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平成27年度秋季企画展示　　　会期：10月10日㈯～12月8日㈫ 郷土文化館事業 ☎576－0211

村の明治医新 ―谷保の村医者本田家の軌跡―
脱東洋医学、新しい医師養成制度の導入、そして衛生観念の普及――
明治時代に入ると、政府は医療の近代化を求めてさまざまな改革をしていきます。
これらの変化は医療に携わっていた人たちとともに、一般の人たちにも影響を与えました。
本展示では、谷保村の医家であった本田家を中心に、谷保村およびその周辺の村々など、
「近代化」が波及していく時代に生きた人々に迫ります。

文化の薫り漂う秋に、歌や踊り、劇を観賞してみませんか？
和算体験コーナーや郷土食（にーだんご）試食コーナーでちょっと昔の文化にもふれられます！
市内で人気の「まんまるカフェ」さん「プチ・アンジュ」さん（パン）「とれたの」さんが出店してくれます。

＊ 郷土食（にーだんご）試食コーナーならびに、まんまるカ
フェ、プチ・アンジュの出店は日曜のみになります。

雨天：館内にて開催。荒天中止。

上：解体新書
左：十四経絡発揮和解

上：本田医院と本田定堅

※ 申し込みは 10月 6日 （火） 9：30 からお電話に
て受け付けます。

日
時
11月1日（日）
13：30～15：00

11月22日（日）
13：30～15：00

11月29日（日）
13：30～15：00

講
師

法政大学講師
長沢 利明

一橋大学准教授
石居 人也

恵泉女子学園
大学講師
長田 直子

内
容 民間信仰と病 近代化と

伝染病対策
幕末本田家の
医療活動

関連講演会

12：00～12：30 谷保天神太鼓

12：40～13：10 赤い風船（劇）

13：20～13：50 谷保ケーナ同好会（民族楽器）

14：00～14：30 国立吟詠連盟（詩吟）

14：40～15：10 chie（チェロ弾き語り）

15：20～15：50 マナフネ（歌と踊り）

10：20～11：10 久保町内会(お囃子・レクダンス)

11：20～11：50 鼓狸、新婦人太鼓小組

12：00～12：30 創作太鼓集団友絆

12：40～13：10 天然理心流撥雲会（居合）

13：20～13：50 太鼓衆“仙”

14：00～14：30 十五夜会（奄美の踊りと歌）

14：40～15：10 青柳すずめ会（盆踊り）

15：20～15：50 ラ・ヴィータ（オペラ）

●10月24日(土)　

●10月25日(日)　

郷土文化館まつり
お囃子

場所：郷土文化館歴史庭園　

和算体験

食欲の秋！

文化の秋！
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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

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

こどもおすすめ事業 こどもおすすめ事業 こどもおすすめ事業

干支の折り紙教室 わら細工教室
しめ縄飾り作り

冬の星空ウォッチング
来年の干支「申」（さる）を和紙で折ります。

12月5日土 10:00～12:00
参加費：1,000円
定　員：20名 先着順
申　込： 10月27日（火）
　　　　午前9:30より電話受付。
　　　　（受付はPM4:30まで）
持ち物：はさみ・木工ボンド
講　師：川島　操
会　場：郷土文化館研修室

昔ながらの作り方で手作りのしめ縄飾りを作ります

12月13日日 13:30～16:00
参加費：800円
定　員：20名 先着順
申　込：11月10日（火）
　　　　9:30より電話受付。
対　象： 小学生以上（小学4年

生以下保護者同伴）
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

冬の星空は、とても澄んでいて、星が良く見えます。
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。

12月16日水 18:00～19:30
参加費：無料
申　込： 申込み不要。直接会場にお越しください
持ち物： 防寒具、双眼鏡
　　　　（お持ちの方だけでかまいません。）
会　場： くにたち郷土文化館　武蔵野庭園・研修室

。

※ 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。
公共交通機関をご利用ください。
小学生以下の児童は保護者と一緒
にご参加ください。

　本年3月末に開幕した「くにたちアートビエンナーレ2015」は、8月30日
をもって閉幕いたしました。準備期間から国立市の各界より多くのご寄付や、
お力添えをいただきましたことに、心より感謝申し上げます。
　国立駅南側大学通りには、本ビエンナーレの柱となる「全国公募第１回野外
彫刻展」の受賞作品である6 点の彫刻作品が展示されました。桜の美しい季節
に設置されてすでに半年、柔らかい若葉の色を、また夏の鮮やかな深緑を背景
として、移り変わる自然のギャラリーの中でその姿を映しています。閉幕後も
作品は永年設置され、四季折々発信をしつづけることでしょう。
　さて、本ビエンナーレではこの野外彫刻展に加え、市民実行委員の企画によ
る提案事業を実施しました。彫刻を巡るツアーや写真コンテストのほか、ワー
クショップを経て受講生とプロが合同演奏を行った「桜らいぶ」、周辺地域の
作家の作品を展示した「アートウォーキング国立」や宇フォーラム美術館で開
催、国際交流が行われた「日本・ベルギー国際版画交流展」と「ドイツ版画
展」、92 秒のオリジナル映像作品を集めた「92TOUCH くにたち掌編映像
展」や街路樹としての使命を終えた桜材を活用したベンチづくりなど、多岐に
わたる分野のアートイベントが華を咲かせました。
　また、地域交流プログラムとして展開した「アフターファイブガバメント」

の試みは、芸術を活かすことを模索する地域社会の新たな可能性を示唆するこ
とになりました。
　会期末の「クロージングフォーラム」では、受賞作家、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
した。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っていただき、自身の作品や制作活動につ
いて、また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、地域はア
ートに何を期待しているのか、地域アートの課題にも焦点を当て、次回ビエン
ナーレへ向けて扉を開くものとなりました。
　多くの方々のご尽力により、会期末を迎えることができましたことを、あら
ためて御礼申し上げます。

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。

ホール ホール

能と打楽器のコラボレーション クラシック

オトダマ コトダマ ～阿吽～
音とコトバの宇宙論 (コスモロジー ) ／花を奉る（石牟礼道子の詩より）

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～

10月31日土  17：00（開場：16：30）
11月1日日  14：00（開場：13：30）　　　　　　　　　　
古の日本人が感じていた原初の力・・・音霊・言霊・・・を、能と打楽器で再び一つ
の空間に甦らせる創作舞台！

　　 中所宜夫（能楽師）　加藤訓子（パーカッショニスト）　
谷本健吾、松山隆之、安藤貴康（地謡）

　　 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・中学生は各公演20名まで無料（自由席、
　小４以下は要保護者同伴）。整理券を芸小窓口で配布中、10月23日まで。

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
　　　　　　　カンフェティ　
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

12月20日日  16：00（開場：15：30）
若き演奏家たちの生み出すピュアな音色・・・時に力強く、時に繊細な演奏に酔いし
れるひと時をお届けします。

　　 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1番、第7番、第16番
　　 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）。整理券を芸小窓口で配布中、
12月11日まで。

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　カンフェティ

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）

￥ ￥

団体割引

平成27年度（第70回）文化庁芸術祭参加作品

発売中 発売中平成27年度（第70回）文化庁芸術祭参加作品　 フレッシュ名曲コンサート（室内楽）
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全席自由 団体割引

「くにたちアートビエンナーレ２０１５」は８月30日をもって閉幕しました！

左より 袴田京太朗・中島真理子・長野真紀子・岡村光哲・土田義昌 左より 袴田京太朗・藤田直哉・北澤潤
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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
落語 日本が誇る話芸！

ホール寄席「柳亭市馬と柳家三三」
12月5日土  14：00（開場：13：30）　　　　　　　　　　
楽しく笑って年忘れを！
福いっぱいの新年を！

　　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）　　　　　　　　　　　￥

全席指定

ホール

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
 カンフェティ
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

第4回スタジオコンサート

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～
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纏わる曲を始めとし
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　

￥

全席自由

スタジオ

　　

発売中 発売中

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
カンフェティ ☎ 0120-240-540
 www.confetti-web.com

●カンフェティで予約すると、セブンイレブンでのお支払ができます。手数料別途 216円かかります。
　またＷＥＢ予約の場合、「カンフェティ」会員登録（無料）が必要です。
●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

【お知らせ】施設利用時間が延長されました
10月１日（木）から、芸術小ホール各施設の利用時間を30分延長し、閉館
時間は22時となりました。それに伴い、施設申込やチケット購入などの料金
収受可能時間もこれまでの「19時まで」から「20時まで」とします。

無料の催し物

 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。  

10月28日（水）「音楽はジャンルを超えて！」　

　　Yu&A ( フルート／片桐祐子　ピアノ／杉山亜矢子 )
　　バラ色の人生　フィガロの結婚　仮面舞踏会　もみじ　ほか

11月25日（水）「音楽のおくりもの」
　

　　戸根美智子 (ピアノ )
　　「アナと雪の女王」より Let It Go　 F. ショパン／バラード第１番　ほか

エントランスホール

　　　 無料

参加募集 秋の市民一芸塾

世界的奏者による口笛講座
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

音楽練習室

　　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：～10月16日（金）
￥

＝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、受講費および教材費のご返金はご容赦ください。

要参加費シェアプログラム

ホールとグランドピアノの
シェアプログラム
平成28年1月4日月 ～6日水、2月3日水 ～5日金 
10：00～21：00の１時間毎。１申し込みにつき1日1回２時間まで。
芸術小ホールでスタンウェイのグランドピアノを弾いてみませんか？
演奏会の気分を味わったり、ピアノやアンサンブルの練習をホールでしたり、思い思
いの活動で、この機会をご利用ください。
対象： 小学生以上　※小学生のご利用に

は保護者の付添いをお願いします。
　　 2,000円／１時間
　　※ご利用当日にお支払ください。
申込： 11月５日（木）から、芸術小ホー

ルへ。電話可。お名前、連絡先電
話番号をおききします。

￥

ホール

募集

ご注意：当日の調律はありません。
 座席への立ち入りはご遠慮ください。
  用意する備品はピアノ１台、ピアノい

す２脚、荷物置き用長机１台です。
 音響、照明の操作は行いません。
  申込後キャンセルの場合は必ずご連

絡ください。

   

ホール ホール

和太鼓の魅力をたっぷりと！　 一部の催し物

太鼓芸能集団  鼓童 ３days 2015
●鼓童　交流公演 
 （全２回・90分公演) 　　

●伝統芸能公演@くにたち 
12月18日金  11：00（開場：10：30）
 19：00（開場：18：30）

熱い和太鼓の響きを身体中で受けとめて！

　　 辻勝、草洋介、三浦康暉、漆久保晃佑、鶴見龍馬、三
浦友恵、米山水木

　　(予定)千里馬、三宅、大太鼓、屋台囃子　ほか
　　 おとな　2,500円　
こども（３歳以上中学生まで）500円

　　※２歳以下のお子さんの入場はご遠慮ください。

12月19日土  14：00（開場：13：30）

地域に伝わる芸能をもっと知ろう！くにたちオリジナル
公演、谷保天神太鼓が出演します。

　　 谷保天神太鼓、鼓童メンバー　ほか
　　 おとな　1,500円　　
こども（３歳以上中学生まで）無料

　　※２歳以下のお子さんの入場はご遠慮ください。

チケット発売：10月 13日（火）　　

チケット発売：10月 13日（火）　　

　　

発売予定

￥

￥

　　　

今年も芸小に鼓童がやってきます！２種類の公演と体
験ワークショップで、和太鼓に親しんでみませんか。

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

全席指定

全席自由

小学生向け無料
和太鼓体験教室

太鼓を使ってさまざまなゲームに挑戦したり、一緒にいる人と心を一つに
して叩いたり・・・太鼓の楽しさやおもしろさを知っていただく内容です。
12月17日（木）17：00　※約１時間　ホール　　無料
対象と定員：小学生　36名（応募者多数の場合は抽選）
応募方法　 参加希望者１名につき１通の往復ハガキに住所、氏名、学

年、保護者の連絡先電話番号と（あれば）メールアドレス
を記入し下記送付先宛お送りください。11月11日消印有
効。抽選結果および詳細は返信ハガキでご連絡します。

送付先　 〒186-0003　国立市富士見台２-48-１
くにたち市民芸術小ホール「和太鼓体験教室」係

￥

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〈共通〉
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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

可愛いお子様の成長を素
敵な写真で残しましょう。
撮影はプロのタカハシ写
真にお任せください。発
表会等出張撮影の御相談
は、お気軽にどうぞ。

募集 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
◆資格など
パソコンの基本操作ができる61歳未満の方
◆募集人数・報酬
1名・時給1,200円　交通費別途支給
◆勤務時間・勤務場所
15：15～22：15（週3日程度、土・日・祝日
勤務あり）・芸術小ホール
◆申込・問い合わせ
履歴書（写真貼付）を平成27年10月16日
（金）までに下記に郵送（必着）かお持ちく
ださい。
※詳細はホームページをご覧下さい。
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

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、12月から平成 28年 6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、在学者を含む）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 10 月 23 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

総合体育館開館時間
延長のお知らせ

予約システム導入の
ご案内

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 ９：00～22：00
○トレーニング室 ９：30～21：30
○室内プール 10：00～22：00

※ 18：00以降の各体育室の団体利用時間につきましては、３時間ま
たは４時間の選択制となります。
※ 21：00～22：00だけのご利用も可能ですが、清掃・後片付けを
含めて、22：00までには必ず退館してください。

◆抽選会のお知らせ◆
●総合体育館貸し切り利用申請日
１月分
第１回目：11月２日（月）９：00～
第２回目：11月９日（月）９：00～
２月分
第１回目：12月１日（火）９：00～
第２回目：12月８日（火）９：00～

●有料公園施設申請日（テニス、野球、サッカー等）
12月分…11月 16日（月）、17日（火）
 １ 月分…12月 15日（火）、16日（水）
※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

◆

◆

◆

◆

18：00以降
料金表

18：00～21：00 
料金

18：00～22：00 
料金

21：00～22：00 
料金

第一体育室 3,200円 4,200円 1,000円
第二体育室 1,250円 1,660円 410円
第三体育室 2,000円 2,600円 600円

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（小学生対象の事業以外は、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、10月 5日（月）9：00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が、携帯電話・フリーメールからは自動返信されない事があります。また、設定によっては
こちらからのメールが届かないことがありますので、自動返信されない場合は、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、学年を記入してください。
●応募者多数の場合は抽選になります。

　くにたち文化・スポーツ振興財団が管理している施設の予約は、各施設に来館するか電話で申し込んでいただいておりますが、平成
27年度中にインターネットによる予約システムを導入します。11月から説明会や利用者登録を開始し、平成 28年 1月からシステムを
稼働する予定です。なお、予約システムは総合体育館と公園スポーツ施設から導入し、その後、順次、導入していきます。財団のホーム
ページにデモ画面をリンクしてありますのでご覧ください。
〇予約システムを導入する施設
・総合体育館　・公園スポーツ施設（野球場、サッカー場、テニスコート）　・芸術小ホール　・郷土文化館　・学校開放

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
◆

　　　

こどもおすすめ事業 親子で参加

いきいき健康づくり いきいき健康づくり

トレッキング いきいき健康づくり

小学生バドミントン教室② 親子スイミング教室②

簡化太極拳 24式④ 初めての気功と健康太極拳④

11月のトレッキング 楽しいフラダンス③

10月31日土 ～12月5日土　毎週土曜日
時間：9：30～ 11：30

11月2日月 ～12月14日月　※11月 23日を除く 毎週月曜日
時間：15：30～ 16：30

11月10日火 ～1月12日火　※12月 29日、１月５日を除く 毎週火曜日
時間：13：00～ 14：40

11月10日火 ～1月12日火　※12月 29日、１月５日を除く 毎週火曜日
時間：14：45～ 16：25

11月11日水 
集合：7：00（7：05出発）

12月3日木 ～2月18日木　
時間：10：00～ 11：30

　  講師：遠田　マチ子
　  2,000 円（6回分）
会場：第一体育室
定員：30名
対象：市内在住・在学の小学１～６年生

　  講師：堀　政代
　  4,000 円（６回分）
会場：室内プール
定員：25組　50名
対象：親とおむつのとれた３～６歳までのお子様

　  講師：山口みな子
　  5,000 円（８回分）
会場：第三体育室
定員：60名

　  講師：山口みな子
　  5,000 円（８回分）
会場：第三体育室
定員：50名

　  マウンテントレッキングガイド：相澤　篤
　  8,000 円
標高：1383ｍ（大洞山）　難易度：B　歩行時間：約５時間半
標高差合計：400ｍ　コース：総合体育館→籠坂峠→大洞山→三国山→温泉→総合体育館
定員：43名

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

締切 10月 13日（火）まで 締切　10月 16日（金）まで

締切　10月 20日（火）まで 締切　10月 20日（火）まで

締切　10月 21日（水）まで
締切　10月 31日（土）まで

　 参加費

参加費

参加費

参加費

参加費

参加費

籠坂峠～三国山（山梨県山中湖村） ※ 12月10日、24日、31日、１月14日、28日、
２月11日を除く　隔週木曜日
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