
♦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

くにたちアートビエンナーレ2015　関連イベント情報！
３月28日より「くにたちアートビエンナーレ2015」が始まりました。 
大学通りでは野外彫刻展で制作された彫刻作品６点がお披露目されました
が、ご覧になりましたか？桜が新緑の葉へと移り変わるとともに、彫刻も
さまざまな表情を見せ、行き交う人を楽しませてくれることでしょう。

会期終了となる８月末までのおよそ５ヶ月間、国立市内各所では関連イ
ベントが開催されます。アートプロジェクト、展示、ワークショップな
ど、誰でも気軽にアートに親しんでいただけるものばかりです。
「くにたちアートビエンナーレ2015」をきっかけに、日常のなかでアー
トに触れてみてはいかがでしょうか。

期 間 中 に は 、 彫 刻 家 に よ る ト ー ク
シ ョ ー や ワ ー ク シ ョ ッ プ 、 講 師 に
アーティストの木村健世さんをお招
きして行う彫刻をめぐるツアーなど
を予定しています！詳細は、くにた
ち ア ー ト ビ エ ン
ナーレ公式ＨＰに
て随時更新してい
きます。

公式ＨＰ： kunitachibiennale.jp
問い合わせ：042-574-1512
 （くにたちアートビエンナーレ事務局）

日本とベルギー作家による現代版画の展示

時　　間：11：00～17：00  
場　　所：宇フォーラム美術館  ※休館日 月・火・水
入 場 料：300円
問い合わせ：024-507-3616（望月）

時　　間：13：00～17：00  
場　　所：宇フォーラム美術館 ※休館日 月・火・水
入 場 料： 一般500円、会員・しょうがいしゃ・

小学生以下無料
問い合わせ：042-580-1557
 （宇フォーラム美術館）

伐採された桜の樹でつくるベンチ・クラフト

感 触・ふ れ あ い・作 風 な ど 、多 彩 な 意 味 を も つ
「TOUCH(タッチ)」をテーマにした、92秒間の掌編映像

のオムニバス上映展。

夕方5時になると動き出すもうひ
とつの役所＝《アフターファイブ
ガバメント》が、国立のそこかしこ
に「不思議な暮らし」を出現させま
す！詳しい内容と参加方法は、特
設ウェブサイトにて4月より順次公
開していきます。

問い合わせ：042-576-1943（桜らいぶ実行委員会　佐々木）

時　　間：13：00 ～（15：00）・16：00 ～（18：00）
 ※ カッコ内は、上映後のワークショップ、
 　フリータイムを含んだ終了予定時刻
場　　所：リトマス（国立市東1-4-6 国立商協ビル2F）
定　　員：各回20名　※先着順
問い合わせ：042-505-7398（間瀬）

絵画、版画、彫刻、インスタレーションを含む美術展

時　間：13：00～15：00
場　所：くにたち郷土文化館・
　　　     社会福祉法人滝乃川学園
※ 8月30日にはライブコンサートや

交流会も行われます。

展示 ギャラリートーク

場所・時間：くにたち郷土文化館
　　　　　　open 9：00～17：00
 ※入館は16：30まで、
 　第2・第4木曜日は休館
　　　　　　社会福祉法人滝乃川学園
　　　　　　open 9：00～日没
問い合わせ：090-9854-9192（大塩）

国立の魅力発見!まちのさまざまな情景や芸術あ
ふれる風景を、くにたちアートビエンナーレの
彫刻作品の設置を記念して募集します。
作品テーマ： ①彫刻のあるまち 
 ②自由課題（テーマに制限はありません）

展　　示： くにたち市民芸術小ホール（市民ギャラ
リー）に展示後、巡回展を行います。

問い合わせ： 042-574-1199／Web：kunimachi.jp
   （国立市観光まちづくり協会）

応募期限：8月31日 月

表 彰 式：9月22日火

彫刻をもっと楽しめる
 イベント！

日本・ベルギー国際版画交流展 ドイツ版画展 くにたちの桜でベンチをつくろう

アートプロジェクト　アフターファイブガバメント 92TOUCH くにたち掌編映像展 桜らいぶ

アートウォーキング国立2015 IN ビエンナーレくにたちアートビエンナーレ2015開催記念
第2回くにたち写真コンテスト作品募集！！

4月19日日 5月24日日 6月28日日
7月26日日 8月23日日

4月11日 土

6月  5日 金

8月17日 月

4月12日 日 6月7日日

8月30日 日

4月19日日6月4日木

7月2日木

～5月9日土～6月28日日

～7月31日 金

4月5日日

くにたち市民芸術小ホール
（市民ギャラリー）

消印有効

～4月25日 土

～6月15日 月

～8月31日 月

PartⅠ

PartⅡ

PartⅢ

第１期

第２期

実施期間：
場　　所：富士見台ストアー、国立市内各所
ウェブサイト：www.afterfivegovernment.com

4月～8月

ヨゼフ・ボイス、ホルスト・ヤンセン

時　　間：10：00～15：00
場　　所：谷保第四公園（雨天時：くにたち市民芸術小ホール ピロティ）
定　　員：先着15名（小学生以上、小学生は保護者同伴）
参 加 費：500円（保険代込み）　※当日支払い
申込・問い合わせ：070-6962-5473／Mail：event@wakuworks.jp（和久）

7月     5日 日 7月19日 日 8月2日日

8月16日日 8月30日日

時　　間：12：00～18：00
場　　所： 大学通り（スターバックス前／
 一橋大学南門前／国立高校側歩道橋下）

アーティストとお花見！
宮野裕司、土生"Tico"剛、モアリズム、 廣瀬拓音、
TICA、酒井景都、tamamix、チエコビュー ティー、近所
のメンバー、Y.I.M、キッズダンス、マジッ
ク、紙芝居、占い、フリマ、and more …

※イメージ画像

1

くにたち
時間・空間時間・空間

隔月5日発行隔月5日発行

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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●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27年10月1日（木）から、
　　　　　　　  ９：00～22：00（22：00 退館）

●

●

※ ※ ※ ※

※平成27年10月1日（木）からは22：00に変更

こどもおすすめ事業端午の節句

4 月17日　    ~5 月11日

五月人形
鯉のぼりかざり   

国立市古民家・
郷土文化館

　くにたちには現在、小学校が 11 校、中学校が 5 校、高等学校が 5 校、大学が 2 校の、計 23 校があります。
国立市立第 1 小学校は平成 25 年に、創立 140 周年を向かえており、くにたちの学舎の歴史は長いと考えら
れます。そこで本展ではくにたちの学舎の源流をたどるべく、“くにたち”（国立）が“やほ（ぼ )”（谷保）と
呼ばれていた当時に焦点を当ててみます。

￥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

金 月

無 料

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。

 春季企画展

 「学
まなびや

舎のまちくにたち ―谷保村のころ―」

5 月 2 日 　     ～ 5 月 31 日　　　※休館日は第２・４木曜日
9：00 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）    　　

土 日
無 料
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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27年10月1日（木）から、
　　　　　　　  ９：00～22：00（22：00 退館）

●

●

※ ※ ※ ※

※平成27年10月1日（木）からは22：00に変更

￥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

～平成 27 年度郷土文化館年間予定～
～企画展の予定～

◆春季企画展「学
まなびや

舎のまち くにたち―谷保村のころ―」
　 開期：5 月 2 日（土）～ 5 月 31 日（日）

◆夏季企画展「今城國忠の世界（仮）」
　 開期：7 月 4 日（土）～ 7 月 26 日（日）

◆夏季ミニ展「戦後 70 年 くにたちと戦争」（仮）
　 開期：8 月 1 日（土）～ 8 月 15 日（土）

◆秋季企画展「近世谷保村と町医者（仮）」
　 開期：10 月 10 日（土）～ 12 月 8 日（火）

◆冬季企画展「むかしのくらし展」

　 開期：1 月 9 日（土）～ 3 月 13 日（日）

～開催事業の予定～

五月人形・鯉のぼり／七夕飾り／十五夜だんご作り／
まゆだま飾り／豆まき／雛人形飾り／菱餅作り／干支
の折り紙／わら細工教室／自然クラブ／プラネタリウ
ム／星空ウォッチング／郷土館まつり

※変更する場合があります。
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4

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

ロック 懐かしくも新しいサウンド！

ビートルズ・トリビュート・ナイト　Vol.3
発売中 発売中

３バンドが楽曲を①1962～1964　②1965～1966　③1967～1970　と年代別に演奏！
往年のファンから新たなリスナーの皆さんまで、きっとご満足いただけます！

チケット価格の後（　）内に記載してあるのは、くにたちポイント（以下 P）の付与数／ P での購入時に必要な P 数です。

第 1 回スタジオコンサート

若き演奏家の愉快ないたずら
～ Pacific Music Festival 2014の仲間たち

5 月10日　    14：00（開場：13：30） 地下スタジオ日
桐朋学園大学にて学び、国際教育音楽祭パシフィック・ミュージック・フェスティバル（ＰＭＦ）
でひと夏をともに過ごしたメンバーの共演が実現。若さ溢れるフレッシュな音楽をお届けします！

桐原宗生（ヴァイオリン）　小池星花（ヴァイオリン、ヴィオラ）　福崎茉莉子（チェロ）
中窪和輝（コントラバス）　中南孝晃（クラリネット）　木村卓己（ファゴット）　杉田亘平（ホルン）
Ｒ．シュトラウス（ハーゼルエール編）：もうひとりのティル・オイレンシュピーゲル
L.V.ベートーベン：七重奏曲　変ホ長調　Op.20
1,000円　

（11P付与/Pで購入時、800Pで可）　 全席自由

5 月16日　    17：30（開場：17：00）　 ホール土

High Grade Gentlemen　　The 909  　 Quarter Beat

一般：1,000円　（11P付与/Pで購入時、800Pで可）

￥

￥

落語 古典芸能に親しもう

第28回くにたちすたじお寄席
発売中

ますます気合が入る面々、個性際だつ技をどうぞご堪能ください。

6 月7日　    14：30（開場：14：00）　 地下スタジオ日

立川らく次　立川志らべ　立川志奄　立川志獅丸　立川らく兵
1,500円　（16P付与/Pで購入時、1,200Pで可）
全席自由￥

いざというときのために

（予告）東京消防庁音楽隊コンサート（避難訓練つき）
無料

芸術小ホールでコンサートを聴いている最中に大きな地震が起こったら？・・・その時、落ち
着いた行動をとることができるよう、お客様と一体になって避難訓練を行います。そのあと
は引き続き、音楽をお楽しみいただきます。

6 月20日　    14：00（開場：13：30）　 ホール土

無料の催し物

平成 27 年度地域の文化・芸術活動助成事業

キラリふじみ・レパートリー

絵のない絵本　（原作：アンデルセン）

発売予定

目の前でくりひろげられる、まるで「絵」のようなダンス。お月さまといっしょに世界をめぐっ
てみませんか？

6 月27日　     14：00（開場：13：30） ホール土

尾崎桃子　小野彩加　尾花藍子　北川結　熊谷理沙　
鈴木絢香　田路紅瑠美　　花田雅美　夕田智恵　内海正考
構成・振付・演出：白

しら

神
が

ももこ
おとな2,500円　　中・高校生　1,000円　　
こども（４歳以上）500円　（おとな27P・中・高校生11P・
こども5P付与/Pで購入時、それぞれ2,000P・800P・400Pで可）
※４歳未満の入場不可　

チケット発売：4 月 21 日（火）

創作ダンス作品　

￥

（予定）ワークショップ「わたしたちが踊る『絵のない絵本』」

演出家・白神ももこさんとともにさぐる、コンテンポラリーダンスの魅力！実際にからだを動かしながら作
品の背景にせまります。※内容等変更の可能性があります。詳細は4月中旬に発行のチラシをご覧ください。

6 月12日　    ① 11：00 ～ 12：00 ② 16：30 ～ 18：30 音楽練習室金

対象と定員：①親子（乳幼児）10組　②小学生～おとな　15名（小4以下は保護者同伴）
￥   ①②とも1,000円※当日受付時にお支払ください
申込方法：4月21日（火）から電話で芸術小ホールへ

アコーディオン・ジャズ・コンサート　Vol.8
発売予定

6 月28日　    14：00（開場：13：30）　 地下スタジオ日

坂本光世（アコーディオン、ピアノ）　鈴木克人（コントラバス）
パリの御嬢さん　有楽町で逢いましょう　荒城の月　
A列車で行こう　ほか

1,000円　（11P付与/Pで購入時、800Pで可）

チケット発売：4 月 7 日（火）

第２回スタジオコンサート

シャンソン、叙情歌、昭和歌謡もジャズに大変身！
アコーディオンとコントラバスの珍しいDuoで、ジャズ演奏をお楽しみください。

￥

人形劇俳優たいらじょうの世界　ダンボール人形劇場

「お花のハナックの物語」

発売予定

舞台いっぱいに広がる動物たちと、走ったり飛び回ったりすることにあこがれるお花のハ
ナック。かれらが繰り広げるファンタジーな世界に、おとなもこどもも夢中に！

7 月12日　     14：00（開場：13：30） ホール日

平
たいら

常
じょう

（人形劇俳優・演出家）
おとな　1,000円 　こども（３歳以上～中学生）　500円

（おとな11P・こども5P付与/Pで購入時、それぞれ800P・400Pで可）
※3歳未満はおとな1名につき1名ひざ上で鑑賞可。座席が必要な場合は有料
※この公演の入場料は、宝くじの助成により特別料金になっています。

チケット発売：4 月 21 日（火）

宝くじ文化公演

￥

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　㈱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

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　　助成：（一財）地域創造

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      協力：国立リバプール

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： 国立市　国立市教育委員会　（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　（一財）自治総合センター

主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　協力：東京消防庁 立川消防署国立出張所

全席自由 団体割引

全席自由 団体割引

  東京消防庁音楽隊　

￥   無料（5月19日（火）から芸術小ホールで整理券配布）
全席自由

全席自由

厚生労働省社会保障審議会推薦、
児童福祉文化財認定作品

全席指定

多摩フレッシュ音楽コンサート 2015

【会場】たましん RISURU ホール（立川市市民会館）大ホール　 ※両日とも

ピアノ部門
6 月 26 日　    18：00 開演金

500 円　※未就学児はご遠慮ください￥

声楽部門
6 月 23日　    18：00 開演火

チケット取扱：芸術小ホール ほか多摩地域公立文化施設（5月10日（日）から）
事務局：（公財）立川市地域文化振興財団 TEL042-526-1312
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

  秋川歌舞伎保存会あきる野座
演目：【歌舞伎】仮名手本忠臣蔵　三段目「足利館門前進物の場」「松の間刃傷の場」
 【舞踊】屋敷娘（あきる野市立東中学校伝統芸能部）
 【子供歌舞伎】絵本太功記　二段目「本能寺の場」
 ※ 上演の前に、あきる野座と谷保天満宮獅子舞保存会代表によるトークショーあり（約15分）
￥  おとな1,000円　　こども（３歳以上～小学生）300円
 （おとな11P・こども2P付与/Pで購入時、それぞれ800P・240Pで可）
 ※3歳未満はおとな1名につき1名ひざ上で鑑賞可。座席が必要な場合は有料
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

東京都指定無形民俗文化財

秋川歌舞伎 あきる野座公演
発売予定

7 月18日　    14：00（開場：13：30）　 ホール土
チケット発売：4 月 28 日（火）

農村歌舞伎　

一昨年大好評だったあきる野座の再演です。地域の伝統を守り
伝えているその成果を、ちょっと昔に戻った気分でご観覧ください。

全席自由 団体割引

撮影：松本和幸
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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

毎月第４水曜日  ランチタイムコンサート
無料

どなたにもお気軽に音楽に親しんでいただくための演奏会です。 
12：10 ～ 12：50 エントランスホール

大滝俊（ピアノ・2005年Festival de musicos jovenes de cataluna優勝、2006年マジョルカ島カプデ
ペラ国際コンクール3位）

タレガ＝大滝編：アルハンブラの思い出　　サティ：ジュ　トゥ　ヴ　　　ほか

無料の催し物

4 月 22日　    「情熱だけじゃないスペイン」水

髙井千慧子（ソプラノ）　　田中百合子（ピアノ）
F.シューベルト：鱒　G.プッチーニ：「蝶々夫人」より）ある晴れた日に
小林秀雄：すてきな春に　　ほか

5 月 27 日　   「ソプラノでつづる季節（仮）」水

第25回ファミリーフェスティバル

多くのお客様にお越しいただけますように！お待ちしております！

5 月5日　　　       ホールほか火・祝

10：00ごろ～お菓子がなくなるまで　
  ガールスカウト東京都第145団

（予定）第1回・11：00～　第２回・13：00～
  都立五商OGOB吹奏楽団After Five

14：00開演（開場：13：30）　
  国立三中OB吹奏楽団

無料無料の催し物

野外劇場

お茶席

春風コンサート

春の市民一芸塾　 募集参加者募集

トールペイント講座
～オリジナル小物を作る～ 地下アトリエ
初心者大歓迎！絵心不要、ぬりえ感覚でできるオリジナル雑貨
やペーパーナプキンを使った小物を作ります。
5 月 15 日・22 日・29 日・6 月 5 日・12 日
毎週金曜　全5回　13：30～15：30　　定員：10名（先着順）

  講師　丸山隆子氏
￥   受講費：2,000円　　材料費：2,200円（ミニボックス、筆など）
持ち物：水入れ、古いタオルかキッチンペーパー
募集期間　4月10日（金）～4月22日（水）　※定員に達し次第締切

　 募集参加者募集

パフォーマンスキッズ・トーキョー　
アーティストとつくる、こどもたちの創作舞台作品。最高の夏の思い出を
つくりませんか？

音楽練習室、ホール
7月21日（火）・22日（水）・24日（金）・27日（月）・28日（火）・
29日（水）・30日（木）・31日（金）・8月1日（土）
※時間は原則として午後。8/ １のみ午前・午後。

ワークショップ

ホール発表

8月2日（日）午後　※午前：リハーサル
対象：小学3年生～6年生　15名
アーティスト： 平原慎太郎（ダンスカンパニー『OrganWorks』主宰、『コンドルズ』『瞬　project』

『C/Ompany』メンバー）
￥   参加費：無料
申込方法：「ＮＰＯ法人　芸術家と子どもたち」へ以下のいずれかでお申込ください。
申込期間： 4月20日（月）～6月10日（水）
 ①HPから専用フォームで　　http://www.children-art.net/pkt/
 ②ファックスで　03-5961-5738
詳細につきましては、4月下旬ごろ芸術小ホール、市内の主要施設に配架するチラシをご覧ください。

◆芸術小ホール窓口で直接お申込ください。お電話での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名までとします。
◆受講費および材料費をお支払後、受付完了とします。
◆受付期間終了後のキャンセルの場合、受講費および材料費のご返金はご容赦ください。

主催： アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、特定非営利活動法人 芸術家と子ども
たち、公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団 

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

●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。
●（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。
●（こどもおすすめ）マークがある事業は、スタンプラリーの対象です。
●「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。くにたちポイントは割引後の価格に10％上乗せした額
に応じて付与します。

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

お知らせ
●施設利用時間延長について

平成27 年10 月1 日（木）から、芸術小ホールの施設利用時間が変更となります。
閉館時間を30 分間、延長します。
利用料金は変更ありません。今後の活動にぜひご活用ください。
現・利用時間　　全施設　　午前9 時～午後 9 時30 分
新・利用時間　　全施設　　午前9 時～午後10 時

●有料の催し物にかかる入場加算料変更について
平成27 年4 月1 日から、有料の催し物にかかる入場加算料のうち、入場料の区分方法について、以下の
ように変更となります。ご利用になる皆様のご理解・ご協力をお願いします。

チケット・入場料 変更後 加算利用料
 500 円未満 →  500 円以下  0.4
 500 円～1,000 円未満 →  501 円～1,000 円以下 0.6
 1,000 円～2,000 円未満 →  1,001 円～2,000 円以下 0.8
 2,000 円～3,000 円未満 →  2,001 円～3,000 円以下 1.0
 3,000 円以上 →  3,001 円以上 1.3

募集 くにたちポイントを４月１日より導入しました！

　くにたちポイントは、国立市商工会が運営する事業です。カード会員が、交通系ICカード
(Suica、PASMO等)を使って、国立市内の加盟店で買い物等をした際に、金額に応じてポイン
トを発行します。(100円(税抜)の買い物で1ポイント)たまったポイントは、加盟店で買い物を
する際に使うことが出来ます。
　４月１日から、くにたち文化・スポーツ振興財団が管理運営する施設（芸術小ホール、総合体
育館、郷土文化館）でも、一部でくにたちポイントが利用できるようになりました。
　たとえば、芸術小ホールのチケット購入では、次のような使い方ができます。

(ポイント付与の場合)　…　10％上乗付与
現金で2,000円のチケット代購入の場合　………　22ポイント付与　
　　
(ポイント使用の場合) 　…　20％割引購入
ポイントで2,000円のチケット代購入の場合　………　1,600ポイントで購入可能

(例)

　総合体育館では、体育用品の購入にくにたちポイントが使えます（ポイ
ント使用のみ）。郷土文化館では、主催事業への参加（ポイント使用、ポ
イント発行両方可）や、オリジナルグッズの購入にポイントが使えます。
　上記２館でのポイント使用は、10ポイント（10円相当）単位となります。
芸小ホールでは、チケット料金全額をポイントで支払う場合に限ります。

※　詳しいことは、各館にお問い合わせください。

｛

平成27年度財団嘱託員募集

◆仕事の内容
　施設管理運営・受付業務及び事業補助
◆資格等
　パソコンの基本操作ができる61歳未満の方
◆募集人数
　２名
◆報酬
　時給　1,200円　交通費別途支給
◆勤務時間
　�１日６時間以内(週３日程度、土・日・祝日勤
務あり)

◆勤務場所
　芸術小ホール、総合体育館
◆申込・問い合わせ
　�履歴書(写真貼付)に希望の「勤務場所」を明記
し、平成27年４月17日(金)までに下記に郵送
(必着)かお持ちください。

　公益財団法人くにたち文化・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

チケット取扱い

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！
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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

                   　　　　　　　         6/13を除く。　       
                                                    9:30～11:30          

●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「往復ハガキ」またはメール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。

申込方法
申込資格

メールアドレス　taiku4111@kutaiku.com
QRコードをご利用ください

こどもおすすめ事業 参加費親子で運動

申込締切    ４月17日（金）まで

毎月曜

講師：堀　政代　　　　　　4,000円(6回分)

親子スイミング教室  ①

申込締切    ４月21日（火）まで

 
 室内プール

親子で楽しく水に親しむ！

5月11日 月 ～6月15日 月　

￥￥

   　　　

定員  25組

￥講師　　　　　参加費　　　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

講師：遠田マチ子　　　　　　2,000円 (6回分)

5月9日 土 ～6月13日 土

バドミントンを基礎から学べる！

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   

申込締切    ４月28日（火）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

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　　　　　      　  5,000円 (8回分)

親子体操教室①
5月15日 金 ～7月3日 金

親子で運動、楽しくコミュニケーション！

毎金曜

申込締切    ４月30日（木）まで

講師：成田佳代子　　　　　5,000円 (8回分)

 　
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17日 水  ～9月30日 水 

￥

参加費

                   　　　　　　　   　       
                                                 14:45～16:25          

いきいき健康づくり   参加費

申込締切    ４月30日（木）まで

定員 50名

￥講師：山口みな子　　　　        5,000円 (8回分)

初めての気功と健康太極拳  ②
6月9日 火 ～7月28日 火

“気”とゆったりした動きで心と身体をいやそう！

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　　　　　　5,000円(8回分)

骨盤調整＆エアロビクス  ②

申込締切    ４月30日（木）まで

 
 第二体育室

ゆがんだ骨盤を調整し、体調ＵＰ！

6月6日 土 ～7月25日 土　

￥

定員  50名

参加費

いきいき健康づくり   参加費

申込締切    ４月16日（木）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！

第三体育室

隔週木曜5月7日 木 ～7月16日 木5月20日 水   ～ 7月8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9日 火 ～7月28日 火

太極拳をマスターしょう！

第三体育室

毎火曜

                  　　　     5/14・28　6/11・25、7/9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　　　　　　5,000円 (8回分)

申込締切    ４月24日（金）まで

申込締切    ４月30日（木）まで

毎水曜

6/24　7/22～8/26、9/23除く

第二・第三体育室交互

定員  60名

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

●総合体育館貸切利用申請日
７月分 　第1回目：5月1日(金)9時～
 　第2回目：5月8日(金)9時～
８月分　　第1回目：6月1日(月)9時～
 　第2回目：6月8日(月)9時～

●有料公園施設申請日（テニス･野球･サッカー等）
６月分 　  5月18日(月)、19日(火)
７月分 　  6月15日(月)、16日(火)

※抽選会の開始時間はお問合せください。
          
　

℡ 042-573-4111

相  談  日：4月25日(土)、26日(日)、
　　　　 5月30日(土)、31日(日)

時　    間：午前9時30分~11時まで（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

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

バドミントン・ミニテニス・バスケットボール
インディアカ・ダンス・体操等、ミニバスケットボール

卓球・武道・ダンス・体操等 卓球・武道・ダンス・体操等

有酸素系マシン、筋力系マシン、フリーウェイト 毎週　水・金・土・日開館（12月29日～1月3日を除く）

JR南武線矢川駅より徒歩15分

または立川バス　国立駅から「国立泉団地」行き、終点で下車、徒歩１分

くにっこミニ　泉ルート「南市民プラザ入口」で下車、徒歩３分

￥講師　　　　　参加費　　　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

平成27年4月1日(水)より、グリーンパスの対象者は、1枚の利用
券で複数の種目を利用することができます。

①トレーニング室とプールを利用する場合は、合計2時間の利
用となります。

②体育室を利用した場合は、合計3時間利用できます。
③第一、第二、第三体育室を利用し、その後トレーニング室

またはプールを利用した場合でも、合計3時間利用できます。
　利用順が逆でも、同じく3時間利用できます。
④延長券では、複数の種目を利用できません。

(例)
2時間以内　水泳  ←→  トレーニング室
3時間以内　卓球  ←→  トレーニング室
3時間以内　バドミントン  ←→  卓球  ←→  水泳（
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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

                   　　　　　　　         6/13を除く。　       
                                                    9:30～11:30          

●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「往復ハガキ」またはメール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。

申込方法
申込資格

メールアドレス　taiku4111@kutaiku.com
QRコードをご利用ください

こどもおすすめ事業 参加費親子で運動

申込締切    ４月17日（金）まで

毎月曜

講師：堀　政代　　　　　　4,000円(6回分)

親子スイミング教室  ①

申込締切    ４月21日（火）まで

 
 室内プール

親子で楽しく水に親しむ！

5月11日 月 ～6月15日 月　

￥￥

   　　　

定員  25組

￥講師　　　　　参加費　　　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

講師：遠田マチ子　　　　　　2,000円 (6回分)

5月9日 土 ～6月13日 土

バドミントンを基礎から学べる！

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   

申込締切    ４月28日（火）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

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　　　　　      　  5,000円 (8回分)

親子体操教室①
5月15日 金 ～7月3日 金

親子で運動、楽しくコミュニケーション！

毎金曜

申込締切    ４月30日（木）まで

講師：成田佳代子　　　　　5,000円 (8回分)

 　
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17日 水  ～9月30日 水 

￥

参加費

                   　　　　　　　   　       
                                                 14:45～16:25          

いきいき健康づくり   参加費

申込締切    ４月30日（木）まで

定員 50名

￥講師：山口みな子　　　　        5,000円 (8回分)

初めての気功と健康太極拳  ②
6月9日 火 ～7月28日 火

“気”とゆったりした動きで心と身体をいやそう！

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　　　　　　5,000円(8回分)

骨盤調整＆エアロビクス  ②

申込締切    ４月30日（木）まで

 
 第二体育室

ゆがんだ骨盤を調整し、体調ＵＰ！

6月6日 土 ～7月25日 土　

￥

定員  50名

参加費

いきいき健康づくり   参加費

申込締切    ４月16日（木）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！

第三体育室

隔週木曜5月7日 木 ～7月16日 木5月20日 水   ～ 7月8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9日 火 ～7月28日 火

太極拳をマスターしょう！

第三体育室

毎火曜

                  　　　     5/14・28　6/11・25、7/9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　　　　　　5,000円 (8回分)

申込締切    ４月24日（金）まで

申込締切    ４月30日（木）まで

毎水曜

6/24　7/22～8/26、9/23除く

第二・第三体育室交互

定員  60名

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

●総合体育館貸切利用申請日
７月分 　第1回目：5月1日(金)9時～
 　第2回目：5月8日(金)9時～
８月分　　第1回目：6月1日(月)9時～
 　第2回目：6月8日(月)9時～

●有料公園施設申請日（テニス･野球･サッカー等）
６月分 　  5月18日(月)、19日(火)
７月分 　  6月15日(月)、16日(火)

※抽選会の開始時間はお問合せください。
          
　

℡ 042-573-4111

相  談  日：4月25日(土)、26日(日)、
　　　　 5月30日(土)、31日(日)

時　    間：午前9時30分~11時まで（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

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

バドミントン・ミニテニス・バスケットボール
インディアカ・ダンス・体操等、ミニバスケットボール

卓球・武道・ダンス・体操等 卓球・武道・ダンス・体操等

有酸素系マシン、筋力系マシン、フリーウェイト 毎週　水・金・土・日開館（12月29日～1月3日を除く）

JR南武線矢川駅より徒歩15分

または立川バス　国立駅から「国立泉団地」行き、終点で下車、徒歩１分

くにっこミニ　泉ルート「南市民プラザ入口」で下車、徒歩３分

￥講師　　　　　参加費　　　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

平成27年4月1日(水)より、グリーンパスの対象者は、1枚の利用
券で複数の種目を利用することができます。

①トレーニング室とプールを利用する場合は、合計2時間の利
用となります。

②体育室を利用した場合は、合計3時間利用できます。
③第一、第二、第三体育室を利用し、その後トレーニング室

またはプールを利用した場合でも、合計3時間利用できます。
　利用順が逆でも、同じく3時間利用できます。
④延長券では、複数の種目を利用できません。

(例)
2時間以内　水泳  ←→  トレーニング室
3時間以内　卓球  ←→  トレーニング室
3時間以内　バドミントン  ←→  卓球  ←→  水泳（

72015  OASIS  No.147



8

￥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

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/

日　時　こどもの日　５月５日（火・祝） 
　　　　１０：00 ～ 15：30
会　場　総合体育館、芸術小ホール、谷保第四公園、第五小学校校庭、市役所西側広場

第25回ファミリーフェスティバル

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

いろんなこと  やってみよう！！

遊び広場
（谷保第四公園）

総合体育館芸術小ホール

ポニー乗馬

さかなつり

春風コンサート

お茶席

シャボンドーム

ちびっこ遊び

輪投げ

ヨーヨー

らくがきコーナー

ミニ体力測定

景品交換

天神囃子

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

！

★�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。

天神囃子
ポニー乗馬
もぐらたたき
射的
シャボン玉遊び
むかし遊び
さかなつり
キャタピラー遊び（新種目）

シャボンドーム（新種目）
卓球
室内プール（水着を持ってきてね）
スポーツ吹き矢
ツインバスケット
ミニテニス
バドミントン
輪投げ
ミニ体力測定
ちびっこ遊び
フットサル（昼休み）
ミニバスケットボール（昼休み）

らくがきコーナー
バルーンアート
ヨーヨー
けん玉

お茶席
春風コンサート

食べ物コーナー
体育館前→焼きそば、飲み物
体育館東側通路→野菜販売、ポン菓子
第四公園→揚げパン

通  路

ターゲットバードゴルフ

スポーツチャンバラ

的当て

スポーツ広場
（第五小学校校庭）

サッカー
的当て
ターゲットバードゴルフ
体験ウエイトリフティング
スポーツチャンバラ
ティーバッティング

イベント広場

けん玉名人
ジャグリング名人
やほレンジャー
ハーモニカ
フラダンス　ほか

野外劇場が復活！
（市役所西側広場）ゆりーと

くにニャン

やほレンジャー

パターゴルフ

雨天決行参　加
無　料
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