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19:00開演（18:30開場） 
16:00開演（15:30開場） 

会
場 

たましん RISURUホール 
（立川市市民会館） 

小ホール 
 

●チケット申込 
NPO法人立川子ども劇場  042-526-0731（留守電・FAX） 
たましん RISURUホール 042-526-1311（窓口販売のみ） 

●主催・問合  NPO法人立川子ども劇場（火・金 10～15時） 
●未就学児の入場はできません 

絶賛発売中!! 
 

♦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

国立市における近年の発掘調査からは、多くの
成果が生まれています。 特に平成 24 年度に、
国立市青柳にある緑川東遺跡から完全な形の大
型石棒 4 本が、並べられた状態で発見されまし
た。このことは全国でも珍しいことであり、発
掘当時から今もなお、注目を浴び続けています。
当館では久々の考古学に関する展示でありま

す。本展にて国立市の考古学について紹
介することで考古学に興味をもっていた
だくと同時に、国立市にさらに興味関心
を持っていただければと思っております。

10月24日（金）～ 12月9日（火）� 郷土文化館事業��576-0211秋季企画展

■遺跡見学会
「遺跡（史跡）ってなあに？
　　　　～遺跡に行ってみよう！～」
熊野神社古墳や下谷保古墳群など
11月2日（日）10:00～ 13:00
講　師：国立市教育委員会文化財担当職員
定　員：15名　対象：小学校５年生以上
申込み：�往復はがき申込み。締め切り10月15 日必着�

住所、氏名、電話番号、年齢を記入�
〒186-0011　国立市谷保6231　郷土文化館

集合場所：JR南武線西府駅

■講演会
「下谷保古墳群と多摩川上中流域の終末期古墳」
11月9日（日）　13:00～ 16:00（12:00開場）
講　師：池上　悟（立正大学文学部教授）
定　員：60名　当日先着順（直接会場へお越しください）

■シンポジウム
「大型石棒の謎に迫る！
　　　　－緑川東遺跡調査から見えてきたこと」
11月30日（日）13:00～ 16:00（12:00開場）
パネリスト：和田　哲（国立市埋蔵文化財保護審議会委員）
　　　　　　黒尾和久（国立ハンセン病資料館）
　　　　　　建石　徹（文化庁文化財部美術学芸課古墳壁画室）
　　　　　　長田友也（中部大学非常勤講師）
定　員：60名　当日先着順（直接会場へお越しください）

■来場者の投票で市民賞が決まります！
第１回野外彫刻展　模型作品展示会
展示日時・会場

　■コミュニティー・スペース旭通り　Aホール
　　　�11月��５日（水）�～11月10日（月）� 10：00～ 19：00�

※最終日は12：00終了
　■くにたち郷土文化館　研修室
　　　�11月12日（水）�～11月16日（日）� 10：00～ 17：00�

（入館は16：30まで）　※最終日は12：00終了　※13日は休館
　■国立市役所　市民ロビー
　　　11月19日（水）� ～11月21日（金）� ９：00～ 17：00

■天下市・市民まつりに出店！
11月1日（土）～11月3日（月・祝）　
10：00～ 16：00
くにたちアートビエンナーレのオリジナル缶バッジ・陶器・染物
の販売・大学通りの桜を使ったクラフトワークショップ・造花で作
るアートボードなど、楽しいイベントでの出展を予定しています。

■関連事業　くにたち童謡歌唱コンクール
スペースの都合上、今号に募集についての詳細を掲載できませ
んでした。お詫び申し上げます。芸小ホールおよび市内の主要
施設に配架の実施要項、およびホームページをご覧ください。

お問合せ　芸術小ホール　童謡歌唱コンクール担当
　042-574-1515

午前9時～午後5時まで
（入館は午後4時30分まで）
休館日：11月13日（木）・11月27日（木）

～最近の発掘調査から～

大型石棒4本の謎‥‥

関連事業♪

　■JR国立駅　南北連絡通路
　　　�11月3日（月・祝）　10：00～ 17：00

下谷保10 号墳出土

緑川東遺跡

くにたちアートビエンナーレ 2015くにたちアートビエンナーレ 2015

※ご来館は公共交通機関をご利用ください。

入場
無料

くにたち
発掘
くにたち
発掘

1

くにたち
時間・空間時間・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
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申込：11月11日(火)9：30より 
　　　　　電話で 郷土文化館へ

出演者　　　　曲目　　　　料金　　　　こどもおすすめ事業　　　　未就学児可　　　                                    　    郷土文化館・古民家の事業　576-0211￥

講師　　　　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￥

和算体験！和算体験！

雨天：館内にて開催。荒天中止。

　　　　　

お囃子

劇に盆踊り♪

劇に盆踊り♪

￥

参加費わら細工教室

くにたちの暮らしを記録する会　　　800円

13：30～16：00
しめ縄飾り作り 会場 ： くにたち郷土文化館研修室

定　員：20名（先着順）
対　象：小学生以上
　　　  （小学校4年生以下保護者同伴）

昔ながらの作り方で手作りのしめ縄飾りを作ります。

12月14日  日 　　　

￥

参加費

川島  操　　　　1,000円

10：00～12：00

干支の折り紙教室
会場 ： くにたち郷土文化館研修室

申込：10月28日(火)9：30より
 　　　　　電話で 郷土文化館へ

定　員：20名（先着順）
持ち物：はさみ・木工ボンド

来年の干支「未」（ひつじ）を和紙で折ります。

11月23日  日

体験教室

無　料こどもおすすめ事業

公認テニス指導員　佐々木幸男

初心者小学生テニス教室
テニスをたのしもう!

谷保コート

9：00～12：00 対象： 小学校４・５・６年生でテニス未経験者

申込：往復はがきで    10月20日（月）まで

11月1日 土 、11月15日  土 、11月29日 土  土

定員  30名

無　料こどもおすすめ事業

国立市ターゲットバードゴルフ協会

ニュースポーツを体験しよう!

9：00～12：00 対象： 小学校４・５・６年生

申込：往復はがきで    10月31日（金）まで

12月13日 土 、  予備日12月20日 土 

定員  30名

小学生ターゲットバードゴルフ教室

谷保第三公園

参加費トレッキング

ネイチャーガイド　相澤　篤　　　  8,000円

大山（神奈川県伊勢原市） 標高1,252ｍ

11月のトレッキング  難易度C : 歩行時間約5.5時間　標高差約650m

7：00 (7時05分出発）　帰着 午後６時予定

申込：往復はがきで    10月18日（土）まで

11月13日 木

定員  40名

丹沢山系の東端、大山を歩きます。

体育館→圏央道→厚木IC→ケーブルカー→大山→ケーブルカー→温泉→体育館

郷土文化館まつり
10月25日 (土 )　 10 月 26 日 ( 日 )　

郷土文化館まつり  くにたち郷土文化館  歴史庭園　  申込不要　直接お越しください。こどもおすすめ事業 10月25日   土 ～10月26日   日       

12：30 ～ 13：00 南区自治会民謡クラブ

13：10 ～ 13：40 イベントコーナー

13：50 ～ 14：20 南区自治会民謡クラブ

14：30 ～ 15：10 大江戸ソーランズ（踊り）

10：00 ～ 10：40　 久保町内会（お囃子・練り歩き）

10：50 ～ 11：30　 やぼ天神太鼓（和太鼓）

11：40 ～ 12：10　 青柳すずめ会（盆踊り）

12：30 ～ 13：10　 赤い風船（劇「そして…湖に帰った鶴」）

13：20 ～ 14：00　 太鼓衆“仙”（和太鼓）

14：10 ～ 14：50　 国立吟詠連盟（詩吟）

15：00 ～ 15：30　 撥雲会（天然理心流居合）

15：40 ～ 16：10　 久保シニアクラブ（レグダンス）

郷土文化館まつり

　文化の薫り漂う秋に、歌や踊り、劇を観賞してみませんか？
和算体験コーナーもあります。
　市内で人気の「まんまるカフェ」さん、「プチ・アンジュ」
さん（26 日のみ）、「とれたの」さんが出店してくれます。

※プログラムは変更の可能性があります。

「国立市教育委員会、くにたち
郷土文化館では、建物の安全性
を維持するため「外部改修工事

（第 2 期）」を平成 26 年 10 月か
ら平成 27 年 2 月末にかけ実施
することにしています。つきまし
ては、来館者並びに近隣の皆様
にできる限りご迷惑をおかけし
ないよう進 めてまいりますの
で、ご理解くださいますようお
願い申し上げます。

雨天中止 

ラケット、ボールはお貸しします。
持物： スニーカー、水筒、タオル

雨天中止 

ターゲットバードゴルフは、ゴルフをミニ化した競技です
こどもから大人まで、手軽にゴルフの楽しさを体験できるスポーツです
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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￥

参加費いきいき健康づくり

やさしいヨガ②
身体も心もリラックスし、運動不足を解消しましょう！

骨盤調整＆エアロビクス③
ゆがんだ骨盤を調整し、体調ＵＰ！

10：15～11：30
12月13日  土 ～1月31日  土  土

9：30～10：30Ａコース

12月24日  水 ～2月25日  水 土
毎水曜
12/31、2/11を除く

講師：津江なつみ　　　　　5,000円 (8回分)￥

10：40～11：40Bコース

参加費いきいき健康づくり

毎土曜
1/3を除く

総合体育館　第二体育室・
第三体育室交互

総合体育館
第二体育室

講師：杉田茂子　　　　　　4,500円 (7回分)￥

●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）
　ただし、小学生を対象にしている教室は、その対象者を優先します。
●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宛先

●総合体育館貸切利用申請日
１月分 　第1回目：11月   4日 （火） 9:00～
 　第2回目：11月11日 （火） 9:00～
２月分 　第1回目：12月01日 （月） 9:00～

 　第2回目：12月08日 （月） 9:00～

●有料公園施設申請日（テニス･野球･サッカー等）
11月分 　  10月15日（水）/ 16日（木）
12月分 　  11月17日（月）/ 18日（火）

※抽選会の開始時間はお問合せください。
℡ 042-573-4111

●年末年始（12月29日～１月3日）無料開放抽選会　（谷保・矢川テニスコート、野球、サッカー）
　場 所：市役所３階会議室及び地下食堂
　日 時：平成26年12月７日（日）午前９時～

くにたち芸小サロンコンサート 発売中

原田陽（ヴィオラ）　山本徹（チェロ）　角谷朋紀（コントラバス）

W.A.モーツァルト：チェロとコントラバスのためのソナタKv.292  
B.ロンベルク：トリオ　ホ短調Op.38
M.ハイドン：ディヴェルティメント
変ホ長調MH.9 ほか　

一般：1,000円（ドリンク・おつまみ付）　　　
友の会：ご招待

ヴィオラ　チェロ　コントラバス

「魅惑の古典派三重奏」
12月10日  水  18:00（開場：17:30)   エントランスホール

全席自由
チケット取扱：芸術小ホール　白十字国立南口店
主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

古典音楽の暖かな響きとともにお過ごしください。

原田陽 山本徹 角谷朋紀

　　　　　　　　　　　　　　

講師　　　　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￥

©山田雅子

立川志らく 春風亭一之輔

くにたち芸小ホール寄席

一     般： 3,500円　友の会： 2,800円￥

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　マロニエ国立北口店

「立川志らくと春風亭一之輔」
12月14日 日   14： 00  （開場：13：30） 芸術小ホール

発売中

団体割引全席指定

主　催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団
協　賛：谷保駅北口商店会　国立せきやビル

当代注目の二人が芸小に参上！

　　　　　　　　売り切れ必至、お早めにどうぞ！ 

参加者募集 ! 募　集

講師：角谷朋紀（デン・ハーグ　ピアノ五重奏団　コントラバス奏者）

受講費：2,000円

楽しいアンサンブル講座

デン・ハーグ   ピアノ五重奏団のメンバーによる室内楽のワークショップ！
一人では味わえないアンサンブルの楽しさを体験してみませんか。

　　　　　　　　　　　　　　
冬の市民一芸塾

9：00～11：45
12月 21日 ・ 28日 ・ 1月 4日 ・ 11日 ・ 18日
毎日曜　全5回 地下スタジオ

対象と定員：ヴァイオリン /ヴィオラ / チェロ / コントラバスのいずれかをお持ちで「ア
イネ・クライネ・ナハトムジーク」程度の曲が演奏できる方、20 名程度。

募集期間　11 月 6 日（木）～ 20 日（木）
応募方法　メール（kugeisyo@chive.ocn.ne.jp）または電話（042-574-1515）で受付。

人数が多い場合は抽選。抽選結果および詳細は追ってご連絡します。
受講費は、決定通知後 1 週間以内に指定する口座までお振り込みください。
お振り込み後のキャンセルの場合、受講費のご返金はご容赦ください。

合唱 発売中
　　　　　　　　　　　　　　

お知らせ

ギャラリーネットワーク美術館めぐり
例年11月に実施しておりましたが、今年度の日程は未定です。
決定次第、オアシスに掲載します。

イエス・キリストの聖母・マリアの喜びと悲しみ

くにたち市民合唱団演奏会

全席自由

12月6日  土  18：30（開場：18：00)   芸術小ホール
指揮：安達陽一　ソプラノ：武田裕子　アルト：新明裕子　テノール：佐藤敦史
バス：小関基宏　オーケストラ：Fontana di Musica室内楽オーケストラ
オルガン：岩崎妙子　合唱指導：石原章弘
Ｊ．ハイドン：スターバト・マーテル（悲しみに佇む聖母）
クリスマスソング（Ding! Dong! Merrily on High　Silent Night, Holy Night  ほか） 
2,000円

チケット取扱：くにたち市民合唱団・川上（電話080-6602-7834）   芸術小ホール
共催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　くにたち市民合唱団

あきら すみ　 や　  とも　 き

各コース50名(合計100名)

申込：往復はがきで    10月31日（金）まで 申込：往復はがきで    10月31日（金）まで

定員  50名

申込：11月11日(火)9：30より 
　　　　　電話で 郷土文化館へ

出演者　　　　曲目　　　　料金　　　　こどもおすすめ事業　　　　未就学児可　　　                                    　    郷土文化館・古民家の事業　576-0211￥

講師　　　　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￥

和算体験！和算体験！

雨天：館内にて開催。荒天中止。

　　　　　

お囃子

劇に盆踊り♪

劇に盆踊り♪

￥

参加費わら細工教室

くにたちの暮らしを記録する会　　　800円

13：30～16：00
しめ縄飾り作り 会場 ： くにたち郷土文化館研修室

定　員：20名（先着順）
対　象：小学生以上
　　　  （小学校4年生以下保護者同伴）

昔ながらの作り方で手作りのしめ縄飾りを作ります。

12月14日  日 　　　

￥

参加費

川島  操　　　　1,000円

10：00～12：00

干支の折り紙教室
会場 ： くにたち郷土文化館研修室

申込：10月28日(火)9：30より
 　　　　　電話で 郷土文化館へ

定　員：20名（先着順）
持ち物：はさみ・木工ボンド

来年の干支「未」（ひつじ）を和紙で折ります。

11月23日  日

体験教室

無　料こどもおすすめ事業

公認テニス指導員　佐々木幸男

初心者小学生テニス教室
テニスをたのしもう!

谷保コート

9：00～12：00 対象： 小学校４・５・６年生でテニス未経験者

申込：往復はがきで    10月20日（月）まで

11月1日 土 、11月15日  土 、11月29日 土  土

定員  30名

無　料こどもおすすめ事業

国立市ターゲットバードゴルフ協会

ニュースポーツを体験しよう!

9：00～12：00 対象： 小学校４・５・６年生

申込：往復はがきで    10月31日（金）まで

12月13日 土 、  予備日12月20日 土 

定員  30名

小学生ターゲットバードゴルフ教室

谷保第三公園

参加費トレッキング

ネイチャーガイド　相澤　篤　　　  8,000円

大山（神奈川県伊勢原市） 標高1,252ｍ

11月のトレッキング  難易度C : 歩行時間約5.5時間　標高差約650m

7：00 (7時05分出発）　帰着 午後６時予定

申込：往復はがきで    10月18日（土）まで

11月13日 木

定員  40名

丹沢山系の東端、大山を歩きます。

体育館→圏央道→厚木IC→ケーブルカー→大山→ケーブルカー→温泉→体育館

郷土文化館まつり
10月25日 (土 )　 10 月 26 日 ( 日 )　

郷土文化館まつり  くにたち郷土文化館  歴史庭園　  申込不要　直接お越しください。こどもおすすめ事業 10月25日   土 ～10月26日   日       

12：30 ～ 13：00 南区自治会民謡クラブ

13：10 ～ 13：40 イベントコーナー

13：50 ～ 14：20 南区自治会民謡クラブ

14：30 ～ 15：10 大江戸ソーランズ（踊り）

10：00 ～ 10：40　 久保町内会（お囃子・練り歩き）

10：50 ～ 11：30　 やぼ天神太鼓（和太鼓）

11：40 ～ 12：10　 青柳すずめ会（盆踊り）

12：30 ～ 13：10　 赤い風船（劇「そして…湖に帰った鶴」）

13：20 ～ 14：00　 太鼓衆“仙”（和太鼓）

14：10 ～ 14：50　 国立吟詠連盟（詩吟）

15：00 ～ 15：30　 撥雲会（天然理心流居合）

15：40 ～ 16：10　 久保シニアクラブ（レグダンス）

郷土文化館まつり

　文化の薫り漂う秋に、歌や踊り、劇を観賞してみませんか？
和算体験コーナーもあります。
　市内で人気の「まんまるカフェ」さん、「プチ・アンジュ」
さん（26 日のみ）、「とれたの」さんが出店してくれます。

※プログラムは変更の可能性があります。

「国立市教育委員会、くにたち
郷土文化館では、建物の安全性
を維持するため「外部改修工事

（第 2 期）」を平成 26 年 10 月か
ら平成 27 年 2 月末にかけ実施
することにしています。つきまし
ては、来館者並びに近隣の皆様
にできる限りご迷惑をおかけし
ないよう進 めてまいりますの
で、ご理解くださいますようお
願い申し上げます。

雨天中止 

ラケット、ボールはお貸しします。
持物： スニーカー、水筒、タオル

雨天中止 

ターゲットバードゴルフは、ゴルフをミニ化した競技です
こどもから大人まで、手軽にゴルフの楽しさを体験できるスポーツです
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チ
ケ
ッ
ト
取
扱
い

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

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、12月から３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10月24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。

一部の催し物

こどもおすすめ事業　

国立音大協力コンサート

濱地宗ホルン＆越智大輔トロンボーン フルートとハープの調べ ～ファンタジーの世界へ

サクソフォン＆ピアノ　ジャズコンサート

普段はなかなか身近で聴く機会の少ないフルートとグランドハープのデュオ。
日常から離れて、優雅なひとときをお過ごしください。

国立音大ジャズ専修 1 期生が出演！
若 し々くも情感あふれる演奏をお楽しみください。

発売予定 発売予定

発売予定

全席指定 団体割引

全席自由

全席自由

2 月8日　    14：00（開場：13:30） 芸術小ホール 1月25日　    14：00（開場：13:30） 地下スタジオ

2 月14日　    14：00（開場：13:30） 地下スタジオ

日 日

土

チケット発売：11 月 11 日（火）　〈友の会　11 月 7 日（金）〉 チケット発売：11 月 11 日（火）　〈友の会　11 月 7 日（金）〉

チケット発売：12 月 9 日（火）　〈友の会　12 月 5 日（金）〉

￥

￥

￥

濱地　宗
かなめ

（ホルン）　越智大輔（トロンボーン）　〈ピアノ：遠藤直子〉
共演：都立第五商業高等学校吹奏楽部

山根雅
ま さ

瑛
え

（フルート）　三浦麻
ま

葉
よ

（ハープ）

中山拓海（サクソフォン）　山崎梨奈（ピアノ）

一　般：2,000円（学生：1,000円）
友の会：1,800円（学生：    900円）
※未就学児の入場はご遠慮ください

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

一　般：700円
友の会：630円

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　マロニエ国立北口店

主　催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　
　　　  （公財）東京都歴史文化財団（東京文化会館）

協　賛：国立せきやビル

■銀いろの風～唄と篠笛のコンサート～

全席指定

12 月18日　    19：00（開場：18:30） 芸術小ホール木
チケット発売：10 月 18 日（土）　〈友の会取扱いはありません〉

￥

第１部　藤本容子『やまずめぐるも』
　　　　ゲスト：木村俊介　稲葉美和　関口敦子　藤本吉利（鼓童）
第２部　山口幹

も と

文
ふ み

『一管風月』
　　　　ゲスト：辻幹雄　野上結美　阿部好江（鼓童）
一般：4,300円（前売  3,800円）　※未就学児の入場はご遠慮ください

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　マロニエ国立北口店

チケット取扱：芸術小ホール
主　催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　

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
協力：国立音楽大学

J.M.ハイドン：アダージョとモルトアレグロ　　
廣田純一：ファンファーレ　　ほか H.シュテックメスト：《歌の翼》幻想曲

P.I.チャイコフスキー：バレエ「くるみ
割り人形」より花のワルツ　　
W.A.モーツァルト：「フルートとハープ
の為の協奏曲」より第２楽章　ほか

当日のお楽しみ

フレッシュ名曲コンサート（室内楽）

和太鼓

第３回スタジオコンサート

ジャズ

濱地　宗

越智大輔 山根雅瑛

三浦麻葉

■和太鼓体験教室　 
12 月19 日　  17：00　※約１時間　芸術小ホール
対象と定員：市内に在住、在学の小学生　36 名（応募者多数の場合は抽選）
応 募 方 法： 参加希望者１名につき１通の往復ハガキに住所、氏名、学校名と学年、身長、保護者

の連絡先電話番号と（あれば）メールアドレスを記入し下記送付先宛お送りください。
11 月 14 日（金）消印有効。抽選結果および詳細は返信ハガキでご連絡します。

送 付 先：〒186-0003 国立市富士見台 2-48-1　くにたち市民芸術小ホール「和太鼓体験教室」係
後援：国立市教育委員会

太鼓芸能集団  鼓童　３days

山崎梨奈

中山拓海

国内で、また海外で熱狂的ファンをうみだし続
けている太鼓芸能集団　鼓童。くにたちの皆さ
んのために三日間、可能な限りの公演やワーク
ショップをお届けします。
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

発売予定

￥ 無料金

■鼓童の太鼓ワークショップ　基礎編
鼓童で大事にしている基礎は、一打の音をしっかり出すことです。その音の出し方や、身体の使い方など様々
な応用ができる基本を体験していただきます。長胴太鼓、桶胴太鼓を伏せ打ち用台とともに使用します。

12 月19 日　  19：00~20：30　芸術小ホール
対象と定員：和太鼓経験者で小学５年生以上　20 名（保護者のみ見学可能）
申 込 方 法： 10月21日（火）～ 12月15日（月）の間に、芸術小ホール窓口（042-574-1515）まで電話で。 

定員に達し次第締め切り

￥ ５，０００円（当日お支払）金

おとな：2,000円　こども（３歳以上中学生まで）：1,000円
※２歳以下のお子さんの入場はご遠慮ください。

￥

辻勝　中込健太　内田依利　住吉佑太　花岡哲海　井上陽介　稲田亮輔
身体まるごとで感じる和太鼓の響き！家族みんなで楽しめます！

■鼓童　交流公演 (90分公演)

12 月20日　     芸術小ホール土
チケット発売：10 月 18 日（土）　〈友の会取扱いはありません〉

① 11：00 （開場：10:30）
② 18：30 （開場：18:00）

LION　大太鼓　屋台囃子　※演目・出演者は変更の可能性がございます。

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　マロニエ国立北口店
後援：国立市教育委員会

全席指定

太鼓を使ってさまざまなゲームに挑戦したり、一緒にいる人と心を一つ
にして叩いたり…太鼓の楽しさやおもしろさを知っていただく内容です。

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　　
マロニエ国立北口店 042-576-4255　　※マロニエ谷保駅前店での取扱いはなくなりました。
●友の会会員チケットは、芸術小ホール窓口でのみ取扱います。
●「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。　
●　 （乳母車）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。

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（電話042-574-1515）まで！

こどもおすすめ事業
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