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

2015

6・7
隔月5日発行

月号

平成27年

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

第148号

ビエンナーレの舞台、大学通り…ついに作品が御披露目 ! 
くにたちアートビエンナーレ2015 全国公募第１回野外彫刻展の最終選考が、3
月30日（月）終了し、ついに大賞、準大賞、優秀賞、市民賞の全ての賞が決定い
たしました。
折しも大学通りは満開の桜、作品が花霞の中に際立ち、受賞を祝う美しい舞台と
なりました。
選考発表は、同日午後１２時半から、くにたち市民芸術小ホールにて行われた授賞
式の中で行われました。

前列：左より受賞作家　チーム美山の寺田康雄さん・寺田久乃さん、金景暋さん、中島真理子さん
　　　岡村光哲さん、長野真紀子さん、土田義昌さん
後列：左より選考委員　福永治氏、建畠晢氏、池田良二氏　

作曲：山本康雄
指揮：山本康雄　 演奏：国立音楽大学附属中・高等学校

賞状を受け取る大賞の中島さん 準大賞の岡村さん

国立在住の作曲家委嘱作品、テーマ曲「祝祭」初演！
授賞式は、国立音楽大学附属中学校・高等学
校の協力の下、音楽に彩られた開式となりま
した。くにたちアートビエンナーレテーマ曲
を国立在住の作曲家、山本康雄氏に委嘱、第
1部では国立音楽大学附属中学校・高等学校
の生徒60名で編成された「祝祭合奏団」の演
奏により、初演を飾りました。
また、作家と作品の紹介・各賞発表の第2部は、式のために編成された同校高
校生による弦楽とフルートによるクインテット「祝祭五重奏団」の生演奏で
進行し、くにたちならではの特色を活かすことができました。

作曲：山本 康雄　Composer : Yasuo Yamamoto

国立市在住の作曲家。東京藝術大学音楽学部作曲科卒業後、同大学院修士課
程修了。 第50回日本音楽コンクール作曲部門第二位入賞。合唱作品集 「忘
れないで下さい」、フルートの為の「フルートでつづる日本の四季」「フ

ルート日本の故郷」「フルートマスターピースフルート４重奏のために」（トリム楽譜出
版）をはじめ、多くの編曲や作品が出版されている。作曲や編曲で活動する一方、国立音楽
大学附属高等学校で教鞭をとっている。 Photo：KUROKI mai

♦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/

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
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各賞が決定しました!

重くて脆くて扱いづらい素材であるにもかかわ
らず、人は石という素材で何か別の「モノ」をつ
くろうとします。けれども、私は何かをつくり出
すことではなく、その姿かたちを変えることで、
その石が“在る”ことに気づくことができればと
思っています。石の性質を際立たせただけのこの
作品を街中に置くことで、「モノ」そのものにで
はなく、それが“在る”という「モノ」の存在自
体に興味を持つ人が一人でもいたとすれば、面白
いと思うのです。

この作品の最初のイメージは一つの楔（くさび）
でした。それがいくつも重なり、̶ぞろぞろーと
動く様な姿になりました。人は一人で生きていけ
ないように、街も多くの人達の関わりの中で成長
していきます。国立市も一本の桜、一人の市民か
ら成長し、今の緑に囲まれた学園都市として多く
の人達に愛されています。一つの楔（くさび）が
重なり成長するように、これから国立市が文化、
生活の発信地であることを願いつつ、ひとつずつ
の楔（くさび）に思いを託しました。

「重くて、脆くて、とても厄介なもの」

「ＺＯＲＯ ²」

【大　賞】

【準大賞】
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「風の球体」 「記憶のひきだし」

「進化景色（都市の森）」 「月出」

【優秀賞】 【優秀賞】

【優秀賞】 【市民賞】
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私達の祖先が初めて地球儀なるモノを
知ったのは今から400年ほど前、日本
がいかにも小さな島国で世界がどれ程
大きいのかに驚かされた事であろう。
現代、情報社会に生きる私達だが、ど
れ程世界を意識して生活しているのだ
ろう。なくならない紛争、難民、飢餓、
止められない砂漠化…。普段生活して
いる街角に地球儀を出現させて、日々
の生活の中で地球を意識してもらう事
がねがいである。

大切にしたい風景がある。
幼い頃に遊んでいた公園や並木道を通
りかかった時、現在の私がその場に存
在し、目の前の風景を見ているが、そ
こに見えたものは、過去そこで遊んで
いた私の記憶だった。この作品を見る
ことで人が持っている記憶が想起され、
この街が私達と共に有り、幸福感を与
えてくれる場の証明になることを願い
制作した。

歴史をこえて、人間が思い大切にして
いることを表現し、伝えていけるもの
をイメージしている。作品がうつりか
わる木々の変化にみえたり、都会の町
の風景や家族がよりそうようにも見え
たりと、印象を膨らませていただきた
い。人にやさしい街で、ほっとできる
彫刻を制作してみた。

月をイメージした作品。月は誕生や真理
の始まりなど様々な意味を含め、暗いと
ころでもっと光輝く。特に、満月のとき
はとてもきれいで、我々の心を動かすの
ではないか。その時の我々の感情と言葉
を考えながら水で表現し、新しい動きを
創作する。満月の形を考え、月が時と場
所によって変化するように、作品も見る
角度によって変わって見えることを表現。
その形をステンレススティール素材で制
作し、水の存在感を高める。

※ 市民賞については、模型作品展示会の来場者投票により決定し、昨年11月30日に発表しています。

期間限定 ! 第1回野外彫刻展
模型作品の譲渡受付
お問合せ： くにたちアートビエンナーレ事務局   
Email / info@kunitachibiennale.jp 　Tel /042-574-1512 

8月30日（日）
締切

第１回野外彫刻展のマケット（模型作品）はすべて、会期終了後、作家に返却されますが、
大賞・準大賞・優秀賞を受賞した作家の皆さんが、ご希望の方にマケットを譲渡するそ
うです。価格交渉、受渡方法などの詳細は、作家さんとの直接のやりとりになりますが、
事務局では会期中にかぎり、実際にマケットをご覧になれるよう、下記の日程で展示
することにいたしました。大学通りに並んだ実物作品とほぼ同じ、完成度の高いマケッ
トを入手できる機会ですので、ぜひ会場へお運びになりませんか。ご関心をお持ちの
方は、どうぞ事務局までお問い合わせください。
詳細については公式website からもご覧になれます。→kunitachibiennale.jp  

※市民賞作品のマケットについては、作品購入者より市へ寄贈されました。

【模型作品の展示日程】

【模型作品の素材・サイズ・重さ】

5月10日～6月30日 くにたち市民芸術小ホール エントランスホール
7月 1 日～7月31日 国立市役所1階市民ロビー
8月 1 日～8月30日 くにたち市民芸術小ホール エントランスホール

素　材：陶      
サイズ：W/25㎝×D/25㎝×H/46㎝ 
重　さ：3㎏

素　材：白大理石
サイズ：W/44.2㎝×D/40.7㎝×H/14.2㎝
重　さ：65㎏

素　材：スチール
サイズ：W/18㎝×D/4.8㎝×H/12㎝
重　さ：6.5㎏

素　材： 白大理石／手すり・屋根：ステンレスにウレタン
塗装

サイズ：W/30㎝×D/11.2㎝×H/50㎝　(滑り台)
 W/12.5㎝×D/7.5㎝×H/10.5㎝（家）
重　さ：15.9㎏（滑り台）　2.5㎏（家）

素　材：黒御影石　
サイズ：W/30㎝×D/29㎝×H/43.5㎝
重　さ：35㎏

1．風の球体

2．重くて、脆くて、とても厄介なもの

3．ZORO2

4． 記憶のひきだし

5．進化景色（都市の森）

くにたちアートビエンナーレ2015の期間中（～8月30日まで）には、国立市内各所でい
ろいろな関連イベントが行われます。

まちのあちこちでアートイベント開催!

感触・ふれあい・作風など、多彩な意味を持つ「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。
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　13：00～／ 16：00～
各回上映後のワークショップやフリータイムを含めて約2時間。
場所／商協ビル内リトマス　定員／各回　先着20名　お問合せ／042-505-7398（間瀬）

「くにたちアートビエンナーレ2015」の野外彫刻展で大学通りに設置された６点の彫
刻作品を見て、ストーリーを想像し、絵本をつくります。
7月26日日　10：30～17：00
場所／大学通り・国立市公民館　対象／年齢制限なし　参加費／無料　定員／15名(先
着順)　持ち物／筆記用具・使い慣れた画材・飲み物(昼食は各自)　申込期間／6月12
日（金）～7月21日（火）　申込方法：くにたち市民芸術小ホールに電話、メール、も
しくは窓口まで（Tel:042-574-1515　Mail:info@kunitachibiennale.jp）

6月28日日・7月26日日・8月23日日　10：00～15：00
場所／谷保第四公園(雨天時は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　当日払い　持ち物／軍手・飲物・弁当
お申込・お問合せ／070-6962-5473　event@wakuworks.jp（くにたちさくら組　和久） 

6月7日日・8月30日日　13：00～15：00
（8月30日は、くにたちさくら音楽隊によるライブコンサートや交流会があります。）
場所／くにたち郷土文化館・社会福祉法人　滝乃川学園　お問合せ／ 090-9854-9192（大塩） 

92TOUCHくにたち掌編映像展

彫刻からうまれるストーリー　彫刻からイメージを膨らませて絵本をつくろう！

くにたちの桜でベンチをつくろう

ギャラリートーク

絵画、版画、彫刻、インスタレーションを含む美術展。
展示
6月5日金～6月15日月　8月17日月～8月31日月
場所／くにたち郷土文化館　9：00～ 17：00（入館は16：30まで　第2・4木曜日休館）
 社会福祉法人　滝乃川学園　園地　9：00～日没

アートウォーキング国立 2015  IN ビエンナーレ

日本の現代版画作家と世界的にもレベルの高いベルギーの現代版画作家
のコラボレーション。
第1期／6月4日木・6月28日日11：00～17：00
第2期／7月2日木・7月31日金11：00～17：00
場所／宇フォーラム美術館　※休館日　月・火・水　入館料／300円  
お問合せ／042-507-3616（望月）

日本・ベルギー国際版画交流展

作品テーマ／①彫刻のあるまち　②自由課題（テーマに制限なし）
応募の締切／8月31日月消印有効
表彰式／9月22日火　展示／くにたち市民芸術小ホール　市民ギャラリー
お問合せ／042-574-1199（国立市観光まちづくり協会）　kunimachi.jp

2015年春から夏にかけて、富士見台第三団地のすぐ近く、築50年の元市場「富士見
台ストアー」の一部が、「アフターファイブガバメント庁舎」に大変身！子どもから
大人までどなたでも、不思議な議会に参加し、アイデアを出し合いながら、現代美術
家・北澤潤と一緒に、「不思議な暮らし」をつくってみませんか。まずは、「富士見
台ストアー」をのぞいてみましょう。詳細については、公式サイト（http://www.
afterfi vegovernment.com）および公共施設の掲示物とチラシにてご確認ください。
お問合せ／ 042-574-1512  info@kunitachibiennale.com
くにたちアートビエンナーレ事務局　(藤井・松澤）

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

地域交流プログラム アフターファイブガバメント

お問合せは
コチラからも !
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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。

落語 日本が誇る話芸 !

くにたちすたじお寄席
第28回  6月7日日   第２9回  9月6日日 14:30（開場 14:00）
メンバーの個性が際立ってきました！芸に磨きがかかっています！

　　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）

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

発売中 発売予定&

第 28回チケット発売中・第29回チケット発売：６月７日（日）

全席自由

スタジオ

農村歌舞伎 東京都指定無形民俗文化財

秋川歌舞伎 あきる野座公演
発売中

7月18日土  14:00（開場 13:30）
地域の人々が守り伝えている伝統芸能。カッコよく、特に色気ただよう熱演に思わず
身を乗り出し声援を送ってしまいます！

　　秋川歌舞伎保存会あきる野座
　　演目：【舞踊】屋敷娘
　　【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」
　　【子供歌舞伎】絵本太功記　二段目「本能
　　寺の場」
　　※上演前に、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3P付与/Pで購入時、
　　それぞれ 800P・240P）
　　※ 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

全席自由

ホール

全国3か所でツアー！ 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
世界一もの知りなお月さまが教えてくれる世界をめぐるものがたり。生涯旅を愛した
デンマークの童話作家アンデルセンの連作童話『絵のない絵本』を題材にした、子ど
もと大人がともに楽しめる、お洒落なダンス作品です。（財団HPに動画あります）

 6月27日土 14:00（開場：13:30）　
　　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　内海正孝
　　構成・振付・演出：白

しらが

神ももこ
　　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）
　　※４歳未満の入場不可
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

全席自由

ホール

無料の催し物

第２回スタジオコンサート

いざというときのために　　

東京消防庁音楽隊コンサート（避難訓練つき）

アコーディオン・ジャズ・
コンサート Vol.8

6月20日土 14:00（開場：13:30）　
コンサートの最中に大地震発生！…その時、落ち着いた行動をとれるよう、お客様と
一体になって行う避難訓練です。
　　東京消防庁音楽隊
　　無料　※芸術小ホールで整理券配布中
　　C.A. ＆ R. ロペス：レット・イット・
　　ゴー　ありのままで～生まれてはじめて
　　中島みゆき：麦の唄　　真島俊夫（編曲）：美空ひばりの思い出　ほか
　　　　　　（整理券配布順に割り振らせていただきます）
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　国立市防災安全課

6月28日日 14:00（開場：13:30）　
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。
　　坂本光世（アコーディオン、ピアノ）
　　鈴木克人（コントラバス）
　　1,000 円（11P 付与 /P で購入時、800P）

　　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
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

全席指定

全席自由

ホール

スタジオ

無料・要整理券

　 発売中

団体割引

写真：松本和幸

ワークショップ  「わたしたちが踊る『絵のない絵本』」
6月12日金 ① 11:00 ～ 12:00　② 16:30 ～ 18:30
　実際にからだを動かすことで、作品に親しんでいきます。
新たなアート体験に心もワクワクします！
対象：①親子（乳幼児）10組　②小学生～おとな　15名（小 4以下は要保護者同伴）
　　講師：白神ももこ（演出・振付・ダンサー） 
　　1,000 円※当日受付時にお支払ください。公演チケットご持参の方は無料

音楽練習室

　　　

団体割引

発売中

芸小版　歌声喫茶！

歌う芸術小ホール inスタジオ
8月5日水  14:30（開場 14:00）
お好きな曲をリクエストして、みんなでいっしょに歌いましょう！楽しくてとまらない！

　　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）
　　500円（5P付与 /P で購入時、400P）
　　※ワンドリンク付　※歌集 1冊 200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

発売予定

チケット発売：6月 9日（火）

全席自由

スタジオ

　

宝くじ文化公演

人形劇俳優たいらじょうの世界　ダンボール人形劇場

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
「お花のハナックの物語」
7月12日日 14:00（開場：13:30）　
一人芝居と人形劇を融合させた独特の表現で、世界的な活躍をする平常さん。
各地で大評判の、ファンタジーな舞台をぜひお見逃しなく！（財団HPに動画あります）

　　平
たいらじょう

常（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）
　　※ 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

全席指定

ホール

発売中　　　
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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
第３回スタジオコンサート オペラを目の前で！

工藤京子　ピアノコンサート オペラ「椿姫」
～オール・ショパン・プログラム～ （全３幕・G. ヴェルディ作曲）

9月13日日 14:00（開場：13:30）
　

ピアノの詩人、ショパンの作品をお届けいた
します。美しく繊細で、甘く切ない、情熱あ
ふれる名曲の数々をお楽しみください！
　　工藤京子（ピアノ）
　　1,000 円（11P 付与 /P で購入時、800P）
　　ノクターン　 エチュード「革命」
　　バラード第１番　 前奏曲「雨だれ」　ほか

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

10月3日土 18:00（開場：17:30） 10月4日日 15:00（開場：14:30） 

芸小のコンパクトな空間ならではの
オペラ上演。めくるめく世界へと
ご案内します！
　　指揮：横山奏　演出：原純　
　　演奏：赤塚博美（エレクトーン）
　　大杉祥子（ピアノ）
　　ナレーション：矢島正明　
　　配役：ヴィオレッタ /小宮順子
　　ジェルモン /黒田彰
　　アルフレード /三浦義孝　ほか
　　S席 7,000 円　A席 6,000 円
　　B席 5,000 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
共催：東京シティオペラ協会　（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

全席自由

全席指定

無料の催し物 こどもおすすめ事業　未就学児可

 ランチタイムコンサート
毎月第４水曜日 12:10 ～ 12:50
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。 

6月24日（水）「沁みる、弾む。彩る、魅惑のシャンソン 再発見」　

　　谷チエ子（歌）　浅岡みほり（ピアノ）
　　ふるさとの山　ヴォンヴォワヤージュ　地下鉄の切符切り　ほか

7月22日（水）「ミュージック・アドベンチャー!～トーンチャイム音の旅～」
　

　　ユリ・リトミック教室YRTのなかまたち
　　パッフェルベルのカノン　ディズニーのナンバーから　日本の四季の歌メドレー
　　ほか

エントランスホール

こどもたちが大活躍 !
パフォーマンスキッズ・トーキョー　ホール公演　Vol.36

ニセンジュウゴスイッチ
8月2日日 14:00（開場：13:30）　
アーティストとつくりあげた、こどもたちの創作舞
台作品。こどもにしかできない未知の踊りがそこに！
（企画・制作：NPO法人　芸術家と子どもたち）
　　構成・振付：平原慎太郎（振付家・ダンサー）　
　　出演：ワークショップに参加したこどもたち
　　無料　（要事前予約）
観覧予約方法：「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。
①ファックスで　03-5961-5738　
名前・ふりがな、観覧者人数（大人、こども別に）、
電話番号、受付確認連絡先（ファックス番号）を
お知らせください
②ＨＰから専用フォームで　　http://www.children-art.net/pkt_invite/
お問合せ：芸術家と子どもたち　電話 03-5961-5737
主催：アーツカウンシル東京（公財）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、（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団
助成・協力：東京都

全席自由

ホール

　　　

発売予定 発売予定

チケット発売　７月７日（火） チケット発売　6月 30日（火）　

スタジオ ホール

無料の催し物

第40回くにたち音楽祭
6月14日日 13:00 ～ 17:00（開場：12:30）
音楽を愛する市民の団体が集結する音楽祭も
回を重ねてなんと40回となりました。17のグ
ループによる、心こもった演奏をどうぞおきき
ください。

無料
主催：くにたち音楽祭実行委員会
　　　（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

ホール

無料

参加者募集 ! 落語がひらく新たな体験

くにたち芸小 こども寄席 その５
7月30日木 13:00 ～ 16:00 ※寄席（発表）は 15:00 ごろから　

対象　小学生20名
　　　※定員に達し次第締切

落語家さんから直接教わることができま
す！人前でしゃべるのが好きな子も苦手な
子も大歓迎、新しい自分と出会おう！
　　講師：立川志らら　立川らく次
　　500円　（付添いの保護者・ご見学の
　　方も 500円）
　　※当日受付時にお支払ください

スタジオ

募集

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

無料・要予約

全席自由

　　　 無料
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

●10月13日（日） 第３回スタジオコンサート
 トランペット＋ピアノ
●（予定）11月1日（日）　OTODAMA／KOTODAMA2015
　～音とコトバの宇宙論～（能と打楽器のコラボレーション）
●12月5日（土） ホール寄席「柳亭市馬と柳家三三」
●12月中旬　鼓童３days 2015
●12月20日（日） フレッシュ名曲コンサート（室内楽）
 「若き奏者によるきらめく旋律」
 ～ベートーヴェン弦楽四重奏の聴き比べ

（詳細はオアシス 8・9月号をご覧ください）

● 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。
●  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。
● 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。

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！

チケット取扱い

芸術小ホール これからの主な催し物
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トレッキング

こどもおすすめ事業

こどもおすすめ事業

いきいき健康づくり

７月のトレッキング

初心者ミニバスケット教室

夏休み小中学生無料開放

やさしいヨガ②

霧ヶ峰（長野県八島ヶ原湿原）

7月23日木　集合：午前7時（午前 7時 5分出発）
帰着：午後 6時 30分予定

7月31日金 8月7日金 8月28日金
時間：午前9時 30分～ 11時 30分※ 8月 14日、21日を除く金曜日

7月30日木 8月26日水 
午前９時～午後５時「バドミントン」、「卓球」　午前10時～午後５時「水泳」

8月26日水 ～10月21日水 
※ 9月 23日を除く　毎週水曜日

標高 1,925 ｍ　難易度 : Ｂ　歩行時間４時間半　標高差合計約 400ｍ標高 1,925 ｍ　難易度 : Ｂ　歩行時間４時間半　標高差合計約 400ｍ
　　 ネイチャーガイド：相澤 篤　　 ネイチャーガイド：相澤 篤
　　8,000 円　　8,000 円
定員：37名定員：37名
コース： コース： 総合体育館→車山→蝶々深山→物見岩→奥霧小屋→八島ヶ原湿原→総合体育館総合体育館→車山→蝶々深山→物見岩→奥霧小屋→八島ヶ原湿原→総合体育館

　　講師：国立市バスケットボール連盟
会場：総合体育館　第一体育室
定員：50名（小学 3年生～ 6年生の
　　　バスケットボール初心者又は未経験者）
★上履きは必ず持参、運動できる服装、水筒

会場：総合体育館
　　　第一体育室「バドミントン」、「卓球」
　　　室内プール「水泳」
☆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。
☆バドミントン・卓球は、上履きが必要です。
☆室内プールは、水着・水泳帽が必要です。

　　講師：津江なつみ講師：津江なつみ
時間：Aコース 午前 9時 30分～ 10時 30分時間：Aコース 午前 9時 30分～ 10時 30分
 B コース 午前 10時 40分～ 11時 40分 B コース 午前 10時 40分～ 11時 40分
会場：第二体育室、第三体育室交互会場：第二体育室、第三体育室交互
定員：各コース 50名（合計 100名）定員：各コース 50名（合計 100名）
　　5,000 円（8回分）　　5,000 円（8回分）

締切　6月 30日 (火 )まで

締切　6月 30日 (火 )まで

当日体育館窓口でお申込みください。

締切　6月 30日（火）まで　

無料無無料無無料無料無料料料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料無料料無料無料無料無料無料無料

総合体育館開館時間
延長のお知らせ

平成27年10月1日（木）から、総合体育館の
開館時間が１時間延長されます。

○第一・二・三体育室
 午前9時～午後10時
○トレーニング室

午前9時30分～午後9時30分
○室内プール
 午前10時～午後10時
※ 午後6時からの団体利用につきましては、3
時間または4時間の選択制となります。

◆抽選会のお知らせ◆
●総合体育館貸切利用申請日
９月分
第１回目：７月１日 (水 ) 午前９時～
第２回目：７月８日 (水 ) 午前９時～
10月分
第１回目：８月３日 (月 ) 午前９時～
第２回目：８月 10日 ( 月 ) 午前９時～

● 有料公園施設申請日（テニス、野球、サッカー等）
８月分…７月 15日 ( 水 )、16日 ( 木 )
９月分…８月 17日 ( 月 )、18日 ( 火 )
※ 抽選会の開始時間はお問い合わせください。
　電話 042-573-4111

室内プール
利用のお知らせ
定期的な水の入替のため、次の期間は
プールのご利用ができません。

期日 :　6月22日月 ～
　　　 6月25日木まで

● 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「往復ハガキ」
またはホームページからお申込みください。（当日消印有効）
●右のQRコードを読み取ると、携帯電話からもお申込みいただけます。
●一部ご利用いただけない機種はあります。
●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。
●応募者多数の場合は抽選になります。

QRコードをご
利用ください

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

　

　

◆
申込方法
申込資格
◆

市民総合体育館の事業　573-4111￥ こどもおすすめ事業 未就学児可

◆ ◆

無料参加費

参加費
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2015 年度（第17 期）会員募集

夏季企画展

くにたち自然クラブ

　　　　夏季企画展　彫刻家 今城國忠の世界

申込：専用申込用紙を添付し往復はがきで6月12日金 〔必着〕
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

　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。

年中行事

七夕飾り
6月26日金 ～7月8日水 　

会場：くにたち郷土文化館・
　　　国立市古民家
● 6 月 19 日（金）から短冊コー
　ナーを設置します。
●星空に願いを込めて短冊を笹
　竹に飾りましょう。

無料　

参加募集

参加団体募集「郷土文化館まつり」
申込：6月16日火  9：30 より、電話で郷土文化館まで　
開催予定日 10 月 24 日（土）・25 日（日）
※申込み団体数により 1 日になる場合もあります。
文化薫る秋に、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。
　　無料　　　
貸出機材：マイク・マイクスタンド・イスなど（応相談）　
資格：伝統芸能等に取り組む団体

※参加希望団体の代表者
の方は、7月5日（日）午
前10時から郷土文化館第
1研修室にて行われる実
行委員会に出席していた
だきます。

わら細工教室

わらぞうり作り
7月26日日 13:30 ～ 16:00

　　講師：くにたちの暮らしを記録する会
会場：郷土文化館　研修室
　　600 円　
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年生以下は保護者同伴）

申込：7 月 10 日（金）9：０0 より電話で郷土文化館まで（先着順）

定員
20
名

★年間予定★
①6月21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－
②7月 4日（土） 19：00～21：00　夜間観察－夜の雑木林に集まる虫たち－
③7月25日（土） 10：00～12：00　 デジタル写真でママ下調査－生き物を探し

て撮ろうー
④8月22日（土） 10：00～12：00　魚の調査と観察－川で魚を捕ろう－
⑤9月27日（日） 10：00～12：00　多摩川のフィールド観察－バッタを探そう－
⑥11月7日（土） 10：00～12：00　木の実を集めて遊ぶ－秋の宝物づくり－
⑦12月5日（土） 10：00～14：00　生き物の絵を書く－細密画に挑戦－
　　　　　　　　　　　　　　　　 1年のまとめ

■関連事業■
今城國忠石膏作品
えんぴつデッサン会
今城國忠氏の石膏作品をデッサンします。初心
者の方もお気軽にご参加ください。
①7月11日（土）10：00 ～16：00
②7月18日（土）10：00 ～16：00
③7月25日（土）10：00 ～16：00
＊お昼はご持参ください。
　　各 500 円
持ち物：えんぴつ
（あれば、HB、2B、4B、6B練り消し）
※紙・イーゼル等は当館で用意します。
場　所：研修室
定　員：各回10 名
申込み：6月23日（火）9：30より電話申込み

※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

定員
25
名

　　　　　　　　　　予告

心

定員 10
名7月4日土 ～ 7月26日日 ＊ 9日・23日は休館

くにたちを代表する作家の1人である彫刻家今城國忠。本展示では、 今城
氏の作品と共に、作品の原型となる石膏像やスケッチなどから、作者の人
柄や製作過程を紹介いたします。

■今城國忠（いましろくにただ）　
略暦
1916年　広島県生まれ。1935年　澤田政廣に師事。／1952年　国立市
に移住。／1963年　第6 回新日展「ふたり」を出品、特選受賞。／1964
年　第7 回新日展に「女二人」を出品、特選受賞。／1988年　第18回日
彫展に「雪の朝」を出品、北村西望賞受賞。／2000年　死去。

文化・スポーツ活動を助成します!
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月から平
成 28年 2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、在学社を含む）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27年6月19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。
　※詳細は財団ホームページ「事業助成要綱」参照
　（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

デ
ッ
サ
ン
未
経
験
の
方
に
も

優
し
く
ご
指
導
い
た
し
ま
す
。

　

各
回

無料 参加費

■■ 参加費

参加費
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