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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。

ご家族の記念日に
　     家族写真を
　     　　残しましょう

タカハシ写真
JR谷保駅より歩2分

国立市富士見台1-11-12
TEL・FAX（042）573-2284
ホームページもご覧下さい。

http://www.studio-takahashi.com/
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夏休みこども企画 落語がひらく新たな世界！夏休みこども企画 美術で遊ぶ！

演劇 くにたち芸小１２３＆◎シアター

くにたち芸小 こども寄席 その９ 芸アートテラー・とに～の親子で楽しむ 美術トークショー 芸

「にんぎょ姫」 

7月23日火・24日水 13：00～16：00（集合12：30）

申し込み：6月10日（月）～ 28日（金）電話または窓口にて先着順
落語家さんから落語・小噺を習ってみませんか。一人ひとりお稽古をして、最後
にお客さんの前で発表します。笑ってもらえるととてもうれしい気持ちになれま
すよ。おしゃべり好きな子も恥ずかしがり屋さんも大歓迎です。お客様の観覧も
お待ちしています。★寄席（発表）は15：00頃からです。

  立川らく次　立川志ら門

  800円（テキスト代含む）
付き添い・見学：500円
定員：各日15名　※両日申し込みも可

7月22日月 13：00～15：00

申し込み：6月18日（火）～電話または窓口にて先着順
日本でただ一人のアートテラー、とに～さんが元よしもと
芸人時代につちかったしゃべりの技術と笑いのセンスで伝
える美術の魅力。有名な美術作品のみかた・楽しみかたを
伝授します。

  アートテラー・とに～

   500円 ／ 1人（同伴の未就学児は無料）
定員：25組
対象：市内在住・在学の小学生とその保護者

8月3日土 
チケット発売：6月11日（火）

１２３シアター（1～3歳のお子さん歓迎）
13：00（開場12：45）
◎シアター（どなたでも）
17：00（開場16：45）
だれもが知る児童文学作品を、「よみしばい」という独特の形式で上演します。
想像力をフル回転させて、こどももおとなも一緒にたのしんじゃいましょう！  
公演は約30分で各回の内容は同じです。

  竹原千恵　岩倉真彩(以上Theatre Ort)　山田宏平

  １２３シアター：おとな400円　こども（中学生以下）無料 
◎シアター　　： おとな400円　こども（4歳～中学生）200円　※3歳以下無料

企画制作：たちかわ創造舎

スタジオスタジオ

全席自由 ホール

落語 身近に味わう古典芸能

3歳から入場できます

第41回 くにたちすたじお寄席 芸 白 し

太鼓芸能集団

鼓童交流公演 2019（全2回公演・90分公演） 芸

9月1日日 14：30（開場14：00）

チケット発売：6月16日（日）
3人目の真打が誕生、ますますノッてます！  売り切れ必至、チケットはお早めに！

  立川志奄（えん）　 立川志獅丸　らく兵　立川志らぴー　立川かしめ

  1,500円 P　未就学児入場不可

9月22日日 15：00（開場14：30）

9月23日月 祝 11：00（開場10：30）
チケット発売：6月25日（火）

3歳のお子さんからおとなまで、みんなで楽しめるくにたち公演。目の前で演奏
される臨場感をぜひ体験してください。※英語の解説もあります

  石塚充　草洋介　鶴見龍馬　大塚勇渡　三浦友恵　
吉田航大　小野田太陽　定成啓　前濱純
おとな3,000円 　こども（中学生まで）500円

★おとなペア券（2枚1組）5,500円 ホール窓口のみで取扱い 
鼓童チケット予約サイトからも購入可
注意事項：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。小学3年生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。

企画制作：株式会社北前船

全席自由 スタジオ

全席指定 ホール

芸術小ホール窓口 芸 ☎ 042-574-1515
（株）しまだ文具店 し ☎ 042-576-4445
白十字国立南口店 白 ☎ 042-572-0416  

カンフェティ C ☎ 0120-240-540
www.confetti-web.com

● Pマークはくにたちポイント対象事業です。
くにたちポイント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。
● カンフェティで予約するとセブンイレブンでお支払ができます。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。

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

芸

前回公演のようす

© 岡本隆史

募集募集

発売予定

発売予定

発売予定
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器内楽 スタジオコンサートvol.94

器内楽 スタジオコンサートvol.93

小栗久美子　トルンコンサート
～秋風誘うベトナム竹琴の調べ～ 芸 白

山田磨依　ピアノ・リサイタル
～フランス音楽　アラカルト～ 芸 白

9月14日土 14：00（開場13：30）
チケット発売：7月9日（火）

ベトナム民族楽器“トルン”。繊細な竹筒から放たれる音色はどこか懐かしく、
時にエネルギッシュで、時に優しい木漏れ日のよう。神が宿るとも伝えられる神
秘的な響きをこの機会に是非ご堪能ください。

小栗久美子（トルン）　森川拓哉（ヴァイオリン・ピアノ）
ドー・ロック／タイグエン地方へ帰る　アストル・ピアソラ／リベルタンゴ　 
小栗久美子作曲・森川拓哉編曲／風　ほか

1,000円 P 
未就学児入場不可

6月15日土 14：00（開場13：30）
ドビュッシーの「月の光」や、ディズニーでお馴染みの「魔法使いの弟子」など
の有名曲から、現代作曲家の知られざる名曲まで、フランスの様々な作品を幅広
く演奏致します。ご来場心よりおまちしております。

 山田磨依（ピアノ）
ドビュッシー／月の光　デュカス／魔法使いの弟子   
フォーレ／舟歌 第3番 作品42・第12番 作品106bis
セヴラック／日向で水浴びする女たち
フランセ／ピアノのためのソナタ
ダマーズ／タランテラと鐘楽曲　ほか 
1,000円 P　未就学児入場不可

全席自由 スタジオ

全席自由 スタジオ

左・小栗久美子
（おぐりくみこ）

右・森川拓哉
（もりかわたくや）

山田磨依 ©Masashige Ogata

説明会 講座を開いてみよう！　

市民一芸塾の講師になりませんか？
7月5日金 10：00～1時間程度

申し込み：6月14日（金）～窓口または電話にて
「市民一芸塾」は平成5年に始まった芸小の名物講座です。趣味で続けてきた美術
や音楽、工芸などの芸術分野で、講師に挑戦してみませんか。「興味はあるけれど
実際にどうすれば？」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。あなたの第一歩をお待ちしています。

アトリエ

財団協力事業

放課後ダイバーシティ・ダンス（ADD国立市）開催のお知らせ!!

参加者募集 次世代の音楽人材育成支援事業
上野信一＆フォニックス・レフレクション

パーカッション・アカデミー inくにたち 芸

8月13日火 ～15日木 各全日

応募期間：6月18日(火) ～ 8月9日(金)　窓口・メール・FAX・郵送
世界的に活躍するマルチ打楽器奏者・上野信一主宰の「上野信一
＆フォニックス・レフレクション（パーカッショングループ）」の
主要メンバーが指導する打楽器講習会です。基礎から学びたい吹
奏楽部打楽器パートの中高生から、コンクールの準備、アンサン
ブルなどあらゆるレベル・希望の受講者に懇切丁寧に指導します。
共催：上野信一＆フォニックス・レフレクション

 一般：25,000円 学生：20,000円 グループ参加：30,000円＋3,000円/人
定員：25組　個人/グループ　※期間中に45分×2回を受講
対象：どのレベルの方でも受講可能。個人とグループで両方の受講可。
受講対象楽器：被膜打楽器（スネア・ドラム、ティンパニ等）鍵盤楽器（マリンバ、ヴィヴ
ラフォン、シロフォン、グロッケン等）マルチ・パーカッション（セットアップピース）

【問い合わせ・申し込み】くにたち市民芸術小ホール　
メール：entry_hall@kuzaidan.or.jp　（担当：斉藤）

公式ウェブ：https://kuzaidan.or.jp/hall　申込書ダウンロード可

［ファイナル・コンサート］ ※どなたでもお聴きになれます

8月15日木 16:00（開場15:30） 500円（当日販売）

ホール・音楽練習室・スタジオ

募集

芸術小ホールで放課後のあたらしい部活動、始動！？
「放課後ダイバーシティ・ダンス」（After-school Diversity Dance、略称ADD）
は、放課後の時間に子どもたちが多種多彩なダンスにふれることを通じて「ダイ
バーシティ（文化的多様性）」を体験するプロジェクトです。第一線で活動する
プロの舞踊家や、国立市でさまざまなダンスにかかわっている方々によるワーク
ショップを経て、子どもたち自身が考える多様性をダンス作品として表現しても
らいます。ダンス経験や障がいの有無などに関係なく、どなたでも参加できます。
本企画は都内３つの地域で同時に進行し2020年夏に行う3地域合同の作品発表
会がクライマックスとなります。今後は夏ごろ本格始動予定のワークショップの
詳細や、申し込み方法をウェブサイトなどで随時お知らせします。

「放課後ダイバーシティ・ダンス」
2020年に向けた文化プログラム「Tokyo Tokyo FESTIVAL 企画公募」採択事業のひとつです。東京都
と公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京が主催する事業として実施します。

ADD公式ウェブサイトhttps://addance.net/

お問い合わせ：050-5437-3334（平日10:00-18:00担当：村松）　add.kunitachishi@gmail.com
主催：東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団　アーツカウンシル東京　企画・運営：ＡＤＤ実行委員会

臨場感を味わってみませんか
実 施 日： 【6月】17日（月）・18日（火）　スタインウェイ（D274）
 【7月】8日（月）・9日（火）　ヤマハ（CFⅢ）
時 間：  13：00～20：00までの１時間毎（正味55分）を1日に付き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き添いをお願いします。
利用料金：  2,000円/1時間　ご利用日当日にお支払いください。
申し込み：  6月6日（木）午前9:00から芸術小ホール窓口直接対応のみです。

午前10:00からはお電話でもご対応します。
お名前、連絡先電話番号などをお聞きします。

ご 注 意：当日の調律はありません
客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脚と荷物置き用長机1台です
弦に触れるような特殊演奏はご遠慮ください
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
申し込み後キャンセルは必ずご連絡をお願いします

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

募集

無料の催し物

ランチタイムコンサート
6月19日水 12：10～12：50

「アンサンブルで奏でるギターの名曲」
  クラシックギターアンサンブル「かなで」：宮原正治　藤澤弘孝　畔柳和好　石井進
  A.カラス/第三の男   中村八大/上を向いて歩こう　ほか

「心を癒すヒーリング・ジャズ・ピアノの時間」
  桃瀬茉莉
  ヘンリー・マンシーニ/Moon River　オリジナル/Voyage　ほか

7月17日水 12：10～12：50　※出演順未定

「4手で奏でるピアノコンサート」
  Piano Desire：於保守美、大山歌葉美（ピアノデュオ）
  ディズニー『ピノキオ』より/星に願いを　チャイコフスキー /花のワルツ　ほか

「ヴィオリラで奏でる♪魅惑のラテン・ミュージック」
  妃城みれい（ヴィオリラ）
  葉加瀬太郎／情熱大陸　ピアソラ／リベルタンゴ　ほか

エントランスホール

無料発売予定

芸小でロック

ビートルズ・トリビュートナイト vol.4 芸 白 し

7月6日土 17：30（開場17：00）
ビートルズをこよなく愛する３バンドが４年ぶりに満
を持しての登場！年代別の演奏と迫力いっぱいのパ
フォーマンスに大注目！

 Mr.WILSON  【初期'62-'64】
　  THE BLUE SONIX 【中期'65-'66】
　  QUARTER BEAT 【後期'67-'70】

 1,000円 P　未就学児入場不可
協力：ライブハウス国立リバプール

全席自由 ホール

発売中

発売中

参加者募集
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6月7日 金・7月5日 金・8月2日 金 毎月第一金曜日

事前申込不要 事前申込不要

6月15日 土

インターバル速歩 講習会

☆ 参加される方は、実施日に会場へおいでください。（事前申込不要）
☆ 椅子に座って話を聞く、いわゆる座学の講習会です。
☆ すでにインターバル速歩にご参加されている方にも、全く初めての方に

も、わかりやすくインターバル速歩を説明します。
☆ 中高年の健康について、様々な角度から詳しく解説します。

いきいき健康づくり

  川上　義昌（インターバル速歩インストラクター）

時　間  10：00～11：30
 （9：30から受付を開始します）
会　場  総合体育館　第一・第二会議室
定　員  70名

インターバル速歩
いきいき健康づくり

  川上　義昌（インターバル速歩インストラクター）

※夏期（7月・8月・9月）は時間を1時間早めます。
時　間  6/7は10：00～11：00  
時　間  7/5、8/2は9：00～10：00  ※雨天中止　自由参加

会　場  谷保第三公園（国立市富士見台2-34）
☆ 野球場バックネット裏にご集合ください。
☆ 参加される方は、実施日に会場へおいでください。（事前申込不要）
☆ 歩きやすい服装、歩き慣れたシューズ、飲み物をお持ちください。
　着替える場所はありません。
☆ 現地集合・現地解散となります。

水の入れ替えのため次の期間は
室内プールを利用できません。

６月24日（月）～　
　６月27日（木）

次の期間、プールの開室時間は
9：00～22：00となります。

8月１日（木）～　
　8月31日（土）

プール休室期間

プール開室時間の延長

◆申込方法◆ 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。

QRコードまたはホームページ（https://kuzaidan.or.jp/gym/）から、
参加希望の事業を選択してお申込みください。
◆ お一人様1アドレスでお申込み下さい。処理手続き上、 

代理でのお申込みはできません。
◆ 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（ふりがな）、性別、電話番号、在勤者は勤務先、年
齢（※）、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。
※ 事業内容に関係しますので、必ず年齢（事業開始時の満年齢、親子の事業に

つきましてはお子様の月齢まで）をお書きください。

ホームページでの申込方法
6月5日（水）9：00～ 
各事業の締切日（最終日は16：00）【締切最終日16：00】

往復ハガキでの申込方法
【締切日必着】

事業受付ページ
に移動します

◆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。

【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

6月23日 日・6月30日 日 2日間

締切：6月14日（金）必着
小学生ラグビー体験会
こどもおすすめ事業

※雨天時は第三小学校体育館で行います。
時　間  10：00～11：30（9：30から受付を開始します）
会　場  国立第三小学校　中庭（国立市東4-24-1）
定　員  35名
対　象  市内在住、在学の小学1年生～ 6年生

☆動きやすい服装、運動靴でお越しください。
　（着替える場所はありません）
☆現地集合・現地解散となります。

無　料

  高坂　朗

無　料 無　料

7月24日 水・8月21日 水 2日間

事前申込不要
夏休み小・中学生無料開放
こどもおすすめ事業

時　間  バドミントン・卓球　2日間とも　9：00～17：00
水泳  　7/24（水） 10：00～16：00
   　8/21（水）　 9：00～17：00

 ※最終受付時間は終了30分前となります。
会　場  第一体育室　　バドミントン、卓球

　　　　 室内プール　　水泳
※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。
☆種目は１人１回１種目を繰り返しプレイできます。
☆同伴する保護者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１Ｆロビーの専用受付でお申込みください。

無　料 こどもおすすめ事業

小学生高学年テニス教室
締切：7月1日（月）必着

8月5日 月・8月6日 火・8月7日 水 3日間
※雨天時は中止となります。

  佐々木 幸男 

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）
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、運動靴でお越しください。（着替える場所はありません）
☆ ラケット・ボールはお貸しします。
☆ 事業内容は未経験者向けの内容となります。
☆現地集合・現地解散となります。

無　料

いきいき健康づくり

時　間【Ａコース】 9：30～10：30
時　間【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）
☆上履きは必要ありません。

☆動きやすい服装でお越しください。

やさしいヨガ②
締切：7月1日（月）必着

8月28日 水～10月16日 水 毎週水曜日

  津江 なつみ   5,000円（8回分）

参加費 いきいき健康づくり

初めての気功と健康太極拳③
締切：7月8日（月）必着

9月3日 火～10月29日 火 毎週火曜日

  山口 みな子   5,000円（8回分）

時　間  14：45～16：25

会　場  第三体育室

定　員  50名　
☆動きやすい服装、上履きを
　お持ちください。
※初心者向けのクラスです。

※10月22日を除く

参加費

こどもおすすめ事業

初心者ミニバスケット教室
締切：7月1日（月）必着

7月30日 火・8月1日 木 2日間

  国立市バスケットボール連盟 

時　間  9：30～11：30
 （9：00から受付を
  開始します）
会　場  第一体育室
定　員  50名
対　象  市内在住、在学の

 小学4～6年生
☆ 動きやすい服装と上履きをお持ちください。
☆ 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。

無　料

いきいき健康づくり

時　間  13：00～14：40

会　場  第三体育室

定　員  60名
☆動きやすい服装、上履きを
　お持ちください。
※経験者向けのクラスです。

太極拳24式・48式③
締切：7月8日（月）必着

9月3日 火～10月29日 火 毎週火曜日

   山口 みな子   5,000円（8回分）

※10月22日を除く

参加費

いきいき健康づくり

レベルアップゴルフ①
締切：7月8日（月）必着
コース  必ず、希望の曜日とA・Bコースを指定してください。

【火曜コース】9月3日 火 ～12月3日 火 毎週火曜日
※9月10日、10月22日を除く　　

【金曜コース】9月6日 金 ～11月22日 金 毎週金曜日

時　間【Ａコース】 9：15～10：35
時　間【Ｂコース】10：40～12：00
会　場  国立南ゴルフセンター 2F（国立市青柳2-18-6）
定　員  各コース11名（合計44名）

☆初心者の方でもご参加いただけます。
  猪俣 英昭    18,000円（12回分）

参加費 いきいき健康づくり

水中リズムウォーキング②
締切：7月8日（月）必着

9月4日 水～10月30日 水 毎週水曜日

  成田 佳代子   5,000円（8回分）

時　間  13：30～14：30

会　場  室内プール

定　員  60名　
☆水着と水泳帽をお持ちください。

※10月9日を除く

参加費 親子で参加

親子体操教室②
締切：7月8日（月）必着

9月6日 金～11月8日 金 毎週金曜日

  塩野 啓子   5,000円（8回分）

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 
☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

※9月27日、10月11日を除く

参加費



   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

文化・スポーツ活動への助成制度
　くにたち文化・スポーツ振興財団では、
一定の要件（財団ホームページより「助
成要綱、要領」参照）を満たしている活
動に対し、費用の一部を助成します。
　今回は、事業を8月から2020年2月ま
でに行う団体等が対象です。ただし、一
団体が日頃より行っている活動、発表会、
大会等については、原則助成は行いませ
ん。詳しくは、事前に財団総務課に問い
合わせいただき、申請する場合は、所定
の申請書（ホームページよりダウンロー
ド可）に記入し、2019年6月21日（金）
までに各館へ提出願います。
 総務課 042-574-1511

2019年度 財団嘱託職員（学芸員補助）募集
◆仕事の内容  学芸業務（資料の収集・保存・整理・調査、展示企画に関する調査・

展示、教育普及活動の実施、広報・PR活動等）の補助及び館運営に
おける一般事務の補助

◆資 格 等 ・博物館法に基づく学芸員資格を有する方
 ・パソコンの基本操作ができる30歳未満の方
 ・博物館等の社会教育施設で2年以上の業務経験がある方
 ・普通自動車運転免許を有する方
◆報　　酬 時給　1,500円　交通費別途支給
◆募集人数 1名
◆勤務場所 くにたち郷土文化館（国立市谷保6231）
◆勤務時間 週４日程度1日7.5時間（土・日・祝日勤務あり）　
◆勤務期間 2019年7月1日～2020年3月31日（年度更新有）
◆申込・問合せ  履歴書（写真貼付）を明記し、6月19日（水）までに下記へ郵送（必着）

かご持参ください。
 公益財団法人　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
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関東大震災被害状況告知回覧

大正から昭和にかけて谷保尋常
高等小学校（現国立第一小学校）
で教師をしていた石川安子氏の
写真。はじめて写真に写る子ども
たちの緊張した様子がなんとも
微笑ましい。

大正13年1月14日

新刊のご案内

　本書はくにたち郷土文化館の職員や各研究者による調査の
成果をまとめた紀要です。くにたちの歴史・自然・民俗に関
する内容の論集を収録しています。

【内容】 ・五智如来の信仰（長沢利明）
 ・国立大学町と旧野島家住宅（田村真実）
 ・ 国立市における
   崖線由来の湧水が育んできた水辺と生きもの（西田一也）
 ・〈資料紹介〉西野家旧蔵「多摩川絵図」（安齋順子）
 ・南方熊楠の書簡と甲野資料（安田幸世）

『くにたち郷土文化館　研究紀要　第9号』

くにたち郷土文化館にて販売
￥800（税込み）

【51頁　A4版　モノクロ】 

− 写真でたどるくにたち No.10 −

ミニ展示

くにたちと災害
7月7日 日 まで開催　※6/13（木）・27（木）は休館
9:00～17:00（入館は16:30まで）
会場：くにたち郷土文化館　特別展示室
本展では、くにたち郷土文化館が所蔵する「関東大震災」
および「太平洋戦争」に関する資料を紹介しています。

開催中

体験教室

第8回 くにたち陶芸展 関連イベント
大人陶芸教室 

6月29日 土 10:00～12:00（作陶）
7月13日 土 10:00～12:00（釉掛け）

 陶芸展実行委員会
 500 円

会　場： くにたち郷土文化館　研修室
持　物：エプロン、筆記用具
申込み： 6月7日（金）9：30より電話にてくにたち郷土文化館まで 

【℡：042-576-0211】
注意事項： ①両日ともご参加ください。 

② 作品の受け取りは、7月27日（土）13：00からです。 
（作品の受け取り開始日にお茶会を実施予定）

こども陶芸教室 

7月27日 土 10:00～12:00（作陶）
8月17日 土 10:00～12:00（釉掛け）

 陶芸展実行委員会
 500円

会　場： くにたち郷土文化館　研修室
持　物：エプロン、筆記用具
対　象：小学校 3 年生以上、中学生まで
申込み： 7月2日（火）9：30より電話にてくにたち郷土文化館まで 

【℡：042-576-0211】
注意事項： ①両日ともご参加ください。 

② こども陶芸教室で作られた作品は、9月1日（日）より開催の 
「第8回くにたち陶芸展」に展示します。

 ③ 作品の受け取りは、9月22日（日）14：00からです。

定員20名
（申込み先着順）

定員20名
（申込み先着順）

わらぞうり作りの準備作業である「わらすぐり」を公開！ 
その場で体験できます。お気軽にご参加ください。
7月19日（金）10：00 ～ 11：00　於 くにたち郷土文化館 1階ピロティ
申込み不要、直接会場へお越しください。

ミニ体験
わらすぐり

無　料

わら細工教室

わらぞうり作り
7月21日 日 13:30～16:00
むかしの人がはいていた「わらぞうり」は、どん
な知識や技で作られているのか体験してみよう！

 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
持　物：  1m×1m以上の布切れ（鼻緒等に巻きます）、はさみ、筆記用具
対　象：  小学生以上（小学4年生以下は保護者同伴）
※申込みは、6月18日（火）9：30より電話にてくにたち郷土文化館まで【℡：042-576-0211】

昨年の教室の様子

年中行事

七夕飾り
6月29日 土 ～ 7月8日 月  
星空に願いを込めて短冊を笹竹に飾りましょう。
6月14日（金）から短冊コーナーを設置します。
会　場：くにたち郷土文化館・国立市古民家
城山さとのいえにも短冊コーナーとミニ飾りを設置します。

予告  第8回くにたち陶芸展　9月1日（日）～21日（土）
◆展示期間中、電動ろくろ体験を開催。
　詳細は次号のオアシスにてお知らせいたします。

くにたち自然クラブ全7回 ハケや湧き水・矢川・多摩川・府中用水など、国立に残る自然を探して、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。

送付先：〒186-0011　国立市谷保6231　くにたち郷土文化館「自然クラブ」募集係
※ 専用申込用紙はくにたち郷土文化館で配布。くにたち郷土文化館・国立市動物調査会の

HPからもダウンロードできます。
共　催：NPO法人国立市動物調査会

 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します）

申込：専用申込用紙を添付し、往復はがきで　6月12日（水）〔消印有効〕 ★年間予定★※当日の天候によっては、内容を変更することがあります。
① 6月23日（日） 9：30～14：00 クワガタの観察と飼育 －幼虫を見つけよう－
② 7月 6日（土） 19：00～21：00 夜間観察 －夜の雑木林　集まる虫たち－
③ 7月27日（土） 10：00～12：00 夏の昆虫採集 －何種類とれるか挑戦－
④ 8月17日（土） 10：00～12：00 魚の調査と観察 －川で魚をとろう－
⑤ 9月22日（日） 10：00～12：00 多摩川のフィールド観察 －バッタをとろう－
⑥ 11月 9日（土） 10：00～12：00 城山で木の実を探そう －タネの不思議発見－
⑦ 12月 8日（日） 10：00～14：00 生き物の絵を描く　1年のまとめ

※①⑦はお弁当を持参してください。
※②は夜間のため、全員保護者同伴で参加してください。

2019年度（第21期）会員募集

定員15名
（申込み先着順）

定員25名
応募多数の
場合は抽選

無　料

参加費

参加費

無料

参加費


