
♦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

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

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！
★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

　11月１日から３日まで開催された「天下市」、11月３日の「市民まつり」にくに
たちアートビエンナーレ実行委員会が「くにたちアートビエンナーレ2015」の広
報・PR活動を行いました。出店したテントでは、今年６月に大学通りの朽ちた桜
を使った染物や陶器、ビエンナーレオリジナル缶バッチなどの物品販売、ワーク
ショップを行いました。その売り上げの一部をビエンナーレ事業の寄付金としま
した。また、市民まつりでは、造花を使ってビエンナーレの花絵を市民と一緒に
制作しました。この花絵は芸術小ホール内に掲示してあります。

☆国立駅南北連絡通路にて
野外彫刻模型を展示。市民に投
票をお願いする。10時から５
時までに1141票集まる。

☆�大学通り・歩行者天国
にて

造花を使ってビエンナーレの
花絵（看板）を制作

☆天下市テントにて
・�伐採された桜で草木染めし
たショールや桜の灰の釉薬
を使った陶器、ビエンナーレ
2015缶バッジなどの販売
・�さくらの釉薬で陶器の彩色の
ワークショップ

「天下市」・「市民まつり」でアピール
くにたちアートビエンナーレ  実行委員長　間瀬　英一郎

去る11月1日～3日の天下市・市民まつりにおいて、２０１５年開催のくにたちアート
ビエンナーレを市内外にアピールすることを目的としたプレイベントの第一弾－野外彫
刻展の模型作品のパネル展示、ビエンナーレのロゴをかたどった花絵の制作、大学通り
の桜の伐木を用いた木工や陶芸のワークショップ、オリジナル缶バッジなどの販売－が
行われました。これらは公募市民から成るくにたちアートビエンナーレ実行委員会が主
体となり、尽力して企画・準備したものです。甲斐あって当日は賑わい、市民とともに
作り上げるビエンナーレの第一歩を踏み出すことができました。

☆�くにたちアートビエンナーレオリジナル缶バッジを販売しています。
　「くにたちアートビエンナーレ2015」記念としてオリジ
ナル缶バッジを製作し、2種類1ケ200円で芸術小ホールで販
売しています。売上金はビエンナーレ事業に使用されます。
　ぜひ記念としてお買い求めください。

☆市民祭にて
緑地帯で桜の廃材を使って
ベンチなどの作成、ワーク
ショップ、バッジの販売

2015年3月28日（土）～8月30日（日）

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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―地域にある 楽しく 健康で 豊かな
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くにたちアートビエンナーレ 2015 関連事業

第６回  くにたちこども美術展
募集

2 月25日　   ～ 3 月5日　   　※ 2 月 26 日（木）休館

10：00 ～ 18：00 ※最終日は 16：00 まで 市民ギャラリー

水

申込：2 月 10 日（火）～ 18 日（水）10：00 ～ 18：00
芸小ホール窓口で受付　※ 2 月 12 日（木）休館
上記期間内に申込書（芸小ほか市内主要施設に設置）とともに、作品を持ち込んでください。

―　募集要項　―
テーマ「未来のくにたち」または自由 （今気になっていること、自分が表現したいことなど）
応募資格／国立市在住・在園・在学の4歳~中学生　※団体での申込は受け付けません。
募集内容／絵画、版画・立体で公募展未発表の自作作品。
サイズ／絵画、版画、八つ切り（39.2㎝×27.1㎝）以上。額装自由。
　　   ／立体：たて、横、高さがそれぞれ30㎝以内。　※作品は一人2点まで出展可
賞／金・銀・銅・審査員特別賞　　表彰式／2月28日（土）午前中
審査員／池田良二（武蔵野美術大学教授）
お問合せ／芸術小ホール　担当:斉藤　TEL042-574-1515
主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　　後援： 国立市　国立市教育委員会

出展者募集！

木

くにたちアートビエンナーレ 2015 関連事業

くにたち童謡歌唱コンクール
無料

第一次審査を通過したアマチュア歌手の皆さんをぜひ客席から応援してください。３部門
（こども、ファミリー、おとな）それぞれに最優秀賞、優秀賞、市長賞他を授与します。

　　  無料　　（要整理券、２月13日（金）９時から芸小窓口で配布）
　　  審査員　中田幸子（声楽家・合唱指揮者）＊審査員長
　　　　　　  大倉由紀枝（国立音楽大学教授・二期会会員）
　　　　　　  はいだしょうこ（歌手・タレント）
主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　　後援：国立市　国立市教育委員会
企画協力：ミュージカルアカデミー「ドリーム」

コンクール

3 月15日　    14：00（予定） 芸術小ホール日

￥

くにたちアートビエンナーレ 2015 関連事業

わくわくこどもフェスタinビエンナーレ

こどもたちが「楽しい ！ 」と思うことがたくさん！　みんなできてね！ 
ホール ①15：00～　人形劇「稲むらの火」
 　　　　　    出演：デフ・パペットシアター・ひとみ
スタジオ ②10：30～11：00　「こどもと  昔こどもだった人のための お芝居
 　　　　　　　　　ワークショップ」　
 ③11：30～13：00　「こども仕舞公演と能体験」
 　　　　　　　　　出演：国立子ども能楽教室
音楽練習室 ④13：30～　人形劇「グリムのかばん」出演：人形芝居燕屋
アトリエ ⑤10：00～15：00　工作「作る×みらい×まち」
ギャラリー ⑥10：00～18：00　「くにたちこども美術展」
エントランスホール　⑦10：00～11：30　オープニングコンサート
　　　　　　　　　　 出演：ミュージック・オフィス・スプラウト
　　　　　　　　　　12：00～13：00　ロビーコンサート
　　　　　　　　　　 出演：マリンバワールド、ミュージック・オフィス・スプラウト
エントランスホール　⑧ 13：00～17：00（予定）　「くにたちカルタ」
エントランスホール　 　「手あそび・おりがみ・わらべうた」
チケット　①：無料、要参加券（1月26日（月）から芸小ホール窓口、中央・矢川・
　　　　　　西児童館、国立市役所児童青少年課で配布）
　　　　  ④：３歳以上1,000円　
　　　　  ②③⑤⑥⑦⑧：無料
　　　　  ※いずれも全席自由
お問合せ／ ④のチケット取扱　NPO法人立川子ども劇場
　　　　　TEL＆FAX 042-526-0731
　　　　　（受付：火・金　10：00～15：00）
主催：わくわくこどもフェスタ実行委員会
後援：国立市教育委員会　　国立市社会福祉協議会　　日本児童・青少年演劇劇団協同組合
（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団（くにたちアートビエンナーレ運営委員会・実行委員会）

　くにたちアートビエンナーレ2015第1回野外彫刻展で、重要な節目である模型作品展示会が11月21
日（金）終了しました。
　11月3日（月・祝）JR国立駅南北連絡通路から始まり、旭通りコミュニティスペース、くにたち郷土文化
館、国立市役所市民ロビーと4ヶ所の巡回展示を行った模型作品展示会は、選考委員だけでなく、来
場者の皆さんが1点を選び、「市民賞」受賞作品を決定するものです。
　市内外から1800名を超えるお客様にご来場いただき、実物大に投影した画像や、選考風景の映
像に熱心に見入られたり、作品の前を何度も行ったり来たりしながら丁寧にご覧になる方も多く見ら
れました。
　各会場には天下市、市民まつりのテントで声をかけられて投票に来られた方や、ポスターをみて来られた

美術大学の学生さん、観光客の方、
通りすがりに立ち寄られた方など、
年層も様々な方が訪れました。
　 「作品はどれも素晴らしく、1点に
決めるのが難しい…」との声も多く、すべての作品の完成度の高さに敬意を表し、市民
の皆様の関心の高さに感謝して、慎重に投票結果を集計させていただきました。
　その結果、市民賞受賞作品は、最多得票333票を得た、金景暋（キムキョンミン)　「月
出」に決定しました。

　さて、この展示会開催期間中の11月17日（月）、く
にたち郷土文化館にて、選考会委員による第二次選
考も行われ、いずれも優れた15作品の中から協議を
重ねた末、5点の作品が選ばれました。
　これによって、来春3月に大学通りの緑地帯に設置
される6点すべてが決定しましたが、上記の市民賞
　受賞作品以外の授賞については、3月30日（月）の
最終選考を待つことになります。
　選考委員の講評及び作品ごとの講評については、
公式websiteに掲載されています。

こども対象の催し物

2 月28日　   10：00 ～ 17：00 全館土

一部有料

作品名： 重くて、脆くて、とても厄介なもの
作家名： 中島　真理子  Mariko NAKAJIMA
素材：大理石

作品名： 風の球体
作家名： チーム美山  Team BIZAN
素材：陶（鉄筋／タイルメント）

作品名： 進化景色（都市の森）
作家名： 土田　義昌  Yoshimasa TSUCHIDA
素材：黒御影石

作品名： 記憶のひきだし
作家名： 長野　真紀子  Makiko NAGANO
素材： 大理石/ステンレス

作品名： ＺＯＲＯ ²
作家名： 岡村　光哲  Kotetsu OKAMURA
素材：ステンレス

チケット　①：無料、要参加券（1月26日（月）から芸小ホール窓口、中央・矢川・
　　　　　　西児童館、国立市役所児童青少年課で配布）

お問合せ／ ④のチケット取扱　NPO法人立川子ども劇場

作 品 名：月出
作 家 名：金　景暋  KIM Kyoung-Min
素 材：ステンレススチール

2014  OASIS  No.145

1800 名を超えるお客様がご来場！
　　　　 市民賞受賞作品決まる！

　くにたちアートビエンナーレ2015第1回野外彫刻展で、重要な節目である模型作品展示会が11月21

　11月3日（月・祝）JR国立駅南北連絡通路から始まり、旭通りコミュニティスペース、くにたち郷土文化

　各会場には天下市、市民まつりのテントで声をかけられて投票に来られた方や、ポスターをみて来られた
美術大学の学生さん、観光客の方、 作 品 名：月出

作 家 名 金　景暋
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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。

天笑楽（後藤岳志、後藤寿美／ギター・ピアノ・アコーディオン）  
越智経子　原和彦（歌）

一般 ： 500円　友の会 ： 450円
※ワンドリンク付　※歌集1冊200円

一部の催し物

ヴィオラ　チェロ　コントラバス
「魅惑の古典派三重奏」

発売中 発売中

12 月10日　    18：00（開場：17：30） エントランスホール水

￥

原田陽
あきら

（ヴィオラ）　山本徹（チェロ）　　角
すみ

谷
や

朋
とも

紀
き

（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  
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
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

くにたち芸小サロンコンサート 和太鼓

太鼓芸能集団  鼓童  ３days
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

「立川志らくと春風亭一之輔」
発売中

12 月14日　    14：00（開場：13：30） 芸術小ホール日

￥ 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
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

くにたち芸小ホール寄席

全席自由

全席指定 団体割引

■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

￥

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　藤本𠮷利（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　漆久保晃佑（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

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 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：芸術小ホールのみとなりました　後援：国立市教育委員会

全席指定

■鼓童の太鼓ワークショップ　基礎編
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： 12 月 15 日（月）までの間に、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

ニューイヤーコンサート2015
発売中

1月11日　    14：00（開場：13：30） 芸術小ホール日

￥

和田一樹（指揮）　　くにたち市民オーケストラ

ヨハン・シュトラウス2世：喜歌劇「こうもり」序曲
P.I.チャイコフスキー：バレエ「白鳥の湖」よりワルツ
W.A.モーツァルト：歌劇「劇場支配人」序曲　　ほか

1,200円（前売　1,000円）

くにたち市民オーケストラ

和田一樹

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
共催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　くにたち市民オーケストラ

チ
ケ
ッ
ト
取
扱
い

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！

フルートとハープの調べ ～ファンタジーの世界へ
発売中

全席自由

1月25日　    14：00（開場：13：30） 地下スタジオ日

￥

山根雅
ま さ

瑛
え

（フルート）　三浦麻
ま

葉
よ

（ハープ）

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

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

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
ほか

第３回スタジオコンサート

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。

山根雅瑛

三浦麻葉

歌う芸術小ホールinスタジオ
発売予定

全席自由

2 月4日　    14：30（開場：14：00） 地下スタジオ水
チケット発売：12 月 24 日（水）　〈友の会　12 月 19 日（金）〉

芸小版　歌声喫茶！

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

みんなで歌うとこんなに楽しい！ぜひ参加してみませんか。

￥

国立音大協力コンサート

サクソフォン＆ピアノ　ジャズコンサート

国立音大ジャズ専修 1 期生が出演！

発売予定

全席自由

2 月14日　    14：00（開場：13：30） 地下スタジオ土
チケット発売：12 月 9 日（火）　〈友の会　12 月 5 日（金）〉

￥
中山拓海（サクソフォン）　山崎梨奈（ピアノ）

一　般：700円
友の会：630円

当日のお楽しみ

ジャズ

〈友の会　12 月 5 日（金）〉

山崎梨奈 中山拓海

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

こどもおすすめ事業　

濱地宗ホルン＆越智大輔トロンボーン
発売中

全席自由

団体割引

2 月8日　    15：00（開場：14：30） 芸術小ホール日

￥

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

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

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
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

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

フレッシュ名曲コンサート（室内楽）

立川らく次　　立川志らべ
立川志奄　　立川志獅丸　　立川がじら

第27回  くにたちすたじお寄席
発売予定

3 月1日　    14：30（開場：14：00） 地下スタジオ日
チケット発売：12 月 14 日（日）　〈友の会　12 月 9 日（火）〉

芸小恒例！

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　　主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

毎回趣向をこらした出し物も！進化し続ける若手にどうぞ声援お願いします。

￥ 1,800円（前売1,500円）
友の会：1,620円（前売1,350円）

全席自由

全席自由

濱地　宗 越智大輔
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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

￥講　師 参加費 こどもおすすめ事業 市民総合体育館の事業　573-4111未就学児可

　平成19年３月発足以来運営してきた「くにたち芸小友の会」ですが、来年４月１日から「くにたちポイントカード」（国立市商工会運営）と連携することとなりました。
これは、財団各館（総合体育館、郷土文化館、芸小ホール）をより皆さんにご活用いただき、地域に根差した団体を目指していきたいためです。
それに伴い、新規のご登録については平成26年12月28日で締め切らせていただきます。新制度についてはオアシス2015年４・５月号でご案内いたします。
現在会員である方々へは切り替え方法などをご案内いたしておりますが、この場を借りて改めて深い感謝の気持ちをお伝えいたします。また今後、多くの市民の皆さんに
財団３館をご利用いただきたく心からお願い申し上げます。

「くにたち芸小友の会」
制度の変更について

無料の催し物 出演者募集未就学児可

ランチタイムコンサート ランチタイムコンサートで演奏しませんか
「バリトンの響き―イタリアオペラを中心に」

「ウキウキサクソフォンコンサート」

12 月24日

  1月28日

水

水

12：10～12：50

清水勇磨（テノール）　藤川志保（ピアノ）

ウキウキサクソフォンカルテット（齋藤純子、三浦加奈子、清水容子、関田春香）

歌劇『セヴィリアの理髪師』より「私は町の何でも屋」　荒城の月　　ほか

トトロメドレー　　カルメン幻想曲　　日本の四季（童謡メドレー）　　ほか

無 料 募 集

市内で活動する合唱・器楽演奏団体が集まりみんなでつくる音楽祭です。
多くのお客様に日頃の成果を発表する、ドキドキ・ワクワクするステージをいっしょにつくりませんか。

●１通のはがきで２名まで応募可能。　●応募者多数の場合は抽選。
●参加者の住所・氏名・年齢・電話番号を明記。（当日消印有効）

※�詳細については募集要項（芸術小ホール、市内の主な施設に設置）
　またはホームページをご覧ください。

主催　（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　くにたち音楽祭実行委員会
共催　（公財）たましん地域文化財団　（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　くにたちギャラリーネットワーク

毎月1回、芸小エントランスホールで開催し、地域の方々に大好評を頂いています。すてき
なランチタイムを彩るポップス、ジャズ、邦楽、クラシック、民族音楽などの演奏者を募集し
ます。申込み方法など詳細については募集要項（芸小ほか市内主要施設に設置）または
ホームページをご覧ください。

エントランスホール

開 催日時：平成27年４月～平成28年３月の原則として各月第４水曜日
　　　　　 12：10～12：50
募集対象者：市内及び周辺市に在住・在勤・在学の方　　出演料：無料
募 集 期 間：１月７日（水）～１月28日（水）

実 施 日： ６月14日（日）13：00～17：00（予定）　芸術小ホール
募集期間：12月５日（金）～12月12日（金）　※先着順

毎月
第４水曜日

出演団体募集

あなたに　ダンス　プレゼント

参加者募集

第25回ダンスコレクション

くにたちギャラリーネットワーク　第11回美術館めぐり

第40回くにたち音楽祭
参加費 参加費

￥ 1団体につき4,000円さらに出演者1名につき200円

東京都美術館

「新印象派―光と色のドラマ」

申込：往復はがきで１月15日（木）まで（小学生以下参加不可）
　　　  宛先　くにたち市民芸術小ホール　〒186-0003　国立市富士見台2-48-1

1月31日土

定員40名

7：30集合（一橋大学東門）

￥ 3,000円
（昼食代、入館料ほか含む）

※雨天決行
※貸切バス使用

申込：往復ハガキで
　　　12月28日（日）まで

申込：往復ハガキで
　　　12月28日（日）まで

チケット発売：１月17日（土） 9：00～ 
　　　　　　　  くにたち市民総合体育館窓口

申込：往復ハガキで　12月28日（日）まで

親子で運動 親子で運動
いきいき健康づくり親子で運動、楽しくコミュニケーション！

親子体操教室②
親子で楽しく水に親しむ！

親子スイミング教室② ゴルフの上達に向けてステップアップレッスン！

レベルアップゴルフ教室②

参加費 参加費
参加費

定員30組（計60名） 定員25組（計50名）
各コース11名（合計44名）

火曜コース

金曜コース

9：30～11：30
親と２歳～４歳までのお子さん：２名１組 親とオムツがとれた３歳～６歳までのお子さん：２名１組

15：30～16：30 Ｂコース
10：40
  ～12：00

毎週金曜日 ※2/23を除く　毎週月曜日

Ａコース
９：15
  ～10：35

第一体育室、第二体育室交互 室内プール
国立南ゴルフ
センター２階

￥ ￥

￥

￥講師：塩野啓子 講師：堀　政代

団体

講師：猪俣英昭4,000円 （8回分） 3,000円 （6回分）

500円

9,000円（６回分）

1月23日　　～3月13日　金 金 2月9日　　～ 3月23日　月 月 2月3日　　～ 3月10日　火 火

1月     6日　　～ 2月10日　火 火1月     6日火  ～ 2月10日火 　

2月6日　　～ 3月13日　金 金

2月17日　　～ 3月24日　火 火2月17日火  ～ 3月24日火 　

申込：往復ハガキで　12月28日（日）まで

申込：③往復ハガキで
　　　　  12月15日（月）まで

　　　 ④往復ハガキで
　　　　 12月28日（日）まで

申込：③往復ハガキで
　　　　  12月15日（月）まで

　　　 ④往復ハガキで
　　　　 12月28日（日）まで

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

ゆがんだ骨盤を調整し、体調UP！

骨盤調整＆エアロビクス④

“気”とゆったりした動きで心と身体をいやそう！

初めての気功と健康太極拳③、④
太極拳をマスターしよう！

簡化太極拳24式③、④

参加費

参加費参加費

定員50名

③、④それぞれ定員50名③、④それぞれ定員60名

10：15～11：30

14：45～16：2513：00～14：40

※3/21を除く　毎週土曜日

毎週火曜日毎週火曜日

第二体育室

第三体育室第三体育室

￥

￥￥

講師：杉田茂子

講師：山口みな子講師：山口みな子

③、④両方参加希望の方は、往復ハガキ１枚でお申込み下さい

4,500円（７回分）

4,000円（６回分）4,000円（６回分）

2月7日　　～ 3月28日　土 土

③③
④④

Dance Collection 2015

14：00（開場：13：30）
くにたち市民芸術小ホール2月22日日

（全席自由席）１人５枚まで

主　　催　 　公益財団法人 くにたち文化・スポーツ振興財団
企　　画　 　第25回ダンスコレクション実行委員会　　　　　協　　賛　　（株）ヤクルト本社中央研究所

チケット発売

フラダンス↑

←エアロビ
ダンス

申込：往復ハガキで　12月16日（火）まで

いきいき健康づくり

浮力と水の抵抗を活用し、健康増進を図りましょう！

水中リズムウォーキング③

参加費

定員60名

13：30～14：30
※2/11、2/25を除く

室内プール

￥講師：成田佳代子 6,000円（10回分）

1月7日　　～ 3月25日　水 水

企　　画　 　第25回ダンスコレクション実行委員会　　　　　協　　賛　　（株）ヤクルト本社中央研究所

フラダンス↑

←エアロビ
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￥講　師 参加費 こどもおすすめ事業 市民総合体育館の事業　573-4111未就学児可

9：30～11：30

第五小学校
校庭

参加費

申込：往復ハガキで    12月28日（日）まで

￥講師：遠田マチ子 2,000円 （6回分）

2月7日 土 ～3月14日 土

バドミントンを基礎から学べる！

第一体育室

毎週土曜日

小学生バドミントン教室②

定員  30名（小学1年生～６年生）

こどもおすすめ事業

9：00～17：00 「バドミントン」、「卓球」
10：00～17：00 「水泳」　　　　　　　

サッカー　　クリニック 第五小学校
校庭

ＦＣ東京の普及部コーチから学べる

1月25日 日 9：30～11：00

無　料

無料

申込：当日体育館窓口でお申し込みください。

12月27日 土 

冬休みになったらスポーツをやろうよ！

※第一体育室は、上履きを必ず持ってきてください。
※室内プールは、水泳帽が必要です。

※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
室内プール冬休み小中学生無料開放

相 談 日：12月20日（土）、21日（日）、
  １月24日（土）、25日（日）

時　　間：午前９時～11時まで：
 一人30分程度の相談時間になります。

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

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

●総合体育館貸切利用申請日
　３月分 第１回目：１月５日（月）９時～
 第２回目：１月13日（火）９時～
　４月分 第１回目：２月２日（月）９時～
 第２回目：２月９日（月）９時～
●有料公園施設申請日（テニス・野球・サッカー等）
　２月分 １月15日（木）、16日（金）
　３月分 ２月16日（月）、17日（火）
　※抽選会の開始時間はお問い合わせください。          
●年末年始（12月29日～１月３日）無料開放抽選会の
　お知らせ（谷保・矢川テニスコート、野球、サッカー）
　日　時：平成26年12月７日（日）午前９時～
　場　所：谷保コート…市役所地下食堂
　　　　　 矢川コート…市役所３F会議室

●市内在住、在勤、在学者（高校生以上で体調管理が
　できる方）
　ただし、幼稚園児、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「往復ハガキ」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

●有料公園施設申
２月分
３月分

　※抽選会の開始時間はお問い合わせください。
●年末年始（12月29日～１月３日）無料開放抽選会の
　お知らせ（谷保・矢川テニスコート、野球、サッカー）

日　
場　所

　　　　

事業の締切日までに「往復ハガキ」でお申込みください。

　在勤者は勤務先を、在学者は学校名、学年を記入して

　なお、応募者が定員を超えた場合は抽選になります。

　国立市富士見台2-48-1

　なお、応募者が定員を超えた場合は抽選になります。

宛先

9：30～11：30

￥講師：国立市バスケットボール連盟 無料

1月7日 水 
第一体育室（全面）

※上履きは必ず持参、運動できる服装、水筒をわすれないでね。
※ミニバスケットが体験できるよ！

初心者バスケットボール教室 サッカー　　クリニック

※5・6年生の募集は
　ありません講師：FC東京普及部コーチ　　　

Ａコース（小１～２年）

11：30～13：00Bコース（小３～４年）

申込：往復ハガキで    12月28日（日）まで

各コース  100名

自己負担

参加費

体育館→スキー場（レッスン）→体育館

レンタル代参加費

￥講師：全日本スキー連盟インストラクター
受付 7：00～/ 出発 7：30（帰着予定 17：30）
レッスン：午前２時間、午後２時間

フルセット：4,300円
　　　（スキーセット、ウエア、手袋、帽子）
スキー３点セット： 2,470円
　　　（スキー、ストック、スキー靴）

レンタル費用

8,000円 

説明会

小学生　　　   教室

2月14日 土 1月7日（水）16：00～

長野県富士見高原
スノーリゾートスキー場

大自然の中でスキーにチャレンジ！

総合体育館２階 会議室

こどもおすすめ事業

定員  40名小学生　　　   教室
大自然の中でスキーにチャレンジ！

スキー 小学3年生～6年生

申込：官製ハガキで　12月22日（月）まで

こどもおすすめ事業 こどもおすすめ事業

仕事の内容
①アートビエンナーレ事業等の企画・運営
②体育事業の企画・運営等（体育専門員）
③施設管理運営・受付業務及び事業補助

資格
①芸術祭・アートイベント等  運営経験のある方
②大学又は専門学校の体育科卒業で61歳未満の方
③パソコンの基本操作ができる61歳未満の方

報酬
①時給　1,500円　　②時給　1,800円　　③時給　1,200円
①②③ともに交通費別途支給

勤務時間
①週35時間　　　 9：00～17：00（休憩1時間）
②週35時間　　　 9：00～17：00（休憩1時間）
③1日6時間以内（週3日程度、土・日・祝日勤務あり）

勤務場所
①芸術小ホール　　②総合体育館
③芸術ホール、総合体育館、郷土文化館

申込・問い合わせ
履歴書（写真貼付）に希望の「仕事の内容」を明記し、③については希望勤務場
所がある場合はその旨を明記して平成27年１月９日（金）までに左記へ郵送（必
着）かお持ち下さい。
公益法人くにたち文化・スポーツ振興財団　総務課宛て
〒186-0003　国立市富士見台2-48-1　☎042-574-1511

勤務時間
①週35時間　　　 9：00～17：00（休憩1時間）
②週35時間　　　 9：00～17：00（休憩1時間）
③1日6時間以内（週3日程度、土・日・祝日勤務あり）

勤務場所
①芸術小ホール　　②総合体育館
③芸術ホール、総合体育館、郷土文化館

申込・問い合わせ
履歴書（写真貼付）に希望の「仕事の内容」を明記し、③については希望勤務場
所がある場合はその旨を明記して平成27年１月９日（金）までに左記へ郵送（必
着）かお持ち下さい。
公益法人くにたち文化・スポーツ振興財団　総務課宛て
〒186-0003　国立市富士見台2-48-1　☎042-574-1511

平成27年度財団嘱託職員募集募  集

参加費無料

定員 50名

みんなでバスケットを楽しもう！

申込：往復ハガキで    12月20日（土）まで

こどもおすすめ事業 スポーツ普及講習事業

年中～年長 10名
小学生 30名
中学生 10名
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￥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未就学児可

古民家の行事

▲過去の民具案内のようす▲過去の展示の様子

こどもおすすめ事業

こどもおすすめ事業

冬の星空はとても澄んでいて、
星がよく見えます。

望遠鏡を使って、神秘的な
星の世界をのぞいてみませんか？

養蚕が盛んだったころ、お米の粉で
繭の形の団子を作り、カシの木に
飾り繭の豊作を願った行事です。
お団子をつくり、古民家で飾り付け
をします。

七輪で豆をいって、
豆まきをします。
古民家にひそむ鬼を
退治しよう！

各回18：00～19：30ころ
場所：郷土文化館研修室・武蔵野庭園
持物：防寒具、双眼鏡（お持ちの場合）

場　所：国立市古民家
服　装：エプロン、三角巾
講　師：くにたちの暮らしを記録する会
定　員：20名
対　象：小学生以上
参加費：300円
受　付：12月9日（火）
　　　　9：30より電話で文化館まで

場所：国立市古民家

13：00～15：30ころ

●●●●●●● 小正月の伝統行事を体験無 料

無 料

※申込不要。当日会場へお越し下さい。　※小学生以下は保護者同伴。　※公共交通機関をご利用下さい。
※くもりや雨天など星が見えない場合は、館内で宇宙のお話をします。

※小学4年生以下は、必ず保護者もご参加ください。
※受付は9：30～16：30

※申し込み不要。
　直接会場にお集まりください。

① 12 月26日

② 1月30日

③ 2 月27日

「月とすばる」

「月とオリオン座」

「月と木星」

金

金

金

冬の星空ウォッチング 繭玉飾り

※小学4年生以下は、必ず保護者もご参加ください。

14：00～15：00
2 月3日 火

節分 豆まき

▲過去の展示の様子

1月10日土

参加費

わたしたちのくらしはいつの時代も少しずつ変わっていきます。
20年前のむかし、50年前のむかし、100年以上前のむかし。

いろいろな時代のむかしのくらしに、「もの」を通してふれてみてください。

　電気のなかった頃の生活から、電化製品が普及していった昭和
30～40年頃までの、くにたちで使われていた民具（身近にあってく
らしを支えたもの）を中心に、民具案内に関連して展示します。

■展示概要 ■民具案内とは
　毎年1月から3月にかけて、市内の公立・私立の小学校11校の3年
生が、「くにたちの暮らしを記録する会」の方から昔の生活の様
子を聞いた後、実際に民具を使った体験学習を行なっています。

2015年１月10日（土）～３月16日（月） ※休館日：毎月第２・４木曜日　入場無料
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