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落語スタジオコンサートVol.81　 日本が誇る話芸！

第31回くにたちすたじお寄席ケーナ＆ピアノ＆ギターの世界
6月5日日  14:30（開場:14:00）　
　　　　　　　　　
落語家さんたちの表情が間近に見て取れる、ライブ感あふれる空間は“すた寄席”ならでは!
　　立川らく次　立川志らべ　立川志奄　
　　立川らく兵　立川がじら
　　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　　　　　　　　　　

5月22日日  14:00（開場:13:30）
南米フォルクローレ、プログレッシブロック、ミニマルミュージック、インプロビゼーション、…様々な要
素が綿密にアレンジされた世界観の中に息づく。溢れるオリジナリティと詩情、静寂と狂騒、繊細かつエネ
ルギーに満ちた音色から生み出される神秘的でエキゾチックな音楽は聴く者を異世界の旅へといざなう…
　　ARCANA〈山下Topo洋平（ケーナ、サンポーニャ）
　　上野山英里（ピアノ）鬼怒無月（ギター）〉 
　　コンドルは飛んで行く、The Fool、
　　The Star、Wheel of Fortune  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

￥

￥

全席自由全席自由 地下スタジオ 地下スタジオ

発売予定発売予定

チケット発売：3月 6日（日）　　チケット発売：3月 8日（火）　　
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出演者にインタビュー !
くにたちデビューコンサート

Vol.01「愛と祈りのうた
　　　　　　～バレンタインデーに寄せて～」
●2月11日（祝・木）15:00（開場：14:30）
　　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
　　グルック：「オルフェウス」よりアリア（訳詞：森鴎外）

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～」
●3月27日（日）15:00（開場：14:30）
　　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：歌劇「魔笛」K.620より、
　　フルート四重奏曲第３番、第4番　ほか

　　　　

発売中くにたち市民芸術小ホール＆国立音楽大学 市民芸術小ホール事業　☎574-1515

2月11日（祝・木）
Vol.01「愛と祈りのうた」出演

細井暁子さん
（メゾ・ソプラノ）

3月27日（日）
Vol.02「フルート四重奏で
紡ぐモーツァルト」出演

鈴木 茜さん
（フルート）

　国立市と国立音楽大学が、人材育成や文化と教育の振興をめざし連携協定
を結んでいることをご存知ですか？「くにたちデビューコンサート」はそう
したご縁ある同大学の推薦による新進気鋭の音楽家を迎え、お客様とともに
応援していきます。
　出演の音楽家おふたりにお話をうかがいました。

　現在サントリーホール・オペラア
カデミーに在籍し、母校での助演な
ど様々な活動で声楽家として活躍。
音楽コースに進学する高校入学を前
に、「自分に最も合っているのは歌
だったと見いだし」、のち大学ではド
イツリートを中心に学びました。転

機は大学院時代、オペラ公演への出演。総合芸術として様々な音楽家たちが作り上げるその分野で、自
身の音楽的世界が広がる挑戦的な環境に飛び込みました。「オペラではメゾ・ソプラノ歌手に、少年か
ら悪女、母親など人物像の異なる多様な役柄への対応力が求められる」。ドイツ歌曲からオペラへ、独
語の歌唱から伊語の歌唱までと領域を広げ、演技力もさらに学びつつ、留学してさらに深めようと将来
を描いています。

　多彩な声楽曲を紹介する「愛と祈りのうた」は、バレンタインデーに合
わせたテーマです。前半は出演する声楽家の個性と専門性を示すレパート
リーを並べました。後半はオペラの名曲で、ちょっとした動きも付けてオペ
ラの雰囲気を味わっていただけます。
　後半で紹介するオペラ「オルフェウス」は是非紹介したいユニークな作品
です。文豪・森鴎外がドイツ留学で感銘を受けた作品を、日本に紹介する
ために作詞した日本語歌詞が美しく、明治時代の欧州文化輸入の工夫や
熱意を､味わい深く感じられるのではないでしょうか。

　大学院博士後期課程で「演奏の機会
が乏しくなった作曲家や作品に価値を
見いだし、現代的な再評価と演奏を結
びつけよう」と演奏・研究に取り組む研
究者。多彩な楽器たちが合わさる演奏
が大好きだったと言い、中高は吹奏楽部
中心の生活でした。大学入学後、フルー

トコースには多くの競い合う仲間が。しかし大学院進学後は「一転して一人となり、フルート奏者同士の比
較や競争の環境から離れて、独自に音楽と向き合う道が定まった」と言います。さらに後期課程へ進学、
交換留学制度でカールスルーエ音楽大学に渡り、多くの刺激と研究素材を持ち帰ってきたばかりです。
「研究を仕上げ、発掘した音楽を紹介する演奏活動や、教育にも取り組みたい」と語ってくれました。

　フルートと弦楽器による親しみやすい室内楽コンサートです。
　フルート奏者としてプログラムをつくるにあたり、モーツァルトのフルート
四重奏第4番をメインに取り上げたいと考えました。第1楽章に歌曲のモチー
フがあり、構成のテーマとして“歌”が出てきました。歌劇「魔笛」のフルート
四重奏版につながり､これを導入に置いて歌の香りを紡ぎ始めます。
　さらに、フルート四重奏第3番と4番は、フルートだけでなくヴァイオリン、
ヴィオラ、チェロの各楽器にスポットが当たる演奏があるので、それぞれの
楽器の味わいとアンサンブルを楽しめる内容にもなっています。それが皆さ
まにも伝わるように演奏したいと思います。

ホームページもご覧下さい。
http://www.studio-takahashi.com/

♦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文化・スポーツ活動を
助成します！ 助成

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、事業を4月から10月
までに行う団体等が対象です。

●助成要件
①日常の活動の拠点が、国立市内であること。
②構成員数が5人以上で、市内居住者半数以上を
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28年2月19日（金）までに、財団所定の申
請書に記入し、各館へ提出。

※申請は毎年2月、6月及び10月の3回受付します。
※助成要綱・申請書は、財団ホームページをご参照ください。

御卒業・御入学記念
撮影予約受付中！

御卒業・御入学は人生の
門出です。
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。

　　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

￥
全席自由 地下スタジオ

立川らく次 立川志らべ
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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
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。

体験プログラム

「ホールとグランドピアノの
シェアプログラム」
ことし1月から始まり、ご好評をいただいております。今回は、ピアノ2台を並列で
配置する日を設けます。ご希望者は弾き比べなどが可能です。ぜひこの機会をご利用
ください。
実施日：3月29日㈪・30日㈫・31日㈬
　　　　※29日、30日はスタンウェイ1台。31日はスタンウェイとヤマハの2台。
時　間：10:00～21:00の１時間毎（正味55分）。１日につき２時間まで。
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：（29日、30日）2,000円／１時間　（31日）3,500円／1時間
　　　　　ただし、どちらか1台しか利用しない場合は2,000円／1時間
申し込み：2月8日㈪から。電話か直接芸術小ホールへ。お名前、連絡先電話番号をおききします。
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。

ホール

募集

「くにたちアートビエンナーレ2015」図録
昨年開催された「くにたちアートビエンナーレ2015」の図録が完成しました。野外
彫刻展の受賞作品６点の掲載に加え、期間中に行われたイベントの内容がまとまった
１冊となっています。市内公共施設で閲覧できますので、ぜひお手に取ってご覧くだ
さい。また３月には、テーマ曲「祝祭」を収めたCDの発売を予定しています。
くにたちアートビエンナーレ2015 図録　1,000円（税込）
<購入方法>
●くにたち市民芸術小ホール 窓口
●くにたち郷土文化館
●増田書店
※電話、メールでのお申し込みも可能です。
ご希望の方はくにたちアートビエンナーレ事務局までご連絡ください。
TEL:042-574-1512　MAIL:info@kunitachibiennale.jp

販売開始

第5回スタジオコンサート　

Calling!!～珠玉の名曲で綴る恋の通信手段～
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
￥

全席自由 地下スタジオ

　　

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月26日金 

（2作品で1時間12分、DVD上映）

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）

落語 日本が誇る話芸！

第30回くにたちすたじお寄席
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　　　　　　　　　　

￥

全席自由 地下スタジオ

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（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

一部有料 発売中

発売中 発売中

中野亜維里　 飯沼友規 浜田耕一　 青山瑠美子 谷塚裕美

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
音楽が気軽に楽しめるひとときを多くの方々にお届けします！  

2月24日（水）「ちょっとjazzyな昼下がりコンサート part2」　
　　武田ひとは（ピアノ）丹羽麻由美（サックス）　
　　上原ひろみ：Viva! Vegas　　アーレン：Over the Rainbow　ほか
3月23日（水）「ヨーロッパの古楽器の優しい響きで奏でる春の調べ」
　　古楽アンサンブル・リュミエール　〈樋口麻理子（ソプラノ）　阿部等（リコーダー、
　　クルムホルン）大喜多陽子（リコーダー、クルムホルン、バロックギター）　　
　　井上樹（ヴィオラ・ダ・ガンバ）砂川巴奈歌（ヴィオラ・ダ・ガンバ）〉
♪　H･パーセル：美しき島　　ダウランド：帰っておいで 
　　ヘンデル：オンブラ・マイ・フ ほか

エントランスホール

　　　

　

無料

出演者募集

多摩フレッシュ音楽コンサート
2016
多摩地区ゆかりの新進演奏家の輩出を目指します。選考会を経て、コンサート形式の審
査を行います。

開催部門：声楽部門、ピアノ部門　※出演者は選考会を実施します。
選考会（非公開）：声楽部門　４月１日(金)／ピアノ部門　４月11日(月)
　　　　　　　　　【会場】たましんRISURUホール（立川市市民会館）大ホール
コンサート（公開）：声楽部門　６月３日(金)／ピアノ部門　６月17日(金) 
　　　　　　　　　【会場】たましんRISURUホール（立川市市民会館）大ホール　
表彰：最優秀賞（第１位）奨学金10万円　・優 秀 賞（第２位）奨学金５万円
　　※最優秀賞受賞者へは、リサイタル開催など今後の演奏活動を支援します

応募方法：詳しくは、出場者募集要項をご覧のうえ、所定の応募用紙にてお申込みく
　　　　　ださい。
募集要項は、立川市地域文化振興財団のホームページに掲載するほか、多摩公立文化
施設等に設置します。
事務局・お問合せ：公益財団法人立川市地域文化振興財団　TEL：042-526-1312

募集

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。

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！  

チケット取扱い

（主催：東京多摩公立文化施設協議会）

※開場は各 30分前
第１回目　10:30　第２回目　14:00　
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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、2月5
日(金)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）。
・ 右下の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。

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

◆ 予約システム導入のご案内 ◆
　平成28年４月利用分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
ムを導入しております。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。

TEL　042-573-4111

◆
申込方法
申込資格
◆

いきいき健康づくり

いきいき健康づくり

こどもおすすめ事業

こどもおすすめ事業

初めての気功と健康太極拳①

初心者ゴルフ教室

小学生バドミントン教室①

小学生かけっこ教室①

4月5日火～5月31日火  ※5月3日を除く　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

4月30日土～6月4日土  毎週土曜日　時間：9：30～11：30
　 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
※必ず上履きをお持ちください。

4月29日金  時間：9：30～11：30
　 長澤　宗太郎
会場：谷保第三公園　野球場
　　　※雨天時は総合体育館第一体育室で行います。必ず上履きをお持ちください。
定員：80名
対象：市内在住、在学の小学３～６年生
☆動きやすい服装、運動靴でおこしください（着替える場所はありません）。

締切：2月 29日（月）

締切：2月 29日（月）

締切：2月 29日（月）

締切：2月 29日（月）

こどもおすすめ事業

春休み小中学生無料開放
3月30日水 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。

無料

参加費

参加費

￥

￥

スポーツ講演会

スポーツ教育講演会
3月6日日 　15:00～16:30 
　 高畑　好秀氏
　講師はプロ野球のイチロー選手をはじめ、
サッカーの香川選手や水泳の北島選手などの
メンタルトレーニングを行ってきた方です。
会場：芸術小ホール　　定員：260名 ※申込不要　当日芸術小ホールへお越しください。

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

いきいき健康づくり

骨盤調整＆エアロビクス①
4月9日土～5月28日土  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

締切：2月 29日（月）

参加費

￥

￥

無料

いきいき健康づくり

やさしいヨガ④
3月9日水～4月27日水  毎週水曜日　時間：Aコース　9：30～10：30　Bコース　10：40～11：40

　 津江 なつみ
　 5,000円（8回分）

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）

※必ず、希望のコースをお書きください。

締切 2月 19日（金）まで

参加費

いきいき健康づくり

簡化太極拳24式①
4月5日火～5月31日火  　※5月3日を除く　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

締切：2月 29日（月）

参加費

￥

参加費

無料

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

【火曜コース】4月5日火～6月28日火  ※5月3日を除く　毎週火曜日　
【金曜コース】4月8日金～7月8日金  ※4月29日、5月6日を除く　毎週金曜日　

　 猪俣 英昭
　 18,000円（12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)

※必ず、希望のコースをお書きください。

「土壇場で実力を120％発揮するメンタル力」



￥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
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春夏秋冬 はじまりは春～
開館時間：午前9時～午後5時（入館は4時半まで）
休  館  日：4月14日（木）
会　　 場：くにたち郷土文化館　特別展示室

3月26日土～4月17日日  共催：陶芸展実行委員会・くにたち郷土文化館

陶喜の会 煌・煌・☆ 芝とも会 小芝の会

こどもおすすめ事業

冬の星空ウォッチング
「アンドロメダ銀河とペルセウス座二重星団」

2月19日金 18:00～19:30
望遠鏡で冬の星座を眺めてみよう。

会場：くにたち郷土文化館　武蔵野庭園
講師：伊東　昌市氏（国立天文台）
申込不要、直接会場にお越しください。
※小学生以下保護者同伴
※くもりや雨天時など星が見えない場合は館内で
　天体に関するお話になります。
※公共交通機関をご利用ください。
持ち物：防寒具、双眼鏡（お持ちの方だけでかまいません。）

同日、午前10時～午後4時地下１階廊下にて
実行委員会有志による陶器チャリティ販売も開催中。

皆さまからの出品をお待ちしております。
なお、作品の大きさが、H30×W35×D35cmの範囲内であれば、
複数応募が可能です。（※要相談）
申込期間：2月8日（月）～2月29日（月）
申込方法：電話で郷土文化館へ

古民家事業

こどもおすすめ事業

ひなまつり　菱餅作り

ひな人形飾り

2月21日日 9:30～15:00ころ
桃の節句「ひなまつり」に飾る、赤・白・緑の
ひしもちを作ります。
お餅をついてひし形にお餅を切るところま
で体験します。
会場：国立市古民家
講師：くにたちの暮らしを記録する会
定員：20名　参加費：600円
対象：小学生以上
        　（小学４年生以下は保護者も参加）
持ち物：エプロン・三角巾・タオル・お弁当　
受付：2月5日(金)9時30分より電話で
　　　郷土文化館へ

2月11日木 ～3月14日月
休館日：2月12日（金）・25日（木）・3月10日（木）
場所：国立市古民家
　　　くにたち郷土文化館

無料

無料

平成28年8月27日土 ～9月24日土 に開催される

「第21回紙の工芸展」の実行委員を募集いたします。実行委員の方は、3月8日（火）午
後2時から、郷土文化館第1研修室で行われる実行委員会に参加していただきます。

　申込：２月２９日（月）までに電話で郷土文化館へ

≪予約システム導入のご案内≫

(芸術小ホール)
日時　2月21日（日）18:00～
　　　2月24日（水）14:00～
　　　3月1日（火）一斉受付終了後
場所　地下スタジオ

(郷土文化館)
日時　2月17日（水）10:00～、18:00～
　　　2月20日（土）17:00～
場所　第一研修室

芸術小ホール、郷土文化館では、市民総合体育館に引き続きインターネットによる各館の
施設について予約受付システムを導入します。施設をご利用される団体、個人の皆様に説
明会を開催しますので、ぜひご参加下さい。なお芸術小ホールの一斉受付日設定を、従来
の６か月前の月初平日から７か月前の２８日へと変更します。平成２８年１０月分一斉受付は、
３月２８日（月）です。

※所要時間は各館とも１時間程度を予定しています。また、事前の予約は不要です。
※なお、ご不明な点は各館までお問い合わせください。

関連イベント
くにたちカルタ大会 in郷土文化館

むかしのくらし展　展示解説

2月14日日  13:30～15:30ころまで
くにたちのことが詠まれた「くにたちカルタ」で遊んでみよう!
遊んでいるうちに、くにたちのことにくわしくなれるかも!?
申込不要　直接会場にお越しください。
場所：くにたち郷土文化館研修室
当日直接会場にお越しください。
協力：国立市社会福祉協議会
　　　国立市ボランティアセンター

2月14日日  15:30～16:00ころまで
場所：くにたち郷土文化館　特別展示室
直接会場にお越しください。

むかしのくらし展は３月14日（月）まで
※休館日：2月 12日（金）・25日（木）・３月 10日（木）

蓄音機でレコードを聴いてみよう!
2月20日土  14:00～15:00ころまで
会場：１階多目的ホール
直接会場にお越しください。
SPレコードをお持ちの方はぜひご持参ください

説 明 会

無料

むかしのくらし展

◆一般作品募集◆

こどもおすすめ事業

￥

日　時：3月26日（土）・27（日）午後1時半～
参加費：お皿1枚に付300円（一人様2枚まで）
申込み：2月19日（金）9時半から電話受付
定　員：各回15名　　　会　場：地下1階研修室

絵付け
体験教室


	オアシス校了紙面
	オアシス_1
	オアシス_2
	オアシス_3

	p4 (3)

