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市民芸術小ホール／郷土文化館／古民家
市民総合体育館／財団総務課

第156号

タイムスケジュール（予定）
9:30～ 10:00 久保町内会囃子連（お囃子）
10:00～ 10:25 久保シニアクラブ（レクダンス）
10:30～ 11:00 サークル鼓狸／新婦人タイコ小組（太鼓）
11:00～ 11:35 那由多（太鼓＋舞）
11:50～ 12:30 赤い風船（劇「正直なきこり」）
12:30～ 13:00 太鼓衆「仙」（太鼓）
13:00～ 13:30 フォレストミディ（ＪＡＺＺ）
13:30～ 14:00 創作太鼓集団　友絆（エイサー）
14:00～ 14:20 谷保ケーナ同好会（民俗楽器）
14:30～ 14:55 天然理心流撥雲会（演武）
15:00～ 15:30 青柳すずめ会（盆踊り）
15:30～ 16:00 マナフネ（踊り）

国立市制施行50周年企画展 「高度経済成長期とくにたち」10月29日土～12月4日日 
9:00～17:00（入館は16:30まで）
休館日：第2・4木曜日
場　所：郷土文化館特別展示室
国立市の広報担当が撮影した写真と、当時の暮
らしをあらわす資料や聞き取り調査の資料等を
展示し、高度経済成長期における市制施行前後
を中心とした「くにたち」を紹介します。

講演会「文教都市・くにたち」の
まちづくり

まち歩き「撮影ポイント探訪
-くにたちのまちの変化を訪ねて-」

11月13日日 13:30～15:00（受付時間12:45～）
　　田﨑 宣義（一橋大学名誉教授）
　　場所：郷土文化館講堂
　　定員：60名※先着順
　　参加費：無料

11月27日日 13:00～15:30（受付時間12:30～）
　　国立まなびあるきの会
　　集合場所：郷土文化館
　　定員：20名※先着順
　　参加費：無料

　文化の薫り漂う秋に、歌や踊り、太鼓や劇を鑑賞
してみませんか？和算体験コーナーや、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」さんの出店もあります。

郷土文化館まつり
10月23日日 

食欲の秋！

和算体験

文化の秋！

※来館にはなるべく公共交通機関をお使いください。
※日よけの帽子など各自お持ちください。

雨天：館内にて開催。荒天中止。

関連イベント
※申し込みは10月11日㈫10:00から電話にて受け付けます。

♦個性を大切に育てるレッスン♦

♦バレエスタジオの貸出しも行っています♦

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＆ダンス

24時間営業

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

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。

クラシックバレエクラシックバレエ

バレエ・ダンス・ヨガ・空手・トレーニングなど

￥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

場所：郷土文化館歴史庭園

無料公演

展展展展展 無料
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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

天体観測体験教室

冬の星空ウォッチング①干支の折り紙教室　
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2日金 17:00～19:00
　　伊東 昌市
場　所：郷土文化館　
　　　　研修室・武蔵野庭園
持　物：防寒具、双眼鏡(お持ちの場合)
※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。

来年の干支「酉」（とり）を和紙で折ります。

11月23日水 祝10:00～12:00
　　川島 操
　　1,000円
場　所：郷土文化館 研修室
申　込： 10月25日（火）
　　　　午前9:30から
　　　　電話にて受け付けます。
　　　　※先着順
定　員：20名
持ち物：はさみ・
　　　　木工ボンド

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.84

Diva-Ranger Concert
 Autumn～秋～

10月16日日  14:00（開場:13:30）
ミュージカル、クラシック、日本唱歌、テレビや映画音楽などの名曲を、華やかな女声で歌いあげます。
　　美音、美智子、ゆう、好（ヴォーカル）　あるみ（ピアノ）
　　F.ロウ／ミュージカル「マイ・フェア・レディ」より　
　　踊り明かそう　野上彰作詞・小林秀雄作曲／落葉松　
　　C.グノー／アヴェ・マリア　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

新作能 宮澤賢治生誕120年

能「光の素足」講演「賢治の世界観」
11月3日木祝  16:00（開場:15:30）終了予定18:00
　　山人・光の素足：中所宜夫　少年一郎：松浦薫
　　ボウセ童子・蠍：山本則重　　チュンセ童子・大烏：山本則秀 ほか
　　講演：宮澤和樹（株式会社林風舎代表取締役）
　　一般4,000円　　学生2,000円
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
　　　

￥

全席指定 ホール

発売中

■講演会「能『光の素足』について」

10月14日金 19:00　約1時間
室町時代から続く能。いま、新作能を作る意味とは？ 作者の中所宜夫が語ります。
　　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
※申込：電話で芸術小ホール（042-574-1515）へ

地下スタジオ

芸術文化振興会助成事業

￥

落語 日本が誇る話芸！

ホール寄席「立川志らくと柳家花緑」
12月3日土  14:00（開場:13:30）　
　　立川志らく　柳家花緑　　
　　3,500円（38P付与/ 2,800P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　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

￥

全席指定 団体割引 ホール

くにたちデビューコンサートVol.04　

My favorite songs
1月29日日  14:00（開場:13:30）
歌曲、オペラアリアをソロ・重唱曲の数々でお楽しみいただきます。
　　三浦 梓（ソプラノ）高橋広奈 （ソプラノ）吉田 連 （テノール）
　　小山晃平 （バリトン）南澤佳代子（ピアノ）
　　未定
　　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 カンフェティ　協力：国立音楽大学
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

　　

チケット発売：11月 22日（火）

発売中

～若手声楽家による
　ガラコンサート～

スタジオコンサート Vol.85 赤ちゃんも入場可！

冬の陽だまり ファミリーコンサート
～子どもと過ごす　音楽の時間～

2月5日日 ２回公演　①10:30 ②14:00
～私が生きている限り　あなたはずっと　私の赤ちゃん～
…ロバート・マンチ作「ラヴ・ユー・フォーエバー」が歌絵本になりました。子育てに忙しい
日々の中の幸せを、優しいメロディーがお届けします。ご家族みなさんでお越しください。
　　太田真帆（ソプラノ）亀田奈美子（フルート）安川友美（ピアノ）
　　F.ショパン／小犬のワルツ
　　歌絵本「ラヴ・ユー・フォーエバー」ほか
　　おとな800円（９P 付与／640Pで購入可）
　　こども200円（2P付与／160Pで購入可）
　　　3歳以上小6まで。2歳以下ひざ上無料。　
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

　　

安川友美亀田奈美子太田真帆

　　　

チケット発売：12月 6日（火）

発売予定

発売予定

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～ 　
11月26日土  15:00（開場:14:30）　
いま注目の若手声楽家が登場！ 人の声が持つ豊かさを心から味わっていただけます。　　
　　清水勇磨（バリトン） 　盛田麻央（ソプラノ） 　藤川志保（ピアノ）　　　
　　ヴェルディ／歌劇「椿姫」より “天使のように清らかな娘”“プロヴァンスの海と陸”他
　　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）

☆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）。
　整理券を芸小窓口で配布中。先着順、最終締切11月16日（水）
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）

￥

ホール全席自由 団体割引

クラシック フレッシュ名曲コンサート（室内楽） 　 発売中

音楽・ダンス・アートで参加 ! 赤ちゃんも入場可 ! 

仮装朗読劇「アラビアンナイト」
親子で楽しむハロウィーン・パーティー！

10月29日土 17:30（開場17:00）終演予定18:30 
舞台上も客席も、おとなも子どもも仮装して（ふだんの服装でもOK）、芸小を親子で楽しむ
ハロウィーンパーティー会場に！舞台に参加する小学生、大募集中！
　　Theatre Ort(シアター・オルト) ＆　当日ワークショップに参加のこどもたち
　　演出：倉迫康史（たちかわ創造舎チーフ・ディレクター）
　　おとな2,000円（22P付与/ 1,600Pで購入可）　
　　こども（3歳～小学6年生）500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
企画・制作:たちかわ創造舎 くにたち市民芸術小ホール　主催:（公財）くにたち文化・スポ―ツ振興財団

■ワークショップ参加費無料

【各部門共通】対象：小学生 20名
各コース時間：14：00～17：00（13：30受付開始・途中休憩あり）　　　
申込方法：芸術小ホール（042-574-1515）まで電話で。
 希望コース、名前、学年（年齢）、連絡先電話番号をおきき
 します。先着順、最終締切10月15日（土）17：00。
《音楽》アラビアンナイトの一番面に音楽をつけてみよう！　　　　
《ダンス》アラブな仮装で踊っちゃおう！ 《舞台美術》舞台に出てくる不思議な道具を作ろう！

￥

全席自由 ホール

　　

　　　 参加募集発売中

吉田　連 小山晃平

三浦　梓

南澤佳代子

高橋広奈

無料

￥

散策

第3回ガイドツアー
11月21日月 9:00～12:00（少雨決行）
今回は、ハケ周辺を散策し紅葉を楽しみます。
定員：10名　※先着順
申込：10月18日（火）9:30から電話にて受付けます。
持物：飲み物・雨具
集合場所：郷土文化館

無料

しめ縄飾り作り
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11日日 13:30～16:00
　　くにたちの暮らしを記録する会
　　800円
定員：20名 ※先着順　受付：11月15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）
会場：郷土文化館　研修室

￥

わら細工教室

団体割引
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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。

無料の催し物 カフェでトークイベント !

Kunitachi Talk Ground
くにたちトークグラウンド

11月11日金  19:00～21:00（開場18:30）
トークテーマ ｜ 地域アートの楽しさと難しさ
Kunitachi Talk Groundは、誰でも気軽に参加できる話すための平らな場所をつくり
たいという思いで企画されたトークイベントです。今回は「地域アート」をテーマに取
り上げます。日本各地で盛んに行われるアートイベントの現状を踏まえながら、色々
な立ち位置の人を交えて、“楽しさ”と“難しさ”という側面から探っていきます。

予約開始：10月５日（水）

募集 無料の催し物 くにたちギャラリーネットワーク主催 美術講座 

連続美術講演会 -くにたちギャラリーネットワーク設立 25周年プレイベント-

「印象派のニッポン」
11月9日水  16日水   30日水 14:00～16:00（開場13:30）
第1回 11月9日 マネ、ドガ／第2回 11月16日 モネ、ピサロ／
第3回 11月30日ゴーギャン、ゴッホ
講師:斎藤　陽一（美術ジャーナリスト、美術史学会会員、嘉悦大学客員教授）
定員:各回70名　　※各回ごとの受付となります　　　参加費：無料
申込:10月7日（金）9：00から電話または直接芸術小ホールへ（042-574-1515）　
　　 各日定員に達し次第締切
主催:（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
 くにたちギャラリーネットワーク

地下スタジオ

参加者募集

●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、「こどもおすすめ」スタンプ押印の対象です。
● 「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く場
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

チケット
取扱い

会　場 :PAPER WALL CAFE nonowa国立店
定　員 :30 名 ※事前予約制
料　金 : 無料（ワンドリンク付き）
予　約 : 芸術小ホールの窓口へ直接
 電話　042-574-1515
 メール　info@kunitachibiennale.jp 
 Peatix　http://talkground.peatix.com/ 
主　催 :〈公財〉くにたち文化・スポーツ振興財団
協　力 :PAPER WALL nonowa国立店
　　　  PAPER WALL CAFE nonowa国立店　

ゲスト
山野真悟 Shingo Yamano

坂野充学 Mitsunori Sakano

藤田直哉 Naoya Fujita

黄金町エリアマネジメント
センター 事務局長
黄金町バザール ディレクター

アーティスト
クリエイティブディレクター
NATIVEYE代表

批評家
二松學舎大学・和光大学　
非常勤講師

体験プログラム

ホールとピアノの
シェア・プログラム
ホールでグランドピアノを演奏してみませんか？11月はスタインウェイ、12月はヤマハです。
実施日：11月28日（月）、29日（火）12月13日（火）、14日（水）、15日（木）　
　　　　※11月はスタインウェイ、12月はヤマハ。
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：11月分は受付中。12月分は10月12日（水）9:00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

～西洋が発見した日本の美～

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
10月26日（水）「オカリナの響きに誘われて　Part 2」
　　ヴィヴァーチェ：佐藤善江、飯島洋子、大場理絵（オカリナ）　清家知代（ピアノ） 
　　村松崇継 /いのちの歌　中島みゆき /麦の唄
　　A. ハチャトゥリアン /剣の舞 ほか
11月16日（水）「むかしの歌、いまの歌」
　　MAMADAIRA：小松奈津子（ソプラノ）山田潤子（ピアノ）
　　 里の秋　アメイジンググレイス　C. グノー /オペラ「ロミオとジュリエット」
より“私は夢に生きたい”　ほか

エントランスホール

　　　 無料

参加募集 秋の市民一芸塾　

■御座敷調 民謡三味線講座
11月7日月  14日月  21日月  28日月 12月5日月
毎月曜　全5回　13:30～15:30
日本の伝統楽器・三味線を、この機会に気軽に始めてみませんか。初心者大歓迎です。
対象と定員:初心者、経験者20名　※三味線は12棹講師が用意
　　　　　　※申込時に使用できる三味線をお持ちかお聞きします
講師:山田賀代子（藤本流本部付師範）　受講費:2,000円　　
教材費（道具をお持ちでない方のみ）:1,000円（糸、指掛け代）
持ち物：和手ぬぐい

音楽練習室

要参加費

初心者のためのトールペイント講座　 アトリエ

11月1日火  8日火  15日火  22日火 29日火
毎火曜　全5回　　13:30～15:30
好きな色でストラップやバッグに花々を描きます。生活に新たな彩り
を取り入れてみては？
定員:15名　講師:梅本惠美子　受講費:2,000円　
教材費:2,300円（筆2本、白木）
持ち物:エプロン、筆記具

≪申し込みについて≫募集期間　三味線：10/7（金）～30（日）トールペイント：10/5（水）～
26（水）定員になり次第締切
お願い：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

参加型朗読パフォーマンス 大人の演劇ワークショップ  

朗読×ピアノ×ダンス

「マイライフ・マイステージ」
【ワークショップ　※予定】
2月3日金18:30～21:30/4日土13:00～18:00/10日金
18:30～21:00/11日土祝13:00～18:00/16日木18:30～
21:00/17日金18:30～21:30/18日土13:00～21:30
【本番】2月19日日　時間未定
人生のちょっとしたエピソードを掘り起し、それを自分の言葉で語るための朗読ワーク
ショップ。最終日にはプロのアーティストのピアノ演奏やダンスを組み合わせて、ここでしか
味わえないパフォーマンスとして舞台公演を行います。
講師・朗読：能祖將夫（桜美林大学教授・北九州芸術劇場プロデューサー）
出演：竹村浄子（ピアノ）　井上大 、藤井友美（振付・ダンス）
対象と定員：18歳以上、全日程に参加できる方20名（抽選）
参加費：1,500円（初日2/3に精算）
応募方法：記入項目の1～6にお答えいただき、eメールまたははがきでご応募ください。
記入項目：1．郵便番号・住所　2．氏名（フリガナ）　3．性別・年齢　4．電話、FAX番号、eメール
　　　　  5．演劇・朗読経験の有無　6．応募動機を簡単にご記入ください
応募先　●eメールで件名を「大人の演劇」として　saito@kugeisyo.comまで
　　　　●はがきで　〒186-0003国立市富士見台2-48-1　くにたち市民芸術小ホール
　　　　「大人の演劇」係まで
申込締切：12月15日（木）消印有効　抽選結果通知：1月5日（木）を目途に通知予定

参加者募集

音楽練習室
ホール

予告

くにたちデビューコンサートVol.05
打楽器アンサンブル
3月29日水 
国立音楽大学推せんの新進演奏家によるコンサートシリーズです。

ホール

※詳細はオアシス12・1月号をご覧ください。

予告

inc. percussion day 2017 
in くにたち市民芸術小ホール
3月31日金 ～4月2日日 
inc．は、パーカッショニスト加藤訓子がこれまで国際的に培ったプロの演奏家としての活
動と経験を活かし、若手演奏家の育成とその将来を創る機会をともに模索・創造するプロ
ジェクトです。芸小施設がさまざまな試みや挑戦の場となります。

全館

※詳細はオアシス12・1月号をご覧ください。
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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講師

◆申込資格◆

●往復ハガキでの申込方法

●ホームページでの申込方法

◆申込方法◆

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ください。応募者多数の場合は、抽選になります。
締切日を過ぎてからのお申込は、無効とさせていただきますので、余裕をもってお願いいたします。

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。

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。

10月5日㈬9:00～各事業の締切日(最終日は、16:00）

【締切日必着】

【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

いきいき健康づくり

いきいき健康づくり

11月のトレッキング

水中リズムウォーキング③

11月9日水  

11月30日 水 ～1月18日 水 　毎週水曜日

締切：10月 20日 (木 )必着

妙義山
（群馬県富岡市）

マウンテントレッキングガイド　相澤 篤 8,000円

5,000円(8回分)

コース

集　合
定　員

総合体育館→妙義山駐車場→第一見晴→第四石門
→中之岳神社駐車場→温泉→総合体育館
標高　855ｍ　標高差　約450ｍ　難易度　B　
歩行時間　約5時間　
７:00(７:05出発)　　　　　18:30予定　　　　　
43名

13:30～14:30

総合体育館　室内プール

60名

￥

いきいき健康づくり

いきいき健康づくり

簡化太極拳24式⑤

楽しいフラダンス③

1月17日 火 ～3月7日 火 　毎週火曜日

12月1日 木 ～2月16日 木 　隔週木曜日

山口 みな子

吉田 和美成田 佳代子

5,000円(8回分)

5,000円(6回分)

13:00～14:40

総合体育館　第三体育室

60名

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。 ☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。☆水着と水泳帽をお持ちください。

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

10:00～11:30
総合体育館　第三体育室
30名

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⑤

骨盤調整＆エアロビクス④

1月17日 火 ～3月7日 火 　毎週火曜日

12月3日 土 ～1月28日 土 　毎週土曜日

山口 みな子

杉田 茂子

5,000円(8回分)

5,000円(8回分)

14:45～16:25

総合体育館　第三体育室

50名

10:15～11:30
総合体育館　第二体育室
50名

帰　着

室内プール利用の
お知らせ

　プール内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。
　ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力の
ほどよろしくお願いいたします。

10月24日㈪～10月27日㈭

参加費 参加費 参加費

￥ ￥

￥￥￥

（※12月8日、22日、29日、1月12日、26日、2月9日を除く） （※12月31日を除く）

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12月から来
年の6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10月21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。

　財団では、公衆無線LAN（Wi-Fiスポット）
を設置し、10月より利用可能となりました。
　お持ちの無線LANパソコン、スマート
フォン等からインター
ネットに接続できます。
　各館の施設予約等に
ご利用ください。
　詳細は、各館に
お問い合わせくだ
さい。

費用無料

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。

タカハシ写真

時　間 時　間

会　場 会　場

定　員 定　員

締切：10月 31日 (月 )必着 締切：10月 31日 (月 )必着

締切：10月 31日 (月 )必着

参加費 参加費 参加費

時　間

会　場

定　員

時　間 時　間

会　場 会　場
定　員 定　員

締切：10月 31日 (月 )必着 締切：10月 31日 (月 )必着
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