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隔月5日発行

市民芸術小ホール事業 ☎ 574‑1515

くちぶえ奏者 りょうすけさん

ごい。取り上げる楽曲も日本の曲からボサノバ、
クラシックまで様々なジャンルで、その中からど
れかを気に入ってもらえたらうれしいです。もち
ろん、お客さんの反応を直接感じるのは喜びで
す。

「口笛の魅力を伝えたい」
芸術小ホールではシリーズ展開する催し物がいくつもあります。そのひとつ、平成16
年に始まった「スタジオコンサート」は今年3月で第80回を迎えました。国立に縁のあ
る音楽家による質の高い演奏がお手頃価格でお楽しみいただける人気企画です。この
スタコン に2度目の出演となる口笛の演奏家・りょうすけさんに、口笛の魅力そし
て活動から見えてくるさまざまなことをお話いただきました。

「口笛との出会い」
父がレコード会社を退職後、楽器屋と音楽教
室を開いてました。誕生日プレゼントはいつも
レコード。クラシック、ロック、フォーク・・・。祖
母は邦楽（謡と琴）をやってましたし。子どもの
ころから、ジャンルを気にせず音楽に触れてきた
んです。意識してなかったのですが、自分の中に
いろんな音楽がこの時に入ってきたようです。
やがて自分でも合唱、アマチュアのジャズバ
ンドでクラリネット、さらにヴァイオリン、ヴィオ
ラなどかじりました。聴くのも楽しいけど、やる
方がもっと面白くて。
2004年、アメリカの口笛大会で日本人が2位
入賞したと新聞記事で見ました。自分も小学校
の時から吹いていた口笛を「人前で吹いてもい
いんだ」とそのとき気づいたのです。
その次回となる'05年、初めて参加しました。
様子が全然わからず、情報もない状態で向かっ
たノースカロライナ州ルイスバーグ、小さな町で
す。2件しかないホテルに泊まっているとどこか
らか口笛が聞こえてくる。日本人は珍しく、
「口
笛で来たのかい？」と声をかけられたり。結果は
予選落ちでしたが、いろんな
人がいて「音楽とはまず楽し
むもの」と実感しました。

「口笛の演奏とは」
口笛にはいくつかの特 徴
があります。
まず、音域の個人差があま
りないこと。合奏しても高い
音使うか低い音を使うか、
くらいなのでどちらか
というとソロ向きな「楽器」です。教えるときも
基本は個別指導です。また、声のように口笛は

聞き分けにくいです。子どもだと思って審査音源
を聴いていたらおじいちゃんだったり。始めるの
も、何歳からでも可能です。
大会では録音された音源を使う部門、ダンス
や合奏などを入れるパフォーマンス部門、楽器
を弾きながら吹く弾き吹き部門があります。こ
の弾き吹きが意外と取り組みやすい。音ががっ
ちり決まったピアノや音色が持続するヴァイオ
リンより、ギターのような撥弦楽器で音程に多
少融通が利く方が合わせやすいかもしれませ
ん。ウクレレと口笛両方を一度に教えてもいま
すが、いいですよ。コンテストでは三線、パーカッ
ションと合わせる人もおり、アイデア次第です。

「芸小での活動から見えたこと」
芸小では、ランチタイムコンサート、市民一
芸塾、そして7月が2回目となるスタジオコン
サートと3つの事業に携わりました。おもしろ
いのは、お客さん（参加者）との関わり合い方
が違うこと。
ランチタイムコンサートは、必ずしも内容を選
んで目ざしてくる人ばかりではありません。他の
楽器と違って口笛だと想像もしづらいですし。
意外なお客さんとの出会いが作れる場です。
一芸塾のように教えるのはとても楽しい。一人
ひとり引っかかるところが違い、
そこからフィード
バックがあります。和気あいあいと楽しく5回で
終わるのがもったいなかったです。ちなみに、一
回の練習で格段にうまくなる人もいますし、家で
練習してきたかどうかもすぐにわかります。
スタコンは準備するのが楽しい。7月に共演
する田嶌さん、シルバさんはそれぞれ素晴らし
いアーティストですが、それを前面に出さず口笛
を活かすように音楽を作り出してくれるのがす

「世界大会の主催者となって」
前述の口笛大会は、'08年と'14年には日本で
開催しました。翌'09年に初めて8位入賞。その
後大会は'14年で打ち切りになりました。今では
90歳近いおじいさんが40年続けていたのが諸
般の事情でできなくなったのです。引き継ぐ人
がいない。でも止めるのはもったいない・・・そ
こで、日本人で一番参加回数が多く大会をよく
知る自分しかいないと、これまでのスタイルを
受け継ぎ日本で続ける覚悟をしたのです。プロ
デューサー、ディレクター、演奏そして審査員と
して、今年7月に「口笛世界大会（The World
Whistlers Convention）」を川崎で開催しま
す。5月6日現在、8か国から55人エントリー。3
部門で競われます。

「口笛の魅力は」
楽器を買う必要がないので元手がかからな
い、練習場所や時間を見つけるのに苦労しな
い、健康にもいい、でも新しい音楽が生まれる可
能性もあるところです。音程をとるのが難しいけ
れど、練習次第でどんどん上達します。
口笛を吹くのはお行儀悪い、と教えられたこ
とはありませんか。実は欧米やお隣の韓国など
でも、そう言われているのです。ですが口笛とい
う楽器は、食器を洗いながら、洗濯物を干しな
がら楽しめる。いくつになっても続けられる。気
負わず、気分がいいときにいい音が生まれます。
どこにいても、一人でも誰とでも楽しめる口笛の
素晴らしさを伝えていきたいです。自分らしく、
力を抜いて、そう、まるで口笛を吹くように。

スタジオコンサート
今年で13年目、80回をこえました。これまでは年度ごとに第1回、第2回と数えていましたが今年度
からVol．81…と表記を変えました。蓄積された歴史を踏まえ新しい工夫を凝らしつつ、さらに魅力的な
音楽をお聴かせできるように努力しています。チケット料金も最初の設定を変えずに頑張っております。
チラシ、プログラムの作成や広報を芸小にお任せいただき、出演者が演奏に集中できるようにして
います。出演者にはチケットの一部の販売をお願いしています。出演希望の方の受付も随時行ってお
りますので、ご興味ある方はお気軽にお尋ねください。（担当：大場）

クラシックバレエ

♦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
できます。
３歳から成人まで。
24時間営業

♦バレエスタジオの貸出しも行っています♦
バレエ・ダンス・ヨガ・空手・トレーニングなど
しお の けい こ

塩野啓子バレエ＆ダンススタジオ
国立市富士見台4-12-1-201

さえき

shiono@fa2.so-net.ne.jp
http://shionoballet.jp/

電話042-577-5663

← 至 立川駅

いなげや
北口
矢川駅

2005年から活動開始。日本では数少
ない「のどウォーブリング※」スタイルの奏者。13
年第40回国際口笛大会成人男性部門第2位、 15
年マスターズ国際口笛音楽フェスティバル弾き吹
き部門準優勝。現在日本の楽曲を集めたCDを製
作中。 http://studioloro.jp

りょうすけ

※のどや口腔内で息の流れを切り替え音を変化させる
奏法

口笛Q&A
ずっと吹いてて辛くない？
そんなに大変ではないです。あえていえば舌の
筋肉が疲れるかな。演奏会では問題ないですが、
CD録音の時は筋肉痛になるときもあります。

男女での違いがあるとか？
一般的な傾向として、男性はアピールがすごい。
女性はまじめでピュア、
こびないですね。

口笛は健康にいい！？
息切れしやすい人に、口笛の呼吸法で直ったと
いわれました。そういえばヒマラヤなどで登山を
サポートするシェルパは口笛を吹くように抵抗を
かけて息を吹いて、酸素をいっぱい身体に入れる
らしいです。あと、大会に出ている人たちはみな
10歳くらい若く見える（笑）。
「口笛は身体にいい
んだよ」と、学者さんが裏打ちしてくれるといいん
ですが。
※右端がりょうすけさん

平成28年度 今後のスタジオコンサート
（いずれも日曜日

14時開演）

【発売中、詳細は次ページ以降に掲載】
6/26 Vol.82 Pioce 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
7/24 Vol.83 くちぶえ奏者りょうすけの〜そよ風〜コンサート
【8/9（火）発売】
10/16 Vol.84 タイトル未定
【12/6（火）発売】
2/5 Vol.85 タイトル未定

声楽五重奏とピアノ

親子向け（ソプラノ、フルート、ピアノ）
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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。
スタジオコンサート Vol.82

発売中

（ピオーチェ）with コジマヒロミチ
pioce
〜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

地下スタジオ

全席自由

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）

7月24日 日

井利智子

柴崎光子

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、白十字国立南口店
主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

発売中

くにたち市民芸術小ホール

りょうすけ

夏のファミリーコンサート !
7月23日 土

芸小版 歌声喫茶！

10:30（開場:10:00） 全席自由
※終演予定11:35

ホール

全国の幼稚園、保育園、学校等で大人気のEverlyが国立にやってくる！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。絵本の読み聞かせコーナーもありますよ。
Everly（エバリー）：松尾賛之（うた、ヴァイオリン）松尾悟郎（ピアノ）

￥

地下スタジオ

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。

コジマヒロミチ

赤ちゃんから入場ＯＫ

全席自由

14:00（開場:13:30）

フランシス・シルバ

市川仁志

発売中

くちぶえ奏者りょうすけの
「〜そよ風〜コンサート」

田嶌道生

チケット取扱：
芸術小ホール
白十字国立南口店
主催：（公財）
くにたち文化・
スポーツ振興
財団

スタジオコンサート Vol.83

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

発売中

歌う芸術小ホール! in スタジオ
7月6日 水

全席自由

14:30（開場:14:00）

地下スタジオ

懐かしいあの歌、この歌・・・生演奏で歌うと気分は格別！
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

3歳から入場できます !

発売予定

一部の催し物

太鼓芸能集団
松尾賛之

松尾悟郎

落語

小向忍

仲宗根朝将

鼓童 交流公演 2016 ( 全２回・90分公演 )

松岡由貴

日本が誇る話芸！

発売予定

くにたちすたじお寄席

第 32 回

9月4日 日

14:30（開場:14:00）

チケット発売：6 月 5 日（日）

全席自由
地下スタジオ

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

多和田葉子 複数の私 Vol.01
ブックアートを巡って：美術家とのコラボレーションより
ホール

全席自由

整理券配付：7 月 11 日（月）9:00 から
国立市出身で現在ドイツ在住の作家・多和田葉子。その活動は美術や音楽分野にも及
び、日独の芸術文化交流にも大きく貢献しています。朗読とお話を中心に、携わった
ブックアート等の展示も行い、ジャンルや国境を超えた芸術
の拡がりを共有します。
同時開催：ブックアートの特別展示
朗読と講演：多和田葉子（小説家・第108回芥川龍之介
賞ほか受賞多数）

￥

無料（要入場整理券）

主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

19:00（開場:18:30）

全席自由

4年目となる芸術小ホールでの公演。迫力のパフォーマンスを間近に体感でき毎回人気で
す。3歳から入場ＯＫ，ご家族そろってお楽しみいただけます。
（予定）草洋介 安藤明子 三浦康暉 神谷俊一郎 小池将也 米山水木 前田順康
（予定）千里馬、大太鼓、屋台囃子 ほか
￥ 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。
※小３以下のお子さんは保護者の方が必ず一緒にご入場ください。

☆こども（3歳以上小6まで）1公演につき50名限定で無料！ 芸術
小ホール窓口で6月8日（水）9:00から整理券をひとりにつき2枚
まで配布。該当するお子さんのお名前と年齢、学校（園）名をおき
きします。先着順。締切8月23日（火）
。
©岡本隆史

無料

9月14日 水 （予定）19:30（開場:19:00）※終演予定:20:30

ホール
14:00（開場:13:30）

チケット発売：6 月 7 日（火）9：00 から受付

高座から押し寄せる芸の迫力! 笑って唸って涙して、お客様からもおおいにエールをお送りください!
立川志奄 立川らく次 立川志らべ
立川志獅丸 らく兵
￥ 1,500円（16P付与/ 1,200Pで購入可）

朗読＆講演

9月10日 土

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
企画制作：株式会社北前船

■小学生向け無料和太鼓体験教室
室
9月9日 金 17:00〜18:00

無料
ホール

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、身長、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。８月４日
（木）消印有効。抽選結果および詳細は８月下旬に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

■鼓童の太鼓ワークショップ 基礎編
ホール
9月9日 金 19:00〜20:30
対象と定員：和太鼓経験者で小学５年生以上 20名（定員に達し次第締め切り。保護者の
み見学可能）
￥ ￥5,000円（当日お支払）
申込方法 ６月１５日（水）〜９月５日（月）の間に、芸術小ホール窓口（042-574-1515）ま
で電話で。
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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

574-1515

市民芸術小ホールの事業

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。
発売予定

くにたちデビューコンサート Vol.03

新作能

発売予定

宮澤賢治生誕120年

同時代の芸術家が見た音と聴いた色彩

能「光の素足」

カンディンスキーと新ウィーン楽派
シアタープロジェクションによる絵画と演奏

第一部：講演・宮澤和樹「賢治の世界観」（仮）

9月22日 木 祝

（予定）15:00（開場:14:30）

全席自由 ホール

チケット発売：6 月 20 日（月）9:00 から

上野信一＆フォニックス・レフレクション ＆くにたち市民芸術小ホール

パーカッション・アカデミー in くにたち 2016
ホール・音楽練習室・地下スタジオ

世界的に活躍する打楽器奏者・上野信一が主宰する「上野信一＆フォニックス・レフ
レクション」の主要メンバーが講師をつとめる打楽器講習会です。基礎から習いたい
吹奏楽部打楽器パートの中高生から、コンクールを目指すアンサンブルまで、あらゆ
るレベルの受講者に丁寧に指導します。
対象：初級〜中級〜上級まで、どのレベルの方でも受講可能。グループでの参加可。
個人とグループの両方の受講可。
受講可能楽器：ティンパ二、スネアドラム、大太鼓、シンバル、マリンバ、シロフォ
ン、グロッケン等の鍵盤打楽器、ドラムセット その他マルチ・パー
カッションで使用する楽器
カリキュラム：個人レッスン（1回45分）2回、レクチャーコンサート聴講、ファイ
ナルコンサート 等
定員：27（個人/グループ）

￥ 個人 16,000 円 グループ 16,000 円 + グループ内の受講者個人ごとに 3,000 円
※お支払方法については、受講決定者への連絡とともに文書でご案内します。
応募期間 6月11日（土）〜7月31日（日）
応募方法 申込書に必要事項を記入のうえ、ファクシミリか郵送でお申込ください。
募集要項および申込書は、くにたち市民芸術小ホールのホームページから
もダウンロードできます。
[公開コンサート]
1.レクチャーコンサート 8月22日（月） 10:30（開場：10:00）
2.ファイナルコンサート 8月24日（水） 19:15（開場：18:45）
お問合せ・聴講申込：
くにたち市民芸術小ホール
国立市富士見台2-48-1
TEL.042-574-1515
FAX.042-574-1513
主催：
（公財）
くにたち文化・
スポーツ振興財団、
上野修一＆フォニックス
レフレクション

能「光の素足」は能楽師中所宜夫が15年前に創作した作品です（能初演は平成18
年）。宮澤賢治の童話「ひかりの素足」の後日譚として、「雨ニモ負ケズ」を初めと
する多くの作品の言葉をちりばめ、賢治の世界を再現します。また賢治の紹介者とし
て名高い、弟清六の孫である宮澤和樹氏をお迎えし、賢治の世界についてお話しいた
だきます。
山人・光の素足：中所宜夫 少年一郎：松浦薫
[間狂言]ボウセ童子・蠍：山本則重 チュンセ童子・大烏：山本則秀 ほか
第一部講演：宮澤和樹（株式会社林風舎代表取締役）
学生2,000円
￥ 一般：4,000円
☆こどもおすすめ事業：市内在住・在学の
小・中学生は20名まで招待
（小4以下は要保護者同伴）。
整理券を9月6日（火）から芸小窓口で配布。
締切10月4日（火）。
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
企画制作：中所宜夫能の会
ホソヤアーティストネットワーク
協賛：銀星交通有限会社

芸術文化振興会助成事業

上野信一＆フォニックス・レフレクション

パフォーマンスキッズ・トーキョー ダンス公演 Vol.41

無料

要予約

今ここなぞる、こどもの世界
８日間のワークショップでアーティストとつくりあげた、こどもたちの創作舞台作品。
こどもである今、この瞬間を切り取り紡いでいきます。かつて誰もが経験した思いが
呼び起されます。
ホール

10月14日 金 19:00

お問合せ：芸術家と子どもたち
TEL.03-5961-5737
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
助成・協力：東京都

地下スタジオ

約1時間

作者の中所宜夫が、室町時代から続く能の歴史の中で、新作能を作る意味などをお話
し致します。
申込：7月26日（火）から電話で受付（当館休館日を除く）
※定員70名に達し次第締切

￥

TEL 042-574-1515

300円 ※当日受付時にお支払いください。
※11/3公演のチケットをご持参の方は無料

参加者募集

くにたち芸小

落語がひらく新たな体験

こども寄席

募集

その６

13:00〜16:00 ※寄席（発表）は15:00ごろから

地下スタジオ

落語家さん直伝の落語・小噺をおぼえてお客さんの前で発表しましょう！恥ずかしが
り屋さんでも大丈夫、この夏の挑戦で新しい自分を発見してみては？そしてそんなこ
どもたちの応援もお願いします！
申込：6月10日（金）〜7月10日（日）
電話で受付（当館休館日を除く）
TEL 042-574-1515
対象：市内在住・在学の小学生20名
※先着順
講師：立川らく次
立川志獅丸
￥ 500円
（付添いの保護者・ご見学の方も500円）
※当日受付時にお支払ください

7月31日 日 14:30開演（開場：14:00）
構成・振付：村本すみれ（振付家・演出家・ダンサー）
出演：ワークショップに参加のこどもたち
￥ 無料 （要事前予約）
観覧予約方法：「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。
①ファックスで 03-5961-5738
名前・ふりがな、観覧者人数（大人、こども別に）、電話番号、
受付確認連絡先（ファックス番号）をお知らせください。
②HPから専用フォームで http://www.children-art.net/pkt/pkt̲invite/

中所 宜夫 ©Junya Ohta

■講演会「能『光の素足』について」

7月29日 金

上野信一

全席指定 ホール

募集

次世代の音楽人材育成支援事業

8月22日 月 〜24日 水 各全日

16:00（開場:15:30）終了予定18:00

チケット発売：7 月 26 日（火）

美術家と音楽家が互いに刺激し合い拓かれた芸術の新たなステージ。その軌跡を、カ
ンディンスキーが聴いた音楽とシェーンベルクらが見た絵画作品の投影でたどる、音
と映像によるコンサートです。
国立音楽大学大学院生 ほか
シェーンベルク／心のしげみop.20 月に憑かれたピエロop.21
ベルク／４つのリートop.2ほか
￥ 一般：1,000円（11P付与/ 800Pで購入可）
学生700円（5P付与/ 400P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
企画：国立音楽大学音楽学部演奏学科鍵盤楽器専修マネージメントコース4年
制作・主催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団
試行企画

11月3日 木 祝

ʖԓ

詳細はオアシス次号をご覧ください。

くにたち芸小ハロウィーン・パーティー

音楽・ダンス・アートで参加！親子で楽しむアラビアンナイト

10月29日 土 ワークショップ
￥

14:00〜17:00／仮装朗読劇

ワークショップ、公演とも有料

フレッシュ名曲コンサート（室内楽）

国立にゆかりのある注目のバリトン
清水勇磨が熱演するイタリアオペラの世界
〜ソプラノ盛田麻央氏を迎えて〜
月
日 土 15:00開演（開場：14:00） 全席自由

11 26
©仙道美穂子

￥

一般2,000円

学生1,000円 チケット発売：8 月 30 日（火）

17:30〜
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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。

くにたちアートビエンナーレ2015

土田 義昌

個展

第1回野外彫刻展

Yoshimasa Tsuchida SOLO EXHIBITION

8月19日 金 - 8月30日 火 10:00〜18:00
ワークショップ

8/27・8/28

受賞作家

市民ギャラリー

※8月25日（木）休館

入場無料

募集

‒Only one seed ！ ―この世でたったひとつのオリジナルの種をつくろう―

大学通りの一橋大学東門前に黒い御影石が重なる「進化景色（都市の森）
」という作品が

ワークショップ Only one seed !

あります。くにたちアートビエンナーレ2015優秀賞受賞作品で、制作された作家の土

photo:FUKUSHIMA kohei

−この世でたったひとつのオリジナルの種をつくろう−

田義昌さんは、石彫ほか海外で雪像も手掛け幅広く活動されていますが、この夏、彫刻
作品ほかドローイングを展示する個展を行います。
ギャラリーで観るのは戸外とは違うかたちで、作家の様々な作品と向き合うことができ

石でつくられた小さな種のまわりに原毛を巻きつけてフェルトを制作し、最後にフェルトをカッ
トして種が発芽するイメージの作品を作るワークショップです。

る機会でしょう。作家が在廊する日もありますので、直接お話を伺うチャンスに恵まれ

開催日｜

8月27日（土）
・28日（日）各日2回開催

るかもしれません。

会

場｜

くにたち市民芸術小ホール

期間中8月27日（土）・8月28日（日）には、作家によって企画された、こどもから大

時

間｜

9：30−11：30

人まで参加できるワークショップが開催されます。夏の名残の週末に自分だけの彫刻作

対

象｜

6歳以上（小学3年生までは保護者同伴）

品を作り、アートの種をお持ち帰りになりませんか。

定

員｜

各回20名

※詳細については、芸小ホール他市内公共施設に配架されてい
るチラシでもご覧いただけます。

1個500円（当日払い）

申込み｜

電

メール：info@kunitachibiennale.jp
申込み期間：6月15日（水）−8月18日（木）
※お申込みの際は、お名前・ご連絡先・学年（小
学生のみ記載）・参加希望の日時をお知らせく
ださい。
※メールでのお申込みの際には、件名「土田義昌
個展ワークショップ参加希望」と明記。
※定員になり次第締め切ります。

無料

無料の催し物

エントランスホール

第 41 回

原則として毎月第４水曜日 12:10 〜 12:50

話：042-574-1515

窓 口：くにたち市民芸術小ホール窓口

※また、彫刻家・美術評論家・
現代美術家が彫刻や地域アー
トについてクロストークを
行ったクロージング・フォー
ラム全編を掲載した冊子（無
料）も上記の書店および市内
公共施設で配布中です。

ランチタイムコンサート

アトリエ

13：30−15：30

材料費｜

※増田書店およびペーパーウォールnonowa国立店では「くに
たちアートビエンナーレ2015」図録販売中。

無料の催し物

/

無料

くにたち音楽祭

6月12日 日

全席自由 ホール

13:00開演（開場：12:30）

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！

6月22日（水）
「うてんけっこう〜三人娘と15の楽器たち」

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。

sungee/ 伊藤綾香（打楽器） 森川華子（ソプラノ） 諸橋優生子（ピアノ）
ハロルド・アーレン / 虹の彼方に 夏田昌和 / 草原のよろめき太鼓 ほか

7月27日（水）
「ピアノカフェ☆in国立」
小尾亜希子（ピアノ）
ショパン：スケルツォ第４番 ドビュッシー：ベルガマスク組曲より「月の光」ほか
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

募集

￥ 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

説明会
ホール

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。ぜひこの機会をご
利用ください。
実施日：7月11日（月）
、7月12日（火）
、8月4日（木）
、8月5日（金）
※7月はヤマハ。8月はスタインウェイ
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：2,000円／１時間 ※ご利用当日にお支払ください。
申込み：6月7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。

講座を開いてみよう !

募集

市民一芸塾講師に
なりませんか？
平成5年に始まった芸小の名物事業です。美術や音楽、工芸など芸術の分野で、趣味
で続けてきたことなどを、誰かに伝えてみませんか。「やってみたいけど、不安…」
「こんなジャンルでもいいの？」という方々のために説明会を開催します。どうぞお
気軽にご参加ください。思い切った挑戦で、新たな世界を広げてみては？
実施日：6月17日（金） 14:00 ※1時間程度の予定
会 場：地下アトリエ
申込み：電話で芸術小ホールへ

芸術小ホール窓口
☎ 042-574-1515
チケット （株）しまだ文具店 ☎ 042-576-4445
白十字国立南口店
☎ 042-572-0416
取扱い
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

芸小ホール・体育館の外壁および
屋上防水診断調査について

●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、スタンプ押印の対象です。

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期間が短縮され

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！

期間変更のお知らせ
ました。当初 7 月 29 日までを予定しておりましたが、5 月中に終了しました。打
診音が響くことでホールとギャラリーの利用受付を停止しておりましたが、6・7
月のご利用が可能となりました。ご利用を検討されていたみなさまにはご迷惑を
おかけし申し訳ございませんでした。どうぞご理解いただきますようお願いいた
します。ご利用お待ちしております。
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講

￥ 料金

師

こどもおすすめ事業

参加費

いきいき健康づくり

未就学児可

市民総合体育館の事業

無料

こどもおすすめ事業

573-4111
無料

こどもおすすめ事業

越前岳
７月のトレッキング（静岡県裾野市）

夏休み小中学生無料開放

初心者ミニバスケット教室

7月13日 水

7月21日 木 8月18日 木

8 1

時間7:00〜19:00 集合:7:00（出発 7:05）

標高：1,504ｍ

難易度：B

歩行時間：約4時間30分

標高差：約800ｍ

定員：43名

コース：総合体育館→愛鷹登山口→越前岳→十里木→温泉→総合
体育館（帰着予定19:00）
マウンテントレッキングガイド 相澤 篤 ￥ 8,000円
締切：6 月 20 日（月）

8 3

8 5

時間：9:00〜17:00「バドミン
月 日 月 月 日 水 月 日 金 ３日間
トン」、
「卓球」10:00〜17:00「水泳」※最終受付時間 16:30
時間:9:30〜11:30 （９:00から受付を開始します）
会場：総合体育館 第一体育室「バドミントン」、
「卓球」
会場：第一体育室
室内プール「水泳」
定員：50名
☆種目は一人１回１時間を繰り返しプレイできます。
対象：市内在住、在学の小学４〜６年生
☆同伴する保護者の方も無料でプレイできます。
★動きやすい服装と上履きが必要です。★ボールはお貸しします。
☆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。
バスケットボール連盟
☆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。
締切：6 月 30 日（木）

イメージ

無料

こどもおすすめ事業

無料

こどもおすすめ事業

参加費

いきいき健康づくり

小学生高学年テニス教室

小学生かけっこ教室②

やさしいヨガ②

8月1日 月 8月3日 水 8月5日 金

8月24日 水 時間:9:30〜11:30（９:00から受付を開始します）

8月31日 水 〜10月19日 水

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）。

※必ず、希望のコースをどちらか1つ指定してください。

3日間
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 テニスコート（住所：国立市富士見台2-34）
※雨天時は中止となります。
定員：30名 対象：市内在住、在学の小学４〜６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）。★ラケットとボールはお貸しします。★経験者でもご参
加いただけますが、事業内容は未経験者向けの内容となります。
佐々木 幸男

長澤 宗太郎

締切：6 月 30 日（木）

参加費

いきいき健康づくり

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）
津江 なつみ

締切：6 月 30 日（木）

毎週水曜日

時間：Aコース 9:30〜10:30

￥ 5,000円（8回分）

締切：6 月 30 日（木）

参加費

親子で参加

参加費

いきいき健康づくり

楽しいフラダンス②

親子スイミング教室②

簡化太極拳24式③

9月1日 木 〜11月17日 木

9月5日 月 〜10月31日 月

9月6日 火 〜10月25日 火

※9月8日、22日、10月13日、27日、11月3日、10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
￥ 5,000円（6回分）

吉田 和美

堀 政代

締切：6 月 30 日（木）

参加費

初めての気功と健康太極拳③
9 6

10月25

日火

毎週火曜日

定員：50名

山口 みな子

◆申込資格 ◆
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）。
事業により、募集対象(年齢・学年)が設定される場合があります
ので、ご確認の上お申込みください。

往復ハガキまたはホームページからお申込みください。
応募者多数の場合は、抽選になります。

会場：第三体育室

●往復ハガキでの申込方法

￥ 5,000円（8回分）

【当日消印有効】

ご希望の事業名、住所、氏名(フリガナ)、性別、電話番号、
在勤者は勤務先、在学者は学校名・学年を明記の上、各事業
の締切日までにお申込みください。

【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

●ホームページでの申込方法

毎週火曜日

時間：13:00〜14:40
会場：第三体育室
定員：60名

山口 みな子

￥ 5,000円（8回分）

締切：6 月 30 日（木）

◆申込方法 ◆

時間：14:45〜16:25

締切：6 月 30 日（木）

￥ 4,000円（６回分）

締切：6 月 30 日（木）

いきいき健康づくり

月 日火〜

※9月19日、10月10日、10月24日を除く 毎週月曜日
時間：15:30〜16:30
会場：総合体育館 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

【締切最終日 16:00】

６月６日 ( 月 )9：00 〜各事業の締切日 ( 最終日は、16：00）
ＱＲコードまたはホームページから、参加希望の事業
を選択してお申込みください。
◆ご記入頂いたメールアドレスに間違いがある場合、こちらから返信
することができません。送信前に、もう一度ご確認ください。
◆フリーメール・一部の携帯電話からのお申込みの場合、自動返信メ
ールが受信できないという事象が発生しております。返信メールが届
かない場合は、大変お手数ですが往復ハガキでお申込みください。
◆QRコードは機種により対応していない場合があります。
◆パケット通信料は、お客さまのご負担となります。

◆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：6月20日㈪〜6月24日㈮まで
※いつもより１日多くお休みになります

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。

☆鯉のぼりを
す
募集しています
財団では国立市体育協会と
共催で、毎年、５月５日に
ファミリーフェスティバルを
開催しています。会場に鯉
のぼりを掲げていますが古
くなってきましたので、家で
眠っている鯉のぼりがありま
したらお譲りください。
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講

￥

師

参加費

こどもおすすめ事業

未就学児可

郷土文化館・古民家の事業

576-0211

2016 年度（第18 期）会員募集

くにたち自然クラブ

ハケや湧き水・矢川・多摩川・府中用水など、くにたちに残る自然の中で生きもの探検をし
てみましょう。楽しい体験をたくさん用意していますので、ぜひ参加してください。

申込：専用申込用紙を添付し、往復はがきで 6 月 13 日（月）
〔必着〕
送付先:〒186-0011 国立市谷保6231番地 くにたち郷土文化館「自然クラブ」募集係
※専用申込用紙は郷土文化館で配布。
郷土文化館および国立市動物調査会の
ホームページからもダウンロードできます。

￥

2,000円（年間の保険料など）
会場：くにたち郷土文化館とその周辺
対象：市内在住・在学の小学校2年生以上
（4年生以下は、保護者同伴でお願い致します）
定員：25 名（応募者多数の場合は抽選を実施）
共催：NPO法人国立市動物調査会
こどもおすすめ事業

① 6月26日（日） 9:30〜14:00

クワガタの観察と飼育−クワガタの幼虫を見つけよう−

② 7月 9日（土） 19:00〜21:00

夜間観察−夜の雑木林に集まる虫たち−

③ 7月30日（土） 10:00〜12:00

デジタル写真で調査−生きものを探して撮ろうー

④ 8月20日（土） 10:00〜12:00

魚の調査と観察−川で魚を捕ろう−

⑤ 9月25日（日） 10:00〜12:00

多摩川のフィールド観察−バッタを捕ろう−

⑥11月 5日（土） 10:00〜12:00

木の実を集めて遊ぶ−秋の宝物づくり−

⑦12月10日（土） 10:00〜14:00

生きものの絵を描く−細密画に挑戦−
・1年のまとめ

定員

※①と⑦はお弁当をご持参ください。

25
名

※②は夜間に行なうため、全員保護者とご一緒に参加してください。
※天候によって内容を変更することがあります。

関連教室

国立市所蔵美術作品ミニ展示

「第21回紙の工芸展」関連イベント

入場無料

わたしたちのたからもの展

こども体験教室

6月18日 土 〜7月31日 日

8月7日 日

※第２・４木曜日は休館日となります。
会場：特別展示室
国立市所蔵の美術作品から今回は以下の作家の作品を展示いたします。
作家一覧（50音順）
内山孝、岡本隆、左右木愛弼、関頑亭、中本達也、早川薫太郎、
本田定弘、三浦小平二

10:00〜15:00
（12:00〜13:00は昼休み）

申込：当日受付・先着順（事前申込み不要）

￥

100円
（当日複数の教室に参加してもOK）

＊材料が無くなり次第終了。
あらかじめご了承ください。
＊未就学児は保護者同伴。

寄紙細工

エコクラフト

定員
各教室
名

参加募集

20

ちぎり絵

紙すき体験 ーハガキをつくろう！ー

6月19日 日

10:00〜12:00

算数折り紙

定員

20
名

100円
川島 操

ヘビ
ビー
親子折り紙教室 ー 動く折り紙をつくろう!ヘビ
定

8月6日 土 10:00〜12:00

員
10組

20 名

申込 :6 月10日（金）9:30 より電話で郷土文化館まで（先着順）
（先着順）
着順）

￥

1組300円
山崎 としみ

第21回

紙の工芸展

募集開始

参加団体募集「郷土文化館まつり」
申込：6月14日（火）9:30〜6月30日（木）、
電話で郷土文化館まで
開催予定日:

申込 :6 月10日（金）9:30 より電話で郷土文化館まで（先着順）

￥

9:00〜17:00（入館は16:30まで）

10月23日 日

太鼓・唄・踊りなど日ごろの活動の成果を
郷土文化館で発表しませんか。地域で活
躍する団体の参加をお待ちしています。

￥ 無料
貸出機材：マイク・マイクスタンド・イ
ス等（応相談）
資格：伝統芸能等に取り組む団体
※参加希望団体の代表者の方には、7月上
旬に郷土文化館で開催する実行委員会
へのご出席が必要となります。開催日
時等の詳細は、後日ご連絡いたします。

8月27日 土 〜9月22日 木 祝
※出展作品募集中！7月29日（金）まで、電話で郷土文化館にて受付中。
◆８月下旬から９月において、各種体験教室も開催いたします。
詳細は次号のオアシスにてお知らせいたします。

平成 28 年度 わら細工教室

わらぞうり作り

定員

昔の人がはいていた「わらぞうり」は、どんな知恵や技で作られ
ているのか体験してみよう！
こどもおすすめ事業

年中行事 七夕飾り
6月25日 土 〜7月10日 日
会場：くにたち郷土文化館・国立市古民家
6月17日（金）から短冊コーナーを設置します。
星空に願いを込めて短冊を笹竹に飾りましょう。

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。
切り離してお持ちください。
※コピー不可
有効期限
まで
平成28年6月30日
（木）

くにたち市民総合体育館

7月24日 日

20
名

13:30〜16:00

申込：7 月 5 日（火）9:30 より電話で郷土文化館まで（先着順）
くにたちの暮らしを記録する会
600円
会場：くにたち郷土文化館 研修室1・2

￥

持ち物：1ｍ四方以上の布切れ、はさ
み、筆記用具
対象：小学生以上。ただし、小学4年生
以下は保護者同伴の必要あり。

ご家族の記念日に
家族写真を残しましょう
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。

タカハシ写真
国立市富士見台1-11-12

TEL・FAX
（042）
573-2284

JR谷保駅より
歩2分

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

