子   5,000円（8回分）

  津江 なつみ   5,000円（8回分）   保坂 智子   5,000円（8回分）

  吉田 和美   5,000円（6回分）

  杉田 茂子   5,000円（8回分）

  塩野 啓子   5,000円（8回分）

  山口 みな子   5,000円（8回分）

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。 ☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

参加費

参加費 参加費

参加費 参加費

参加費参加費参加費

インターバル速歩
4月6日金、5月4日金・祝、6月1日金  毎月第一金曜日

10:00～11:00
谷保第三公園（国立市富士見台2-34）
（野球場バックネット裏にご集合ください）

☆ 参加される方は、実施日に会場へおいでください。（事前申込不要）
☆ 歩きやすい服装、歩き慣れたシューズ、飲み物をお持ちください。
着替える場所はありません。
☆ 現地集合・現地解散となります。

時　間
会　場

※雨天中止　自由参加

★ インターバル速歩とは、速歩き3分とゆっくり
歩き3分を交互に行うウォーキングです。
★ 普通のウォーキングより筋力や持久力アップが
見込めると言われています。

インターバル速歩とは？

いきいき健康づくり

○ 生活習慣病のリスク軽減に！
○ ロコモティブシンドローム予防に！
○ サルコぺニアにならないために！
◎ 難しい事は考えずに、気軽に歩きましょう！
◎ しっかり継続して、寒さに強い体・熱中症になりにくい体を
作りましょう！

  川上　義昌（インターバル速歩インストラクター）

無　料
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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。
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6月10日日  13:00（開場:12:30）
市内約20団体が手を携え開催する音楽の祭典です。日常的に音楽を楽しむ市民の皆さん
が熱演します。
   （全19グループ・50音順）国立あひるグループ　　国立学園小学校しらかば合唱団

　　国立カンタービレ　　国立市立国立第二中学校合唱部　　くにたち混声合唱団ときわ
　　 くにたち少年少女合唱団＆チャイルド隊　　くにたち女声合唱団　　くにたちマ
ザーグース　　グリーン・コーラス　　コーロ・ソアーヴェ　　混声合唱コール・
ブレヴィス　　混声合唱団国立ときわ会　　なつめコーラス　マトリョーシカの会
＆東京外国語大学ルムーク　　ママの森幼稚園コーラス部　　マリンバワールド　
武蔵野リコーダーコンソート　　ラ・コンフィチュール　　リコーダーとギターに
よる子どもアンサンブル

講評：宮本哲朗
  無料（当日お越しください）

主催： くにたち音楽祭実行委員会　（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

無料の催し物

第43回 くにたち音楽祭
全席自由 ホール

©東海テレビ放送

ホールでグランドピアノを演奏できます。5月はスタインウェイ、6月はヤマハです。
実施日： 5月14日（月）・15日（火）・16日（水）、6月5日（火）・6日（水）・7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： 4月10日（火）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

　　　　※工事の状況をみて、時間を追加する場合があります。ホームページをご確認ください。

体験プログラム

全席自由 ホールピアノとホールのシェアプログラム

● 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ご入場はご遠慮ください。
● マークがある事業は、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！

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

チ ケ ッ ト 取 扱 い

6月3日日  14:30（開場:14:00）
新メンバー・志らぴーさん登場！  すた寄席第二章の始まりをどうぞ見守ってください。
  立川志奄　　立川志らべ　　立川志獅丸　　らく兵　　立川志らぴー
  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

落語 身近に味わう古典芸能

第37回 くにたちすたじお寄席
全席自由 地下スタジオ

立川志らぴー立川志らべ立川志奄 立川志獅丸 らく兵

発売中 無料

7月1日日 
■１２３シアター（1～3歳ごろのお子さん歓迎）  13:00開演
■◎シアター（どなたでも）  17:00開演
※公演内容は2公演とも同じです。※上演時間は約30分です。※開場は15分前の予定です。
チケット発売：5月1日（火）
だれもが知る児童文学作品を、「よみしばい」という独特の形式で上演します。
想像力をフル回転させて、こどももおとなも一緒にたのしんじゃいましょう！
  Theatre Ort（シアター・オルト）　ほか
  １２３シアター：おとな400円　　こども（中学生以下）無料
  ◎シアター： おとな400円　　こども（4歳～中学生）200円　※3歳以下無料

チケット取扱：芸術小ホール
企画制作　たちかわ創造舎

演劇 くにたち芸小１ ２ ３＆ ◎シアター

「ハーメルンの笛吹き男」
全席自由 ホール

（次回予告）

9月8日土  
１２３シアター：13:00　
◎シアター：17:00

地下スタジオ

発売予定

募集

6月27日水  18:00（開場:17:30）
入場整理券配布：4月24日（火）から芸術小ホール窓口で　　　
建築家・津端修一さん（90歳）と妻・英子さん（87歳）の暮らしはモダニズムの巨匠ル・コ
ルビュジエのことば「家は、暮らしの宝石箱でなくてはいけない」そのもの。本当の豊か
さへの深い思索にいざなわれる作品です。
【第91回キネマ旬報ベストテン 文化映画第1位 ほか受賞】
監督：伏原健之　　ナレーション：樹木希林
  『6.27劇場・音楽堂の日』にちなんだ公益事業として無料

「劇場・音楽堂の日」とは
2012年6月27日、「劇場、音楽堂等の活性化に
関する法律」が公布されました。この法律が制
定された意義や効果を広く普及するため、6月
27日前後に劇場・音楽堂等を始め関係団体に
より、人々が劇場に親しみ舞台芸術の魅力に触
れることができる催し物を提供しています。

映画

芸小シネマ「人生フルーツ」
（2016年／91分／日本／ドキュメンタリー）

全席自由 ホール

無料 要入場整理券

©東海テレビ放送

チ ケ ッ ト 取 扱 い

2018年
7/23（月）・24（火） こども寄席　その８
9/2（日） 第 38回くにたちすたじお寄席
9/8（土） １２３＆◎シアター
9/30（日） 第 25回吹奏楽フェスティバル
10月上旬 鼓童交流公演　
10/21（日） スタジオコンサートVol.90　打楽器＆筝
10～ 11月 秋の一芸塾
11/4（日） フレッシュ名曲コンサート（室内楽）　オーボエ
11/9（金） 多和田葉子　複数の私Vol.03
11/11（日） 劇団うりんこ「ともだちや」
11/18（日） スタジオコンサートVol.91　ユーフォニアム＆ピアノ 
12/2（日） ホール寄席
12/5（水）～ 8（土） 公共ホール現代ダンス活性化事業
12月～ 1月 冬の一芸塾
2019年
1/13（日） ニューイヤーコンサート 2019
2/10（日） パフォーマンスキッズトーキョー（発表）
2月下旬 inc.  percussion  days 2019 kunitachi
3 月上旬 第 39回くにたちすたじお寄席
2月～ 3月 春の一芸塾
10～ 3月 原則として毎月第３水曜日ランチタイムコンサート

・・・このほか、「音楽書でたどる実演芸術の世界」「くにたちデビューコンサー
ト」「歌声ひろば」「ギャラリーネットワーク美術講座」などを実施予定です。

2018 年度　今後の主な催し物予定

6月16日土 16:00　ホール / 6月24日日 13:00　音楽練習室
※内容はほぼ同じです。どちらか参加しやすい日時でお申込ください。各回4時間程度。
申込：4月24日（火）芸術小ホール　☎574－1515。またはPeatixアプリから
「多和田葉子 複数の私vol.03」（11月）では、戯曲「動物たちのバベル」※を上演する
計画です。出演者募集に先立ち、演劇を体験するワークショップを開催します。
朗読、演劇や、パフォーマンスなど興味のある方は、お気軽に参加してみてください。
  川口智子（演出家）、おきなお子（演劇ファシリテーター）

対象：中学生以上　各日20名まで。始めての方歓迎。
内容：身体ほぐし（アップ）から即興演劇（インプロ）まで
  500円（要予約申込。当日お支払ください。）

※『動物たちのバベル』（多和田葉子『献灯使』講談社文庫　2017年　所収）

演劇ワークショップ 多和田葉子　複数の私　Vol.03プレ事業

表現を楽しむ
演劇の入り口ワークショップ

募集

Ⓒ東海テレビ放送



   こどもおすすめ事業 郷土文化館・古民家の事業   576-0211

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

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。

御入学記念撮影
予 約 受 付 中！

42018 OASIS No.165

　上の写真は、1964（昭和39）年8月頃と
みられる国立駅南口の様子。
　1962（昭和37）年に新築された、当時
の多摩中央信用金庫国立支店の階上から
撮影された1枚のようです。
　この後、交通量の増加等から国立駅南
口駅前の改修が行われ、歩道の拡幅や横
断歩道の整備等がなされていきます。そ
の改修によって、同年12月19日には、駅
前広場にバスターミナルが完成します。

※当館HP「くにぶんブログ」でも写真紹介しています。〔http://www.kuzaidan.com/province/kuni-bun/〕

▲ たましん歴史資料室からみた桜咲く頃の国立駅南口
2017年4月撮影

企画展

作品募集

ミニ展示 ミニ展示 関関
せ きせ き

頑頑
が んが ん

亭亭
て いて い

  －－谷保から国立へ谷保から国立へ－－

「第22回 紙の工芸展」
出展作品募集!

5月26日土 
～6月24日日
9:00～17:00
（入館は16:30まで）
休館日：6月14日（木）　　
会場：郷土文化館　特別展示室

前回の展示の様子

紙を素材とした様々な作品を展示する「紙の工芸展」。
今年は、8月18日（土）～ 9月9日（日）に開催します。
開催にともない、出展作品を募集いたします。

作品規定： ①素材が紙であること
② 作品サイズは2m×2m以内であること
 ③1人2点まで

申込方法： 4月5日（木）9:30～7月20日（金）まで、
電話で郷土文化館まで

　今年、白寿（99歳）を迎えた関頑亭氏は、芸術を愛し、郷土
の歴史を慈しむ、国立市を代表する文化人のひとりです。国立
市所蔵の頑亭作品を中心に紹介するとともに、頑亭氏の文化活
動や全国の頑亭作品もパネルで展示します。

平成30年度 くにたち郷土文化館の企画展予定
◉ミニ展示「関頑亭－谷保から国立へ－」
　　5月26日（土）～6月24日（日）
◉夏季企画展「第22回 紙の工芸展」
　　8月18日（土）～9月9日（日）
◉秋季企画展「本田家の人々－文雅の世界－」（仮題）
　　10月27日（土）～12月9日（日）（予定）
◉冬季企画展「むかしのくらし展」
　　1月14日（月）～3月11日（月）

－ 写真でたどるくにたち No.3 －

『くにたちの石造物を歩く』表紙
水墨彩色

鯰
木心乾漆

狛犬  阿字（阿像）
木心乾漆　銀箔押

無料

季節の飾り付け

五月人形・こいのぼり飾り五月人形・こいのぼり飾り
4月20日金 ～5月6日日 休館日：4月26日（木）

昨年の様子（郷土文化館）昨年の様子（古民家）脇指　手柄山氏繁

国立市古民家と郷土文化館に、昔ながらのこい
のぼりと五月人形を展示します。
端午の節句にちなみ、郷土にゆかりのある刀剣
類及び、兜などを特別展示室で展示いたします。
場所： 国立市古民家、郷土文化館エントランス

及び特別展示室
※ 古民家の野外にある、こいのぼりは雨天・荒天の際に
は展示しません。あらかじめご了承ください。

無料
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