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第153号

「くにたちから真打への道」
くにたちすたじお寄席30回突破記念

落語 市民芸術小ホール事業　☎574-1515

平成18年９月の第１回目開催から重ねて足かけ10年、くにたちすたじお寄席が前回3月
の会で30回目を迎えました。初回から出演の立川志奄・らく次・志らべ・志獅丸の皆
さんと、途中かららく兵、（ときどき）がじらのおふたりが加わったレギュラー陣により
築かれてきたこの会。おかげさまで最近は毎回ほぼ満席です。また「こども寄席」や学校
等への派遣事業など企画も広がっています。これまでを振り返りながらこれからどうな
る？どうしたい？を、立川らく次さん（写真右）、立川志らべさん（同左）にお話いただ
きました。

「１０年・・・もうそんなにやってるんだ。」
らく次：第一回のすたじお寄席が平成18年９
月。僕らが入門して６年目だった。
志らべ：前座のうちは、落語をやらせてくれる機
会なんてふつうない。やらせてもらえるだけであ
りがたいと思ってました。
らく次：前座は入場料金に入っていないとか言
われているくらい。それが、一人の演者として舞
台に立てる、自分の名前で落語会ができるなん
て、まずないことで。
志らべ：落語立川流でだって、普通ないことで
す。
らく次：一回目はその当時一番得意なネタ…。
たぶん「片棒」をやったと思
うんだよね。
志らべ：僕たちだけではお客
さんも呼べないから、ゲスト
師範が毎回いた。
らく次：そのときは（古今亭）
菊之丞師匠で、「景清」の目
が見えなくなった目貫師の
しぐさが印象に残ってます
ね。

「ゲストには、本当にいろんな方がいた。」
らく次：落語家では（立川）談修・談慶兄さん、
（林家）木久蔵師匠、（立川）談四楼師匠、（林
家）彦いち師匠、（柳亭）市馬師匠…、

志らべ：市馬師匠も！落語協
会の会長だよ!?
らく次：野末陳平さん、なべ
おさみさん、ミッキー・カー
チスさん、毒蝮三太夫さん、
嵐山光三郎さん…
志らべ：森口博子さんなん
て、歌ってくれたよね。
らく次：前座の会に来てくださるなんて絶対な
い方々ばかり。楽屋では口もきけない、ましてや
トークをするなんて、絶対ないです。
志らべ：中村メイコさんのときなんて事前にほと
んどの著書を読んで、メイコさんの人生に相当
詳しくなった（笑）。
らく次：師匠志らくが２度目に来たとき「久しぶ
りにここに来たけれど、お前たちお客さんを味
方にできていないんじゃないの」って言い方をし
た。二つ目になってちょっと停滞したときで、そ
うか。自分は落語だけしか考えていなかったと、
そこでやっとお客さんのことを考え始めたと思
います。

「ずっと応援し続けてくれるお客さんがい
るのが、くにたち。」
志らべ：ゲストなしでやるようになって。
らく次：主催側も賭けだったと思うけど（笑）。で
も僕らはそんな意識もなく普段通りやってたら、
お客さんはいままでどおり応援してくれてうれし

かった。
志らべ：大喜利とか、コントとかもずいぶんやっ
た。
らく次：お客さんも落語５本続けたら疲れると
思ったし。けれど、噺だけで満足して帰ってくれ
ることが一番の目標です。僕らを目当てに来て
もらうのが。
志らべ：同じ会場で同じメンバーの会で、成長の
過程を長い目で見てもらえるのは、ありがたい
ですね。
らく次：前座の時から続いている会って、ここだ
けなんです。ぼくらにとっては夢のような理想形
だと思うんですよ。余所では、最低３回は落語
を聞いてください。それでもつまらなかったら縁
がなかったんだな、と言ってるんですが。
志らべ：僕らも絶対上手くなってるし。次回が楽
しみだ！と思わせる連続性が１０年続いた理由
かな。
らく次：こども寄席もやるようになって。あと
は高・大学生とか絶対来てない層をどう攻める
か。
志らべ：来てないお客さん（市民）のほうが断然
多いわけだから。まだまだ！

「約束…来年２月のすたじお寄席でご報告を！」
志らべ：二人で年内には（真打昇進の）内定をも
らおうとしていて。
らく次：そんなに甘いもんじゃないですけど。
で、よく言われるのが「真打昇進したら高くて呼
べなくなるね」って。そんなことはない、声かけ
て！って落語家はみんな思ってますよ。
志らべ：これだけ近い空間の落語会ってないです
からね、緊張感あるし地声でできる。
らく次：でもやっぱり、上（ホール）でもやりた
い。古典がやりたいです。
志らべ：そのときにも、ここ（スタジオ）での「近
さ」「匂い」を残しつつ、ね。

♦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

落語 日本が誇る話芸！

第31回くにたちすたじお寄席
6月5日日  14:30（開場:14:00）　　　　　　　　　　
　　立川志奄　立川らく次　立川志らべ　らく兵　立川かじら

　　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　　　　　　　　　　

￥

全席自由
地下スタジオ

発売中

レギュラーメンバー（右から）：志獅丸、志らべ、志奄、らく次、
らく兵

お客様からひとこと
H・Yさん（７０代）５０年落語を聞いているけど、ここはスペース的にもちょうどいいね。３０回のうち来なかったのは
１回だけ（忘れて）。国立から真打をぜひ出してもらいたい。応援している。
T・Hさん（10歳）こども寄席をきっかけに落語が好きになりました。学校では落語係。みんなの前で披露してます。
I・Yさん（６０代）今日（第３０回）はことさらみんなすごかったね。早く真打になってほしい。ずっと願ってきたからね。

立川らく次　平成１２年３月
立川志らくに入門。平成１９
年７月二つ目昇進。

立川志らべ　平成１２年３月
立川志らくに入門。平成１９
年７月二つ目昇進。

今後の落語事業
2016年 ７月29日（金）こども寄席
             ９月４日（日）第32回すたじお寄席
            12月３日（土）ホール寄席
　　　　　　　　        「立川志らくと
　　　　　　　　　　　柳家花緑」
2017年 ２月12日（日）第33回
　　　　　　　　　　　すたじお寄席
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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
ホールで演奏してみませんか？新たな発見があるかもしれません。最終日はピアノ2
台を並列に配置します。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：5月9日（月）、10日（火）、11日（水）　
　　　　※9日、10日はスタンウェイ1台。11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：（9日、10日）2,000円／１時間　（11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
　　　　　※ご利用当日にお支払ください。
申し込み：4/8㈮9時から。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

スタジオコンサートVol.81

ケーナ＆ピアノ＆ギターの世界
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 地下スタジオ

　　

発売中
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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！  

４月27日（水）「とあるピアニストが芸小で弾いてみた」
　　大滝俊（ピアノ）
　　ベートーヴェン：ポロネーズ　タレガ＝大滝俊：アルハンブラの想い出　ほか

５月25日（水）「初夏の音楽会」
　　小池星花（ヴァイオリン）　原嶋唯（ピアノ）
　　チャイコフスキー：ヴァイオリン協奏曲第一楽章　　ほか

エントランスホール

　　　 無料

スタジオコンサート Vol.82

pioce（ピオーチェ） with コジマヒロミチ
　～室内楽とヴォーカルのスペシャルコンサート～

6月26日日  14:00（開場:13:30）
ピアノ、オーボエ、チェロによる室内楽アンサンブル『pioce』に、ヴォーカリストの『コ
ジマヒロミチ』をゲストに迎えたスペシャルコンサート。楽器が奏でる心地よいハーモニー
と、甘美な歌声をお楽しみください。
　　pioce(ピオーチェ)：市川仁志（オーボエ）井利智子（チェロ）柴崎光子（ピアノ）
　　コジマヒロミチ（ボーカル）
　　愛の挨拶　リベルタンゴ　その他映画音楽主題歌や歌謡曲　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 地下スタジオ

　　

発売予定

市川仁志 井利智子 柴崎光子 コジマヒロミチ

チケット発売：４月５日（火）

赤ちゃんから入場ＯＫ

夏のファミリーコンサート !
くにたち市民芸術小ホール

7月23日土  
赤ちゃんからおとなまで、会場が一体となって楽しめるコンサートです。オリジナル音楽付
き絵本読み聞かせもあります。
　　Everly（エバリー）：松尾賛之（うた、ヴァイオリン）松尾悟郎（ピアノ）
　　小向忍（クラリネット、ベース）仲宗根朝将（ギター）ゲスト：松岡由貴（声優）
　　クラシックの有名曲　　葉加瀬太郎：情熱大陸　　Everly：クロール　ほか
　　3,000円　こども（２歳以上小学生以下）1,500円　※２歳未満ひざ上無料　
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：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団　Everly 　

￥

全席自由 ホール

　　

発売予定

松尾賛之 松尾悟郎 小向忍 仲宗根朝将 松岡由貴

　　　

チケット発売：４月５日（火）　

無料の催し物　

第41回くにたち音楽祭　　
6月12日日  13:00（開場:12:30）　　　　　　　　　　
コーラスからリコーダー、マリンバ、和太鼓まで、音楽活動を行う市内22団体が集結！　
日頃の成果を堂々発表！ぜひ応援しに来てください。

　　無料
主催：くにたち音楽祭実行委員会　（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

全席自由 ホール

無料

￥

芸小版　歌声喫茶！

歌う芸術小ホール! inスタジオ
7月6日水  14:30（開場:14:00）
みんなで歌うって本当に楽しい!　時間があっという間にすぎてしまいます！ 
　　天笑楽（後藤岳志、後藤寿美／ギター・ベース・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　

￥

全席自由 地下スタジオ

発売予定

チケット発売：５月10日（火）

スタジオコンサート　Vol.83

くちぶえ奏者りょうすけの
「～そよ風～コンサート」
7月24日日  14:00（開場:13:30）
気軽にできて、しかも世界大会も開催されるなど奥が深い楽器「くちぶえ」。国際
大会第2位のくちぶえ奏者がガットギターの名手・田嶌道生、日本のブラジル音楽の
父・フランシス・シルバとのトリオで、日本の曲、洋楽ポピュラー、ブラジル音楽か
らクラシックまでを奏でます。さわやかな「くちぶえ」の世界をご堪能ください。

　　りょうすけ（くちぶえ）田嶌道生（ギター）フランシス・シルバ（パーカッション）
　　近衛秀麿：ちんちん千鳥　A.C.ジョビン：イパネマの娘　　
　　ヘンデル：涙の流るるままに　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 地下スタジオ

　　

発売予定

田
嶌
道
生

りょうすけ

チケット発売：５月１０日（火）

フ
ラ
ン
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10:30（開場:10:00）
※終演予定11:35
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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。

小2～小6の参加者募集

パフォーマンスキッズ・トーキョー
〈ワークショップ〉

7月21日木 ・22日金  ・25日月  ・26日火  ・27日水 
29日金  ・30日土  ※時間は1日3時間程度を予定。
〈発表〉

7月31日日  14：30開演
対象：小学 2年生～ 6年生　15名
　　アーティスト：村本すみれ（演出家・振付家・ダンサー）
　　参加費：無料
申込方法：　「ＮＰＯ法人　芸術家と子どもたち」へ以下のいずれかでお申込ください。
　　　　　受付開始は 4月下旬を予定しています。
　　　　　①ＨＰから専用フォームで　　http://www.children-art.net/pkt/
          　　②ファックスで　03-5961-5738
詳細につきましては、4月下旬ごろ芸術小ホール、市内の主要施設に配架するチラシを
ご覧ください。
主催： アーツカウンシル東京（公益財団法人東京都歴史文化財団）、特定非営利活動

法人　芸術家と子どもたち、公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団

音楽練習室、ホール

募集

■鼓童 交流公演  ( 全２回・90分公演 ) 
9月10日土  14:00（開場:13:30）　
 19:00（開場:18:30）　

毎年おなじみとなった太鼓芸能集団　鼓童の公演です。すぐ
目の前で繰り広げられるど迫力のパフォーマンス、ぜひ一度ご
覧ください。詳細はオアシス6・7月号をご覧ください。

　　3,000円（前売2,500円）

　　※ 3歳から入場可。２歳以下のお子さんの入場はご遠慮
ください。

￥

ホール

予告

タップダンス講座

音楽に合わせて軽やかに靴音を鳴らしてみませんか。
男性も女性も、ヤングからシニアまで大歓迎です。　　講師　小澤和子氏
　　講師　小澤和子氏　　　受講費：2,000 円
　　持ち物：革靴（かかとの低いもの）、タオル、
　　フタつき飲料、動きやすい服装 

5月16日月  ・23日月  ・30日月 ・6月13日月・20日月  
10:00～11:30　定員：30人　全月曜　全5回  音楽練習室

募集

募集期間　４月18日（月）～５月6日（金）
※ホール窓口へ受講費持参のうえ直接申込

初夏の市民一芸塾

￥

ホール

￥

多摩フレッシュ音楽コンサート2016
声楽部門

6月3日  金 　18:00開演予定

アーティストとつくる、こどもたちの創作舞台作品。最高の夏の思い出をつくりませんか？

【会場】たましんRISURUホール（立川市市民会館）大ホール　※両日とも
　　全席自由500円　　※未就学児はご遠慮ください
チケット取扱：芸術小ホール　ほか多摩地域公立文化施設（５月15日（日）から）
事務局：（公財）立川市地域文化振興財団　☎042-526-1312
主催：東京多摩公立文化施設協議会、多摩フレッシュ音楽コンサート実行委員会
協賛：（株）ヤマハミュージックリテイリング池袋店

ピアノ部門

6月17日  金 　18:00開演予定

￥

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、スタンプ押印の対象です。

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

テーマ曲「祝祭」のCD発売！
多くの方々のご尽力の賜物「くにたちアートビエンナーレ2015」。その中でも、学園都市く
にたちだからこそのお力添えもいただきました。
国立在住の作曲家、山本康雄氏に「くにたちアートビエンナーレ」テーマ曲の作曲を委嘱、
このたび、テーマ曲「祝祭」のCDができました。
2015年3月30日のオープニングの際に、野外彫刻展授賞式で国立音楽大学附属中・高等
学校生徒の演奏によって初演を果たし、授賞式も終始クインテットの生演奏で進行、受賞
作家だけでなく会場のお客様の心に留まるものとなりました。ぜひお聴きください。
■価格：540円（税込）
■取扱：市民芸術小ホール窓口
 郷土文化館売店　
 増田書店
 PAPER WALL nonowa国立店
※電話/メールでのご注文/発送も対応可。
■お問合せ：
　くにたちアートビエンナーレ事務局　
　info@kunitachibiennale.jp 
　☎042-574-1512

全席自由

チケット発売：6月 7日（火）9：00から受付

2016 年
7/29（金）こども寄席
7/31（日）パフォーマンスキッズトーキョー
8月　国立音高連携レクチャーコンサート
8～ 9月　夏の一芸塾
9/4（日）第 32回くにたちすたじお寄席

9/14（水）多和田葉子朗読パフォーマンス
9/22（木・祝）くにたちデビューコンサートVol.03
9/25（日）第 23回くにたち吹奏楽フェスティバル
10月～ 11月　秋の一芸塾
10/16（日）スタジオコンサートVol.84 声楽
10/29（土）ハロウィーンファミリーシアター
11/3（木・祝）現代能「光の素足」
11/26（土） フレッシュ名曲コンサート（室内楽）テノール＆ソプラノ

12/3（土）ホール寄席「立川志らくと柳家花緑」
12月　パーカッション音楽の世界を巡る
2017年
1月　ニューイヤーコンサート、歌う芸術小ホール！ in スタジオ
2/5（日）スタジオコンサートVol.85 親子向け
2/12（日）第 33回くにたちすたじお寄席
2月　朗読劇「マイライフ、マイステージ」ワークショップ+発表
3月　くにたちデビューコンサートVol.04

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

　

©岡本隆史

　

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 7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。

市民芸術小ホール　ご利用案内　　　　　　　TEL.042-574-1515 ／ホームページ　　
●施設の空き室状況はホームページ、予約システムでご覧になれます。
●ご利用のお申込詳細についてはお問合せください。

開館時間　9:00～22:00（22:00退館）
休館日　　毎月第2・4木曜日（祝日の時は翌日）／12月29日～1月3日

平日 土日祝日
9:00 ～ 12:00 11,200 円 13,300 円
13:00 ～ 16:30 19,600 円 23,400 円
17:30 ～ 22:00 25,200 円 30,100 円
全　　日 50,700 円 60,300 円

平日 土日祝日
9:00 ～ 12:00 2,300 円 2,800 円
13:00 ～ 16:30 4,000 円 4,800 円
17:30 ～ 22:00 5,200 円 6,200 円
全　　日 10,400 円 12,500 円

平日 土日祝日
9:00 ～ 12:00 2,000 円 2,400 円
13:00 ～ 16:30 3,600 円 4,200 円
17:30 ～ 22:00 4,600 円 5,500 円
全　　日 9,300 円 11,000 円

平日 土日祝日
9:00 ～ 12:00 1,400 円 1,700 円
13:00 ～ 16:30 2,500 円 3,000 円
17:30 ～ 22:00 3,200 円 3,800 円
全　　日 6,500 円 7,700 円

ホール 336席／270席
コンサート、演劇・舞踊・古典芸能など

スタジオ
小規模のコンサート・発表会

音楽練習室
合唱・オペラやダンスの練習

アトリエ
美術・工芸の制作

ギャラリー
美術作品・書などの展示

平日・土日祝日とも１日につき
１２，０００円

くにたち市民芸術小ホール 検索

70席 50人 20人 153㎡

今後の主な催し物予定2016
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春夏秋冬 
はじまりは春～

4月17日㊐まで開催中
作品募集

施設案内

「第21回紙の工芸展」
出展作品募集！

郷土文化館 ご利用案内 TEL 042-576-0211　

紙を素材とした様々な作品を展示する「紙の工芸展」。
今年は、8月27日（土）～9月22日（木）に開催します。
開催にともない出展作品を募集いたします。

作品規定：①素材が紙であること
　　　　　②作品サイズは2m×2m以内であること
　　　　　③1人2点まで
申込方法：4月12日（火）9:30～7月29日（金）まで、電話で郷土文化館まで

※展示や事業予定・施設の空き室状況はホームページ及び予約システムでご覧になれます。
※申込は講堂と特別展示室は6ヶ月前の1日から、また、研修室は2ヶ月前の1日から受け付けます。

陶芸展

観覧無料
場所：特別展示室
共催：陶芸展実行委員会・ くにたち郷土文化館

年中行事 古民家事業

五月人形 
こいのぼり飾り
4月20日水 ～
5月15日日 
端午の節句に合わせて、古民家
と郷土文化館に、こいのぼりと五
月人形を展示します。

観覧無料
場所：国立市古民家・
　　　くにたち郷土文化館

前回の展示の様子

●開館時間　9:00～17:00（入館は16:30まで）
●休館日　　毎月第2・4木曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　　　12月29日～1月3日

9:00 ～ 12:00 800 円
13:00 ～ 16:30 900 円
17:30 ～ 21:30 1,000 円

全　日 2.700 円

9:00 ～ 12:00 800 円
13:00 ～ 16:30 900 円
17:30 ～ 21:30 1,000 円

全　日 2.700 円

第一研修室 20名
会議や勉強会など

第二研修室 20名
陶芸や水彩などの制作

9:00 ～ 12:00 1,400 円
13:00 ～ 16:30 1,600 円
17:30 ～ 21:30 1,800 円

全　日 4,800 円

講　堂 115㎡
講演会・会議・音楽の練習

9:00 ～ 21:30 7,200 円

特別展示室 158㎡
絵画や写真などの展示に

常設展示室 無料
多摩川が育んだハケと共に生きる私
たちをテーマにした国立の歴史や自
然、民族についての展示を無料でご
覧になれます。

インターネット予約システム導入に伴い、平成28年4月から施設予
約方法が、次のように変更になります。なお、予約システム利用に
は、郷土文化館窓口にて利用登録が必要です。

【窓口による一斉受付】
予約システム導入後も窓口での一斉受付は７月1日実施分まで従
来どおり継続します。講堂・特別展示室は６か月前、研修室は２か月
前の１日午前９時より一斉受付を行います。一斉受付は、7月1日ま
では実施しますが、8月以降はその間のシステム利用状況に応じ、
継続するかを決定します。決定後改めてお知らせします。

【予約システムによる抽選申込】
一斉受付で予約の入らなかった空き室について、利用日の６か月前
の４日～10日の午後10時までの間に予約システムより受付し、11
日の午前7時抽選結果を予約システムで公表します。当選した方
は、７日以内に利用料を添えて窓口で申請をしてください。

【先着申込】（空室の申込）
利用日の６か月前の11日（11日が休館日の
場合は12日）の①窓口では９時から、②予約
システムでは正午から申込みできます。利用
料の支払い期限は申込み後7日以内です。

郷土文化館施設予約方法

前回陶芸展の様子

　

くにたち郷土文化館 検索 ➡ホームページ
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資料紹介

国立大学町開発と西野寛司

5月1日日 ～5月29日日 新寄贈資料「西野家資料」（仮）のミニ展示を行います。会場：特別展示室

　西野寛司（にしのかんじ）の名をご存知でしょうか？
　「ヤマ」と呼ばれていた国立市北部の雑木林が、箱根土地株式会
社により分譲地開発されはじめたのは大正１３年のことでした。当
時、谷保村の村長は西野寛司が勤めており、箱根土地株式会社社
長堤康次郎とは旧知の仲だったといわれています。箱根土地によ
る分譲計画は折りしも世界恐慌の影響などで難航します。地主と
箱根土地の間に土地代金の未払いなどのトラブルが起こるなど、
順調に進んだとはいえない大学町開発でしたが、西野寛司が積極
的にこの開発に関わっていった背景には、小さな農村の発展を願
う村のリーダーとしての想いがあったのではないでしょうか。
　今回調査した西野家資料の中にも、箱根土地関連の書類や開発
地図などが確認されました。

写真：左、西野寛司

写真：中央は西野芳寛（1906）
芳寛は寛司の義父で明治期に
谷保村村長を勤めていた。

写真：西野芳寛葬儀　大正5（1916）年

南武本線谷保村丈量図（青焼き図面）

これらの青焼き図面は、西野寛
司が、くにたちの町づくりに深
く関わっていたことを教えてく
れます。

国立駅店舗設計図
（青焼き図面）

資料の整理には長い時間と手間が掛かります。し
かし後世に資料を保存し調査・研究を進めること
で、歴史を振り返る手がかりとなります。

資料収集と資料整理

平成28年度　郷土文化館の主な事業予定
◆展示予定◆  
●国立市所蔵美術作品ミニ展示「わたしたちのたからもの展（仮題）」
　6月18日（土）～8月8日（月）
●「紙の工芸展」8月27日（土）～9月22日（木・祝）　※期間中、折り紙・ちぎり絵などの教室を開催予定
●市制施行50周年「高度経済成長期とくにたち（仮題）」10月29日（土）～12月 4日（日）
●「むかしのくらし展（仮題）」1月13日（金）～3月13日（月）

◆イベント予定◆
●七夕飾り　6月25日（土）～7月10日（日）
●自然クラブ　6月～12月（全7回程度）
●わら細工教室　わらぞうり作り　7月下旬
●十五夜団子作り　9月中旬
●わら細工教室　正月飾り作り　12月頃
●まゆだま団子作り　1月上旬
●星空ウォッチング　12月～２月頃
●ひし餅作り　2月下旬

ひし餅作り

わ
ら
細
工
教
室

自
然
ク
ラ
ブ

西野家より谷保村村長を勤めた西野芳寛・寛司に関わる資料等を寄贈いただきました。
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◆ 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

開館時間　9:00～22:00（22:00完全退館）
休館日　　毎月第２・第４木曜日（祝日の場合は翌日）
　　　　     12月29日～1月3日

第一体育室                9:00～22:00

室内プール              10:00 ～ 22:00

会議室（第一・第二） 9:00 ～ 22:00 保育室 9:00 ～ 17:00

第二体育室                9:00～22:00

トレーニング室          9:30～21:30

第三体育室                9:00～22:00

くにたち南市民プラザ トレーニング室 10:00～ 20:00

市民総合体育館 ご利用案内 　TEL042-573-4111  ホームページ くにたち市民総合体育館 検索 ➡

※ 個人利用・貸切利用の予定につきましては、ホームページ
　及び予約システムでご確認ください。
※ 60歳以上の市民の方には、グリーンパスを発行いたします。

バドミントン・ミニテニス・バスケットボール・バレー
ボール・インディアカ・ダンス・体操等

卓球・武道・ダンス・体操等 卓球・武道・ダンス・体操等

国立市泉2-3-2

9:00 ～ 12:00 2,400 円
12:00 ～ 15:00 2,400 円
15:00 ～ 18:00 2,400 円
18:00 ～ 21:00 3,200 円
21:00 ～ 22:00 1,000 円

9:00 ～ 12:00 1,000 円
12:00 ～ 15:00 1,000 円
15:00 ～ 18:00 1,000 円
18:00 ～ 21:00 1,250 円
21:00 ～ 22:00 410 円

9:00 ～ 12:00 1,600 円
12:00 ～ 15:00 1,600 円
15:00 ～ 18:00 1,600 円
18:00 ～ 21:00 2,000 円
21:00 ～ 22:00 600 円

貸切利用(半面)　　
※市外料金は5割増

※貸切利用等により使用できない場合があります。

※最大収容人数約80名
※予約システムで予約してください。
※登録が無いと利用できません。

※ご利用の際は、体育館窓口にお申し出ください。
※必ず保護者が同伴してください。
※事故等の管理責任は、保護者にあることをご承知ください。
※室内での食事はできません。

貸切利用(半面)　　
※市外料金は5割増

※中学生以下はご利用できません。
※団体利用はできません。

貸切利用(全面)　　
※市外料金は5割増

※毎週水・金・土・日開室（12月29日～1月3日を除く）
※中学生以下はご利用できません。
※団体利用はできません。

個人利用(3時間以内)

個人利用(2時間以内)

貸切利用 無料で利用できます。

個人利用(3時間以内)

個人利用(2時間以内)

個人利用(3時間以内)

個人利用(2時間以内)

大人(高校生以上) 　250円
こども・グリーンパス　150円

大人(高校生以上) 　350円
こども・グリーンパス　150円

半面　１時間250円（市外 380円）
　全面　１時間500円（市外 750円）

大人(高校生以上) 　250円
こども・グリーンパス　150円

大人(高校生以上) 　300円
グリーンパス　150円

大人(高校生以上) 　250円
こども・グリーンパス　150円

大人(高校生以上) 　300円
グリーンパス　150円

スポーツ健康なんでも相談
相 談 日：毎月最終の連続する土曜日・日曜日
時 　 間：9:30～11:00（1人30分程度）
申込資格： 市内在住、在勤で18歳以上の方
申込方法：電話にて相談日の1週間前まで
TEL.042-573-8666
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こどもおすすめ事業 こどもおすすめ事業 親子で参加

小学生かけっこ教室① 親子野球教室① 親子スイミング教室①
4月29日金 祝 時間:9:30～11:30（９:00から受付を開始します）
会場：谷保第三公園　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。必ず室内履きをお
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）

6月18日土 時間:10:00～11:30（９:30から受付を開始します）
会場：谷保第三公園　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。必ず室内履きをお
持ちください。
定員：80組　160名
対象：親と幼稚園年中～小学校２年生までのお子様★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）
★グローブが無くてもお楽しみいただけます。

5月9日月 ～6月13日月 　毎週月曜日
時間：15:30～16:30
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

締切：４月15日（金） 締切：４月30日（土）

締切：４月20日（水）

無料 無料

長澤 宗太郎 オーエンス　ベースボールアカデミー

堀 政代　　　  　　　　　　  4,000円（６回分）

　 　 参加費

￥

親子で参加 いきいき健康づくり

親子体操教室① 大人の初心者水泳教室
5月13日金 ～7月1日金 　毎週金曜日
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

5月13日金 ～7月1日金 　毎週金曜日
※ お申込みの際は、各必要事項の他に、必ず泳力（①泳げない②
10ｍ泳げる③25ｍ泳げる）と年齢をお書きください。
　～今年こそ水泳にチャレンジ～　必ず泳げるようになります
時間：20:00～21:30
会場：室内プール
定員：20名
対象：中学生以上

締切：４月20日（水）

締切：４月20日（水）

塩野 啓子　　　  　　　　　  5,000円（8回分）

保坂 智子　　　  　　　　　  5,000円（8回分）

参加費 参加費

￥

￥

いきいき健康づくり

水中リズムウォーキング①
5月18日水 ～7月13日水
※6月22日を除く　毎週水曜日
時間：13:30～14:30
会場：室内プール
定員：60名

締切：４月30日（土）

成田 佳代子　　　  　　　　　  5,000円（8回分）

参加費

￥

いきいき健康づくり

楽しいフラダンス①
5月19日木 ～7月21日木
※5月26日、6月9日、23日、7月14日を除く　隔週木曜日
時間：10:00～11:30
会場：第三体育室
定員：30名

締切：４月30日（土）

吉田 和美　　　  　　　　　  5,000円（6回分）

参加費

￥

いきいき健康づくり いきいき健康づくり

初めての気功と健康太極拳② 骨盤調整＆エアロビクス②
6月7日火 ～7月26日火 　毎週火曜日
時間：14:45～16:25
会場：第三体育室
定員：50名

6月11日土 ～7月30日土 　毎週土曜日
時間：10:15～11:30
会場：第二体育室
定員：50名

締切：４月30日（土） 締切：４月30日（土）

山口 みな子　　　  　　　　　5,000円（8回分） 杉田 茂子　　　  　　　　　5,000円（8回分）

参加費 参加費

￥ ￥

いきいき健康づくり いきいき健康づくり

やさしいヨガ① 簡化太極拳24式②
5月25日水 ～7月13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
※必ず、希望のコースをどちらか1つ指定してください。
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）

6月7日火 ～7月26日火 　毎週火曜日
時間：13:00～14:40
会場：第三体育室
定員：60名

締切：４月30日（土）

締切：４月30日（土）津江 なつみ　　　  　　　　　5,000円（8回分）

山口 みな子　　　  　　　　　5,000円（8回分）

参加費 参加費

￥
￥

・ 市内在住、在勤、在学者（ご自身で体調の
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、４月５日(火)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）。

・ 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

◆
申込方法
申込資格
◆



無料お試し券
この券で総合体育館を個人が
１回、無料で利用できます。

有効期限
平成28年4月30日（土）まで
　　くにたち市民総合体育館

切り離してお持ちください。

芸小ホール・体育館の外壁及び
屋上防水診断調査の実施について
　平成28年5月16日から7月29日までの間で、芸小ホールと体育館の外壁
及び屋上防水診断調査を実施します。これは平成29年度に本格実施する外
壁補修の予備調査にあたる工事です。診断調査は、ハンマーを用いて壁面
を打診するため、外壁に接するホールとギャラリーでは打診音が響き、利
用に支障が生じることが想定されます。
　このため、芸小ホールでは新規の利用受付を停止させていただいており
ます。ご了解ください。
　なお、地下１階のスタジオ、音楽練習室、アトリエの利用に際して、打
診音が伝わる場合もありますので、診断期間中のご利用で、特に興行や録
音等を行いたい場合は、事前にホール窓口にご相談ください。すでにホー
ルのご利用予約が完了している日程については、診断調査は
行いません。
　また、体育館においては、診断調査期間中も施設貸し出し
利用をいたします。
　利用のみなさまには、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理
解ご協力をお願いいたします。

日時：5月5日（木・祝）10：00～ 15：30
会場： 総合体育館・芸術小ホール・谷保第四公園・第五小学校校庭・市役所西側広場
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　後援：国立市教育委員会　　協賛：（株）ヤクルト本社中央研究所

総合体育館総合体育館 芸術小ホール芸術小ホール

谷保第四公園谷保第四公園

参加カードをもらって、スタンプを押してもらおう。
スタンプがたまると景品と交換できるよ！
五商OGOB吹奏楽団ＡｆｔｅｒＦｉｖｅによるファンファーレがスタートの合図です！
焼きそばやポップコーンなどの食べ物も用意しています。
駐車場はありませんので、公共の交通機関をご利用ください。

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講　師

市役所西側広場市役所西側広場

第五小学校校庭第五小学校校庭

参加無料
雨天決行

●卓球やバドミントン、水泳等のスポーツや●卓球やバドミントン、水泳等のスポーツや
　スポーツ吹矢や輪投げ、ミニ体力測定ほか　スポーツ吹矢や輪投げ、ミニ体力測定ほか
　様々な種目を用意しています！　様々な種目を用意しています！
※第一・第三体育室での種目は上履きが必要です。※第一・第三体育室での種目は上履きが必要です。
※水泳は水着と水泳帽が必要です。※水泳は水着と水泳帽が必要です。

●春風コンサート●春風コンサート
　14：00開演　14：00開演
　出演：国立三中ＯＢ吹奏楽団　出演：国立三中ＯＢ吹奏楽団
　会場：ホール　会場：ホール
●オカリナコンサート●オカリナコンサート
　12：00～12：40　12：00～12：40
　出演：クローバー　出演：クローバー
　会場：エントランスホール　会場：エントランスホール
●お茶会●お茶会
　10：30ころ～15：00ころ　10：30ころ～15：00ころ
　出演：ガールスカウト　出演：ガールスカウト
　場所：エントランスホール　場所：エントランスホール

※コピー不可
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