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2 年に 1 度、国立市で開催される芸術祭・くにたちアートビエンナーレ。その柱となる、全国公募
によるコンクール形式の野外彫刻展についての記者会見発表をさる３月７日に行い、全国に向けて
発信しました。野外彫刻展受賞作品をまちに設置し、それらをつないでたどる「芸術の散歩道」。
そこを基点に絵画・映像・音楽・演劇など芸術の様々な分野での活動が広がることを期待しています。

全国公募野外彫刻展

実行委員会、活動中！

募集期間 2014年6月20日（金）～ 6月30日（月）
【　　賞　　】 大　賞１点 ２００万円
 準大賞1点 １００万円
 優秀賞３点 ３０万円
 市民賞1点 ３０万円

市民賞：第1次選考通過者の模型作品を展示し、来場者
の投票結果を参考に決定

※各賞については該当者なしとなる場合があります。

寄付・協賛のお願い
くにたちアートビエンナーレを大きく育て、市内を広くめぐる「芸術の散歩道」を創るた
めには多くの方々のサポートが必要です。市内の事業所、団体及び一般の市民の方々か
ら寄付による支援をお願いしています。アートによるまちづくりにご賛同いただける
方、くにたちアートビエンナーレ事務局までどうぞお問い合わせください。

選考会委員

募集要項

建畠　　晢 （京都市立芸術大学学長、埼玉県立近
代美術館館長）

福永　　治 （広島市現代美術館館長、美術評論家）
池田　良二 （武蔵野美術大学教授、くにたち文
　　　　　　 化・スポーツ振興財団理事）

芸術の散歩道のイメージ

▼今回の作品設置候補場所

ビエンナーレ事業の実施機関として
　　　　　　　　昨年10月から始動！
メンバーは広く市民、団体等から募集し、
委員登録のうえ参加しています。
これまで8回にわたり、第1回野外彫刻展
の募集に関する検討を進めてきました。31
名の委員が3チームに分かれ、広報や寄付、
まちのあちこちで展開するアートイベント
等について企画・検討を行っています。
市民の力が結集されたこの委員会に参加す
る意欲のある方、引き続き募集中ですので
事務局までご連絡ください。

http://www.kunitachibiennale.jp

開催期間
（3月28日（土）～8月30日（日））
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●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)

●ご希望の事業名・住所・氏名・電話番号を記入し、
　事業の締切日までに「往復はがき」でお申込みください。
　（当日消印有効）

●在勤者は勤務先を、在学者は学校名・学年を記入して  
　下さい。
　なお、応募者が定員を超えた場合は抽選になります。

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

学年を記入して 

抽選にな

台2-48-

記入して 

なります。

-1
宛先

                   　　　　　　　         6/14を除く。　       
                                                    9:30～11:30          

●総合体育館貸切利用申請日
７月分 　第1回目：5月   1日 （水）  9:00～
 　第2回目：5月09日 （水） 9:00～
８月分　　体育館耐震補強等改修工事（８月１日
　　　　　から12月12日まで）のため、暫くの間、
　　　　　抽選会は行いません。

●有料公園施設申請日（テニス･野球･サッカー等）
６月分 　  5月15日（木）/ 16日（金）
７月分 　  6月16日（月）/ 17日（火）
※抽選会の開始時間はお問合せください。
          
　

℡ 042-573-4111

こどもたちおすすめ事業 参加費 親子で運動

申込：往復はがきで    4月30日（水）まで

毎月曜

講師：堀　政代　　　　　　3,000円(6回分)

親子スイミング教室  ①

申込：往復はがきで    4月30日（水）まで

 総合体育館
 室内プール

親子で楽しく水に親しむ！

5月26日 月 ～6月30日 月　

￥ ￥

   　　　6/24を除く。

定員  25組

￥講師　　　　　参加費　　　こどもたちおすすめ事業　　　　未就学児可　　　                                  　　　　　      　市民総合体育館の事業　573-4111

講師：遠田マチ子　　　　　　2,000円 (6回分)

5月24日 土 ～7月5日 土

バドミントンを基礎から学べる！
総合体育館
第一体育室

毎土曜

15:30～16:30

参加費

参加費

いきいき健康づくり   

申込：往復はがきで    4月16日（水）まで

毎水曜

講師：津江なつみ　　　　　5,000円 (8回分)

やさしいヨガ ① 総合体育館 第二・第三体育室交互 総合体育館 第一・第二体育室交互

身体も心もリラックスし、運動不足を解消しましょう！

   9:30～10:30

10:40～11:40

Ａコース

Ｂコース

￥

参加費 親子で運動 参加費

定員 30組

￥講師：塩野啓子　　　　　      　  4,000円 (8回分)

親子体操教室①
5月16日 金 ～7月4日 金

親子で運動、楽しくコミュニケーション！

毎金曜

申込：往復はがきで    4月30日（水）まで

60名

講師：成田佳代子　　　　　4,500円 (7回分)

総合体育館 　
室内プール

浮力と水の抵抗を活用し、健康増進を図りましょう！

6月4日 水  ～7月16日 水 

￥

参加費

                   　　　　　　　   　       
                                                 14:45～16:25       

いきいき健康づくり   参加費

申込：往復はがきで    4月30日（水）まで

定員 50名

￥講師：山口みな子　　　　        4,500円 (7回分)

初めての気功と健康太極拳  ②
6月17日 火 ～7月29日 火

“気”とゆったりした動きで心と身体をいやそう！
総合体育館
第三体育室

毎火曜

いきいき健康づくり   

毎土曜

講師：杉田茂子　　　　　　4,500円(7回分)

骨盤調整＆エアロビクス  ②

申込：往復はがきで    4月30日（水）まで

 総合体育館
 第二体育室

"ゆがんだ骨盤を調整し、体調ＵＰ！

6月14日 土 ～7月26日 土　

￥

定員  50名

参加費

いきいき健康づくり   参加費

申込：往復はがきで    4月21日（月）まで

定員  30名

￥講師：吉田和美　　　　      　  5,000円(6回分)

楽しいフラダンス  ①
優雅な音楽にあわせフラダンスを踊ろう！

総合体育館  第三体育室

隔週木曜5月15日 木 ～7月17日 木5月7日 水   ～ 6月25日  水 　

参加費

                   　　　　　　　     　       
                                                13:00～14:40          

                   　　　　　　　     　       
                                                  10:15～11:30          

いきいき健康づくり   参加費

定員 60名

￥

簡化太極拳24式  ②
6月17日 火 ～7月29日 火

太極拳をマスターしょう！
総合体育館
第三体育室

毎火曜

                   　　　　 5/22, 6/12, 26, 7/10を除く。　       
                                                 10:00～11:30          

                                                    9:30～11:30       
  　　　  　 親と２歳～４歳までのお子さん：２名１組       

いきいき健康づくり   

13:30～14:30     

水中リズムウォーキング  ②小学生バドミントン教室  ①

親とオムツがとれた３歳～６歳までのお子さん：２名１組

定員  30名（小学1年生～６年生）

各コース50名(合計100名)

講師：山口みな子　　　　　　4,500円 (7回分)

相  談  日：4月26日(土) / 4月27日(日）
　　　　 5月24日(土) / 5月25日(日)

時　    間：午前9時から11時まで (お一人30分程度)

申込資格：市内在住・在勤で18歳以上の方

申込方法：電話にて相談日の１週間前までに
℡ 042-573-8666

申込：往復はがきで    4月21日（月）まで

申込：往復はがきで    4月30日（水）まで
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※仮予約はお電話でもできますが、翌営業日の19時までにお手続きください。

※平成26年8月1日（金）～12月12日（金）は休館  〈耐震補強等改修工事のため〉

※平成26年8月1日（金）～11月30日（日）は休館  〈耐震補強等改修工事のため〉

こども・グリーンパス こども・グリーンパス こども・グリーンパス

グリーンパス グリーンパス
350

※60歳以上の市民の方にはグリーンパスを発行いたします。

こども・グリーンパス
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アニソン界の帝王、参上！

参加者募集！

芸術小ホールエントランスホール

芸術小ホールエントランスホール

6月1日 日　14:30 （開場：14:00)  　          芸術小ホール地下スタジオ

13:00 （開場：12:30)

芸術小ホール

発売予定

全席自由

芸小のみ取扱

コンドルは飛んで行く　 The Fool       
Temperance　  忘れられた舟       ほか
※ 当日、曲目が変わる場合もあります。

第1回　スタジオコンサート

ケーナ＆ピアノ＆ギターの世界

4月20日 日   14:00 （開場：13：30）      　 芸術小ホール地下スタジオ
ARCANA: 山下Topo洋平 （ケーナ、サンポーニャ）
上野山英里 （ピアノ）鬼怒無月（ギター）

立川らく次　　立川志らべ　　立川志奄　　立川志獅丸

一     般：1,200円（前売　1,000円）　
友の会：1,080円（前売　　900円）　

今ここで生まれるワールドミュージック

現代のTOKYOで生まれている様々なジャンルを飲み込んだ本当の意味でのワールドミュージック。

￥

団体割引全席指定

一     般：おとな3,000円　高校生以下2,000円　
友の会：おとな2,400円　高校生以下1,800円￥

水木一郎　ヒーロー魂！ライブ

チケット発売：４月22日（火）　《  友の会　４月18日（金）   》

水木一郎

※公演時間　約１時間

発売中管、弦、鍵盤…名手による魂のコラボレーション。

全席自由芸小のみ取扱

グルック：精霊の踊り　　　シークレットガーデン：ユー・レイズ・ミー・アップ　
アントニオ・カルロス・ジョビン：おいしい水　ほか
※ 当日、曲目が変わる場合もあります。　※ くちぶえミニレッスンがあります。

第２回　スタジオコンサート

「～ そよ風 ～コンサート」
5月18日 日 14:00 （開場：13：30）               芸術小ホール地下スタジオ
りょうすけ（くちぶえ）  
田嶌道生（ギター）
フランシス・シルバ（パーカッション）

国際大会２位のくちぶえ奏者。ギター、パーカッションの名手らとのトリオで、さわやかな時間をお届けします。

￥

発売中

くちぶえ奏者  りょうすけの

一     般：1,200円（前売　1,000円）　
友の会：1,080円（前売　　900円）　

2013年 国際口笛大会 (米国）第2位！

出演者　　　　曲目　　　　料金　　　　こどもたちおすすめ事業　　　　未就学児可　　　                                  　市民芸術小ホールの事業　574-1515￥

ランチタイムコンサート
毎月第４水曜日  

すたじお寄席　　　　 

第26回     くにたちすたじお寄席

5月5日  月・祝  芸術小ホールほか

発売中

スピリッツ

7月5日 土   15:00 （開場：14：30）

芸術小ホール地下音楽練習室

募    集

受講費／2,000円　　資料代／200円￥

「洋楽の歌詞から世界に親しむ」講座

マーサ氏（音楽キュレイター）

定員：20名 募集期間　4月 12 日（土）～ 5月 9日（金）　　電話予約×　　　定員達し次第締切
　　　　　◆芸術小ホール窓口で直接お申込みください。お電話でのご予約はお受けできません。
　　　　　◆代理の方によるお申込は、ご家族の場合を除き本人を含め２名までといたします。
　　　　　◆受講費及び資料代をお支払後、受付完了といたします。
　　　　　◆受付期間終了後のキャンセルの場合、受講費及び資料代のご返金はご容赦ください。持ち物：筆記用具、英和辞書

5月17日・24日・31日・6月7日・14日・28日　　　各回土曜　全6回　　9：30～11：30

落語の可能性を切り拓く場でもある “すた寄席”、今回は「落語芝居」に挑戦！ ご期待ください。

第24回     ファミリーフェスティバル

さわやかな５月のそよ風にそよぐ新緑のもと、ご家族皆さんでお楽しみいただけます。
芸術小ホールでは次の催し物を行います。

無料の催し物 こどもたちおすすめ事業　　未就学児可 　無    料

6月22日  日
 芸術小ホール第21回     吹奏楽フェスティバル

市内の学校吹奏楽団、ＯＢＯＧによる楽団が出演します。
詳細はオアシス６・７月号をご覧ください。

無料の催し物 こどもたちおすすめ事業　　未就学児可 　無    料

無料の催し物 こどもたちおすすめ事業　　未就学児可 　無    料

10：00 ごろ～

12：00 ～12：40一芸塾On Stage 2014

お茶席

（第1回）11：00 ～（第2回）13：00 ～

14：00 開演（13：30 開場）春風コンサート

野外ライブ

ガールスカウト東京都第145団

市民一芸塾ウクレレ講座受講生

五商OGOB吹奏楽団After Five

国立三中ＯＢ吹奏楽団

公演日当日、開場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（電話042-574-1515）まで！

12：10～12：50
どなたにもお気軽に音楽を楽しんでいただくために！多くの皆さんのお越しをお待ちしています。

4月23日 ｜「フルート・オーボエ・ピアノの調べ」

Ｍ．ドリング：フルート、オーボエ、ピアノのためのトリオほか

Charpinote：濱西一世（フルート）　 辻洸介（オーボエ）　木下葉子（ピアノ）

5月28日  ｜「心の琴線を奏でる音色（仮）」

バッハ：Ｇ線上のアリア　   モーツァルト：弦楽四重奏曲第 18番イ長調より  ほか

弦楽アンサンブル　カルテットの友：大河原真理子、矢野歩（ヴァイオリン）
澤野マキ（チェロ）　  植田唯（ヴィオラ）

イブニングコンサート
無料の催し物 こどもたちおすすめ事業　　未就学児可 　無    料

17：30～19：004月23日 　水｜

〈おくりもの〉クライスラー：愛の悲しみ　 モンティ：チャルダッシュ　 ほか
〈くにたちジャズシンガーズ〉My Favorite Things       Smile
 If We Hold On Together   ほか

おくりもの ～サックスとピアノからの～：方波見一真（サックス）    丸山智代（ピアノ）
くにたちジャズシンガーズ

春の市民一芸塾

ロック・ポップス洋楽の歌詞について理解を深め、楽曲や英語そのものを楽しんでみませんか。

※３歳未満の入場不可。内容はこども向けではありません。

芸術小ホール窓口 042-574-1515 白十字国立南口店 042-572-0416
（株）しまだ文具店 042-576-4445 マロニエ国立北口店 042-576-4255
マロニエ谷保駅前店 042-577-0323 

●友の会会員チケットは、芸術小ホール窓口のみで取り扱います。
●「団体割引」の表示がある催し物チケットを芸術小ホールで一度に10枚以上お買い上げいただいた場合、
　総額の10％を割引いたします。　
●　　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。
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写真展　　　　　　　　　　　こどもたちおすすめ事業

「くにたち　あの日、あの頃 ～まちのにぎわい～」

　くにたちは、昭和 30 年代後半になると都心部に通勤するサラリーマンを中心とした都市型住民層が急速
に増大していきました。昭和 40 年には富士見台団地が完成。世帯数が増加し翌年人口が５万人を超え、昭
和 42 年、市制施行され国立町は国立市となりました。本展では、昭和 30 年代～ 50 年代の写真を中心に、

賑わいをみせる商店や
祭りの様子、学校や団
地、子どもたちの様子
などを振り返ります。

※ 入館は16:30まで
　 休館日：第2･4木曜日

などを振り返ります。

和 42 年、市制施行され国立町は国立市となりました。本展では、昭和 30 年代

※くにたち郷土文化館ブログ「くにたち近い昔」シリーズで
も写真を公開しています。写真について情報をお持ちの方は、
是非お知らせください。http://kuni-bun.blogspot.jp/

昭和37年 北都営団地

昭和45年 第6回天下市

4月17日 木 ～5月13日  火 
  

五月人形
鯉のぼり飾り 　  国立市古民家･郷土文化館

端午の節句に合わせ、
勇ましい五月人形や鯉のぼりを
展示します。

昭和42年 市政施行パレード　　　　　

「第20回 紙の工芸展」  
申込方法：5月1日（木）～5月31日（土）まで、 電話で 郷土文化館まで
　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 30 日（土）～ 9月 23 日（火）
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

4月26日 土 ～ 6月1日   日  　　9:00-17:00
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5月5日（月･祝）こどもの日　10:00～15:30
         ケン玉チャンピオン　来たる！
会場 / 総合体育館・芸術小ホール・第四公園・第五小学校校庭
      

月月月月 祝）こどもの日 10 00 15 30ど祝）ここ日（月 祝）こどもの日ど）こどもの日 10 0ものど日日 祝）こどもの日月日（月 祝）こどもの日 10 00 15 30こども 550 1日（月月 祝祝）こどもどもの日 10 00 15 30

第24回　ファミリーフェスティバル

スポーツ吹き矢

ちびっこ遊び

手作りコーナー

的当てさかなつり

スポーツチャンバラ

恐れ入りますが、駐車場のご用意がありません。
●　国立駅南口より4番バス乗り場「国立操車場」「国立泉団地」
　　行きにて『市民芸術小ホール･総合体育館前」下車

●　ＪＲ南武線矢川駅または谷保駅より徒歩10分

！

無　料
参　加

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：(株)ヤクルト本社中央研究所

卓球　バドミントン　
輪投げ　
ミニ体力測定

水泳(水着と水泳帽必要）
フットサル（昼休み）

ミニバスケットボール（昼休み）
ミニテニス

ツインバスケット

もぐらたたき　
射的　シャボン玉遊び　

パターゴルフ
天神囃子

サッカー　
ウェイトリフティング体験
昔遊び
・竹馬　けん玉　
・フラフープ　
・紙鉄砲　
・かんぽっくり
・フライングディスク紙芝居

総合体育館

第五小学校校庭

第四公園

景品交換

芸術小ホール
国立三中ＯＢ吹奏楽団

ガールスカウト東京都第145団

お茶席

春風コンサート

一芸塾 On Stage 

雨天決行

通　路
バルンアート・ケン玉・ヨーヨー

ケン玉

ターゲットバードゴルフ

ポニー乗馬

★参加カードをもらってスタンプを押してもらってね。幼児はスタンプ５個、
　小学生はスタンプ 10個で景品がもらえます。
★大人も参加できる種目があります。
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