
第1回野外彫刻展    一次選考により15作品が選出されました！

くにたち
―地域にある 楽しく 健康で 豊かな 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

の文化・芸術・スポーツ 情報

平成26年

8・9
第 142号

月号

（選考委員コメントより） 2

「風の根」 阿部 守（アベ マモル） 

「ギフト（包装形）」 長沼 克己（ナガヌマ カツミ） 

「ラッキー・キャット・MANEKI」 SOM（ソム） 

「ZORO 」 岡村 光哲（オカムラ コウテツ） 

「重くて、脆くて、とても厄介なもの」 中島 真理子（ナカジマ マリコ） 

「時空ピラミッド」 北川 太郎（キタガワ タロウ） 

「月出」 金 景暋（キム キョンミン） 

「大地からの誕生－潜在する自然性－」 中村 ケイ（ナカムラ ケイ） 

「記憶のひきだし」 長野 真紀子（ナガノ マキコ） 

「vessel for the forest」 中林 丈治（ナカバヤシ タケハル） 

「進化景色（都市の森）」 土田 義昌（ツチダ ヨシマサ） 

「ボート」 越智 彩（オチ アヤ） 

「天壌“循環”」 齋藤 徹（サイトウ トオル） 

「円相」 福迫 大智（フクサコ ダイチ） 

「風の球体」 チーム美山（チームビザン）

審査は、密度の高い集中度をもって行われましたが、半日以上の時
間を要し、ひとつひとつの作品ファイルが丁寧に精査され、熱心な
討議が重ねられました。
模型による第二次選考では、さらに6点に絞られます。

第二次選考会は、今秋11月17日（月）に行われます。15名の模型は、
11月5日（水）から11月21日（金）まで市内の３ヵ所（コミュニティ

スペース旭通り・郷土文化館・市役所ロビーを予定）で行われる模型展示会にて
展示されます。ぜひこの展示会にお越しください。これぞと思われる
作品に投票していただき、得票数の多かった作品が市民賞となります。

2015年3月30日（月）の最終選考会には、大賞、準大賞、優秀賞が
確定し、すべての受賞者が決まります。
くにたちアートビエンナーレは、作家の皆様、選考委員の先生方、
そして支えて下さった協賛企業や団体、市民の皆様によって、素晴
らしいスタートを切ることができました。

あきら
建畠　晢（京都市立芸術大学学長・埼玉県立近代美術館館長） 
非常にレベルが高く、結果的には、男女もほぼ半々、
年齢層も20代から60代まで多岐にわたる作品が選ば
れました。恒常的な展示に耐えるものという視点で選
びましたが、誰もが見慣れたようなモニュメント彫刻
ではなく、個性の光っているものをという意識があり、
それは他の選考委員もみな同じでしたので、バリエー
ションに富んだ面白い結果になったと思っています。
第一弾としては大変成功したコンペだと思います。

福永　治（広島市現代美術館館長・美術評論家）

応募点数が多かったので、かなりレベルに差があるの
ではと思っていましたが、全体として水準の高いもの
だったと思います。
野外彫刻のコンペによく出されている方の作品もあり
ましたが、今回は親しみのある、日常生活の中で人を
和ませるような作品が選ばれたので、これらが実際に
設置されると、とても良い空間ができるのではと期待
しています。

池田　良二
 第一次選考会で選出した15作品は、全部が最終制作
されてもいいと思うほどのものです。作品を前に、見る
人によって、それぞれの物語を感じられるような芸術
性・造形性を持った作品だと思います。公共の場に設
置ということで、耐久性の点から素材的には石と金属
が多かったように思います。また、設置候補の緑地と
の景観を考慮した、上手なプレゼンをしている方もお
りました。マケット（模型作品）が楽しみです。

      （武蔵野美術大学教授・
         (公財)くにたち文化・スポーツ振興財団理事）

了終第 一 次 選 考  　  
7月10日（木）くにたち市民芸術小ホールにて、選考委員の建畠晢、福永治、池田良二の各氏による第一次選考会が行わ
れました。初めての試みであり、短い告知期間であったにもかかわらず、全国から水準の高い119点もの作品が集まり
ました。応募してくださったすべての作家の皆様に、心より感謝申し上げます。第一次選考通過者は次の方々です。

2014

♦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
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共催企画展 こどもおすすめ事業

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￥

10:00～16:00　　　　　                      　　　 特別展示室

休館日：9月11日(木)

主催    紙の工芸展実行委員会・くにたち郷土文化館

入 場 無 料

「第20回 紙の工芸展」
8月30日 土  ～ 9月23日  火

　今年で20回目を迎える「紙の工芸展」。毎年、折り紙やちぎり絵、彩人形など様々なジャンルの作品を展
示しています。また、期間中には、実際に作品を作る「体験教室」も行いますので、ぜひ、ご参加ください。

８月31日日 午後
講 師：小倉 隆子

９月８日月 午前
講 師：井上 惠子

９月21日日 午後
講 師：岡村 昌夫

９月７日日 午前
講 師：佐藤  ミサ子
　　　 山崎  としみ

８月31日日 午前
講 師：横田 至明

９月３日水 全日
 講 師：市川 一子

８月19日火 AM10時～
講 師：川島 操
              岡村 比都美

パズルアート

ちぎり絵
　

彩 人 形
　

紙漉き・花染め
　　　

　  こども折り紙

エコクラフト折り紙
 

伝統折り紙

＊当日申し込み
＊材料が無くなりしだい終了こども体験教室こども体験教室

８月９日土 10 時～ 15 時
（12 時から 13 時までは昼休み）

エコクラフト パズルアートちぎり絵折り紙
【手づくりハガキ・しおり】

【スネイクをつくろう】 【おひなさま】

【ぶどうといちご】 【連鶴いろいろ】

①ひまわり②ハートが変わるよ
③金魚つり

～うみのいきもの～ ～大小つくる～

＊男性歓迎

（シキシ大）

【着物の形のポチ袋】

＊当日申し込み　＊定員なし　　　　　
＊未就学児は保護者同伴

９月 10 日水 午前
 講 師：藤澤 和子　
               下村 美代子

エアードームプラネタリウム こどもおすすめ事業

8月23日  土  10:00～15:00頃（１回30分程度） 

エアドームプラネタリウムで、
星を観察しよう！

申し込み不要

夏の星座を紹介します。お気軽にお越しください。

くにたち郷土文化館講堂

無　料

￥

参加費

くにたちの暮らしを記録する会　　　　　      300円

13:00～15：00

十五夜だんご作り
会場 ： 国立市古民家

伝統行事の体験 こどもおすすめ事業こどもおすすめ事業

申込：8月5日(火)9：30より 電話で 郷土文化館へ

定　員：30名（先着順）
対　象：小学生以上　（小学4年生以下は保護者も参加）
服　装：エプロン・三角巾

国立市古民家で昔ながらの十五夜団子を作ります。
伝統的な日本の行事を体験してみましょう。

くにたち発掘 ～最近の発掘調査から～

10月24日金 ～12月９日火
　緑川東遺跡の大型石棒をはじめとする
　近年の発掘成果を紹介いたします。

■関連事業■
11 月 2 日（日）　10:00 ～ 13:00
　　　　　　　　遺跡見学会「遺跡（史跡）ってなあに？～遺跡に行ってみよう！～」
11 月 9 日（日）　13:00 ～ 16:00
　　　　　　　　講演会「下谷保古墳群と多摩川上中流域の終末期古墳」（仮）
11 月 30 日（日）　13:00 ～ 16:00
　　　　　　　　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」

定　員：当日参加
　　　 各回20名

対　象：小学生以上
（小学校３年生以下は

   保護者同伴）

詳細は次号『オアシス』10月11月号にて！

9月13日  土 　　　

午前 9:30 ～ 11:30  / 午後 13:30 ～ 15:30  / 全日 9:30 ～ 16:30 申込：８月12日（火）10時より、くにたち郷土文化館（042-576-0211）まで電話にて　

各 300 円（紙漉き：無料、こども体験教室 ・こども折り紙：200 円、
エコクラフト：600 円）

￥

【サマーバッグ】

昨年の様子

10cm

くにたち芸小ホール寄席

合唱 発売予定

予告

お知らせ こどもたちの参加をまってます！

和太鼓　　　　  一部の催し物 発売予定

くにたち芸小サロンコンサート 発売予定

未就学児可

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￥

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

F.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

 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
12月6日  土

一     般：3,500円　友の会：2,800円
協　賛：谷保駅北口商店会　株式会社せきや

￥

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

「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

発売予定

チケット発売：9月16日（火）《友の会：9月12日（金）》

チケット発売：9月1日（月）《友の会の取扱いはありません》

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！ 

団体割引全席指定

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

チケット発売：9月16日（火）《友の会：ご招待》

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

全席自由

部門　　こども部門／ファミリー部門／おとな部門
審査　　第一次審査：平成26年12月中旬（書類と音源による選考）
　　　　本 選 審 査：平成27年3月15日（日）　於：芸術小ホール
審査員　大倉由紀枝（国立音楽大学教授・二期会会員）
　　　　中田幸子（声楽家・合唱指導者）　
　　　　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
企画協力：ミュージカルアカデミー「ドリーム」

「くにたち童謡コンクール」 参加者を募集します（予告）太鼓芸能集団 鼓童 ３days
12月18日  木19日  金 20日  土
チケット発売：10月初旬

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

古典音楽の温かな響きとともにお過ごしいただくひとときをどうぞ。

　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。その魅力に
たっぷりとひたることができる貴重な
チャンスをおみのがしなく！

「こどもおすすめ事業」 スタンプカードができました
　財団3館で行われる事業のなかで、ぜひこどもたち（中学生以下）に参加してほしい
催し物を「こどもおすすめ事業」に指定しています。参加するとスタンプを押しその数に
応じてグッズをプレゼントするスタンプラリーも実施し
ています。スタンプはこれ
まで「こどもお すすめ 情
報」ニュースペーパーに押
していましたが、このたび
専用のスタンプカードが
できました。カードは3館
で配布しています。ぜひ多
くのこどもたちに活用して
もらえますように！

※公演内容、入場料金など詳細についてはオアシス 10・11 月号をご覧ください。

主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　企画制作：株式会社北前船

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、芸術小ホール窓口でのみ取り扱います。
●「くにたち芸小サロンコンサート」は芸術小ホール、白十字国立南口店で
のみ取扱います。
●「くにたち市民合唱団演奏会」 は芸術小ホール、合唱団でのみ取扱います。
●「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。
●　　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！

　時代をこえ、年齢をこえて歌いつがれる童謡。ふと口ずさむとき、心に広がる情景や
思い出があることに気づかされます。童謡を次世代に伝えていけるまちはきっと、あた
たかさに満ちているはず……そんな思いを込め、市内の催し物等で活躍してくれる童
謡の歌い手を募集します。
　詳細はオアシス10・11月号および10月ごろ発行される実施要項をご覧ください。

芸術小ホールほか

主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

©山田雅子

原田陽 山本徹 角谷朋紀

立川志らく 春風亭一之輔

▼市内の小・中学校で
配布されています
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＊当日申し込み
＊材料が無くなりしだい終了こども体験教室こども体験教室
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 講 師：藤澤 和子　
               下村 美代子

エアードームプラネタリウム こどもおすすめ事業

8月23日  土  10:00～15:00頃（１回30分程度） 

エアドームプラネタリウムで、
星を観察しよう！

申し込み不要

夏の星座を紹介します。お気軽にお越しください。

くにたち郷土文化館講堂

無　料

￥

参加費

くにたちの暮らしを記録する会　　　　　      300円

13:00～15：00

十五夜だんご作り
会場 ： 国立市古民家

伝統行事の体験 こどもおすすめ事業こどもおすすめ事業

申込：8月5日(火)9：30より 電話で 郷土文化館へ

定　員：30名（先着順）
対　象：小学生以上　（小学4年生以下は保護者も参加）
服　装：エプロン・三角巾

国立市古民家で昔ながらの十五夜団子を作ります。
伝統的な日本の行事を体験してみましょう。

くにたち発掘 ～最近の発掘調査から～

10月24日金 ～12月９日火
　緑川東遺跡の大型石棒をはじめとする
　近年の発掘成果を紹介いたします。

■関連事業■
11 月 2 日（日）　10:00 ～ 13:00
　　　　　　　　遺跡見学会「遺跡（史跡）ってなあに？～遺跡に行ってみよう！～」
11 月 9 日（日）　13:00 ～ 16:00
　　　　　　　　講演会「下谷保古墳群と多摩川上中流域の終末期古墳」（仮）
11 月 30 日（日）　13:00 ～ 16:00
　　　　　　　　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」

定　員：当日参加
　　　 各回20名

対　象：小学生以上
（小学校３年生以下は

   保護者同伴）

詳細は次号『オアシス』10月11月号にて！

9月13日  土 　　　

午前 9:30 ～ 11:30  / 午後 13:30 ～ 15:30  / 全日 9:30 ～ 16:30 申込：８月12日（火）10時より、くにたち郷土文化館（042-576-0211）まで電話にて　

各 300 円（紙漉き：無料、こども体験教室 ・こども折り紙：200 円、
エコクラフト：600 円）

￥

【サマーバッグ】

昨年の様子

10cm

くにたち芸小ホール寄席

合唱 発売予定

予告

お知らせ こどもたちの参加をまってます！

和太鼓　　　　  一部の催し物 発売予定

くにたち芸小サロンコンサート 発売予定

未就学児可

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￥

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

F.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

 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
12月6日  土

一     般：3,500円　友の会：2,800円
協　賛：谷保駅北口商店会　株式会社せきや

￥

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

「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

発売予定

チケット発売：9月16日（火）《友の会：9月12日（金）》

チケット発売：9月1日（月）《友の会の取扱いはありません》

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！ 

団体割引全席指定

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

チケット発売：9月16日（火）《友の会：ご招待》

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

全席自由

部門　　こども部門／ファミリー部門／おとな部門
審査　　第一次審査：平成26年12月中旬（書類と音源による選考）
　　　　本 選 審 査：平成27年3月15日（日）　於：芸術小ホール
審査員　大倉由紀枝（国立音楽大学教授・二期会会員）
　　　　中田幸子（声楽家・合唱指導者）　
　　　　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
企画協力：ミュージカルアカデミー「ドリーム」

「くにたち童謡コンクール」 参加者を募集します（予告）太鼓芸能集団 鼓童 ３days
12月18日  木19日  金 20日  土
チケット発売：10月初旬

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

古典音楽の温かな響きとともにお過ごしいただくひとときをどうぞ。

　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。その魅力に
たっぷりとひたることができる貴重な
チャンスをおみのがしなく！

「こどもおすすめ事業」 スタンプカードができました
　財団3館で行われる事業のなかで、ぜひこどもたち（中学生以下）に参加してほしい
催し物を「こどもおすすめ事業」に指定しています。参加するとスタンプを押しその数に
応じてグッズをプレゼントするスタンプラリーも実施し
ています。スタンプはこれ
まで「こどもお すすめ 情
報」ニュースペーパーに押
していましたが、このたび
専用のスタンプカードが
できました。カードは3館
で配布しています。ぜひ多
くのこどもたちに活用して
もらえますように！

※公演内容、入場料金など詳細についてはオアシス 10・11 月号をご覧ください。

主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　企画制作：株式会社北前船

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、芸術小ホール窓口でのみ取り扱います。
●「くにたち芸小サロンコンサート」は芸術小ホール、白十字国立南口店で
のみ取扱います。
●「くにたち市民合唱団演奏会」 は芸術小ホール、合唱団でのみ取扱います。
●「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。
●　　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！

　時代をこえ、年齢をこえて歌いつがれる童謡。ふと口ずさむとき、心に広がる情景や
思い出があることに気づかされます。童謡を次世代に伝えていけるまちはきっと、あた
たかさに満ちているはず……そんな思いを込め、市内の催し物等で活躍してくれる童
謡の歌い手を募集します。
　詳細はオアシス10・11月号および10月ごろ発行される実施要項をご覧ください。

芸術小ホールほか

主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

©山田雅子

原田陽 山本徹 角谷朋紀

立川志らく 春風亭一之輔

▼市内の小・中学校で
配布されています
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旧甲州街道

★ エコール辻のパンとケーキ、
　 ヤクルト飲料、けんちん汁をお渡しします。
★ 楽しいアトラクションがあります。
★ 飲み物販売いたします。
★ 記念バッチ販売いたします。
　（毎年色が変わります）

募集人数 先着900人（定員に満たない場合のみ当日受付を行います）
集　　合 谷保第三公園（住所：国立市富士見台２－34）
　　　　 ●当日申込者 午前8時～　●事前申込者 午前８時20分
受付時間 午前８時00分～８時30分まで
出  発  式 午前８時40分
参  加  費 事前申込 大人500円 ・ 中学生以下200円
 当日申込 大人700円 ・ 中学生以下300円
募　　集 ９月５日（金）～10月11日（土）　午前９時～午後５時まで
 10月12日（日）は12時まで　総合体育館窓口へ
連  絡  先 くにたち市民総合体育館　TEL042-573-4111

お楽しみプログラム

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/

￥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

申込：往復ハガキで 8 月 29 日（金）まで

トレッキング

●南市民プラザトレーニング室拡大開館について

●休館中においては、１F 事務室窓口業務を行っています。
　ただし、第２・第４木曜日は業務を休みます。

展望を楽しむ峠と日本百名山

９月の
トレッキング

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①

９月18日

８月１日（金）から12月12日（金）の間、耐震補強等改修
工事のため、総合体育館は休館いたします。
この期間中は、南市民プラザのトレーニング室の開館日
を次のように拡大し開館いたします。
ご利用頂きますようよろしくお願いいたします。

大
だい

菩
ぼ

薩
さつ

峠
とうげ

（山梨県甲州市）
標高1,897ｍ
難易度B  歩行時間　約４時間
� 標高差　約450ｍ

参加費 参加費

定員40名

各コース11名
（合計44名）

曜　日 開　館　時　間

月曜日 午前 12時～午後 8時まで（拡大）

火曜日 休　　　館　　　

水曜日 午前 10時～午後８時まで

木曜日 午前 12時～午後８時まで（拡大）

金曜日～日曜日 午前 10時～午後８時まで

●有料公園施設申請日
　（テニス・野球・サッカー等）

� 9月分　　８月18日（月）�/�19日（火）
10月分　　９月16日（火）�/�17日（水）
※�抽選会の開始時間はお問い合わせ
　ください。

（℡ 042-573-4111）

◆�会場は、芸術小ホールに変わり
ますので、ご注意ください。

木
集合　午前７時集合（７時５分出発）
帰着　午後７時帰着予定

￥
コース

�総合体育館→中央道：勝沼IC→上日川峠→大菩薩嶺→
大菩薩峠→上日川峠→日帰り温泉→総合体育館

ネイチャーガイド：相澤　篤

8,000円

９月2日　   ～11月25日　火火火曜コース

９月５日　   ～11月21日 金金金曜コース

９/23（火）を除く。

時　間　Ａコース　午前 9時15分～10時35分
　　　　Ｂコース　午前10時40分～12時00分
会　場　国立南ゴルフセンター2階（住所：国立市青柳174）

申込：往復ハガキで 8 月 15 日（金）まで

￥
講　師：猪俣　英昭

18,000円（12回分）

いきいき健康づくり

第24回くにたちウォーキング 平成26年10月13日（祝・月）体育の日（雨天決行）
� 午前8時から午後1時30分

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

企画　第24回くにたちウォーキング実行委員会
後援　国立市教育委員会
協賛　エコール辻東京　（株）ヤクルト本社中央研究所

さがしてみよう古い道　きいてみよう水の音
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