
この紙面「オアシス」を使って
あなたの会社やお店、教室などの
宣伝をフルカラーでしてみませんか！

二年に一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。
来年３月28日から８月30日までの会期中、さまざまなイベントが行われますが、
中心である野外彫刻展の作品募集期間がいよいよ目前にせまってきました。
新たなまちづくりに踏み出す第一歩を祝福する作品を全国からお待ちしています。

くにたちアートビエンナーレが全国紙、専門誌でとりあげられました
３月７日に記者発表を行いましたが、４月１日発行の月刊ギャラリーの公募展情報にその様子が掲載
されています。また３月10日付の読売新聞、３月24日付の朝日新聞、専門誌「美術の窓」や月刊公募ガ
イドの５月号などにも取り上げられています。

募集要項を一部変更しました

彫刻作品の設置場所を見てみよう！

作品が少しでも応募しやすくなること
を配慮し、募集要項の一部を下記の
とおり変更しました。

概ね実物の10分1の大きさとし、材質は
実物と同様のものとしてください。

概ね実物の4分1の大きさとし、材質は実物を表現
できれば、代替え素材での制作も可能です。

３月10日にホームページ上でビエンナーレ専用ページをつくりま
した。５月10日現在すでに2688件、22か国からのアクセスがあり
ました。
多くの方々に知っていただき盛り上げていくため、ポスターやパン
フレットの掲示が可能な方は、ぜひ事務局までご連絡ください。
※メールの場合は件名に「応募者説明会申込」と明記し本文に氏名/電話番号/
メールアドレスを記入しお送りください。

応募方法についてのくわしい説明や作品設置場所の見学を行い
ます。さる５月に３回実施し最終回は６月９日（月）芸術小ホール
地下スタジオで13時30分から２時間程度開催します。参加ご希
望の方は事務局へ電話、メールでお申込ください。

くにたちアートビエンナーレ
第1回野外彫刻展の作品募集期間せまる

募集期間 2014年6月20日（金）～
　　　　　　　　 6月30日（月） 必着

PRにご協力ください

応募者向け説明会
実施中です

第１次選考通過者の注意事項「模型作品の寸法・材質」について
変更前

応募についてのお知らせは、今後もHPをご確認ください。

変更後

作品設置候補場所
配置図

設置場所には台座寸法がわかるように120㎝四方を赤いチェーン
で囲ってあります。

♦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。

国立市富士見台4-12-1-201
shiono@fa2.so-net.ne.jp
www.shi-ba.com
電話042-577-5663

塩野啓子バレエスタジオ
しおの  けいこ

さえき

いなげや
←至 立川駅

矢川駅
北口

クラシックバレエとストリートダンス

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/

★配布区域  国立市全域（専門配布員による）
★発行部数  41,000部（※市内一般世帯など)
★発行回数  年間６回（4,6,8,10,12および2月の隔月）

掲載
回数

基本広告サイズ
基本広告料

枠（縦・横型可）
1回 80㎜×60㎜

※年間6回発行
※フルカラー
※41,000部発行
※国立市全域に配布

30,000円
2回 50,000円
3回 70,000円
4回 85,000円
5回 100,000円
6回 110,000円

※詳しいことは下記へお問合せください。
財団総務課 ☎ 0 4 2 - 5 74 -1511
 FAX 0 4 2 - 5 7 3 - 415 4

1

くにたち
―地域にある 楽しく 健康で 豊かな 時間・空間

市民芸術小ホール
郷土文化館
古民家
市民総合体育館
財団総務課

http://www.kuzaidan.com/ 〒186-0003　国立市富士見台 2-48-1 発行：公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団

の文化・芸術・スポーツ 情報

平成26年
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アニソン界の帝王、参上！

参加者募集！ 募集中中

溝口夕子
伊藤蒼真

エントランスホールエントランスホール

13:00 （開場：12:30)   芸術小ホール

発売中

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
※3歳未満の入場不可。内容はこども向けではありません。

協　賛：（株）せきや

￥

国立市立国立第二中学校吹奏楽部
国立市立国立第三中学校吹奏楽部
桐朋学園男子吹奏楽部
国立市立国立第三中学校ＯＢ吹奏楽団
都立五商ＯＧＯＢ吹奏楽団After Five

合同演奏曲目：ディープパープルメドレー
　　　　　　  ジャパニーズグラフィティ14 ―嵐―　　
　　　　　　  YMCA（ヤングマン）　ほか

水木一郎

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￥

地下スタジオ

（２作品で約１時間、DVD上映）

スピリッツ

￥

屋外彫刻の楽しみ方  ～木村健世さんと歩く「関敏」作品ツアー

1,500 円（案内料、保険料）。当日徴収。
※ツアー中の電車、民間のバス交通費は自費

芸小シネマ

日本の伝統芸能を映像で語る秀作です。

映像提供協力：公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団

無料の催し物 　無    料

第21回 国立市吹奏楽フェスティバル

市内の学校およびOBOGによる
吹奏楽団が大熱演！

無料の催し物 こどもおすすめ事業　　未就学児可 　無    料

無料の催し物 こどもおすすめ事業　　未就学児可

毎月一回、生演奏を楽しめるチャンス！どなたでもお越しいただけます。 J-POPライブでパワーチャージ！すてきな夏のひとときはいかが?

6月25日 ｜「初夏の香りに誘われて」
モーツァルト：ホルン協奏曲第１番第１楽章　  瀧廉太郎：荒城の月
シューベルト：魔王　  文部省唱歌：故郷　ほか

山口清明（ホルン）　　山本学（ピアノ）

7月23日  ｜「姉妹デュオによる華麗なるハーモニーの調べ」

エルガー：愛の挨拶　  モンティ：チャルダッシュ
クラシック名曲メドレー  ほか

Duo Deux Fleurs（デュオ ドゥ フルール）：中村ゆか里、中村里奈（ヴァイオリン）　
佐久間晃子（ピアノ）

  サマータイムコンサート
「J-POPSUMMER ＠芸小」

無料の催し物 こどもおすすめ事業　　　　未就学児可

17：30～19：00   エントランスホール

①りんごのほっぺ、
　青春のかがやき  ほか　　
②上を向いて歩こう
　少年時代
　明日があるさ  ほか

①溝口夕子（ヴォーカル）
　[ ギター：青木慎太朗 ]
②伊藤蒼真（ヴォーカル、ギター）
　[ ピアノ：井上明美 ]

市内の屋外美術作品を巡る

石の彫刻家・関敏さんの屋外彫刻作品をめぐる市内の“小旅行”！ ご案内役はアーティスト木村健世さんです。

電話：042-574-1515
Eメール：kugeisyo@chive.ocn.ne.jp
（件名に「屋外彫刻ツアー申込」と明記）
定員：１２名

※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　
※チケット取扱：マロニエ谷保駅前店　マロニエ国立北口店

第1回目  10：30
第2回目  14：00
※開場は各30分前

全席自由

「手の匠―日本文化をうみだすもの―」
「ねぶた祭り―津軽びとの夏―」

9:30~15:00  ※当日 9:30 JR谷保駅改札口集合　※雨天決行

※申込時にお名前、年齢、ご住所、電話番号、お弁当(￥500)予約の有
　無をお知らせください。　申込多数の場合は抽選。

7月5日  土　　　　　　　　　　　　

毎月第４水曜日

ランチタイムコンサート  12：10～12：50  

芸小前設置の「襞」

関 敏さん関 敏さん

申込：～6月19日（木）　電話、Eメールで受付（当館休館日を除く）

水木一郎  ヒーロー魂！ライブ

7月23日 　水｜

7月5日 土   15:00  （開場：14：30）   ※公演時間　約１時間                      芸術小ホール

6月22日  日

　無    料 　無    料

●市民総合体育館の耐震補強等改修工事
のため次の期間は閉館いたします。ご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協力を
お願いします。

　平成 26年 8月1日（金）～
　11月30日（日）

●「くにたち児童絵画・版画展」は毎年８
月から９月にかけて開催していました
が、今年度はくにたちアートビエンナーレ
の関連事業として 平成27年２月から３月
にかけて行います。
詳細はオアシス 12・１月号でお知らせ
します。

　持ち物：昼食、飲み物、歩きやすい服装と靴、帽子　
　共　催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　　国立歩記

7月18日 　金
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参加費

７月のトレッキング
山頂の大パノラマ！

申込：往復はがきで 6月30日（月）まで

定員 40名

参加費トレッキング

谷川岳 （群馬県みなかみ町）標高1,963ｍ
難易度C :歩行時間６時間
　　　　   標高差合計約  600ｍ

健脚向け

7月31日 木

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！

集合：総合体育館   午前６時（６時５分出発）
帰着：総合体育館   午後９時予定

（出典：関東日帰りの山ベスト100）（出典：関東日帰りの山ベスト100）

7月24日  木

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￥

講　師　　　　曲目　　　　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￥
募集！　第15回　美術講座こどもおすすめ事業

夏休み小中学生無料開放
夏休みになったらスポーツをやろうよ！

申込：当日体育館窓口

9:00～17:00 バドミントン/卓球
10:00～17:00 水泳

総合体育館第一体育室
室内プール

☆種目は一人１回１時間をくりかえしおこなえます。
☆同伴する保護者の方も無料です。
☆コーチによるワンポイントアドバイスがうけられます。
☆第一体育室は、上履きを持ってきてください。
☆室内プールは、水泳帽が必要です。
★当日体育館窓口でお申し込みください。

無　料

電話予約も可能です！

●総合体育館貸切利用申請日
　耐震補強等改修工事のため12月分は、
　10月1日（水）に1回目、10月8日（水）に2回目を行う
　まで、抽選会は休みになります。

●有料公園施設申請日（テニス・野球・サッカー等）
　7月分　　6月16日（月）/　17日（火）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　8月分　　7月15日（火）/　16日（水）

　※抽選会の開始時間はお問合せください。
          
　

相 談 日：6月28日（土）  / 6月29日（日）
7月26日（土）  / 7月27日（日）

時　　間：午前９時から11時まで
お一人30分程度の相談時間になります。

申込資格：市内在住・在勤で18歳以上の方

相 談 員：総合体育館スポーツ相談員

申込方法：相談日の１週間前までにお電話でお
申込みください。　 
(℡ 042-573-8666)

●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、学年を記入してください。  
　なお、応募者多数の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

●有料
7月分
8月分

※抽
    

記入して
ます。

2-48-1     

ください。 

1

宛先

(℡ 042-573-4111)

国立市発注による耐震補強等改修工事を実施するため、次の期間は全面閉館いた
します。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　閉館期間　平成26年8月1日（金）～12月12日（金）（予定）

参加者募集！ 募集中

くにたち芸小 こども寄席その4
こどもおすすめ事業 出演者募集

応募資格：関東地区在住または在勤で、
　　　　　当ホールと連絡を取りやす
　　　　  い方

出 演 料：あり

募集中

スタジオコンサートに出演しませんか？

通称「スタコン」はくにたち市民芸術小ホールの名物事業！  70席の空間で個性あふれる
演出をしてみませんか。

クラシック・ポップス・ジャズなどを様々な楽器で！ ソロでもグループでも！

平成27年4月以降に開催　　　　 
人前でしゃべるのが好きな子も苦手な子も大歓迎！落語で新しい自分に出会えますよ！ 
保護者の方、一般の方の観覧大歓迎です（事前申込不要）。がんばる子どもたちに
あたたかい声援を！

　　講師：立川らく次 / 立川志獅丸

　　500円(付添いの保護者･ご見学の方も500円)
     　※当日お支払いください。

 対象：小学生 20名・定員に達し次第締切り 

申込：6月10日（火）～7月11日（金） 
電話で受付（当館休館日を除く） 電話：042-574-1515 応募

　　
　　

出 演

要）。が ばる子どもたち

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

チケット電話予約

￥

在勤で、
取りやす

◆オアシス4-5月号の訂正について
①Ｐ2の親子スイミング教室①の日程で毎月曜下段の「6/24を除く」と記載しましたが、「6/24を除く」は削除とな
ります。
②Ｐ3の市民総合体育館のご利用案内で、第一体育室・第二体育室・第三体育室の貸切利用（半面）の利用時
間を15：30～18：00と記載いたしましたが、15：00～18：00の誤りでした。訂正し、お詫び申し上げます。

コース
関越道  水上IC→
ロープウェイ→天神尾根
→谷川岳（トマノ耳）→
同コースを下る→温泉
→関越道
※ロープウェイ往復、リフト片道、
　日帰り温泉代を含む。

※公演時間やチケット販売方法など、
当館の規定があります。詳細はスタ
ジオコンサート担当までお問合せく
ださい。

￥ネイチャーガイド：相澤　篤　　　    10,000円  ※雨天決行

申込：随時受付。 詳細は   電話、Eメールまたは直接当館窓口へ
電話：042-574-1515 / Eメール：kugeisyo@chive.ocn.ne.jp（件名に「スタコン問合せ」と明記）

7月31日 木  13:00～16:00   　　　　　    地下スタジオ
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4

2014年度（第16期）会員募集

文化･スポーツ活動を助成します！

（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

助  成

参加費募   集

くにたち自然クラブ

「第20回紙の工芸展」こども向け教室

￥出演者 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未就学児可

ハケや湧き水・矢川・多摩川・府中用水など、国立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。

定員25名
申込：専用申込用紙を添付し往復はがきで6月13日（金）〔必着〕

申込：不要　当日受付。（開催時間中ならいつ来てもOK！）

送付先 〒186-0011 国立市谷保6231番地 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ホームページからもダウンロードできます。

会  場：くにたち郷土文化館とその周辺
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
　　　：2,000円（年間の保険料など）
定  員：25名　※応募者多数の場合は抽選
共催：NPO法人国立市動物調査会

：200円

① 6月 22日 （日） 9：30 ～14：00 クワガタの観察と飼育  －クワガタの幼虫を見つけよう－
② 7月 5日 （土） 19：00 ～21：00 夜間観察  －夜の雑木林を歩こう－ 
③ 7月 26日 （土）  10：00 ～12：30 水辺にすむ生きものたち  －矢川からママ下まで－
④ 8月 24日 （日） 10：00 ～12：30 魚の調査と観察  －川で魚を捕ろう－
⑤ 9月 21日 （日）  10：00 ～12：30 多摩川のフィールド観察  －バッタを探そう－ 
⑥ 11月 8日 （土）  10：00 ～12：30 木の実を集めて遊ぶ  －秋の宝物づくり－
⑦ 12月 13日 （土） 10：00 ～14：30 生き物の絵を書く  －細密画に挑戦－ ／ 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。
※ 天候によって内容を変更することがあります。

関連教室 募集

8月9日 　   10：00～15：00 （※12：00～13：00は昼休み)土

7月27日 　   13：30～16：00日

6月28日 　 ～7月8日土 火

参加費募   集 参加費募   集

今回で記念すべき20回を迎える「紙の工芸展」に先立ち、8月9日（土）に、こども
向けの体験教室を開催します。夏休みの自由研究はこれでバッチリ！

会場：くにたち郷土文化館・国立市古民家

星空に願いを込めて短冊を笹竹に飾りましょう。
短冊書きコーナーは、6月14日（土）から
郷土文化館廊下に設置します。

文化薫る秋に、伝統的な太鼓や唄、踊りなど日ごろの成果を郷土文化館（歴史庭
園）で発表してみませんか。地域で活躍する団体の参加をお待ちしております。
参加費：無料　　　貸出機材：スタンドマイク1台
資　格：伝統芸能等に取り組む団体
　　 　 ※７月6日（日）午前10時開催予定の実行委員会に出席していただきます。

くにたち郷土文化館では、くにたちのまちの様子を記録する16mmフィルム映像
やVHSビデオの映像の収集保管をしています。またこれをデジタル化する作業を
行っています。今回はその中から、5作品を2週ずつ公開していきます。
場所：展示室前廊下
　　申込み不要、開館時間中に連続再生しています。お気軽にお越しください。
6月 10日 （火）～6月 23日 （月）「くにたち」市政施行記念（昭和42年製作）
6月 24日 （火）～7月 7日 （月）「くにたち～新しいふるさとの発見～」市政10周年（昭和52年）
7月 8日 （火）～7月 22日 （火）「くにたちビデオ広場34　くにたち風土記他」（昭和55年）
7月 23日 （水）～8月 4日 （月）「くにたちビデオ広場30　夏休み子供日記・防災」（昭和55年）
8月 5日 （火）～8月 18日 （月）「くにたちビデオ広場37　くにたち風土記他」（昭和55年）
※都合により内容が変更される場合がございます。ご了承ください。

縄文土器・アクセサリー作り講座
申込：7月1日（火） 9：30より電話で郷土文化館まで（先着順）

申込：7月11日（金） 9：30より電話で郷土文化館まで（先着順）

：300円（全3回）

①8月 3日 （日）13：00～16：00：考古学って何だろう。土器・アクセサリー制作。
②8月 10日 （日）13：00～16：00：土器・アクセサリー制作
③8月 23日 （土）13：00～15：00：窯焼き。（焼いた土器は、8月26日（火）に窯から出す予定です。）
＊①～③の3日とも参加できることが条件です。内容は多少の変更があるかもしれません。
対象：小学生

会　場：郷土文化館　研修室
持ち物：1ｍ四方以上の布切れ、はさみ
対　象：小学生以上。
　　　　小学4年生以下保護者同伴。

縄文土器・アクセサリー作りをやってみませんか。作ってみて、昔の人たちがどのよ
うな暮らしをしていたか、体験･体感してみよう!夏の自由研究にも役に立つかも!

＊一時外出可。昼休みにいったん家に戻っても大丈夫。
＊材料が無くなり次第終了。あらかじめご了承ください。
＊未就学児は保護者同伴で参加してください。

◆8月から9月にかけて、大人の方も楽しめる各種体験教室も開催いたします！
　詳細は次号のオアシスにて。

予
告
第20回紙の工芸展　8月30日（土）～9月23日（火）

10月24日（金）～12月9日（火）に開催決定！　いまくにたちの遺跡が注
目を集めています。石棒・石室など、近年の発掘調査の成果を紹介！

予
告
秋季企画展「くにたち発掘～最近の発掘調査から～」（仮）

エコクラフト

ちぎり絵

パズルアート

折り紙

いくつ
作れるかな？

定員10名

七夕飾り
年中行事

わら細工教室

こどもおすすめ事業 無    料

参加募集 無    料募   集

参加費

わらぞうり作り

定員20名

土器イメージ

昔の人がはいていた「わらぞうり」は、どんな知恵や技でつくられるのか体験してみよう！

：600円

：くにたちの暮らしを記録する会

参加団体募集「郷土文化館まつり」

資料公開事業

くにたち映像コーナー ～ちょっと昔のくにたち～

申込：6月17 日（火） 9：30より電話で郷土文化館まで
10月25日（土）・26日（日） ※申込み団体数により1日になる場合もあります。開催予定日

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11月までに事
業を行う団体等が対象です。
※申請は、毎年2月、6月及び10月の3回受け付けします。
●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。
●申請方法 平成26年6月20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。

こどもおすすめ事業 こどもおすすめ事業

こどもおすすめ事業
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