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小正月の伝統行事を体験 古民家の行事天体観測

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（まゆ）の形の団子
を作り、カシの木に飾り繭の豊作を願った伝統行事です。
お団子をつくり、古民家で飾り付けをします。

1月8日日 13:00～15:00ころ
場　所： 国立市古民家
定　員：15名（対象年齢:小学生以上）
持ち物：エプロン、三角巾 
　　300円
　　くにたちの暮らしを記録する会
受　付：12月6日(火)　9:30より
　　　　電話で郷土文化館まで

※小学4年生以下は、保護者の参加必須。
※小学生に同伴する保護者の参加費は
　200円。

12月2日金 17:00～19:00「アンドロメダ銀河」
1月6日金 17:00～19:00「月と宵の明星（金星）」
2月3日金 17:30～19:30「オリオン星雲」

※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 参加費 無料

むかしのくらし展 2017年1月13日金 ～3月13日月
 9:00～17:00（入館は16:30まで）

 　　　　　　　　　　　　　　　  休館日：第2・4木曜日
 　　　　　　　　　　　　　　　  会　場：郷土文化館 特別展示室 無料

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。

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。）
　　伊東昌市（国立天文台）

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？

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日金 
14:00～（豆がなくなり次第終了）
場　所： 国立市古民家

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♦

♦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

￥

※雨天決行

散策

第4回ガイドツアー
1月25日水 9:00～12:00（小雨決行）
くにたちの古代から近代にかけての歴史名所を散策します。
定員：10名　※先着順
申込：12月15日（木）10:00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　　集合時間：9:00

無料

郷土文化館・古民家の事業　576-0211
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申込
資格
申込
方法

●往復ハガキでの申込方法

●ホームページでの申込方法

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（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。

12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

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
こどもおすすめ事業

いきいき健康づくり

冬休み小中学生無料開放

水中リズムウォーキング④

1月5日木 

5,000円(8回分)

時　間

会　場

  9:00～17:00　バドミントン、卓球
10:00～17:00　水泳　※最終受付予定時間　16:30
混雑状況により予定よりも早く受付を終了することがあります。
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

13:30～14:30

総合体育館　室内プール

60名

親子で参加

こどもおすすめ事業

親子体操教室③

小学生スキー教室

1月20日金～3月10日金 毎週金曜日　

2月1日水～3月22日水 毎週水曜日　

3月8日水～4月26日水 毎週水曜日　

1月22日日

2月4日土

塩野 啓子

SAJ公認コーチ成田 佳代子

5,000円(8回分)

8,000円(レンタル代別途)

9:30～11:30
総合体育館　第一体育室・第二体育室　交互
親と2～4歳までのお子様
30組　60名

☆お子様と保護者の方の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、運動靴でお越しください。

長野県　富士見高原スノーリゾートスキー場
市内在住、在学の小学３～６年生
80名

こどもおすすめ事業

いきいき健康づくり

サッカークリニック

レベルアップゴルフ②

【火曜コース】 2月 7日火 ～3月14日火 毎週火曜日

【金曜コース】 2月10日金 ～3月17日金 毎週金曜日

FC東京 普及部コーチ

猪俣 英昭 9,000円(6回分)

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
国立第五小学校　校庭
市内在住、在学の小学1～4年生　　　　
各コース100名

【Ａコース】9:15 ～ 10:35　【Ｂコース】10:40 ～ 12:00

国立南ゴルフセンター　2Ｆ
各コース11名（合計44名）

無　料 参加費 無　料

￥

￥￥￥

受付7:00～（出発7:30） 帰着18:00予定

【レッスン時間】
午前・午後　各2時間

時　間 時　間

会　場
対　象

会　場

定　員
対　象
定　員

締切：12月 20日 (火 )必着 締切：12月 28日 (水 )必着

締切：12月 28日 (水 )必着

参加費 参加費 参加費

時　間

会　場

定　員

時　間

時　間

コース

会　場

会　場
対　象
定　員

定　員

締切：12月20日(火)必着 ※官製ハガキかHPで申込 締切：12月 28日 (水 )必着

☆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。

第27回　ダンスコレクション

ダンスコレクション2017

開場13:30～　開演14:00～
くにたち市民芸術小ホール

1月28日（土）10:00～販売開始
くにたち市民総合体育館窓口にて販売

第27回ダンスコレクション実行委員会
（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団
㈱ヤクルト本社中央研究所
㈲白十字 
くにたち市民総合体育館　☎042-573-4111

指定席700円　自由席500円
☆動きやすい服装でお越しください。☆上履きは必要ありません。

※必ず希望のA・Bコースを指定してください。

いきいき健康づくり

やさしいヨガ④

津江 なつみ 5,000円(8回分)

総合体育館　第三体育室、第二体育室　交互
各コース50名（合計100名）

￥￥

チケット販売 参加費

時　間 主　催
会　場 共　催

協　賛

問合せ

チケット販売

コース

会　場
定　員

締切：12月 28日 (水 )必着

テニス・野球・サッカー場
年末年始無料開放のお知らせ

平成28年12月29日（木）～平成29年1月3日（火）
※流域下水道処理場広場は除きます。
※この期間中にトラブル等があっても、一切対応できません。

市内在住・在勤・在学の方に、抽選で1人1面、2時
間に限り無料開放します。※小学生以下は受付できません。

12月11日（日）
○テニス　9:00～　○野球・サッカー　11:00～

国立市役所、くにたち市民総合体育館
○テニス　谷保コート…国立市役所地下食堂
　　　　　矢川コート…国立市役所3階会議室
○野球・サッカー………くにたち市民総合体育館受付

くにたち市民総合体育館　　☎042-573-4111

無料開放期間

利用条件

受付日時

受付会場

問 合 せ

　　 　　

　　

【Ａコース】 9:30～10:30
【Ｂコース】10:40～11:40

※必ず希望の曜日コースとA・Bコースを指定してください。

2月26日日

【参加者向け説明会】
1月18日㈬16:00～

【参考レンタル代】※詳細は説明会にて。
　フルセット：4,300円
　　（スキー3点、ウエア、小物セット）
　スキー3点セット：2,700円
　　（板、ストック、スキー靴）　他
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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 いよいよ「重大発表」があるか？　

第33回くにたちすたじお寄席
2月12日日  14:30（開場:14:00）　　　　　　　　　　
「くにたちから真打を」を掲げて10年が経ちました。メンバーの成長と個性を間近に
ご堪能ください。
　　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）

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

￥

全席自由 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。

くにたち市民オーケストラ

ニューイヤーコンサート 2017
1月15日日  14:00（開場:13:30）　　　　　　　　　　
　　和田一樹（指揮）　くにたち市民オーケストラ
　　ロッシーニ／歌劇「泥棒かささぎ」序曲　　レハール／ワルツ「金と銀」
　　 チャイコフスキー／バレエ「くるみ割り人形」より花のワルツ
　　ニコライ／歌劇「ウィンザーの陽気な女房たち」序曲　ほか、ワルツ・ポルカ集
　　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

￥

　　

発売中

ホール全席自由

発売予定

チケット発売：12月 3日（土）　　

芸小版　歌声喫茶！

歌う芸術小ホール inスタジオ
2月1日水  14:30（開場:14:00）　　　　　　　　　　

毎回大好評、終演後お客様方の笑顔が輝いています!
リピーターの方も初めての方もお待ちしています。
　　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

￥

　地下スタジオ全席自由
チケット発売：12月 20日（火）

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）
　　プーランク／愛の小径　　ベッリーニ／歌劇『夢遊病の女』
　　よりアリア「ああ、信じられないわ」　　白樫栄子／歌劇
　　『みづち』より重唱「美しきふるさと」　ほか
　　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

￥

全席自由 地下スタジオ

　　

～若手声楽家による
　ガラコンサート～

吉田　連 小山晃平

三浦　梓

南澤佳代子

高橋広奈

発売中

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 
～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　白十字国立南口店　　

￥

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

共催 パーカッションの今を感じる3日間

inc. percussion day 2017
in くにたち市民芸術小ホール
inc.は世界的打楽器奏者である加藤訓子が主宰する、プロフェッショナルなアーティ
ストを目指す若者を支援・育成するプログラムです。

3月31日金 ガラパフォーマンス、inc.special勉強会、立体映像を使った試み
4月1日土 若手演奏家5名によるリサイタル（各45分間）
4月2日日 エントランス・フリーパフォーマンス、
　　　　　　　　加藤訓子打楽器演奏会（元演出・宮城聰）
　　《3days pass》5,000円　各公演1,000円
チケット取扱：①カンフェティ
　　　　　　　②メール予約　ticket@kuniko-kato.net
　　　　　　　③芸術小ホール
お問合せ：info@kuniko-kato.net
助成：アーツカウンシル東京
主催：kuniko kato arts project

￥

全席自由 全館

くにたちデビューコンサートVol.05

予告・無料

予告

こども対象の催し物　

財団創立30周年記念事業

国立音楽大学打楽器アンサンブル in くにたち

第4回 わくわくこどもフェスタ

アリーナコンサート
春の調べ～珠玉の名曲と共に～（仮）

3月29日水  19:00（開場:18:30）　　　　　　　　　　

オーケストラ、吹奏楽を支えるリズム楽器の数々が登場。普段は楽団最奥に位置する
打楽器群が、ステージ中央に並び、軽快なアンサンブルを奏でます。
　　 指揮：福田隆（教授）
　　　　　打楽器研究室の学部を中心とする15名のアンサンブル
　　E.ヴァレーズ／イオニゼーション　　西村朗／ケチャ　　I.クセナキス／オホ　　ほか
　　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　カンフェティ　　　協力：国立音楽大学

3月20日月 祝   11:00～17:30　　　　　　　　　　
こどもたちが「楽しいッ！」って思うことがたくさん！家族と、友だちとみんなで来
てね。
　　無料。要整理券　　主催：わくわくこどもフェスタ実行委員会
※詳細はオアシス次号をご覧ください

4月30日日   15:00（開場:14:30）　　　　　　　　　　

　　笹沼樹（チェロ）　盧佳那（ヴァイオリン）　山西遼（ピアノ）
　　未定　※詳細はオアシス次号をご覧ください

￥

ホール

ホールほか

ホール

全席自由
チケット発売：1月 10日（火）

チケット発売：2月 7日（火）

発売予定

要整理券

発売予定

　　

●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。

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
カンフェティ　　　   ☎ 0120-240-540

 www.confetti-web.com

チケット
取扱い

★マロニエ国立北口店での取り扱いは 10 月 31 日をもちまして終了となりました。

　　　

￥

￥

発売予定

発売中

２回公演　①10:30 ②14:00
※公演時間　約1時間
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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

出演団体募集

第42回 くにたち音楽祭 出演団体募集
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。

要参加費

実施日時：6月11日（日）13:00～17:30（予定）　　　会場：芸術小ホール
応募期間：12月7日（水）～12月20日（火）※先着順。※12月8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＋（個人参加費）出演者1名につき200円
　　　　※高校生までの個人参加費は徴収しません。
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

≪申し込みについて≫
　各講座の募集期間内に、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
講費および資料代をお支払後、
受付完了とします／定員に達し
次第締め切ります／受付期間終
了後のキャンセルの場合、受講
費および資料代のご返金はご容
赦ください。

要参加費参加者募集 冬の市民一芸塾

英語で歌おう
日本の童謡、世界の童謡 !講座
誰もが知る童謡曲を英語で歌えるようになります! 英語が苦手でも大
丈夫、うたを通じていろいろな人と仲良くなれるひとときを海外での
交流歴が長い講師がオーガナイズします。

1月16日・23日・30日・2月6日・13日 
毎月曜 全5回　10:00～11:30　　　　
募集期間：12月9日（金）～1月7日（土）
　　　　　※12月22日（木）及び12月29（木）～1月3日（火）は休館日
対象と定員：どなたでも。海外の
　　　　　　 方も大歓迎。20名
講師：竹内由利子
　　 （英国王立音楽検定ピアノ教師資格保持者） 
         Yuriko Takeuchi CTABRSM
受講費：2,000円
資料代：200円

集中力、忍耐力、持続力、バランス力が身に付く！学校等で伝承
遊びの授業を行っている講師がわかりやすく教えてくれます。最
終日には認定式を行います。

3月4日・11日・18日・25日・29日 
毎土曜 全5回　13:30～15:30　　　　
募集期間： 1月24日（火）～2月13日（月）
　　　　　※1月26日（木）、2月9日（木）は休館日　
対象と定員：子どもからおとなまで。
　　　　　　親子参加も歓迎。25名
講師：田中幸生　　受講費：2,000円　　
持ち物：動きやすい服装、タオル、飲み物、
　　　　けん玉（日本けん玉協会のシールがあるとなおよい）

※貸し出し用けん玉10台あり。

音楽練習室

体験プログラム

「ピアノとホールの
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？ 12月と2月はヤマハ、1月はスタイ
ンウェイです。
実施日：12月13日（火）・14日（水）・15日（木）、1月4日（水）・5日（木）・6日（金）、
　　　　2月6日（月）・13日（月）・27日（月）
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：12月分は受付中。1月分、2月分は12月9日（金）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

　市民芸術小ホール、市民総合体育館を利用する場合は、2時間まで無料となります。
　無料処理は、ご利用施設の受付窓口の無料認証機にて処理いたします。
　駐車場利用の詳しい内容に関しては、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ：市民芸術小ホール　または　市民総合体育館

12月２６日（月）から市庁舎有料時間貸駐車場が
オープンいたします。

募集 平成２9年度財団嘱託員募集平成２9年度財団嘱託員募集
◆仕事の内容
①芸術小ホールの施設管理運営・受付業務及び事務補助
②芸術小ホールの事業補助等
◆資格等
①②パソコンの基本操作ができる61歳未満の方
◆報酬
①②時給　1,200円　交通費別途支給
◆勤務時間
①１日６.25時間以内で週30時間以内（ローテーション勤
　務、土・日・祝日勤務あり）
原則、午後3時15分から午後10時15分まで（うち休憩45分）

　②１日６時間以内で週24時間以内（事業等により土・日・
　　祝日勤務あり）
　原則、午前9時から午後4時まで（うち休憩60分）
　なお、①②とも第2、第4木曜日は休館日で休み
◆勤務期間
　平成29年４月１日～１年間(年度更新）
◆申込・問い合わせ
履歴書(写真貼付)に仕事の内容①又は②を明記し、平
成29年1月10日㈫までに下記に郵送(必着)かお持ちく
ださい。

（公財）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

お知らせ

無料の催し物

ランチタイムコンサート
1月25日（水）12:10～12:50
「新春にささげる香しき音色」
　　Violin ＆ Piano Duo：大庭絃子（ヴァイオリン） 須田桃香（ピアノ）
　　フォーレ／シチリアーノ
　　ベートーヴェン／ヴァイオリン ソナタ 第 5番ヘ長調「春」第一楽章　ほか

エントランスホール

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】※オアシス前号から一部変更がありました
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13:00～18:00/12日日13:00～
18:00/17日金18:30～21:30/18日土12:00～20:00
【本番】2月19日日 
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1～7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．特技　7．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

音楽練習室
ホール

井上大
©福井理文

藤井友美

竹村浄子能祖將夫
©重松美佐

無料

出演者募集

ランチタイムコンサート・ランチ
タイムステージに出演しませんか
平成20年度に始まったランチタイムコンサートはおかげさまで地域の皆さんに毎回ご好
評いただき、来年度で10年目を迎えます。そこで、これまでの音楽部門（コンサート）
に加えてステージパフォーマンス部門を新たに設けることとしました。手品や落語、講
談、お笑い…などなど、幅広いジャンルからの出演者をお待ちしています。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29年4月～平成30年1月の原則として各月第3水曜日（月１回）
　　　　　12:10～12:50　※年10回開催。うち2回程度は夕刻に開催予定
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5日（木）～1月23日（月）※1月12日（木）は休館日

募集

無料の催し物

クリスマスコンサート
12月21日（水）17:30～18:40
■X'masのクイズと歌で綴る音楽の旅　　
　　ユリ・リトミック教室　YRTトーンチャイムの仲間たち
　　モーツァルト／アヴェ・ヴェルム・コルプス　クリスマスの曲メドレー　ほか
■くるみ割り人形
　 　アンサンブル・マレット：那須律子　小田もゆる　方波見智子
　 　チャイコフスキー／「くるみ割り人形」より花のワルツ、アラビアの踊り、トレパーク
　 　映画音楽　ほか

エントランスホール

無料

基本技から曲者技まで !
魅せるけん玉講座

地下アトリエ（最終回のみスタジオ）

（最終日は水曜日）

参加者募集
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