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隔月5日発行

郷土文化館・古民家の事業

576-0211
無料

春季企画展

ー国立大学町開拓の景色ー

4月4日 土 〜 5月24日 日

休 館 日：4月9日
（木）、23日（木）、5月14日（木）
開館時間：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
国立の大学町鳥瞰図
（大正14・1925年頃）

国立大学町航空写真
（大正15・1926年）

国立駅前
（大正15・1926年）

国立開発時の立木の計測
（大正13・1924年頃）

国立駅南口にもどってきた「赤い三角屋根」の旧国立駅舎は、
4月4日にオープンします。この旧駅舎は、平成18（2006）年
の解体後に保管されていた部材を再利用したもので、大正15

（1926）年に開業した当時の姿へと復して再築がなされました。
国立駅が開業した大正15年4月1日。
この日は国立大学町の第1回分譲がス

タートした日でもあります。まちの
成立ともかかわっている旧国立駅舎

を、国立大学町が開発された当時の
資料から探ってみます。

無料

春季企画展関連イベント

「赤い三角屋根」
誕生ー国立大学町開拓の景色ー

関連講演会

春季企画展に関連し、旧国立駅舎や国立大学町開発に関するテーマの
講演会を開催します。

第1回「旧国立駅舎の復元とそのデザイン」

定員

60名

各

（申込
先着順
）

4月25日 土 13：30～15：30

ガイドツアー

旧国立駅舎と大学町開発のころ
旧国立駅舎を見学し、昔の地図や写真などで開発当時の様子を見ながら、
まちを散策します。
（少雨決行）

5月23日 土 9：30～12：00

集
合：国立駅（解散：くにたち郷土文化館）
参 加 費：無料

白井裕泰（ものつくり大学名誉教授）

申込方法：4/14（火）9：30～

定員

15

名
（申込
先着順
）

電話でくにたち郷土文化館まで（042-576-0211）

第2回「国立駅と学園都市開発」

5月16日 土 13：30～15：30

髙橋秀之
（日野市立新選組のふるさと歴史館学芸員）

会
場：くにたち郷土文化館 講堂
参 加 費：無料

申込方法：現在受付中、電話でくにたち郷土文化館
まで（042-576-0211）

国立分譲地案内
（大正15・1926年）
国立駅舎設計図
（大正15・1926年頃）

有料広告の
掲載募集中

クラシックバレエ

公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興
財団の広報紙オアシスやホームページに有料
広告を載せてみませんか！

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。発表会毎
年、コンクール・イベ
ントにも積極的に参加。
３歳から成人まで。

♦クラシックバレエとエナジーサロン♦
空き時間スタジオレンタル有

しお の けい こ

塩野啓子バレエスタジオ

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

「オアシス」の概要
配布区域 : 国立市全域
発行部数 : 約42,000部（市内全世帯及び希望事

業所へ配布）
発行回数 : 年間6回発行（4月、6月、8月、10月、

12月及び2月）
広告規格 : 基本広告サイズ

1枠 80ミリ×60ミリ(縦型)
広告サイズの変更は、基本広告サイ
ズを基に可能な限り拡大できます。

広告料等の問い合わせ先

財団総務課 TEL：042-574-1511

2

2020 OASIS No.177



郷土文化館・古民家の事業

576-0211

ご案内

くにたち郷土文化館

施設利用案内 ℡042-576-0211

https://kuzaidan.or.jp/province/

開館時間：午前9時～午後5時 （入館は午後4時30分まで）
休 館 日：毎月第2・第4木曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館、翌日も祝日の場合は開館）、12月29日～1月3日、別に国立市教育委員会が定める日

第一研修室

800円

900円

17:30～21:30 1,000円
全日

2,700円

9:00～12:00

13:00～16:30

800円

900円

17:30～21:30 1,000円
全日

郷土文化館施設予約方法

講堂

20人

陶芸や水彩画の制作など

2,700円

利用料金

利用料金

利用料金

9:00～12:00

13:00～16:30

第二研修室

20人

会議や勉強会など

115㎡

特別展示室

158㎡

常設展示室

資料・研究室

多目的ホール

講演会・会議・音楽の練習

郷土文化館の企画展を行な

「過去・現在・未来を結ぶ 多摩

多摩地域に関する図書を中

休憩スペース及び、ミュー

13:00～16:30 1,600円

展示室として貸し出しして

私たち」をテーマにした国立の

般参考図書を閲覧できます。

施設の利用申請受付を行

9:00～12:00 1,400円

17:30～21:30 1,800円
全日

4,800円

うほか、絵画や写真などの
います。
利用料金

研修室・講堂などの施設貸し出しについて

インターネット予約システムでの予約が必要です。なお、予約システム
の利用には、窓口にて事前に利用者登録が必要となります。

全日

7,200円

川が育んだハケと共に生きる

歴史や自然、民俗についての展

心に、事典や図鑑などの一

示を無料でご覧になれます。

武蔵野庭園

ジアムショップです。また
なっています。

歴史庭園

伝承庭園

当館の敷地内には３つの庭園があり、
それぞれ「武蔵野庭園」
「歴史庭園」
「伝承庭園」
と呼ばれていま

す。
各庭園は緑が豊かで、晴れた日にはお弁当を広げる人の姿も見られ、来館者の憩いの場となっ
ています。

【予約システムによる抽選申込】

①講堂・特別展示室は利用日の6か月前の1日～ 10日の午後10時まで
②研修室は利用日の2か月前の1日～ 10日の午後10時まで

上記を受付期間とし、11日の午前7時に抽選結果を予約システムで公表していま
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）

①講堂・特別展示室は、
利用日の6か月前の11日
（11日が休館日の場合は12日）
から
②研修室は利用日の2か月前の11日（11日が休館日の場合は12日）
から

（1）窓口では9時から （2）予約システムでは正午から

各種申込みができます。利用料の支払い期限は申込み後7日以内です。
予約手順など不明な点につきましては、職員がご案内しておりますので、
お気軽にお尋ねください。

国立市古民家

施設利用案内

国立市古民家は、江戸時代から使われていた農家を移築・復原したも
のです。もとは甲州街道沿いの青柳村
（現国立市青柳）に建てられた家
屋で、江戸時代後期に建築されたものとみられています。

くにたち郷土文化館の展覧会やイベント開催情報を、
月に1回程度、メールで配信しています。配信を希望される方は、
メールアドレスの登録をお願いいたします。登録は無料です。
（公財）
くにたち文化・スポーツ振興財団が管理運営する、くにたち市民
総合体育館、くにたち市民芸術小ホール、くにたち郷土文化館の3館で
共通のメール配信システムを使用しています。
メールマガジン登録画面にて、配信を希望する施設を選択してください。
詳細や配信登録は、公式HPをご確認ください。
https://kuzaidan.or.jp/province/newsletter/

詳細と登録はこちらから
くにたち郷土文化館公式HP QR

国立市古民家 施設利用案内
利用案内

開館時間：午前9時～午後5時（入館は16時30分まで） 入館無料
休 館 日：毎月第2・第4木曜日（祝日の場合は開館し、翌日休館、
翌日も祝日の場合は開館）
12月29日～ 1月3日、別に国立市教育委員会が定める日
※団体での見学は前もってご連絡下さい。
連 絡 先：くにたち郷土文化館（TEL：042-576-0211）

古民家は国立市指定有形民俗文化財です。使用にあたっては管理者の指示に従って下さい。古民家及び敷地内
は禁煙となっています。また、物品の販売や宣伝行為は禁止しています。ごみは出さずに持ち帰りましょう。

郷土文化館情報

くにたち郷土文化館では、展示ガイドアプリ「ポケット学芸員」が利用で
きるようになりました。
スマートフォンやタブレット端末にアプリをダウンロードすることで、テ
キスト（文字）と音声による解説を視聴することができます。
◦展示室内ではFree Wi-Fiをご利用いただけます。
◦無料で使えるガイド専用端末を貸し出しています。
※数に限りがございます。
詳細な利用方法は、公式HPをご確認ください。
https://kuzaidan.or.jp/province/pocketcurator/

くにたち郷土文化館公式HP QR

− 写真でたどるくにたち No.15 −

ホームページ及びツイッターで情報を
発信しています。
ホームページ

https://kuzaidan.or.jp/province/
Twitter（ツイッター）

くにたち郷土文化館
@knt_kyoudobunka
2020年3月撮影

やぼわんが
郷土文化館の情報を
つぶやくワン！
やぼわん

上の2点は、昭和2年頃の絵葉書に掲載された写真。左は、国
立駅舎の庇の下から、大学通り方面を撮影した1枚。庇のレー
ル柱の間にみえているケージは、当時円形公園にあった「水禽
舎」です。ここで水鳥たちが飼育されていました。右は、大学
通りから国立駅方向を撮影した1枚。左に箱根土地株式会社の

本社屋、右に国立マーケットの建物、正面には駅舎を収めてい
ます。国立駅の駅舎は、国立大学町で最初期に建てられた建物
のひとつですが、国立駅南口に再築されたことで、現在の私た
ちもその姿を目にすることができるようになりました。
※上の2点の絵葉書は、春季企画展で展示しています。
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こどもおすすめ事業

郷土文化館・古民家の事業
無料

季節の飾り付け

五月人形・こいのぼり飾り
端午の節句に関連し、昔ながらのこいのぼりと五月人形を展示します。

4月25日 土 〜 5月10日 日

作品募集

「第23回紙の工芸展」
出展作品募集！
紙を素材とした様々な作品を展示する「紙の工芸展」。

開館時間：9：00 ～ 17：00
会

576-0211

今年は、9月5日
（土）
～9月27日（日）に開催します。

（入館は16：30まで）

開催に伴い、出展作品を募集します。

場：くにたち郷土文化館・

作品規定：①素材が紙であること

国立市古民家

②作品サイズは2m×2m以内であること
（立体物も可、2m×2m×2m）

③1人2点まで

応募方法：4月6日
（月）
～7月31日（金）までに、

電話でくにたち郷土文化館まで（042-576-0211）

2019年度の会場の様子
（くにたち郷土文化館・国立市古民家）

2020年度
春季企画展

第22回紙の工芸展 展示風景

くにたち郷土文化館の企画展予定
秋季企画展

「滝乃川学園 ー写真資料を中心にー」（仮）

「
『赤い三角屋根』誕生 ー国立大学町開拓の景色ー」

4月4日 土 〜 5月24日 日

共催企画展「第23回

10月31日 土 〜 12月13日 日

紙の工芸展」

冬季企画展「むかしのくらし展」
2021年

9月5日 土 〜 9月27日 日

1月12日 火 〜 3月12日 金

講 師

市民総合体育館の事業
無 料

いきいき健康づくり

インターバル速歩
事前申込不要

有料 公園施設の
利用料金 改定のお知らせ

☆参加される方は、実施日に会場へおいでください。

現地集合＆解散 雨天中止

自由参加

4月3日 金 、5月1日 金、6月5日 金

金曜日

毎月第一

時 間 10：00～11：00
谷保第三公園
会 場
（国立市富士見台2-34）

4月1日から有料公園施設の利用料金が改定されました。なお、台風の被害によ

り使用できなかった河川敷公園内野球場とサッカー場等は、4月から利用できる

ようになりました。ご利用にあたっては総合体育館のホームページをご確認くだ
さい。

【新料金一覧】

☆野球場バックネット裏にご集合ください。
☆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。

場

所

時 間

市内料金

場

1 時間

650 円

975 円

場

1 時間

650 円

975 円

テ ニ ス コ ー ト

1 時間

600 円

900 円

テ ニ ス 夜 間 照 明

1 時間

700 円

1,050 円

野
サ

川上

義昌（インターバル速歩インストラクター）

573-4111

球
ッ

カ

ー

市外料金

Twitterを始めました
総合体育館ではTwitterを始めました。
様々な出来事やイベント情報などを
お知らせします。
フォローをお願いします。
@gymkunitachi

くにたち市民総合体育館のイベントや参加者募集情報を月に数回メールで配信するサービスを行って
います。費用は無料です。配信を希望される方は、メールアドレスの登録をお願いいたします。

◆登録フォームから
QRコードを読み込むと登録フォー
ムにアクセスできます。メールアド
レスと希望の施設を入力してご登録
ください。
パソコン等からはこちら▼
https://p.bmb.jp/bm/p/f/tf.php?id=kuzaidan&task=regist

◆空メールを送る
QRコードを読み込むとメールソ
フトが起動します。送信すると
仮登録のメールが届きますので、
本登録をしてください。
パソコン等からはこちら▼
kuzaidan@p.bmb.jp
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ご案内

市民総合体育館 施設利用案内
開館時間

9：00～22：00（22：00完全退館）

第一体育室

9：00 ～ 22：00

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
個人利用（3時間以内）

市内大人
（高校生以上） 300円 市外大人 350円
こども（市外を含む）・グリーンパス 150円

貸切利用（半面）
時間

TEL

042-573-4111

年末年始12月29日～1月3日

・貸切利用は事前に登録が必要です。
・貸切利用の空き状況は予約システムでご確認ください。
・市内在住の60歳以上の方にはグリーンパスを発行します。
・市内在住で障害者手帳をお持ちの方にはスマイルカードを
発行します。個人利用が無料になります。

第二体育室

第三体育室

休館日

毎月第2・4木曜日（祝日の場合は翌日）

9：00 ～ 22：00

卓球・武道・ダンス・体操等

市外料金

9:00～12:00

2,600 円

3,900 円

12:00～15:00

2,600 円

15:00～18:00

9：00 ～ 22：00

卓球・武道・ダンス・体操等

個人利用（3時間以内）

市内大人
（高校生以上） 300円 市外大人 350円
こども（市外を含む）・グリーンパス 150円

貸切利用（半面）
市内料金

https://kuzaidan.or.jp/gym/

個人利用（3時間以内）

市内大人
（高校生以上） 300円 市外大人 350円
こども（市外を含む）・グリーンパス 150円

貸切利用（全面）
市内料金

市外料金

9:00～12:00

1,700 円

2,500 円

1,650 円

12:00～15:00

1,700 円

2,500 円

1,100 円

1,650 円

15:00～18:00

1,700 円

2,500 円

18:00～21:00

1,350 円

2,000 円

18:00～21:00

2,200 円

3,300 円

21:00～22:00

450 円

650 円

21:00～22:00

700 円

1,000 円

時間

市内料金

市外料金

9:00～12:00

1,100 円

1,650 円

3,900 円

12:00～15:00

1,100 円

2,600 円

3,900 円

15:00～18:00

18:00～21:00

3,500 円

5,250 円

21:00～22:00

1,100 円

1,650 円

時間

個人利用（2時間以内）

市内大人（高校生以上）300円 市外大人 350円
※中学生以下はご利用できません。
※団体利用はできません。

リフレッシュ体操

室内プール

10：00 ～ 22：00

個人利用（２時間以内）

トレーニング室

9：30 ～ 21：45

市内大人
（高校生以上） 400円 市外大人 500円
こども（市外を含む）・グリーンパス 150円

10：30～
11：00

14：30～
15：00

16：30～
17：00

19：00～
19：30

月曜日

リズム体操

リズム体操

ストレッチ

ストレッチ

火曜日

リズム体操

ストレッチ
＋筋トレ

ストレッチ

リズム体操

水曜日

リズム体操

ストレッチ

ストレッチ

ストレッチ

木曜日

リズム体操

ストレッチ

ストレッチ

ストレッチ

金曜日

リズム体操

ストレッチ

ストレッチ

ストレッチ

土曜日

リズム体操

ストレッチ

ストレッチ

リズム体操

日曜日

リズム体操

ストレッチ

ストレッチ

ストレッチ

ベビールーム

9：00～17：00

無料で利用できます。

※ご利用の際には、体育館窓口へお申し出ください。
※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。

※市のイベント等により利用できない場合があります。
個人利用（2時間以内）

市内大人（高校生以上）300円 市外大人 350円
毎週水・金・土・日曜日に開設しています。

※月曜日の14:00 ～ 16:00は高齢者専用日です。

第一・第二会議室
貸切時間

※中学生以下はご利用できません。

9：00 ～ 22：00

※団体利用はできません。

【リフレッシュ体操】

半面 1時間 300円（市外 450円）

午前11時〜 11時30分：リズム体操

全面 1時間 600円（市外 900円）
※最大収容人数 約80名

午後2時30分〜 3時：ストレッチ体操

くにたち南市民プラザ
トレーニング室 10：00 ～ 20：00

午後4時30分〜 5時：ストレッチ体操

【高齢者専用日】（祝日の場合はお休みです）

毎週月曜日の午後2時〜 4時は高齢者専用日です。

総合体育館職員が高齢者の方にあった指導を行います。
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講 師

参加費

こどもおすすめ事業
参加費

こどもおすすめ事業

未就学児可

市民総合体育館の事業
参加費

こどもおすすめ事業

小学生バドミントン教室①

小学生かけっこ教室

5月2日 土 〜6月6日 土

5月18日 月 〜7月6日 月 毎週月曜日

締切：4月15日（水）必着

時 間 9:30 ～ 11:30

☆動きやすい服装、上履き
をお持ちください。
☆ラケット・シャトルは
お貸しします。

時 間 小学1～3年生 15:30～17:00

会 場 第一体育室
定 員 30名

対 象 在住、

在学の小学３年生～ 6年生

遠田 マチ子

2,000円（6回分）

参加費

親子で参加

親子体操教室①
締切：4月20日（月）必着

5月8日 金 〜7月3日 金

締切：4月22日（水）必着

小学4～6年生 17:00～18:30
会 場 谷保第三公園 野球場
（国立市富士見台2-34）

小学4～6年生 30名 合計60名
対 象 小学生
（市外含む）

☆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）
※雨天時は総合体育館で行います。体育室以外の場所で行いますので上履きは必要ありません。

小学生ラグビー体験会

無 料

6月21日 日・6月28日 日 2日間
☆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）※雨天時は第三
小学校体育館で行いま
す。

10,000円（8回分）

親子で参加

親子スイミング教室①

参加費

締切：4月20日（月）必着
毎週

こどもおすすめ事業

締切：6月8日（月）必着

定 員 小学1～3年生 30名

(株)フォルテ 代表 長澤 宗太郎

573-4111

時 間 10:00～11:30

（9:30から受付を開始します）
中庭
定 員 35名
対 象 市内在住、在学の
小学1年生～ 6年生
会 場 国立第三小学校

高坂 朗

参加費

いきいき健康づくり

やさしいヨガ①
締切：4月20日（月）必着

金曜日

※6月12日を除く

時 間 9:30 ～ 11:30
会 場 第一体育室、

第二体育室

定 員 30組

交互

5月11日 月 〜6月15日 月

60名
対 象 親と2歳～ 4歳
までのお子様

時 間 15:30 ～ 16:30

☆水着と水泳帽をお持ち
ください。

定 員 25組

塩野 啓子

5,000円（8回分）

いきいき健康づくり

大人の初心者水泳教室

参加費

締切：5月11日（月）必着

金 曜日

※プール入水は20:00からになります。

会 場 室内プール

いきいき健康づくり

太極拳24式・48式②

参加費

毎週

火曜日

対 象 中学生以上

5,000円（8回分）

参加費

骨盤調整＆エアロビクス②
締切：5月29日（金）必着

時 間 13:00 ～ 14:40
会 場 第三体育室
定 員 60名

山口 みな子

水曜日

定 員 50名

6月9日 火 〜7月28日 火
毎週

火曜日

第5回
わんぱく相撲くにたち場所
会 場 国立駅南口

時 間 14:45 ～ 16:25

☆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。

5,000円（8回分）

官製ハガキまたはホームページからお申込ください。

会 場 第三体育室
定 員 50名

山口 みな子

◆申込方法◆

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ください。
5,000円（8回分）

5月17日 日

参加費

5,000円（8回分）

◆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。

往復はがきではなくハガキでの申込方法

【締切日必着】

【各事業への参加の可否等は申込締切後、1週間を目途に連絡いたします】 ご希望の事業名、住所、氏名（ふりがな）、年齢（※）、

会 場 第二体育室

杉田 茂子

5,000円（8回分）

締切：5月18日（月）必着

各事業の締切日
【締切最終日16：00】
（最終日は16：00）

時 間 10:15～11:30

☆動きやすい服装、上履きを
お持ちください。

交互

定 員 各コース50名（合計100名）

初めての気功と健康太極拳②

4月3日
（金）9：00～

土 曜日

※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

いきいき健康づくり

ホームページでの申込方法

毎週

［Bコース］
10:40～11:40

津江 なつみ

応募者多数の場合は、抽選になります。

6月20日 土 〜8月8日 土

時 間 ［Aコース］

9:30～10:30

☆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

4,000円（6回分）

☆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。

定 員 20名

いきいき健康づくり

堀 政代

6月9日 火 〜 7月28日 火

時 間 19:45～21:30

保坂 智子

50名
対 象 親とおむつのとれた3歳～6歳

までのお子様

締切：5月18日（月）必着

5月29日 金 〜7月17日 金
毎週

毎週

会 場 室内プール

☆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。
☆お申込みの際は、各必要事項の他に、
必ず泳力（①泳げない②15ｍ泳げる
③25ｍ泳げる）をお書きください。

5月13日 水 〜7月1日 水

10:30 ～受付
11:00 ～開始

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。
事業受付ページ
に移動します
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

官製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。
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

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。※記載漏れが多くなっています。ご注意く
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。

【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

ロータリー前

（雨天時は第五小学校体育館で行います。
上履きを持ってきてください）

☆動きやすい服装でお越しください。
☆まわしを用意しています。

主催 公益財団法人 立川青年会議所
※総合体育館の事業ではありません。

第30回くにたちファミリーフェスティバルは
中止になりました
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出演者

曲目

チケット取扱い

オペラ

芸 芸術小ホール

料金

こどもおすすめ事業

白 白十字国立南口店

し （株）
しまだ文具

未就学児可

発売中

火星⇒地球2020初夏

芸 白

〜珠玉の名曲で綴る 星を越える歌声〜

全席自由 スタジオ

14:00（開場13:30）

敷居は低く質は高く、気軽にお楽しみ頂けるエンターテインメントとしてのクラシック公
演が今ここに。完全オリジナルストーリーに世界の名曲を乗せて送る「字幕付き演劇風ク
ラシックコンサート」を是非ご覧あれ！

発売中

ファミリー向け演劇
2020国際子どもと舞台芸術・未来フェスティバル参加作品

5月17日 日

全席自由 ホール

14:00（開場13:30）※上演時間35分

笑った目、泣いている目、ハートの目…ある日、怒った目を持ったゴミ箱モンスターが現
れ…!? 年齢を問わず楽しめる参加型ノンバーバル作品。たくさんのあそびと想像力で、
子どもの目線で物語を語っていきます。
ハン・ヘミン(Theatre H・韓国)

ロッシーニ／「セヴィリアの理髪店」より 何でもや

一般：1,000円

こども（3歳～中学生以下）：500円
※3歳未満無料

クルティス／忘れな草、 クロード・フランソワ／マイウェイ

芸

おめめの目～みつけたおめめは、どんな目？

中野亜維里(Sop.) 飯沼友規(Ten.) 浜田耕一(Bar.) 谷塚裕美(Pf.)
プッチーニ／「ラ・ボエーム」より ムゼッタのワルツ

574-1515

掲載事業は（ 公財 ）くにたち文化・スポーツ振興財団の主催または共
催事業です。当財団以外の共催・協力等がある場合に記載をしています。

C カンフェティ

スタジオコンサートvol.97

5月16日 土

市民芸術小ホールの事業

サルトーリ／君と旅立とう ほか
1,000円 P 未就学児入場不可
中野亜維里 Airi Nakano

飯沼友規 Tomoki Iinuma

浜田耕一 Kouichi Hamada

谷塚裕美 Yumi Yatsuka

公

演

延

期

新型コロナウイルス感染症の影響により、当公演は延期となりました。
実施日は現在未定です。
なにとぞご理解賜りたくお願いいたします。
©Wooseong Jeon

©Yuji Sato

無料

無料の催し物

ランチタイムコンサート

参加募集

ワークショップ

創作オペラのためのお試しワークショップ

5月20日 水

エントランスホール

12:10〜12:50

5月23日 土

ホール

13:00〜16:30（12:30受付開始）

「1台4手で巡る世界の音楽紀行(仮)」

お申し込み：4月10日（金）～5月8日（金） 先着順

ピアノDUO土屋・樋高：土屋駿也 樋高雄太

桐朋学園音楽学部を修了したばかりのフレッシュなピアノDUOがランチタイムコンサートに初登
場！ 1台のピアノが織りなす古今東西の名曲をお楽しみください。
※4月のランチタイムコンサートは新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とさせていただきます。
昨年度は20組以上のみなさまにご出演いただきました

2021年5月、芸術小ホールで世界初演となるオペラ「くにたち(仮)」
（作・多和田葉子、作曲・
平野一郎）。どんな作品をつくるの？どんな稽古をするの？などの疑問にお答えしながら、
クリエーション現場の雰囲気を味わって頂けます。出演してみたい方も、とりあえず稽古
の様子を見たい方も、どうぞお気軽にご参加ください。
川口智子（演出家）／平野一郎（作曲家）／北村成美（振付家）
500円

（当日お支払いください）
対象：小学生以上 20名
内容：声を出す、体を動かす、自分を忘れるなど
注意事項

室内楽

コーラス

小学生は保護者による送り迎えなど安全にご留意ください。広報物等に顔や名前が掲載されることをご了承
いただけない方は、お申込み時におっしゃってください。当日は飲み物を持って、動きやすい服装でお越し

2019-2020

ください。

ランチタイムコンサート
ピアノ

申込方法

毎月第 3 水曜

芸術小ホール窓口または電話、メールでお申込みください。名前、住所、年齢、連絡先電話番号、メールア
ドレスをお伺いします。
電話 042-574-1515
メール entry-hall@kuzaidan.or.jp（件名「おためしWS」）

昭和歌謡

参加費

春の市民一芸塾
音楽×健康

無料

美術

市民一芸塾作品展

大人の鍵盤ハーモニカ講座

5月11日・18日・25日
6月8日・15日

音楽練習室

4月24日 金 〜5月1日 金

ギャラリー

9:00〜17:00

全5回 毎週月曜（6/1はお休み） 9:30～11:00

どこか懐かしい音色が魅力の鍵盤ハーモニカ。鍵盤を押さえて息を送り込めば簡単に音が
出せ、楽譜が読めない人でも皆で一緒に演奏できます。呼吸、指を使い、音楽を楽しみな
がら、健康増進、脳の活性化も望める、大人に人気の楽器です。

2019年度に行われた講座で受講者の方が制作された作品を展示します。どなたでも無料
で鑑賞できます。時間内に直接お越しください。
初春の市民一芸塾；パステル画塾（講師：伊藤京）

日比野綾子
2,000円
教材費500円（譜面、資料等）
定員：20名
持ち物：筆記具・タオル・飲物
鍵盤ハーモニカ（貸出可能）

講師作品

楽器をお持ちでない方は必ずパイプを別
途購入ください(500円程度)楽器購入に
ついては初回にご相談いただけます。

講座のようす
講師 Web Site

お申し込み：4月7日（火）～27日（月）

芸術小ホール窓口で直接お申し込みください。お電話での予約はお受けできません。代理の方に
よるお申し込みは、本人を含め2名まで。受講費および教材費をお支払い後、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。
昨年の作品展のようす
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出演者
チケット取扱い

室内楽

曲目
芸 芸術小ホール

料金
白 白十字国立南口店

こどもおすすめ事業
し （株）
しまだ文具

未就学児可

加藤和也×山田岳

芸 白

～サクソフォンとギターで巡る旅～

6月13日 土

全席自由 スタジオ

14:00（開場13:30）

574-1515

掲載事業は（ 公財 ）くにたち文化・スポーツ振興財団の主催または共
催事業です。当財団以外の共催・協力等がある場合に記載をしています。

C カンフェティ

発売予定

スタジオコンサートvol.98

市民芸術小ホールの事業

発売中

落語
第43回 くにたちすたじお寄席

芸 白 し

6月14日 日

全席自由 スタジオ

14:30（開場14:00）

チケット発売：4月7日(火)

祝 立川かしめ 二つ目昇進

サクソフォン奏者の加藤和也が現代音楽を軸足に様々
なパフォーマンスの領域を横断するギタリスト山田岳
と共に、旅をテーマにした演奏会を開催。南米アルゼ
ンチンのタンゴ、アメリカのロックやフォークソング、
アフリカの民族音楽などに強く影響を受けた作品を取
りあげます。耳から見えてくる風景をお楽しみ下さい。

6月は立川かしめ昇進をお祝いする会です。そして、お待たせしました、志らべ師匠の出番！
ファン必見です。
立川志らべ 立川志奄 らく兵 立川かしめ
1,500円 P 未就学児入場不可
※オアシス 2.3 月号でご案内しました出演者に一部変更があります。
お詫びして訂正させていただきます。

加藤和也(Sax.) 山田岳(G.)
A.ピアソラ／「タンゴの歴史」より
売春宿、カフェ、ナイトクラブ

立川志奄

現代のコンサート
ヤコブT.V. ／ Garden of Love、Grab It
川上統／骨貝

加藤和也 Kazuya Kato

J.ボディ／アフリカン ストリングズ
R.ビーザー／マウンテン ソングズ
1,000円 P 未就学児入場不可

立川志らべ

らく兵

立川かしめ

山田岳 Gaku Yamada

無料

無料の催し物
第45回

参加者募集

無料の催し物
連続美術講演会

くにたち音楽祭

6月21日 日

全席自由 ホール

13:00（開場12:30）

西洋文化とオリンピックのルーツ
古代ギリシャの美術と文化

6月24日・7月1日・8日

スタジオ

全3回 毎週水曜 14:00～16:00（開場13:30）

市内約20団体が手を携え開催する音楽の祭典です。
日常的に音楽を楽しむ市民の皆さんが熱演します。

『美術史を勉強することの面白さは、人間の想像力の多様さを知
り、人間というものの幅広さを知ることにあります。それは現代
に生きる私たちにも、多くの示唆を与えてくれます。つまり、美
術の勉強は“総合人間学”ともいうべきであり、その奥の深さ
と面白さの一端をお伝えできたらといいな、と思っております。
』

(全21グループ・50音順)

ギターアンサンブル かなで		

国立あひるグループ

国立音楽大学付属幼稚園 おんぶん♪

国立学園小学校しらかば合唱団

国立カンタービレ 		

国立市立国立第二中学校合唱部

くにたち混声合唱団ときわ		

くにたち少年少女合唱団

くにたち女声合唱団		

くにたちマザーグース

グリーン・コーラス		

混声合唱コール・ブレヴィス

混声合唱団国立ときわ会		

なつめコーラス

フルートアンサンブル リベラ

マトリョーシカの会＆東京外国語大学ルムーク

ママの森幼稚園コーラス部 		

マリンバワールド

(講師・斎藤陽一)

斎
 藤陽一(美術ジャーナリスト、美術史学会会員)
無料

募集人数：各回75名(各回ごと受付)
共催：（公財）たましん地域文化財団 くにたちギャラリーネットワーク

お申し込み 5月18日(月) 9:00～電話または窓口にて、定員に達し次第締切
①エーゲ海文明の曙 ②アルカイック時代とオリンピック ③クラシック時代とヘレニズム時代

武蔵野リコーダーコンソート
ラ・コンフィチュール
リコーダーとギターによる子どもアンサンブル
講評：宮本哲朗
無料（当日お越しください）

主催：くにたち音楽祭実行委員会

整理券

無料の催し物
芸小シネマ

新型コロナウィルス感染拡大予防により

「狂言・野村万蔵ー技とこころ」
「神々のふるさと・出雲神楽」

6月26日 金 1回目 10:30／2回目 14:00

芸術小ホールよりお知らせ
スタジオコンサートvol.96「佐治拓見・権田晃朗デュオリサイタル～フルートとピアノが奏でる音と時代～」
は秋以降に延期とさせていただきました。

開場各30分前 全席自由

2作品で約1時間35分、DVD上映

スタジオ

その他の掲載情報も変更となる場合がありますので、随時公式ウェブサイト・Twitter等でお知らせ致します。
どうぞご理解いただけますようお願い申し上げます。

芸術小ホール窓口 芸 ☎ 042-574-1515

描かれる至芸をご堪能いただくとともに、文化映画そのものをぜひお楽しみください。
「6.27劇場・音楽堂の日」にちなんだ公共事業として無料で観覧いただけます
お申込み：当日上映時間1時間前から整理券配布(各回定員70名)
ー劇場・音楽堂の日とはー
2012年6月27日「劇場・音楽堂等の活性化に関する法律」が公布されました。この法律が制定

チケット
取り扱い

（株）しまだ文具店 し ☎ 042-576-4445
白十字国立南口店 白 ☎ 042-572-0416
C ☎ 0120-240-540

www.confetti-web.com

された意義や効果を広く普及するため、6月27日前後に劇場・音楽堂等をはじめ関係団体によ

https：//peatix.com

り、人々が劇場に親しみ舞台芸術の魅力に触れることができる催し物を提供しています。
映像提供協力：公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団

●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前日までの
ご購入で可能です。

● 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いができます。手数料別途220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。

●Peatixはインターネットで予約ができる手数料無料のサービスです。お支払いは当日となります。

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！

チケット情報等Twitterにて随時配信中
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ご案内

芸術小ホール 施設利用案内

くにたち市民芸術小ホールでは市内・市外を問わずどなたでも利用いただくことができます。
市外枠ご利用者の利用料金を新設しました。ご予約方法は下記の通りです。

●施設利用料＜市外枠利用者向け＞を新設しました。

「市外枠ご利用者」ご利用いただく個人または団体の構成員全員が、国立市内在住・在勤・在学ではない場合。

「市内枠ご利用者」ご利用いただく個人または団体の構成員いずれか１名以上が国立市在住・在勤・在学である場合。施設利用料は変更ありません。

ホール

スタジオ

音楽練習室

コンサート・演劇・ダ

小規模のコンサート・

合唱・オペラやダン

336 席／ 270 席

70 席

ンス・古典芸能など
平日 市内（市外）

土日祝日 市内（市外）

9:00～12:00

11,200（13,400）

13,300（15,900）

13:00～16:30

19,600（23,500）

17:30～22:00
全日

50 人

発表会
平日 市内（市外）

土日祝日 市内（市外）

9:00～12:00

2,300（2,700）

2,800（3,300）

23,400（28,000）

13:00～16:30

4,000（4,800）

25,200（30,200）

30,100（36,100）

17:30～22:00

50,700（60,800）

60,300（72,300）

全日

スの練習
平日 市内（市外）

土日祝日 市内（市外）

9:00～12:00

2,000（2,400）

2,400（2,800）

4,800（5,700）

13:00～16:30

3,600（4,300）

4,200（5,000）

5,200（6,200）

6,200（7,400）

17:30～22:00

4,600（5,500）

5,500（6,600）

10,400（12,400）

12,500（15,000）

全日

9,300(11,100)

11,000（13,200）

●舞台面のみの練習利用

ホールについて、予約の入らなかった空き日を減額で
提供する割引制度があります。

アトリエ

ギャラリー

美術・工芸の制作

美術作品・書などの

20 人

◦舞台面のみ作業灯の明かりのみで練習する場合。
◦14 日前から 2 日前まで申し込み受付。

153㎡
展示

◦空き状況と予約の方法については直接窓口までお問
い合わせください。

平日 市内（市外）

土日祝日 市内（市外）

5,600(6,700)

6,600(7,900)

13:00～16:30

9,800(11,700)

17:30～22:00
全日

9:00～12:00

平日 市内（市外）

土日祝日 市内（市外）

9:00～12:00

1,400（1,600）

1,700（2,000）

11,700(14,000)

13:00～16:30

2,500（3,000）

3,000（3,600）

12,600(15,100)

15,000(18,000)

17:30～22:00

3,200（3,800）

3,800（4,500）

25,300(30,400)

30,100(36,100)

全日

6,500（7,800）

7,700（9,200）

開館時間

9:00～22:00（22:00退館）
チケット販売・利用料のお支払い

9:00～20:00
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

TEL:042-574-1515
2020年度 今後の主な催し物予定
2020年
7/20・21

こども寄席その10

7/26

放課後ダイバーシティダンス 発表公演

8/14〜19

Xenakis et le Japon

8/22

123&◎シアター

9/6

第44回すたじお寄席

9/27

第27回吹奏楽フェスティバル

未定

鼓童交流公演2020

10月

10/10

スタジオコンサートvol.99 タンゴライブ

11月

11/21
〜12/6

くにたちビエンナーレ2015
受賞作家 長野真紀子個展

12月

12/6

ホール寄席

1/10

くにたち市民オーケストラ
ニューイヤーコンサート

1/21

フレッシュ名曲コンサート

1/30

スタジオコンサートvol.100
タップダンス＆ジャズサウンド

2/6

123&◎シアター

2/9〜11

公共ホールクラシック音楽活性化事業
アウトリーチ＆公演

2/21

わくわくこどもフェスタ

3/7

第45回すたじお寄席

3/13〜27

くにたちビエンナーレ2015
受賞作家 中島真理子個展

7月
8月

9月

2021年
1月

2月

3月

…このほか「くにたちデビューコンサート」などを実施予定です。

予約の方法

平日 市内（市外） 土日祝日 市内（市外）

12,000（14,400）

全日

◎エントランスのスペースは催しの待ち合わせや、憩
いの場として自由にご利用いただけます（ホール利用
がある場合を除き）。市所蔵の美術品などが展示されて
おり、飲食もできます。
★インターネットで仮予約申込ができます★
利用者登録をすると、ご自身のパソコンや携帯電話から

【一斉受付（抽選会）】

利用を希望する月の7か月前の28日に芸術小ホールで「一
斉受付（抽選会）」（9:00受付／ 9:30抽選）を行います。
28日が土日祝日、休館日の場合は直前の平日に行います。
当選後申込手続きを行ってください。

インターネットを利用して、仮予約申し込みや予約内容
の確認・仮予約の取消ができます。
登録方法
①公式ウェブサイトの「施設予約・空き状況」をクリック
すると「くにたち市民芸術小ホール予約システム」に
つながります。

【先着受付】

利用を希望する月の6か月前の1日9:00から、インター
ネットの「くにたち市民芸術小ホール予約システム（★
右記参照）」で空き状況を公表します。インターネット・
電話・窓口で9:00から先着順に仮予約申込ができます。
仮予約を行った翌日から7日以内に申込者本人が芸術小ホ
ール窓口で申込手続きを行ってください。受付時間と休
館日にご注意ください。仮予約は7日間を過ぎると自動的
に取り消されます。

②右上にある、「利用登録」ボタンをクリックします。
③「施設予約システム利用規約」をお読みいただき、「同
意する」ボタンをクリックします。
④「利用登録申し込み」に必要事項を入力します。
⑤④で入力したメールアドレスに確認メールが届きます。
記載のURLをクリックして注意事項をご確認いただき受
付は完了です。
⑥数 日後、利用者IDと仮パスワードをメールでお知らせ
します。仮パスワードでシステムに入り、ご自身で本
パスワードを設定して、登録は完了です。

《申込受付期限》

予約システム

窓口

ホール
ギャラリー

14 日前

7 日前

スタジオ・アトリエ
音楽練習室

9 日前

2 日前

※い ずれの場合も施設利用料を指定の期限までにお支払
いいただき確定となります。

芸術小ホール情報
公式ウェブ
サイト

《注意事項》

official website

https://kuzaidan.or.jp/hall

芸術小ホールの基本情報
アクセス・施設情報など

◦全てのお支払いは現金のみとなります。
◦ピアノ等付属備品のご利用について
ホール：事前に行う舞台打合せ時にご相談ください。

ツイッター

ホール以外：利 用日当日の利用前に窓口までお申し出く

チケット情報など発信中 !!
フォローお願いします

ださい。
◦和 太鼓などの大きな音が出る楽器を使用の場合は窓口
までお申し出ください。
◦予 約後、利用日・利用区分を変更したい場合、変更回
数は1回までといたします。
施設や備品の利用料、利用の取消や日時の変更方法など詳細に
ついては、芸術小ホール公式ウェブサイト（右記参照）をご覧い
ただくか、窓口にお問い合わせください。

twitter

@hall_kunitachi

メール
配信

mail magazine

kuzaidan@p.bmb.jp
月に２回～配信中 !!
簡単に登録できます

登録フォーム 空メール

