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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149号

♦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

ストリートダンスをやります。
できます。３歳から成人まで。studio CROSSでは、

国立市富士見台4-12-1-201
shiono@fa2.so-net.ne.jp
http://shionoballet.jp/
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クラシックバレエとストリートダンス

体験教室開催中

玲琳会
くにたち尺八教室

〒１８６ー０００４　国立市中２－９－１
　都山流尺八　大師範　小林格山（かくざん）
　直簫流尺八　正師範　小林英簫（えいしょう）
電話　042-577-7600

毎週　金曜日 １３：００～１４：００
第二　第四　土曜日 １３：００～１６：００

　尺八は日本の文化として、
世界に誇れる楽器です。尺八
用の楽譜により、五線譜が分
からない方でも、童謡や民
謡、演歌、クラシック音楽、そ
の他いろいろな音楽をすぐ
に楽しむことが出来ます。
　趣味として、または老化防
止に最適です。楽器も伝統的な手法で製作してお
りますので、ご相談ください。
　修理も承っております。
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にたち文公益財団団団団団法法法法法法法人人人人人  くくにに 化・スポーツ振興財団

企画　第25回くにたちウウォォォーーーキキキキンンンンググググググ実実行委員会
後援　国立市教育委員会
協賛　エコール辻東京 （株株株株））ヤヤヤヤククククルルルルルトトトト本社中央研究所

くにたちの恵み　里山の秋 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 円002下以生学中・円005人大込申前事

円003下以生学中・円007人大込申日当
募　　集 ９月４日（金）～10月10日（土）　午前９時～午後５時まで

10月11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

★ エコール辻東京のパンとケーキ、
　 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）

お楽しみプログラム

第25回くにたちウォーキング
平成27年10月12日（祝・月）体育の日（雨天決行）　午前8時かからららら午午午午午午後後後後後1111時時30分

Bコース

5㎞

Aコース

4㎞

Bコース

10㎞
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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
こどもおすすめ事業

いきいき健康づくり

いきいき健康づくり

小学生かけっこ教室

レベルアップゴルフ①

簡化太極拳24式③

8月30日日 9：00～11：30（9：00から受付を開始します）

講師：ランニング・コネクション
会場：谷保第三公園内　野球場（住所：国立市富士見台２－34）
　　　※雨天時は総合体育館第一体育室で行います。
定員：80名
対象：市内在住・在学の小学３年生～６年生
　　（小学３・４年生 40名、小学５・６年生 40名）

  火曜日コース 9月1日火～12月1日火
※9月22日、11月3日を除く　毎週火曜日

金曜日コース 9月4日金～11月20日金
※毎週金曜日

講師：猪俣　英昭
　 18,000円（12回分）
時間：Ａコース　9：15～10：35
　　　Ｂコース　10：40～12：00
会場：国立南ゴルフセンター２階（住所：国立市青柳174）
定員：各コース11名（合計44名）

9月1日火～10月27日火
※9月22日を除く 毎週火曜日

講師：山口みな子
　 5,000円（８回分）
時間：13：00～14：40
会場：第三体育室
定員：60名

締切　８月12日（水）まで

無料

締切　８月14日（金）まで

締切　８月１４日（金）まで

￥

￥

 

いきいき健康づくり

こどもおすすめ事業

初めての気功と健康太極拳③

高学年初心者水泳教室

9月1日火～10月27日火
※9月22日を除く　毎週火曜日

講師：山口みな子
　 5,000円（８回分）
時間：14：45～16：25
会場：第三体育室
定員：50名

9月2日水～10月9日金
※9月23日を除く 毎週水・金曜日　時間：16：00～18：00

講師：くにたちドル平の会
会場：室内プール
定員：20名
対象：市内在住・在学の小学５・６年生

★水着、水泳帽、ゴーグル、タオル（大・小）をお持ちください。
★水着と水泳帽には名前を書いてください。
★ お申込みの際は、各必要事項の他に、必ず泳力（①泳げない②10ｍ泳
げる③25ｍ泳げる）をご記入ください。

締切　８月14日（金）まで

締切　８月14日（金）まで

￥

無料

さい。
必ず泳力（①泳げない②10ｍ泳
い。

・小）をお持ちください。

いきいき健康づくり

楽しいフラダンス②
9月3日木～11月5日木
※9月10日、24日、10月８日、22日を除く隔週木曜日

講師：吉田　和美
　 5,000円（６回分）
時間：10：00～11：30
会場：第三体育室
定員：30名

締切　８月14日（金）まで

￥

★動きやすい服装、運動靴でお越しください。
（着替える場所はありません）
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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
トレッキング

親子で参加

いきいき健康づくり

９月のトレッキング
西沢渓谷（山梨県境秩父多摩甲斐国立公園）

親子体操教室②

骨盤調整＆エアロビクス③

9月18日金   集合：7：00（7：05出発）

ネイチャーガイド：相澤　篤
　 8.000円
標高：1390ｍ　難易度：B　歩行時間：約４時間　標高差合計：290ｍ
コース：総合体育館→西沢渓谷入口→三重の滝→七ツ釜五段の滝→大展
望台→西沢渓谷入口→温泉→総合体育館
定員：43名

10月2日金～11月20日金　※毎週金曜日

講師：塩野　啓子
　 5,000円（８回分）
時間：9：30～11：30
会場：第一体育室、第二体育室 交互
定員：30組60名
対象：親と2歳～4歳までのお子様

10月3日土～11月21日土 ※毎週土曜日

講師：杉田 茂子
　 5,000円（８回分）
時間：10：15～11：30
会場：第二体育室
定員：50名

締切 ８月 20日（木）まで

締切　８月31日（月）まで

締切　８月31日（月）まで

￥

いきいき健康づくり

こどもおすすめ事業

水中リズムウォーキング③

親子野球教室

10月7日水～12月16日水
※10月14日、21日、28日を除く　毎週水曜日

講師：成田　佳代子
　 5,000円（８回分）
時間：13：30～14：30
会場：室内プール
定員：60名

10月17日土　

講師：オーエンス　ベースボールアカデミー
会場：谷保第三公園内　野球場（住所：国立市富士見台２－３４）
　　※雨天時は総合体育館第一体育室で行います。
定員：80組160名
対象：親と4歳児（年中さん）～小学校２年生までのお子様
★動きやすい服装、運動靴でお越しください。
　（着替える場所はありません）
★グローブが無くてもお楽しみいただけます。

締切 ８月 31日（月）まで

締切 ８月 31日（月）まで

￥

無料

いきいき健康づくり

やさしいヨガ③
10月28日水～12月16日水　※毎週水曜日

講師：津江　なつみ
　 5,000円（8回分）
時間：Aコース　9：30～10：30
　　　 Bコース　10：40～11：40
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）

締切 ８月 31日（月）まで

￥

￥

￥

時間：10：00～ 11：30
（9：30～受付を開始します）

─ 申込方法・申込資格は、次のページにあります ─
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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

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

◆ 抽選会のお知らせ ◆
●総合体育館貸切利用申請日
11月分
第１回目：9月１日 (火 ) 午前９時～
第２回目：9月８日 (火 ) 午前９時～
12月分
第１回目：10月 1日 ( 木 ) 午前９時～
第２回目：10月 9日 ( 金 ) 午前９時～

● 有料公園施設申請日（テニス、野球、サッカー等）
10月分…9月 15日 ( 火 )、16日 ( 水 )
11 月分…10月 15日 ( 木 )、16日 ( 金 )
※ 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

プール槽内の補修工事及び定期的
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；10月13日火 ～
　　　10月30日金 まで
 ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解
とご協力をお願いいたします。                 

・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、８月５日から事業の締切日
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もございます。
・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。

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
◆

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。

◆ ◆

QRコードをご
利用ください

午後6：00以降 料金表 午後6：00～9：00 午後6：00～10：00

第一体育室 3,200円 4,200円

第二体育室 1,250円 1,660円

第三体育室 2,000円 2,600円

相談日　 8月29日(土)、30日(日)、9月26日(土)、27日
(日)

時　間　9：30、10：00、11：00から（要予約）
お一人30分程度の相談時間になります。

◆ スポーツ健康なんでも相談 ◆
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
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。電話 042-573-8666

8月30日の会期末にあわせて、受賞作家と彫刻家、現代美術
家、評論家を招き「彫刻」と「地域アート」をテーマにした
クロストークを行います。表現が多様化していく美術に、今
まさに身を投じている作家、携わっている評論家だからこそ
思うことを語り合います。

くにたちアートビエンナーレ 2015　クロージング・フォーラム

中島真理子

専用メールフォーム

<評論家 >
藤田直哉

岡村光哲

<彫刻家 >
袴田京太朗

土田義昌

<現代美術家>
北澤潤

長野真紀子

8月29日土  13：30開場/14：00開演
会場：くにたち市民芸術小ホール
入場無料（事前申込制）

【申込】
電話042-574-1512
メール　info@kunitachibiennale.jp
専用メールフォーム   http://kunitachibiennale.jp/closingevent/
※ 芸小窓口でも申込可能です。メールの場合は、本文に「氏名・
電話番号・人数」を記載してください。なお、残席がある場合
は、当日入場も可能です。

【問い合わせ】くにたちアートビエンナーレ事務局
TEL 042-574-1512 / MAIL info@kunitachibiennale.jp 
WEB kunitachibiennale.jp

第1部「彫刻を語る」14：00～15：00
彫刻家の袴田京太朗と第１回野外彫刻展の受賞作家４名
が、これまでの自身の作品や制作活動を語ります。
【出演】
<彫刻家>袴田京太朗
<第１回野外彫刻展　受賞作家>

第２部「地域社会とアートの関係」15：20～16：30
批評「前衛のゾンビたち――地域アートの諸問題」が美術
界で大きな話題を呼んだ藤田直哉による地域アートをめぐ
る問題提起をもとに、各地で開催されるアートイベントに
アーティストはどう関わっていくのか、地域アートの課題
を語ります。
【出演】

主催：(公財 )くにたち文化・スポーツ振興財団

休憩　14：00～15：15
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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

　　　　　　　　　　　地域交流プログラム

「92ＴＯＵＣＨ くにたち掌編映像展」スペシャル

くにたちアートビエンナーレ2015

　 アフターファイブガバメント

●アフターファイブガバメント祭り
前夜祭：8月28日金  夕方5時から 
本　祭：8月29日土  夕方5時から 
後夜祭：8月30日日  夕方5時から 
場所：アフターファイブガバメント庁舎(富士見台ストアー）・富士見台第三団地・谷保第四公園・市役所
問い合わせ：042-574-1512　くにたちアートビエンナーレ事務局
詳細は、ウェブサイトや、公共機関などに配布する広報紙「ゆうぐれ」にて、ご確認ください。 http://www.afterfivegovernment.com/

絵画、版画、彫刻、インスタレーションを含む美術展

昔ながらの里山風景に囲まれた魅力あふれる
ロケーション！夏の星空のもと、五感を最大限
に開放して映画を楽しみませんか。

作品テーマ：①彫刻のあるまち
 ②自由課題（テーマに制限はなし）

主催：[ アートウォーキング国立 ] 実行委員会
共催：（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）

主催：CESAくにたち（くにたち掌編映像展事務局）　
共催：（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）

主催：くにたちさくら組
共催：（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）

共催：国立市観光まちづくり協会　（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

　 アートウォーキング国立2015 IN ビエンナーレ

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・8月27日は休館
　　　　社会福祉法人滝乃川学園　園地　9：00～日没　

日時：8月7日金 　 
　　　19：00～21：00（雨天中止）
場所：城山さとのいえ
　　　（国立市泉5-21-20）
入場料：無料
上映作品：「ＴＯＵＣＨ」
　　　　　「人がつながる 世界がつながる くにたち公民館」

  　　　　　　　ほか
問い合わせ：042－505－7398　CESAくにたち
詳細は公式サイトをご覧ください。http://92touch.tokyo/
※ 8月16日・30日（13:00～/16:00～）は、商協ビル内リトマス
（国立市東1-4-6、2F）でも上映しています。

日時：8月23日日 　 
　　　10：00～15：00
場所：谷保第四公園　
※雨天時は、芸小ホール（ピロティ）

定員：先着15名
対象：小学生以上、小学生は保護者同伴
参加費：500円（保険代込・当日払い）
持物：軍手・飲み物・弁当
申込：070-6962-5473
　　　event@wakuworks.jp
　　　くにたちさくら組（和久）

応募期限：8月31日月 
表 彰 式：9月22日火 10：30～ 　
場所：くにたち市民芸術小ホール（市民ギャラリー） 
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　国立市観光まちづくり協会

◆ギャラリートーク
8月30日日 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
参加費：無料（どなたでも参加できます）

◆The Honkerz （fromくにたちさくら音楽隊） 
　ライブコンサート＆アーティスト＆市民交流パーティー
8月30日日 15：30～17：30（演奏15：30開演）
場所：くにたち郷土文化館
入場料：無料（どなたでも参加できます）
問い合わせ：090-9854-9192（大塩）

くにたちの桜でベンチをつくろう

　 くにたち野外上映ナイト 
　～ハタケ・イン・シアター～

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

富士見台第三団地の北側、築50年の元市場「富士見台ストアー」にて今春
からはじまったアートプロジェクト「アフターファイブガバメント」。
みなさまから頂いた79件の議案の中から、へんてこな議会で承認された
課や係が、「もうひとつの暮らし」への実験を重ねてきました。
そしていよいよ最終の3日間、アフターファイブガバメントが、街なかに
飛び出します！
あなたもアフターファイブガバメント庁舎を訪れ、アフターファイブガバ
メントの住民になって、もうひとつの暮らしを体験しよう！
※8月からは、金曜と土曜の夕方5時から、課や係の催しがあります。

企画・監修：北澤潤 ／ 制作：佐々木慶子
主催：(公財 )くにたち文化・スポーツ振興財団

～夕暮れのまちで、へんてこな暮らしを体験しよう～
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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 第３回スタジオコンサート

落語

オペラ 第4回スタジオコンサート

クラシック

　日本が誇る話芸！　

日本が誇る話芸！

フレッシュ名曲コンサート（室内楽）

第29回 くにたちすたじお寄席 工藤京子　ピアノコンサート
～オール・ショパン・プログラム～

ホール寄席「柳亭市馬と柳家三三」

オペラ「椿姫」（全３幕・G. ヴェルディ作曲） 関隆志トランペットの魅力
～トランペットとピアノのデュオコンサート～

若き奏者によるきらめく旋律
～ベートーベン弦楽四重奏の聴き比べ～ 

9月6日日  14：30（開場14：00）　　　　　　　　　　
未来の大物が勢ぞろい！「くにたちから真打を！」が真実味を帯びてきました！

　　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/1,200Pで購入可）

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

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）
　　ノクターン　エチュード「革命」
　　前奏曲「雨だれ」　バラード第１番　幻想曲
　　舟歌　ほか
　　1,000円（11P付与/800Pで購入可）

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

12月5日土  14：00（開場：13：30）　　　　　　　　　　
「言葉遣いに責任を持って、お客様に喜ばれることを旨とする」落語協会会長・市馬
師匠。玄人好みと言われながらも常に殻を破り続ける三三師匠。お二人の至芸にどっ
ぷりとひたってみませんか。

　　柳亭市馬　柳家三三　春風亭ぴっかり　　　　　　　　　　　
　　3,500円（38P付与/ 2,800Pで購入可）　　　　　　　　　　　

10月3日土 18：0010月4日日 15：00 （開場はそれぞれ30分前）
売り切れまじか、お早めに！

　　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/大澤佐知子（3日）小宮順子（４日）
　　ジェルモン/神田宇士（3日）黒田彰（4日）
　　アルフレード/三浦義孝（3日）小林大作（4日）　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

10月18日日  14：00（開場13：30）　　　　　　　　　　
ポップス・スクリーンミュージック・ジャズのトランペットにまつわる曲を始めとし
て、お馴染みのポピュラー音楽、名曲の世界へトランペットとピアノのデュオでご案
内いたします。

　　関隆志(トランペット)　関香織（ピアノ）
　　夜空のトランペット　見上げてごらん夜の星を
　　慕情　サマータイム　イパネマの娘　ほか
　　1,000円（11P付与/800Pで購入可）

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　

12月20日日  16：00（開場：15：30）　　　　　　　　　　
今、聴いておきたい期待の新星が勢ぞろいします。
優雅で力強い若き演奏家たちが生み出すピュアな音に感動必至！

　　笹沼樹（チェロ）　城戸かれん（ヴァイオリン）　
　　石原悠企（ヴァイオリン）　有田朋央（ヴィオラ）
　　弦楽四重奏第一番　弦楽四重奏第十六番　ほか

発売中 発売中

発売中

チケット発売：９月６日（日）

チケット発売：８月11日（火）　　　　　　 　

チケット発売：９月15日（火）　　　　

￥

￥

￥

￥
￥

全席自由

全席自由

全席指定

全席自由

地下スタジオ
スタジオ

ホール

ホール

ホール

ホール

スタジオ

能と打楽器のコラボレーション

音霊言霊 ～始まりと終わり（仮）
10月31日土  （予定）17：00（開場：16：30）
11月1日日  （予定）14：00（開場：13：30）　　　　　　　　　　
2013年、芸小での世界初演で静かな感動を生み出した作品が深化を遂げて再演され
ます。能と打楽器による力強くも内省的な音そして言葉によって、人間の根源に迫っ
ていきます。

　　中所宜夫（能楽師）　加藤訓子（打楽器）
　　指定4,000円（44P付与/ 3,200Pで購入可）　自由一般3,000円（33P
　　付与/ 2,400Pで購入可）　　自由学生2,000円（22P付与/ 1,600Pで購入可）
※市内在住・在学の小・中学生は20名まで無料（小４以下は要保護者同伴）。
　整理券を9月8日（火）から芸小窓口で配布。

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
企画：（有）ホソヤアーティストネットワーク
Kuniko Kato Art Project  中所宜夫能の会　
（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：８月２５日（火）

￥

　　

　　

　　

全席指定

発売予定

発売予定

団体割引

笹
沼
樹 

©
井
村
重
人

城
戸
か
れ
ん
©
三
浦
興
一

石
原
悠
企

有
田
朋
央

発売予定

団体割引

　　一般2,000円（22P付与/1,600Pで購入可）
　　学生1,000円（11P付与/800Pで購入可）
※市内在住・在学の小・中学生は20名まで無料（小４以下は要保護者同伴）。
　整理券を9月29日（火）から芸小窓口で配布。　

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）　

全席自由 団体割引

￥

柳亭市馬 柳家三三 春風亭ぴっかり

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
　　　協同組合旭通り商店会

 ©J&M works
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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。
● 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！

INTERNSHIP PROGRAM 無料の催し物18歳のハローワーク 芸小シネマ

音高生が運営する クラシックコンサート 「備前焼 伊勢﨑淳の挑戦」
－伝統と革新のはざまで－

「伊那人形芝居」
－明日へつなぐ伝承のチカラ－8月20日木 18：30（開場：18：00）

出演するだけではなく、舞台監督からレセプショニストまで音高生が運営します。
普段は奏者として立つ舞台とバックステージ…今回は演奏会のオモテとウラを担当し
ます。

　　吉澤萌依子（ヴァイオリン）　斎藤梨乃（ピアノ）　臼井麗香（ソプラノ）
　　芝菜々子（ピアノ）　森和樹（サクソフォーン）　森遥香（ピアノ）ほか
　　無料（要入場券）　　　　　　
　　※芸術小ホール電話・メールにて予約も可。残席ある場合のみ当日入場可。

問合せ：くにたち市民芸術小ホール　042-574-1515
共催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　　
　　　国立音楽大学附属高等学校　
後援：国立音楽大学附属高等学校同窓会

9月18日金 第１回目 10：30  第２回目 14：00
（2作品で約1時間10分、DVD上映）※開場は各30分前
短編映画の秀作です。「伝統」について、作品を通して考えてみませんか？

　　無料（要整理券）
映像提供協力：公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団

入場券配布：芸術小ホール窓口および国立音楽大学附属高等学校事務室で

申込：当日　上映時間１時間前から整理券配布（各回定員70名）
￥ ￥

ホール

スタジオ

全席自由

全席自由

無料 無料

無料の催し物

秋の市民一芸塾

無料の催し物

無料の催し物

参加者募集 くにたちギャラリーネットワーク

第22回 国立市吹奏楽フェスティバル
ハンドベル講座　

フレスコ絵画入門講座　

世界的奏者による口笛講座
ランチタイムコンサート

サマータイムコンサート

山梨県立美術館「ルートヴィヒ・コレクション
ピカソ展」とアフリカンアートミュージアム

9月27日日  12：00（開場：11：30）　　　　　　　　　
市内の学校およびOBOGによる吹奏楽団が大熱演！今年は参加が8校に増えパワー
アップしています。元気をもらえる演奏をからだじゅうで味わってください！

　　国立市立国立第二中学校吹奏楽部
　　国立市立国立第三中学校吹奏楽部
　　桐朋学園男子吹奏楽部
　　国立市立国立第三中学校OB吹奏楽団
　　都立第五商業高等学校OGOB吹奏楽団After Five
　　都立国立高等学校吹奏楽部
　　NHK学園高等学校
　　桐朋高等学校音楽部OB吹奏楽団
　　合同演奏曲目：たなばた　私のお気に入り　スワンズ島への旅　宝島　ほか 

天使のハーモニーと呼ばれているハンドベル。美しい音色を楽しみましょう。
９月７日・14日・28日・10月５日・19日
毎月曜　全５回　　9：30～11：30　定員：12人
　　講師　竹田典子氏
　　受講費：2,000円　　教材費：1,000円
持ち物：てのひらに滑り止めのついた白の手袋
　　　　（100円程度で購入可能）
募集期間：8月14日（金）～8月28日（金）

フレスコ壁をつくるところから仕上げまで、世界に広がる様々なフレスコ絵画の話も
含め体験できる初心者向け講座です。
９月28日・10月５日・19日・11月９日・16日　　　
毎月曜　全５回　13：30～15：30　定員：10人
　　講師　鈴蘭氏
　　受講費：2,000円　　材料費：1,000円
持ち物：筆洗　面相筆　スケッチブック　鉛筆
募集期間：８月21日（金）～９月11日（金）

くちぶえで音楽しよう！楽譜が読めなくても大丈夫。初～中級者対象。よく知られた
曲を題材に楽しく練習しましょう。腹式呼吸で身体にもいいんです。
10月26日・11月２日・９日・16日・30日　　　
毎月曜　全５回　９：30～11：30　　　
対象と定員：口笛の音が最低限出せる方20人
　　講師　くちぶえ奏者　りょうすけ氏
　　受講費：2,000円　　教材費：500円
持ち物：筆記用具　　募集期間：８月28日（金）～10月16日（金）

原則として 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。 

8月26日水 　
　　茂田哲哉（ヴァイオリン）
　　吉岡優子（ピアノ）
　　美しきロスマリン
　　愛の悲しみ　愛の喜び　ほか 

8月26日水  17：30～18：30　　　　　　　　　
さる３月に開催された「くにたち童謡歌唱コンクール」受賞者がおくる童謡のかずか
ず！お客さんといっしょに歌うコーナーもあります。心あたたまる夏の宵をごいっ
しょにいかがですか。

　　【おとな部門】長谷川彩乃　　
　　【ファミリー部門】 
　　　高橋康暢・高橋沙耶加
　　　大島聡美・大島莉子
　　　河邑かをり・河邑陽音

10月17日土  7：15集合（一橋大学東門）※雨天決行 ※貸切バス使用　
申込：往復はがきで9月27日（日）まで　定員40名（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
　　3,000円（昼食代、入館料ほか含む）
●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・電話番号を明記してください。（当日消印有効）
共催：公益財団法人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

ホール

音楽練習室

アトリエ

音楽練習室

エントランスホール

無料

募集

無料

無料

要参加費

　　

　　

　　

エントランスホール

￥

￥

￥

＝申し込みについて＝
◆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・教材費をお支払後、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等のご返金はご容赦ください。

市民一芸塾講師募集「こんなことができます」「ちょっと教えてみたい」という方、市民一芸塾
で講師デビューしてみませんか？市内および近隣市に在住で、平成 28年４月以降に開講可能な方を
募集します。ジャンルや条件等、詳細については芸術小ホールにお問合せください。

【こども部門】　下野遙花・植村千晶・厚木鈴夏　
　　　　　　　岩井芽生　熊谷好望　石川藍宇
ピアノ伴奏：拝田正機

第12回美術館めぐり

9月16日水
元NHK歌のおねえさん
大和田りつこと歌う ～童謡・唱歌の世界～
　　大和田りつこ（歌）　
　　童謡　唱歌　抒情歌　など

～舞台監督からレセプショニストまで～

国立音楽大学附属高等学校×くにたち市民芸術小ホール

￥

チケット取扱い

「愛の喜び」
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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/

「戦後70年 くにたちと戦争」
　戦後70年の節目として、戦争に関わる写真や収蔵資料を展示します。

会　期：8月1日（土）～ 8月15日（土）
休 館 日：8月13日（木）
開館時間：午前9時～午後5時 〈最終日は午後4時まで〉
　　　　　（ただし、入館は午後4時30分まで）
会　　場：特別展示室

出征兵士送り出し風景　於：谷保天満宮（昭和 19年）

出征兵士送り出し風景　於：谷保天満宮（昭和 19年）

「村の明治“医”新」
明治時代に入り、谷保村の人々におこった“医”にまつ
わる様々な変化について、初公開となる谷保の医者本田
家資料等を展示します。

会　期：10月10日（土）～ 12月8日（火）
休 館 日：10月22日（木） 11月12日（木）11月26日（木）
開館時間：午前9時～午後5時
　　　　　（ただし、入館は午後4時30分まで）
会　　場：特別展示室

古民家伝統行事

十五夜だんご作り
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。

会場：国立市古民家
指導： くにたちの暮らしを

記録する会
定員：15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

参加費：300円
服装：エプロン、三角巾
申込方法：8月4日（火）
　　　　　9時30分より電話で
　　　　　郷土文化館へ

・講演会「民間信仰と病」（仮）
　講 師：長沢利明氏（法政大学講師）
　日 時：11月1日（日）13:30～15:00
・講演会「近代化と伝染病対策」（仮）　
　講 師：石居人也氏（一橋大学准教授）
　日 時：11月22日（日）13:30～15:00
・講演会「幕末本田家の医療活動」（仮） 
　講 師：長田直子氏（恵泉女子学園大学講師）
　日 時：11月29日（日）13:30～15：00

■関連事業■

伝統行事の体験

秋季企画展

ミニ企画展 無　料

無　料

9月13日（日）午後1時～3時

※ 電話にて申込み。申込みは10月6日（火）から。

疎開生集合写真　於：南養寺（昭和 19年）

詳細は次号『オアシス』10・11月号にて！

予　告

￥ 参加費
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