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～地域にある　　　　　　　　　　  　  　　　時間・空間～楽しく 健康で 豊かな
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小正月の伝統行事を体験 古民家の行事こどもおすすめ事業

まゆ玉飾り 節分 豆まき冬の星空ウォッチング
養蚕が盛んだったころ、お米の粉で繭の形の団子を作り、
カシの木に飾り繭の豊作を願った行事です。お団子をつく
り、古民家で飾り付けをします。

1月9日土 13:00～15:30ころ
場　所： 国立市古民家
定　員：20名
対　象：小学生以上　
服　装：エプロン、三角巾 
参加費：300円
受　付:  12月8日(火)　9:30より
　　　　電話で文化館まで
講　師：くにたちの暮らしを記録する会
※小学4年生以下は、必ず保護者もご参加
　ください。

七輪で豆をいって、豆まきをします。
古民家にひそむ鬼を退治しよう！

2月3日水 14:00～開始
場　所： 国立市古民家

冬の星空はとても澄んでいて、星がよく見えます。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「月と二重星アルビレオ」
1月29日金 18:00～19:30「オリオン星雲とスバル」
2月19日金 18:00～19:30「アンドロメダ銀河とペルセウス座二重星団」
場　所： 郷土文化館研修室・武蔵野庭園
持ち物： 防寒具、双眼鏡（お持ちの方だけでかまいません。）
講　師：伊東昌市（国立天文台）

※申込不要。当日会場へお越し下さい。
※小学生以下は保護者同伴。
※公共交通機関をご利用下さい。
※ 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。

無料 無料

豆がなくなり
次第終了（ ）

第2・4木曜日は休館。ただし祝日の場合は次の日が休館日。

※民具案内とは
毎年1月から3月にかけて、市内の公立・私立の小学校11校の3年生が、「くにたちの
暮らしを記録する会」の方から昔の生活の様子を聞いた後、実際に民具を使った体
験学習を行なっています。

むかしのくらし展

験学習を行なって

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。
団総務課☎ 0 4 2 - 5 74 -1511

FAX 0 4 2 - 5 7 3 - 415 4

♦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

入場無料
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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

・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、締切日までに往
復ハガキ（スキー教室は官製ハガキ）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）
・ 左の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QRコードを

ご利用ください

◆ 抽選会のお知らせ ◆
●総合体育館貸切利用申請日
3月分　第１回目 :1 月 4日 ( 月 )9:00 ～
　　　　第２回目 :1 月 12日 ( 火 )9:00 ～
4月分　抽選会は行いません
　4月利用分から予約システムによる受付に変更いたします。
　1月 5日 ( 火 )0:00 ～（事前に登録が必要となります）
● 有料公園施設申請日（テニス、野球、サッカー等）
2月分…1月 18日 ( 月 )、19日 ( 火 )
3 月分…2月 15日 ( 月 )、16日 ( 火 )
※ 抽選会の開始時間はお問い合わせください。
　☎ 042-573-4111

◆ 予約システム導入のご案内 ◆
　平成28年1月から総合体育館と公園スポーツ施設（野球場、サッカー場、テニスコート）の予約は、インターネットに
よる予約システムを導入します。総合体育館とテニスコートを利用する団体・クラブによる平成28年4月分の予約が、平
成28年1月からインターネットによる予約になります。対象となる団体・クラブの方は平成27年12月中に、現在配布し
ている団体登録証と引き換えに、総合体育館で利用者カードをお受け取りください。総合体育館の個人利用を除き、ス
ポーツ施設の利用は利用者カードが必要になりますので、詳しくは総合体育館にお問い合わせください。

◎ テニスコート予約システム説明会 ◎
12月19日（土）総合体育館　会議室　●9：00～　個人　●10：30～　平日・土日クラブ

◆
申込方法
申込資格
◆

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

いきいき健康づくり

いきいき健康づくり

いきいき健康づくり

親子で参加 こどもおすすめ事業

こどもおすすめ事業 第26回　ダンスコレクション

冬休み小中学生無料開放 簡化太極拳24式⑤

初めての気功と健康太極拳⑤

レベルアップゴルフ②

骨盤調整＆エアロビクス④

水中リズムウォーキング④

親子体操教室③ 小学生スキー教室

サッカークリニック ダンスコレクション 2016

1月7日木 9:00～17:00「バドミントン」・「卓球」   10:00～17:00「水泳」   
　　　　　　※最終受付時間 16:30
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」
☆種目は一人１回１時間を繰り返しプレイできます。
☆同伴する保護者の方も無料でプレイできます。
☆コーチによるワンポイントアドバイスが受けられます。
☆バドミントン・卓球は、動きやすい服装と上履きが必要です。
☆水泳は、水着と水泳帽が必要です。
★当日、体育館ロビーの受付でお申込みください。

1月26日火～3月15日火  毎週火曜日　時間：13:00～14:40

　 山口 みな子
　 5,000円（８回分）

会場：第三体育室
定員：60名

1月26日火～3月15日火  毎週火曜日　時間：14:45～16:25

　 山口 みな子
　 5,000円（８回分）

会場：第三体育室
定員：50名

【火曜コース】2月2日火～3月8日火  毎週火曜日　
【金曜コース】2月5日金～3月11日金  毎週金曜日　

　 猪俣 英昭
　 9,000円（６回分）

会場：国立南ゴルフセンター ２Ｆ
定員：各コース11名 (合計44名)

1月16日土～3月12日土  2月13日を除く毎週土曜日　時間:10:15～11:30 

　 杉田 茂子
　 5,000円（８回分）

会場：第二体育室
定員：50名

1月20日水～3月9日水 　毎週水曜日　時間:13:30～14:30
 

　 成田 佳代子
　 5,000円（８回分）

会場：室内プール
定員：60名

1月22日金～3月18日金  ※２月12日を除く毎週金曜日　時間：9:30～11:30

　 塩野 啓子
　 5,000円（８回分）

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

2月13日土  受付7:00～　出発7:30　帰着予定18:00  レッスン  午前２時間、午後２時間
説明会 1月13日（水）16:30～　　
　 8,000円　（レンタル代別途）
会場：長野県富士見高原
　　　スノーリゾートスキー場
定員：80名
対象：市内在住、在学の小学３～６年生
※スキー教室の申込みはホームページ
　または官製ハガキ

1月24日日 時間：Ａコース[小学校1・2年生]　9:30～11:00
 Ｂコース[小学校３・4年生]11:30～13:00

　 ＦＣ東京　普及部コーチ
会場：第五小学校　校庭
定員：各コース　100名
　　   （各学年　50名）
対象：市内在住、在学の小学１～４年生

2月28日日 時間:入場整理券配布12:00～　開場13:30～　開演14:00～
　 500円（チケット代：全席自由席）
会場：くにたち市民芸術小ホール
チケット販売：1月30日（土）10:00～販売開始
　　　　　　　くにたち市民総合体育館窓口
※8:30より購入整理券配布　お一人様１回に６枚まで購入可

主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団
企画：第26回ダンスコレクション実行委員会
協賛：（株）ヤクルト本社中央研究所

締切：12月 26日（土）

締切：12月 26日（土）

締切：１月８日（金）

締切：12月24日（木）

締切：12月26日（土）

締切：12月26日（土） 締切：12月21日（月）

締切：12月27日（日）

無料

参加費

参加費

参加費 レンタル代

無料

￥

￥

￥

参加費

参加費

参加費

￥

￥

￥

参加費

チケット販売

￥

 時間:
［Aコース］9:15～10:35
［Bコース］10:40～12:00

　　

￥
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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

クラシック

第5回スタジオコンサート　

体験プログラム

日本が誇る話芸！

第30回くにたちすたじお寄席

くにたちデビューコンサート

Calling!!～珠玉の名曲で綴る恋の通信手段～

「コンサート・グランドピアノ
演奏体験プログラム」

3月6日日  14:30（開場:14:00）　　　　　　　　　　

　　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　　　　　　　　　　

　　一般1,000円（11P付与/800Pで購入可）
　　学生700円（7P付与/560P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　カンフェティ
主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

●2月11日（祝・木）15:00（開場：14:30）
　Vol.01「愛と祈りの歌コンサート～バレンタインデーに寄せて～」
　　中野希望（ソプラノ）　細井暁子（メゾ・ソプラノ）　宮西一弘（テノール）　冨田愛佳（ピアノ）
　　アヴェ・マリア聴きくらべ　　　　
　　 ドニゼッティ「愛の妙薬」、モーツァルト「コジ・ファン・トゥッテ」より二重唱の名曲　ほか

●3月27日（日）15:00（開場：14:30）
　Vol.02「フルート四重奏で紡ぐモーツァルト～歌の香りを感じて～」
　　鈴木茜（フルート）　藁科杏梨（ヴァイオリン）　内藤賢吾（ヴィオラ）　林和成（チェロ）
　　ベートーヴェン：弦楽三重奏のためのセレナード　
　　モーツァルト：フルート四重奏曲第３番、第4番　ほか

3月13日日  14:00（開場:13:30）
メノッティの傑作オペラ《電話》そして、完全オリジナルストーリーに世界の名曲を散りばめ
た、Y's companyならではのドタバタラブコメディの2本立て!! どうぞお楽しみください。
　　中野亜維里(ソプラノ)　飯沼友規（テノール）浜田耕一（バリトン）
　　青山瑠美子、谷塚裕美（ピアノ）
　　【第1部】メノッティ：オペラ《電話》【第2部】Y's company(ワイズカンパ
　　ニー)による、オリジナル字幕付き演劇風サロンコンサート
　　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

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、ホールの雰囲気に慣れるために…など、ぜひこの機会を
ご利用ください。

実施日：１月４日㈪・５日㈫・６日㈬・２月３日㈬・４日㈭・５日㈮
時　間：10:00～21:00の１時間毎。１日につき２時間まで。
　　　  ※すでに予約済みの時間帯もあります。お問合せください。
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。
利用料金：2,000円／１時間　※ご利用当日にお支払ください。
申し込み：電話か直接芸術小ホールへ。電話可。
　　　　　お名前、連絡先電話番号をお聞きします。

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／時間内での準備、片づけをお願いします／終了5分前に
ベルを鳴らします／申込後キャンセルの場合は必ずご連絡ください

￥

￥

￥

全席自由

全席自由

全席自由

地下スタジオ 地下スタジオ

ホール地下スタジオ

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

和太鼓の魅力をたっぷりと! クラシック

太鼓芸能集団  鼓童 ３days 2015 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～

12月20日日  16:00（開場：15:30）
若々しい音色がホールに満ちあふれます。行く年くる年を思いながら、心もからだも
ゆったりするひとときを名曲と共にお過ごしください。

　　 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）
笹沼樹（チェロ）

　　ベートーヴェン：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）

￥

発売中 発売中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

　　

ホール

●鼓童 交流公演 （全２回・90分公演) 　　
12月18日金  11:00（開場：10:30） 19:00（開場：18:30）
　　 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
　　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。

　　

￥

●伝統芸能公演@くにたち（90分公演)  
12月19日土  14:00（開場：13:30）
谷保天神太鼓やくにたちすたじお寄席レギュラーの立川志獅丸さんも登場！
　　司会：立川志獅丸　
　　第一部：谷保天神太鼓　第二部：落語　立川志獅丸　第三部：鼓童
　　 おとな　1,500円　こども（３歳以上中学生まで）無料（要チケット）
　　※２歳以下のお子さんの入場はご遠慮ください。
￥

全席自由

全席指定

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
チケット取扱〈共通〉： 芸術小ホール　白十字国立南口店　(株)しまだ文具店
 （12/19分のみ取扱）マロニエ国立北口店

　　　

募集

くにたち市民オーケストラ

ニューイヤーコンサート 2016
1月17日日  14:00（開場:13:30）　　　　　　　　　　
　　佐々木新平（指揮）　くにたち市民オーケストラ
　　ワーグナー：楽劇「ニュルンベルクのマイスタージンガー」第1幕前奏曲　　
　　ドビュッシー：小組曲　チャイコフスキー：バレエ「眠れる森の美女」よりワルツ
　　J．シュトラウス2世：ワルツ「春の声」ほか
　　当日1,200円（13P付与/960Pで購入可）
　（前売　1,000円（11P付与/800P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

￥

　　

発売中 芸小版　歌声喫茶！

歌う芸術小ホール inスタジオ
2月3日水  14:30（開場:14:00）　　　　　　　　　　

リピーター続出！初めての方もきっとご満足いた
だけます。まずは参加してみませんか？
　　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）
　　一般：500円　　
　　（5P付与/ 400Pで購入可）
　　※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

￥

ホール
　地下スタジオ

全席自由 全席自由

発売予定

チケット発売：12月 22日（火）　　

発売予定

発売予定

発売予定

チケット発売：12月 5日（土）　　

チケット発売：（２公演とも）：１２月８日（火）

チケット発売：1月 12日（火）　　

　　

　　

　　

★おトクなお知らせ「若手音楽家を応援しよう！」★
　12月20日㈰開催の「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」チケットをお買い上げの方は、「くにた
ちデビューコンサート」一般チケット1,000円のところを800円とします。芸小窓口に「若き奏者～」チケット（12月20日を過ぎ
たら半券）をお持ちください。同チケット1枚につき2月11日または3月27日コンサートチケット1枚分を割引対象とします。
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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

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（☎ 042-574-1515）まで！  

芸術小ホールの施設予約をインターネットで行なえるシステムの導入を、現在
検討中です。平成28年3月からの導入をめざしています。詳細はオアシス２・
3月号をご覧ください。

チケット取扱い

予約システム導入について

無料の催し物 くにたちギャラリーネットワーク

連続美術講演会  今 ルネサンスが面白い !
 ～絵画を読む楽しさを学ぶ～
NHK「ルーブル美術館」「日曜美術館」など多くの番組を制作し、現在は各地で講演を行っ
ている斎藤陽一氏（美術ジャーナリスト）による４回シリーズ講演会です。「美術の勉強は
人間の想像力、幅の広さを知る“総合人間学”」と語る氏が、4人の美術家・作品に迫ります。
日時　①1月16日　②1月30日　③2月13日　④3月5日　いずれも土曜日
時間　14:00～16:00
テーマ　絵画を読み解く楽しみ
　　　　①ボッティチェリ：「春」の図像学
　　　　②レオナルド・ダ・ヴィンチ：「モナリザ」の謎
　　　　③ミケランジェロ：彫刻と絵画のドラマ
　　　　④ラファエロ：合唱的空間構成の妙
募集人員　各回70名　※各回ごとの受付となります。
参加費　無料
申込方法　事前に電話または直接芸術小ホールへ。 ☎042-574-1515
申込期間　12月11日（金）～定員に達し次第締め切り
共催 : くにたちギャラリーネットワーク　（公財）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 
問い合わせ：芸術小ホール　☎042-574-1515

無料

こども対象の催し物

第3回 わくわくこどもフェスタ

2月20日土 10:30～17:30
こどもたちが「楽しい！」と思うことがたくさん！みんなできてね！ 
ホール　①11:00～11:30「子ども仕舞公演とワークショップ」出演：国立子ども能楽教室
　　　　②16:00～サーカスエンターテイメントショー「ブラビッシモ!!」出演：スタジオエッグス
スタジオ　③13:30～「ざんさんのおはなし劇場」　出演：ざんぱら企画
音楽練習室　④ガムラン楽器体験　1回目11:30～　2回目15:00～（各30分）
　　　　　　　出演：スカル・ジュプン
アトリエ　⑤10:30～15:30　工作「サーカスはイカス」
エントランスホール　⑥10:30～10:45オープニングパフォーマンス　　出演：スタジオエッグス
 ⑦12:00～13:00マリンバコンサート　出演：マリンバワールド
 ⑧13:00～15:30「手あそび・おりがみ・わらべうた」「くにたちカルタ」
チケット　②： 無料、要参加券（1月25日（月）から芸術小ホール窓口、中央・矢川・西児童館、国立市役

所児童青少年課で配布）
 ③：3歳以上1,000円
 ①④⑤⑥⑦⑧：無料　※いずれも全席自由
お問合せ／チケット取扱　ＮＰＯ法人立川子ども劇場　TEL＆FAX042-526-0731　
　　　　　　　　　　　（受付：火・金　10:00～15:00）
主催：わくわくこどもフェスタ実行委員会
後援：国立市教育委員会　国立市社会福祉協議会　日本児童・青少年演劇劇団協同組合

ギャラリーを除く全館

無料の催し物

 ランチタイムコンサート
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。あなたの日常に豊かさを!  

12月16日（水）「姉妹で奏でるヴァイオリンの響き」　
　　Duo Deux Fleurs( デュオ　ドゥ　フルール )　
　　中村里奈（第一ヴァイオリン） 中村ゆか里（第二ヴァイオリン） 高木文世（ピアノ）
　　J.S. バッハ：２台のヴァイオリンの為のコンチェルト　葉加瀬太郎：エトピリカ
　　クリスマスソング　ほか
1月27日（水）「春待ちうた♪」
　　Canto!canto!（カント・カント）
　　赤澤 舞　長谷川彩乃（ソプラノ）　金井龍彦（テノール）　中川直哉（バリトン）
　　石川奈緒子（ピアノ）
　　J. シュトラウス二世：「春の声」　グノー：歌劇「ファウスト」より『宝石の歌』
　　ほか世界の歌曲など

エントランスホール

　　　 無料 無料の催し物

芸小シネマ
「木の生命よみがえる－川北良造の木工芸－」
（日本紹介映画銀賞、外務大臣賞　ほか受賞）

「鬼
きら い ご う

来迎 鬼と仏が生きる里」
（平成26年度文化庁映画賞　文化記録映画優秀賞　ほか受賞）

（2作品で1時間12分、DVD上映）

2月26日金 第１回目　10:30　第２回目　14:00　※開場は各 30分前
なかなか観ることがない文化短編映画です。伝統的な文化、芸能を支えている人々の
生き様を丹念に描いた作品です。
映像提供協力：公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団

全席自由 地下スタジオ

無料

申込：当日　上映時間1時間前から整理券配布（毎回定員70名）

参加者募集

出演団体募集

冬の市民一芸塾

生活に潤いを与える 季節を楽しむ 俳画講座

第41回 くにたち音楽祭 出演団体募集

季節の風物に俳句を添え、墨・顔彩で勢いよく濃淡とかすれを生かし絵を描きます。

市内で活動する合唱・器楽演奏団体が集まりみんなでつくる音楽祭です。
多くのお客様に日頃の成果を発表する、ドキドキ・ワクワクするステージをいっしょに
つくりませんか。

アトリエ

＝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。
◆受講料および材料費をお支払後、受付完了とします。
◆募集期間終了後、納入済みの受講料および材料費の返金はできません。

要参加費

要参加費

持ち物:硯、墨、下敷、筆洗い、タオル（綿）、
日本画用絵筆、顔彩　
※ご用意できない方はご相談ください。
募集期間 12月11日（金）～1月8日（金）
　　　　  9:00～20:00

１月18日・25日・２月１日・8日・15日
毎月曜　全５回　13:30～15:30　　　
定員：7名
　　講師　舘 貴美子 氏
　　受講料：2,000円　材料費：800円

実施日：6月12日（日）13:00～17:30（予定）　
会場：芸術小ホール
応募期間：12月7日（月）～12月14日（月）※先着順 ※12月10日（木）は休館日
　★詳細については募集要項（芸術小ホール、市内公共施設に設置）、またはホーム
　ページでご確認ください。
参加費：1団体につき4,000円＋出演者1名につき200円
　　　　※個人参加費：高校生以下は徴収しません。
応募方法：芸術小ホール、市内の主な公共施設で配布する申込書に団体概要等必要事
　　　　　項を記入して芸術小ホールに持参してください。
共催：公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団　　
　　　くにたち音楽祭実行委員会

￥

出演者募集

ランチタイムコンサートで
演奏しませんか
毎月1回芸小エントランスホールで開催し、地域の方々に大好評を頂いています。今後
は芸小へはなかなか行きづらい…という方々のために、街なか（市の施設など）へも進
出する予定です。すてきなランチタイムを彩るクラシック、ポップス、ジャズ、邦楽、民
族音楽などの演奏者を募集します。申込み方法など詳細については募集要項（12月中旬
から芸小ほか市内公共施設に設置）またはホームページをご覧ください。

開催日時：平成28年5月～平成29年2月の原則として各月第4水曜日（月1回）
　　　　　12:10～12:50
開催場所：芸術小ホールエントランスホールほか
募集対象者：市内及び周辺市に在住・在勤・在学の方　　出演料：無料
募集期間： 1月6日（水）～1月27日（水）

地下スタジオ

募集 平成２８年度財団嘱託員募集平成２８年度財団嘱託員募集
◆仕事の内容
①施設管理運営・受付業務及び事務補助
②庶務事務（給与・社会保険・経理等）
③くにたち郷土文化館　学芸員業務

◆資格等
①パソコンの基本操作ができる61歳未満の方
②給与・経理事務等庶務事務の経験があり61歳未満の方
③学芸員資格もしくは社会教育主事資格があり実務経験が
　ある50歳未満の方

◆報酬
①②時給　１,２００円　交通費別途支給
③　時給　１,８００円　交通費別途支給

◆勤務時間
①１日６時間以内（週３日程度、土・日・祝日勤務あり）
②１日６時間以内（月～金のうち４日間）
③１日７時間以内（週35時間以内）

◆勤務期間
　平成28年４月１日～１年間（年度更新あり）
◆勤務場所
　①③郷土文化館　　②総務課（市民総合体育館内）
◆選考
　書類選考の上、面接試験を実施　(別途通知)
◆申込・問い合わせ
履歴書(写真貼付)に希望の仕事の内容を明記の上、③は作
文400字詰原稿用紙2枚以内(テーマ「地域博物館の学芸員
として求められるもの」)を含め、平成28年１月８日（金）
までに下記に郵送（必着）かお持ちください。
公益法人くにたち文化・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

募集

　　 発売予定一部有料
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