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　全国公募第2回野外彫刻展の最終選考が3月29日に行
われ、同日授賞式にて各賞が発表されました。国立音楽
大学附属中学校・高等学校の協力の下、テーマ曲「祝祭」
が再演され、クインテット「祝祭五重奏団」の生演奏で
進行し、受賞者と作品の完成を祝いました。

彫刻をさくら通りに設置。受賞作品が決定！

授賞式が行われました。

審査講評：建畠晢氏による講評
　道のグリーンベルトが狭いのでここにうまく野外彫刻
がおさまるのかな、というところが気になっていました
が、実際行ってみると、設置された10作品はそれぞれ、
素材の表情が違うチャーミングな感じで、壮大な彫刻と
違って街にしっくりおさまっていました。現場を見て判
断した作家の力だと思うのですが、うまくいったな、と
いう良い配置でした。彫刻公害という言葉があって、あ
まり彫刻が立していると辟易してしまうのですが、散歩
していてちょうどいい間隔、バランスだと思いました。
　近持さんのグランプリ（大賞：写真3）は、2色の石を
ストライプ状にリズミカルに組み合わせたいい作品で、
無機的な素材なのにほんわかとした生命感みたいなもの
があって、最初通りかかったときに今回はこれがグラン
プリかなと思いました。準グランプリ（準大賞：写真8）

の武荒さんの作品は、タイトルに「神像（道ゆく人に幸
福を…）」とありますが、幾何学的な形だけれど何か生物
的な面白いユーモラスな雰囲気もあって、大賞作品は石
の色そのまま、これは金属の上に赤いコーティングをし
ているのが全く逆で鮮やかな色彩の面白さがありました。
優秀賞「花と空と太陽と」の小笠原さんは、コールテン
鋼という、錆を表情として質感をうまく生かしていて、
内側も非常に細かくきちっと作ってあって技術的にも完
成度が高いと思いました。「たけくらべ」は大理石ですが、
石ってこんな風な使い方もできるのかと。流動的という
か軟体的というか、面白い石の質感を引き出していてユ
ニークでした。加藤さんの「象」は、全く逆に物凄くメ
カニカルな完成度の高いもので、まさしく公共彫刻のひ
とつの典型を示しているレベルの高い作品だと思いまし
た。

前列：左から作家の濱田卓二さん、朝野浩行さん、藤島祥枝さん、小笠原
伸行さん、近持イオリさん、武荒信顕さん、山本恵海さん、加藤淳さん、
小野田勝謙さん、森佳三さん

1.花と空と太陽と／小笠原伸行【優秀賞】

2.たけくらべ／山本恵海【優秀賞】

3.EARTH VIBRATION天使の梯子／近持イオリ【大賞】

4.象／加藤淳【優秀賞】

5.地中からの贈りモノ／藤島祥枝

6.DREAM HAS A PLACE／小野田勝謙

7.舞／森佳三

8.神像（道ゆく人に幸福を…）／武荒信顕【準大賞】

9.太陽の雫／朝野浩行

10.街の風景／濱田卓二

（設置場所 作品タイトル／作家名）

第2回 野外彫刻展
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　市内外、外国からも延べ60,000人が訪れ、ピアノの置い
てあるところが「まちの縁側」となって桜とともにこぼれ
んばかりの笑顔とおしゃべりの花が咲きました。ピアノに加
え、弦管打楽器、歌やダンスなど表現も様々で、「音楽の屋台」
をはしごするような楽しさを感じていただけたとしたら嬉し
い限りです。むっさ21の商店街では継続して演奏できます。
また矢川と西の児童館にも引き取られ、その他のピアノは抽
選の上、店舗やピアノを習っているお子様のいるご家庭に寄
贈されました。

“Play Me, I’m Yours Kunitachi 2018”3月31日閉幕！
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①7月23日月    ②7月24日火 
13:00～16:00（集合は12:30）　　※寄席（発表）は15:00ごろから
夏休みの始まり、新しいことに挑戦してみませんか。本物の落語家さんが一人ひとりお
稽古してくれます。仕上げにお客さんの前で一席つとめてもらいます。ドキドキしなが
ら高座に上がる子どもたちを応援してくださるお客様の観覧もお待ちしています。
申込：6月8日（金）～6月29日（金）　窓口へ直接または電話で（当館休館日を除く）TEL 042-574-1515
対象： 市内在住・在学の小学生　各日15名　　※先着順　　※両日申込も可
  ①立川志らら　　立川がじら　　②立川らく次　　立川がじら
 参加者会費：800円（テキスト代を含む）　　付添い、見学の方：500円　　

 ※当日受付時にお支払ください

小学生向け 落語の世界に触れてみよう

くにたち芸小 こども寄席 その８（2回開催）

地下スタジオ

● 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
7月1日日 15:00 ～
6月27日を劇場の日として広めようと、実演芸術関係者が取り組んでいます。当館では、
日頃施設を利用していただいている皆さんと、職員が意見交換する懇談会を開催します。
この場でいただいたご意見やご要望をもとに、施設の運営管理や、事業制作に活かして
参ります。
対　象： 芸術小ホール利用者（15名程度）
参加費： 無料
申込方法： 原則事前申込制　6/5（火）より電話か直接お越しになり、芸術小ホール窓口

にお申込みください。芸術小ホール☎ 042-574-1515
※実施した利用者懇談会の概要は、後日公表いたします。

ニーズ調査

芸術小ホール利用者懇談会
エントランスホール（予定）

多摩地区ゆかりの新進演奏家の輩出を目指します。（主催：東京多摩公立文化施設協議会）
ピアノ部門　6月27日（水）18：00開演／声楽部門　7月2日（月）18：00開演
【会場】たましんRISURUホール（立川市市民会館）大ホール

全席自由500円　※未就学児はご遠慮ください
チケット取扱：芸術小ホール　ほか多摩地域公立文化施設で
お問合せ： 多摩フレッシュ音楽コンサート事務局　TEL：042-526-1312（立川市地

域文化振興財団）
主催：東京多摩公立文化施設協議会、多摩フレッシュ音楽コンサート実行委員会
協賛：（株）ヤマハミュージックリテイリング池袋店

多摩フレッシュ音楽コンサート2018

昨年の様子

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。
想像力をはたらかせると、目の前に物語の世界が広がりますよ。おとなから小さなお子
さんまでお楽しみいただけます。

7月1日日 「ハーメルンの笛吹き男」
チケット発売中

１２３シアター（1～3歳ごろのお子さん歓迎）  13:00
◎シアター（どなたでも）  17:00
  村上哲也　平佐喜子　小林至（以上T

シ ア タ ー

heatre O
オルト

rt）　ヤストミフルタ（演奏）

9月8日土 「星の王子さま」
１２３シアター（1～3歳ごろのお子さん歓迎）  13:00
◎シアター（どなたでも）  17:00
チケット発売：7月1日（日）

  Theatre Ort　ほか
〈共通事項〉
※ 123シアターと◎シアターの公演内
容は同じです。
※ 123シアターは、特に1～ 3歳ごろの
お子さんを歓迎する回です。
※ 上演時間は約30分です。
※ 開場は15分前の予定です。
  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

全席自由 ホール

全席自由 地下スタジオ

昨年の様子

9月2日日  14:30（開場:14:00）
新体制でのすたじお寄席、ますます好調です！  売り切れ必至、
チケットはお早めに！
  立川志奄

えん

　　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38回 くにたちすたじお寄席
全席自由 地下スタジオ

発売中

ホールでグランドピアノを演奏できます。7月はスタインウェイ、8月はヤマハです。
実施日： 7月2日（月）・3日（火）・4日（水）、8月29日（水）・30日（木）・31日（金）
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： 6月12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

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

参加者募集

3歳のお子さんからおとなまで、みんなで楽しめるくにたち公演。すぐ近くで演奏され
る臨場感はなかなか味わえません。熱いステージを身体全体でご堪能ください。

10月14日日 15:30（開場15:00）
チケット発売：8月28日（火）

   （予定）地代純、鶴見龍馬、渡辺健吾、三浦友恵、前田順康、三枝晴太、渡辺ちひろ
  おとな3,000円　こども（3歳～中学生）500円

★おとなペア券（2枚1組）　5,500円　芸術小ホールでのみ取扱い
※3歳から入場可。２歳以下のお子さんの入場はご遠慮ください。
※小3以下のお子さんは保護者の方が必ず一緒にご入場ください。
チケット取扱： 芸術小ホール　　白十字国立南口店　　（株）しまだ文具店
主催： （公財）くにたち文化・スポーツ振興財団
企画制作： 株式会社北前船

予告

太鼓芸能集団

鼓童交流公演 2018 （約90分公演）
全席指定 ホール

©岡本隆史

発売予定

文化・スポーツ活動を助成します!
くにたち文化・スポーツ振興財団では、下記の助成要件を備えた活動に対し、費用の一部を助
成します。今回は、8月から平成31年2月までに事業を行う団体等が対象です。
●助成要件
　①日常の活動の拠点が、国立市内であること。
　② 構成員が5人以上で、市内居住者（在勤、在学者を含む）を半数以上構成員としていること。
　③原則として、連盟や実行委員会等の組織があること。
　④ 文化・スポーツの振興という当財団の趣旨に合い、助成の必要が認められること。ただし、一団体
が日頃より行なっている活動、発表会、大会等については、原則助成は行いません。

●申請方法
　 　平成30年6月22日（金）までに、財団所定の申請書に記入し、各館へ提出してください。
　（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団総務課（市民総合体育館内）電話042-574-1511

募　集
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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（http://www.kuzaidan.com/gym/）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 6月5日（火）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。

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。

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）
　次の期間、プールの開室時間は9：00～22：00となります。

8月１日（水）～9月2日（日）

プール休室期間

プール開室時間の延長

こどもおすすめ事業

小学生高学年テニス教室
締切：7月11日（水）必着

8月6日月・8月7日火・8月8日水 3日間
※雨天時は中止となります。

7月6日金・8月3日金・9月7日金 毎月第一金曜日 7月25日水・8月22日水 2日間

  佐々木 幸男 

時　間  9:30～11:30（9:00から受付を開始します）
会　場  谷保第三公園テニスコート（住所：国立市富士見台2-34）
定　員  30名
対　象  市内在住、在学の小学4～6年生
☆動きやすい服装でお越しください。（着替える場所はありません）
☆ラケット・ボールはお貸しします。
☆ 経験者でもご参加いただけますが、事業内容は未経験者向けの内容となり
ます。

無　料 いきいき健康づくり

時　間 【Ａコース】 9:30～10:30
 【Ｂコース】10:40～11:40
※必ず希望のコースをどちらか1つ指定してください。

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）
☆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。

やさしいヨガ②
締切：7月4日（水）必着

8月29日水～10月17日水 毎週水曜日

  津江 なつみ   5,000円（8回分）

参加費

いきいき健康づくり

初めての気功と健康太極拳③
締切：7月4日（水）必着

9月4日火～10月23日火 毎週火曜日

  山口 みな子   5,000円（8回分）

時　間  14:45～16:25

会　場  第三体育室

定　員  50名　

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

※初心者向けのクラスです。

参加費

こどもおすすめ事業

初心者ミニバスケット教室
締切：7月11日（水）必着

事前申込不要 事前申込不要 事前申込不要

8月1日水・8月2日木 2日間

6月16日土

  国立市バスケットボール連盟 

時　間  9:30～11:30
 （9:00から受付を
 　開始します）
会　場  第一体育室
定　員  50名
対　象  市内在住、在学の
 小学4～6年生
☆動きやすい服装と上履きをお持ちください。
☆ボールはお貸しします。
☆ 経験者でもご参加いただけますが、事業内容は未経験者向けの内容と
なります。

無　料

いきいき健康づくり

レベルアップゴルフ①
締切：7月4日（水）必着
コース  ※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。

【火曜コース】9月4日火 ～11月20日火 毎週火曜日

【金曜コース】9月7日金 ～11月30日金 毎週金曜日

※11月23日を除く
時　間 【Ａコース】 9:15～10:35  
 【Ｂコース】10:40～12:00
会　場  国立南ゴルフセンター 2F（国立市青柳2-18-6）
定　員  各コース11名（合計44名）
☆初心者の方でもご参加いただけます。

  猪俣 英昭   18,000円（12回分）

参加費

いきいき健康づくり

時　間  13:00～14:40

会　場  第三体育室

定　員  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です。

太極拳24式・48式③
締切：7月4日（水）必着

9月4日火～10月23日火 毎週火曜日

  山口 みな子   5,000円（8回分）

参加費

いきいき健康づくり

楽しいフラダンス②
締切：7月4日（水）必着

9月6日木～11月15日木 隔週木曜日
※9月6日、20日、10月4日、18日、11月1日、15日に開催

  吉田 和美   5,000円（6回分）

時　間  10:00～11:30

会　場  第三体育室

定　員  30名　
☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

参加費いきいき健康づくり

水中リズムウォーキング②
締切：7月4日（水）必着

9月5日水～10月31日水 毎週水曜日
※10月24日を除く

  成田 佳代子   5,000円（8回分）

時　間  13:30～14:30

会　場  室内プール

定　員  60名　
☆水着と水泳帽をお持ちください。

参加費

親子で参加

親子スイミング教室②
締切：7月4日（水）必着

9月3日月～11月5日月 毎週月曜日
※9月17日、24日、10月8日、
　22日を除く

  堀 政代   4,000円（6回分）

時　間  15:30～16:30

会　場  室内プール

定　員  25組　50名

対　象  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

インターバル速歩講習会

☆椅子に座って話を聞く、いわゆる座学の講習会になります。
☆ 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）
☆ すでにインターバル速歩にご参加されている方にも、全く初めての方
にも、わかりやすくインターバル速歩を説明します。

☆ 中高年の健康について、様々な角度から詳しく解説します。

いきいき健康づくり

  川上　義昌（インターバル速歩インストラクター）

時　間  10:00～11:30
 （9:30から受付を開始します）
会　場  総合体育館　第一・第二会議室
定　員  70名

「中高年の健康管理に最適な運動！インターバル速歩」

無　料

インターバル速歩 夏休み小・中学生無料開放
いきいき健康づくり こどもおすすめ事業

  川上　義昌（インターバル速歩インストラクター）

★夏期（7月・8月・9月）のみ時間を変更します！

時　間  9:00～10:00  ※雨天中止　自由参加
※7月から3回のみ時間を変更します。ご注意ください。

会　場  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  9:00～17:00　バドミントン、卓球
 10:00～17:00　水泳　※最終受付予定時間 16:30
会　場  第一体育室　　バドミントン、卓球
 室内プール　　水泳
※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。
☆水泳は水着と水泳帽が必要です。
☆当日、体育館1Ｆロビーの専用受付でお申込みください。

無　料 無　料



   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

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。

ご家族の記念日に
　     家族写真を
　     　　残しましょう

タカハシ写真
JR谷保駅より歩2分

国立市富士見台1-11-12
TEL・FAX（042）573-2284
ホームページもご覧下さい。

http://www.studio-takahashi.com/
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「夜の老求道者」（個人蔵）

昭和25（1950）年頃の甲州街道。
右手に、本田家の薬医門が現在と同じ場所に見えていま
す。当時、谷保地区の甲州街道に信号機はなく、自動車
の交通量増加に伴い事故が多くなります。谷保天満宮前
に国立最初の信号機が設置されるのは昭和39（1964）年
４月になってからです。

※秋季企画展（10/27～）では、本田家寄贈資料から貴重な作品を展示します。

▶  右の写真は、甲州街
道拡幅により現在の
場所へと移設される
前の本田家薬医門：
昭和6年

写真提供：国立市（本田家旧蔵資料）

　本田家は名主であり医家でもあった国立市域屈
指の名家です。また新選組の近藤勇や、土方歳三
とも縁が深いことでも知られています。
　本書は本田家16代当主本田咊夫氏の聞き取り
調査の内容をまとめたものです。本田家に伝わる
歴代の事績から、戦前・戦後の村の様子など、本
田家に残された写真を交えて収録しています。

郷土文化館叢
そう

書
しょ

第1集

『本田咊
たか

夫
お

氏聞き取り報告』

郷土文化館にて販売
￥900（税込み）

【140頁  A4版  モノクロ】

くにたち自然クラブ全7回 ハケや湧き水・矢川・多摩川・府中用水など、くにたちに残る自然を探して、生きもの探
検を行います。楽しい体験をたくさん用意していますので、ぜひ参加してください。

送付先：〒186-0011　国立市谷保6231　くにたち郷土文化館「自然クラブ」募集係
※ 専用申込用紙は郷土文化館で配布。郷土文化館・国立市動物調査会のHPからもダウン
ロードできます。

 2,000円（年間の保険料など）
対　　象：市内在住・在学の小学校2年生以上
　　　　 （4年生以下は、保護者同伴でお願いします）
会　　場：郷土文化館とその周辺
共　　催：NPO法人国立市動物調査会

申込：専用申込用紙を添付し、往復はがきで　6月 13日（水）〔必着〕 ★年間予定★※当日の天候によっては、内容を変更することがあります。
① 6月24日（日）  9：30～ 14：00 クワガタの観察と飼育 －幼虫を見つけよう－
② 7月14日（土） 19：00～ 21：00 夜間観察 －夜の雑木林に集まる虫たち－
③ 7月29日（日） 10：00～ 12：00 夏の昆虫採集 －何種類捕れるか挑戦－
④ 8月18日（土） 10：00～ 12：00 魚の調査と観察 －川で魚を捕ろう－
⑤ 9月30日（日） 10：00～ 12：00 多摩川のフィールド観察 －バッタを捕ろう－
⑥ 11月11日（日） 10：00～ 12：00 木の実を集めて遊ぶ －秋の宝物づくり－
⑦ 12月16日（日） 10：00～ 14：00 生き物の絵を描く －1年のまとめ－

※①⑦はお弁当を持参してください。
※②は夜間のため、全員保護者同伴で参加してください。

2018年度（第20期）会員募集

予告 第22回 紙の工芸展　8月18日（土）～9月9日（日）
※出展作品募集中！　7月20日（金）までに、電話にて郷土文化館まで。
◆８月中旬から９月初旬の期間にも、各種体験教室を開催いたします。 
　詳細は次号のオアシスにてお知らせいたします。

－ 写真でたどるくにたち No.4 －
ら貴

参加費

わら細工教室

わらぞうり作りわらぞうり作り
7月22日日 13:30～16:00
むかしの人がはいていた「わらぞうり」は、
どんな知識や技で作られているのか体験してみよう！
 くにたちの暮らしを記録する会
 600円

対　象：  小学生以上（小学4年生以下は保護者同伴）
会　場：郷土文化館　研修室
持　物：  1m×1m以上の布切れ（鼻緒など

に巻きます）、はさみ、筆記用具

昨年の教室の様子

申込みは、6月19日（火）9：30より電話にて
郷土文化館まで。【℡：042-576-0211】

参加費

定員
15名先着順

年中行事

七夕飾り七夕飾り
6月23日土 ～7月8日日  
会場： くにたち郷土文化館・

国立市古民家
6月15日（金）から短冊コーナーを設置します。星空
に願いを込めて、短冊を笹竹に飾りましょう。
また、城山さとのいえにも短冊コーナーとミニ飾り
を設置します。

無料

企画展

　 　 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－－ミニミニ
展示展示

6月24日日 まで開催　※6/14（木）は休館日
9:00～17:00（入館は16:30まで）
会場：郷土文化館　特別展示室
郷土の芸術家、関頑亭氏。本展では、国立市
所蔵の関頑亭作品を中心に紹介します。また
頑亭氏の文化活動や全国の頑亭作品もパネル
で展示しています。 「夜の老求道者」（個人蔵）

館

開催中

体験教室

第22回 紙の工芸展 関連イベント
こども体験教室 8月5日日 10:00～15:00
（パズラート/立体パズルは午前中のみ、12:00～13:00は昼休み、入場は14:00まで）
申　込： 当日受付・先着順（事前申込み不要）
 100円で全ての教室に参加できます。

＊材料が無くなり次第終了。　＊未就学児は要保護者同伴。
体験講座一覧
・ちぎり絵（エコうちわに動物を貼りましょう）
・折り紙（ひまわり）
・エコクラフト（コースター）
・立体パズル（ストローで作る多面体）
・パズラート（４面体・6面体・8面体）
・寄紙細工（折り紙による）

切り紙アートー夏のいろいろ－ 
8月8日水 9:30～11:30
申　込：7月3日（火）9:30より電話で郷土文化館まで
 300円（先着順）
 川島操

ペーパークラフトージャバラ・ポケットファイル－ 
8月8日水 13:00～15:00
申　込：7月3日（火）9:30より電話で郷土文化館まで
 300円（先着順）
 藤原由美子、長谷川ゆかり

親子体験教室ー立体パズル：星型八面体を作る－
 8月12日日 9:30～11:30
申　込：7月3日（火）9:30より電話で郷土文化館まで
 1組300円（先着順）
 野町直史

エコクラフトエコクラフト

パズラートパズラート

ちぎり絵

立体パズル立体パズル

折り紙折り紙

寄紙細工寄紙細工

参加費

定員：各教室20名

定員：10組 20名

定員：20名

定員：20名

定員
25名応募多数の応募多数の場合は抽選場合は抽選

無　料
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