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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

広告料等の問い合わせ先　
財団総務課 TEL：042-574-1511

有料広告の
　　掲載募集中

配布区域　: 国立市全域
発行部数　:   約43,000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。

　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！

「オアシス」の概要

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12月から2021年6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、2020年10月23日（金）までに各館へ
提出願います。� 総務課�042-574-1511

秋季企画展関連講演会

秋季企画展
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10月31日 土 〜12月13日 日

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

1.   谷保村時代の滝乃川学園（昭和7年頃）

2.   鶏舎作業の様子（昭和初期）

3.   運動会の様子（昭和7年）

4.   滝乃川学園本館（昭和初期）

※  いずれも滝乃川学園所蔵資料

1.   滝乃川学園創設者・石井亮一（明治期）
2.   石井亮一の妻・筆子（明治期）

3.   飛鳥山の渋沢邸にて（昭和2年）
※  いずれも滝乃川学園所蔵資料

※休館日：11月12日（木）、11月26日（木）、12月10日（木）
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　令和3（2021）年に創立130周年を迎える滝乃川学園は、明治24
（1891）年に創設された日本で最初の知的しょうがいしゃのための福祉
施設です。昭和3（1928）年には、巣鴨から国立市の前身である谷保村に
移転し、創設者の石井亮一と妻・筆子により新たな学園作りが行われま
した。そして現在も、2人の想いを継ぐ人々により歩みを続けています。
　本展では、滝乃川学園に大切に保管されてきた資料の中から、学園の
歩みや日常の風景を記録した写真を中心に紹介します。火災や財政難な
ど度重なる困難を乗り越え、活動を続けてきた滝乃川学園の軌跡をご覧
下さい。

①  「石井亮一・筆子と滝乃川学園」 
11 月8 日 日 13：30〜15：30 

  米川 覚（滝乃川学園石井亮一・筆子記念館館長）

②  「滝乃川学園理事長渋沢栄一と社会福祉事業」 
11 月21 日 土 13：30〜15：30 

  清水 裕介（渋沢史料館学芸員）

申込み：10月13日（火）9：30より電話にて、くにたち郷土文化館まで。
会   場：くにたち郷土文化館　講堂　　   　   ☎ 042-576-0211
定   員：各30名（申込先着順）

1 2 3

マスクの着用等ウイルス感染予防対策にご協力ください。

無料

無料



   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

   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
天体観測古文書に親しむ

室内楽 スタジオコンサートvol.100

室内楽 スタジオコンサートvol.96

室内楽 スタジオコンサートvol.98
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1月30日 土   14:00（開場:13:30）
チケット発売：11月11日（水）
本場NYから帰国したタップダンサー丹精、フラメンコを中心に舞台や著名アーティストのツアー参加などで活
躍中のパーカッション橋本容昌、CMからドラマまで数々のレコーディングやライブをこなすガットギター大里
健伍、著名アイドルから大物演歌歌手のサポートもつとめるジャズギター稲岡吾郎によるユニット。百戦錬磨の
4人が織りなす唯一無二のオリジナルジャズサウンドをお楽しみください!!
���橋本容昌（Percussions）　丹精（Tap�Dance）　大里健伍（G.Gt）　稲岡吾郎（E.Gt）
���Duke�Ellington ／ It�don't�mean�a�thing�
Chick�Corea ／ Spain�
大里健吾／Viajero　ほか
���1,000円P　未就学児入場不可

11月28日 土   14:00（開場:13:30）
バッハに始まり、近代フランスの名曲、そして今回が世界初演となる新曲まで、様々な時代のバラエティ豊かな
曲たちをフルートとピアノのデュオでお楽しみください。
���佐治拓見(Fl.)　�権田晃朗(Pf.)　
���J.S.バッハ／フルートソナタ　ホ短調�
G.U.フォーレ／ファンタジー　�
C.ケクラン／フルートソナタ�
M.ポート／伝説�
小林翔／委嘱新曲　ほか
���1,000円P　未就学児入場不可

11月14日 土   14:00（開場:13:30）
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。
���加藤和也（Sax.）　山田岳（Gt.）
���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、現代のコンサート�
ヤコブT.V. ／ Garden�of�Love、Grab�It�
川上統／骨貝　　�
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

東京鮮烈sess!on Live in くにたち
〜現代タップダンス＆オリジナルジャズサウンドのひととき〜

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〜

加藤和也×山田岳
〜サクソフォンとギターで巡る旅〜

 

全席自由 スタジオ

全席自由 スタジオ

全席自由 スタジオ

Kazuya KATO

Takumi SAJI

Gaku YAMADA

Teruaki GONDA

冬の星空ウォッチング 
第1回　火星と月

古文書でみる府中用水 Vol.4

多摩川の洪水と用水の普請
12月22日 火 17：00〜18：30
申込み：11月24日（火）9：30より電話にて、くにたち郷土文化館まで。	 			☎	042-576-0211
望遠鏡をのぞいて、冬の澄んだ夜空や星の光を見てみましょう。

11月1日 日 14：00〜16：00
申込み：10月9日（金）9：30より電話にて、くにたち郷土文化館まで。	 			☎	042-576-0211
府中用水に関する一連の文書から、多摩川の洪水と用水�
の普請に関する文書を見ていきます。
�小坂 克信（立川市文化財保護審議会委員）
 300円

会　場：くにたち郷土文化館　講堂　
定　員：14名（申込先着順）　　持　物：筆記用具

  伊東 昌市（元国立天文台）
会　場：くにたち郷土文化館　研修室および武蔵野庭園
定　員：12名（申込先着順）
持　物：手袋、防寒着、双眼鏡（必要な方のみ）

マスクの着用等ウイルス感染予防対策にご協力ください。 マスクの着用等ウイルス感染予防対策にご協力ください。
「乍恐以書付奉願上候」（嘉永4年）

※��10月26日（月）より、当館HPで教材の資料写真を掲載します。�
予習にご活用ください。

※星が見えない場合は、館内で宇宙のお話をします。
※小学生以下の方は、保護者と一緒にご参加下さい。

旭通りを、駅前広場側（現在の東1丁目7番地
辺）から南東方向へ撮影した1枚。通りの左側
には、街路灯取付工事の様子が写し撮られて
います。この街路灯は、昭和34年7月から旭
通り（東2丁目交差点辺まで）に新設された、ネ
オンタイプのもの。前年12月に富士見通りに
完成していた街路灯と同様のタイプで設置さ
れました。その後、旭通りの道路舗装完成に
伴い、昭和41（1966）年5月に新規の水銀灯に
切り替えられるまで通りを照らしていました。昭和34（1959）年6月頃 昭和34年12月頃

右写真提供：宿谷久孝氏− 写真でたどるくにたち No.17 −イベント中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症防止対策のため、今年度の
「干支の折り紙教室」・「しめ縄飾り作り」は開催中止
になりました。
その他、展示やイベントの最新情報・ご来館時のお願
いについては、当館ホームページにてお知らせしてい
ますので、ぜひチェックしてください。

ご来館の皆様へ当館ホームページ

Kengo OSATO / Tansei / Yousuke HASHIMOTO / Goro INAOKA

昨年の様子

芸

芸

芸

発売中

発売中

発売予定

参加費 無料



   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
チケット取扱い　 芸 芸術小ホール　 白 白十字国立南口店　 し（株）しまだ文具　 C カンフェティ 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。

体験プログラム

音楽 芸小ステージクリエーションシリーズⅡ

室内楽 フレッシュ名曲コンサート

落語 　

演劇 　無料の催し 　子ども向けダンス 　

管弦楽 　
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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奏でることができます
実 施 日：	�①11月16日（月）・17日（火）��ヤマハ（CFⅢ）�

②12月7日（月）・8日（火）��スタインウェイ（D274）
時　　間：		13：00〜20：00までの�

１時間（正味55分）単位でご選択ください。
※��上記4日間で一個人あるいは一団体に付き、最大1時間のみのご利
用となります。
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：10月20日（火）10:00 〜
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椅子２・荷物置き用長机１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、片付けをお願いします。申し込み後キャンセル
は必ずご連絡を
お願いします。

 《お知らせ》
2021年4月以降ご利用の施設利用料金については、現在実施

している５０％減額措置を取りやめ正規料金へと戻します。

ご了承ください。

ホール

募集

１２３シアター　11：00（開場10：45）
◎シアター　15：00（開場14：45）
チケット発売：10月13日（火）

青年アラジンがまほう使いにそそのかされ探しだした古いラ
ンプ。こすると大魔神があらわれ、のぞみをかなえてくれる
と言うのですが・・・。さて、どんなことが起きるのかはお
楽しみです！　ゆったり座席で安心して鑑賞できます。
台本・演出：倉迫康史（たちかわ創造舎チーフ・ディレクター）
���Theatre�Ort（シアターオルト）
���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

公演内容は2公演とも同じです。上演時間は約30分です。

申込受付：10月7日（水）～15日（木）メールにて
ダンスときいて、どんなことを思いうかべますか？　ヒップ
ホップやバレエ、高く飛んだり、くるくる回ったり。でもオン
ラインだと、こんなことやあんなことがダンスになっちゃう！
おどろきと楽しさにあふれた、ひとりだけど画面を通してみん
なでおどるダンスです。オンラインはちょっと苦手かなと感じ
るお子さんには、きちんと感染防止につとめた上での対面クラ
スも芸小で開催します。
���砂連尾理（ダンサー、振付家）�
木村玲奈（ダンサー、振付家）
���無料

対象：��小学生(オンライン会議アプ
リZoomで参加可能な方)

応募方法：メールで名前（参加者と保護者）・学年・住所（〇〇市まで）・
保護者の連絡先電話番号・オンライン／対面どちらを希望するか、そ
の他事前に伝えておきたいことを教えてください。
※Zoomの使い方は後日説明します。

11月29日 日

くにたち芸小123＆◎シアター
「アラジンと魔法のランプ」 芸

全席指定 ホール

【ご参加方法】
・��ご入場・観覧いただける人数は、椅子席 37名です。当日 11:30 から、芸
小入口で整理券を配布します。感染症感染が起こった場合に備えお名前と
連絡先電話番号をご記載のうえ入場時に提出してください。

・館内でのお食事はご遠慮ください。
・お客様同士の会話はできる限りお控えください。
・乳幼児は保護者のひざ上かベビーカーで鑑賞ください。
・小さいお子さんのマスク着用については、保護者ご判断でお願いします。

「秋の光の中で奏でる三重奏」
���LUCE（ルーチェ）�
：天野晶子（Pf.）　山田智美（Vn.）　中島京子（Va.）
���モーツァルト／アイネ・クライネ・ナハトムジーク�
クライスラー／愛の喜び　��中島みゆき／糸

10月21日 水  
12：10〜12：50

10月16日 金・11月27日 金 
16:00 〜オンライン 17:15 〜対面

「重田基喜（しげたもとき）の名曲弾き語りコンサート」
���重田基喜（Guitar）
���荒井由実／やさしさに包まれたなら�
JOHN�LENNON／Imagine　��永六輔／上を向いて歩こう　ほか

11月18日 水  
12：10〜12：50

エントランスホール

ランチタイムコンサートだれもおどったことがない
ダンスをおどろう

受付はこちら⇒ entry-hall@kuzaidan.or.jp

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  

 C ☎ 0120-240-540
www.confetti-web.com

 https：//peatix.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！

チケット取り扱い

チケット情報等Twitterにて随時配信中

企画制作：たちかわ創造舎

立川かしめ

立川談四楼 三遊亭遊雀

立川志らら
©山田雅子

立川こしら

チケット発売：11月10日（火）
ことばのない、音／振動と映像／光の物語。劇場空間を楽しむ
「おひるね」時間もあります。敷物等をお持ちください。
※音楽会の一部を短編映像作品として後日配信予定です。ご了
承ください。
演出：川口智子　映像：北川未来
�新野将之（パーカッショニスト）
���おとな1,000円P　こども（4歳〜中学生）500円�
※3歳以下無料

【お願い】��小さいお子さんのマスク着用については、保護者がご判断ください。

チケット発売：10月6日（火）
各方面で素晴らしい才能を発揮している4名の若き精鋭の演奏
をお聴きください。輝ける新時代の幕開けにふさわしいコン
サートです。
���秋山紗穂（Pf.）　関朋岳（Vn.）　田原綾子（Va.）　佐藤晴真（Vc.）
���モーツァルト／ピアノ四重奏曲第2番�変ホ長調�K.493�
ブラームス／ F.A.E.ソナタ�より�スケルツォ�ハ短調�WoO.2�
フンメル／幻想曲�ト短調�Op.94�
シューマン／アダージョとアレグロ�変イ長調�Op.70�
シューマン／ピアノ四重奏曲�変ホ長調�Op.47
���一般：2,000円P　学生:1,000円P�
未就学児入場不可　団体割引あり

主催：公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）
後援：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会（ピティナ）

チケット発売：12月1日（火）
���くにたち市民オーケストラ�
指揮：宮野谷義傑　（みやのやよしひで）
���ワルツ「芸術家の生涯」　「美しき青きドナウ」　ほか
���1,000円P未就学児入場不可

公演時間は１時間を予定
終演予定時刻は15時です。

芸小名物『すたじお寄席』のレギュラーメンバー立川かしめの
二ツ目昇進を記念して、大御所たちがお祝いの落語会を開催。
立川かしめの成長と大御所真打たちの落語に期待してください。
���立川談四楼　三遊亭遊雀　立川志らら　立川こしら　立川かしめ
���一般3,000円P　高校生以下1,000円P�
未就学児入場不可　団体割引あり

12月6日 日
11:00/14:00（開場5分前　上演約25分間）

1月24日 日
15：00（開場14：30）

1月17日 日
14：00（開場13：30）

12月13日 日
14：00（開場13：30）

小さな劇場「太陽のタネ」
音楽会+おひるね+お家シアター

ピアノ四重奏で彩る世界
〜秋山紗穂　同世代の名手たちを迎えて〜

くにたち市民オーケストラ
2021年 ニューイヤーコンサート

くにたち芸小 ホール寄席
「立川かしめ二ツ目昇進記念公演」

芸

芸  白  し  C

芸  白  し

全席自由 ホール

全席指定 ホール

全席指定 ホール全席指定 ホール

Tomoco KAWAGUCHI

©Shigeto Imura
Saho AKIYAMA Tomotaka SEKI Ayako TAHARA Haruma SATO

©Hisashi Morifuji

Masayuki NINO

©Shigeto Imura
©FUKAYA_Yoshinobu

/auraY2

協賛：銀星交通有限会社

音楽練習室

芸  白  し  C

発売中

無料 発売予定参加者募集

発売予定

発売予定

発売予定



   講    師　　    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   573-4111

情報通信政策研究所

国
立
駅

西国分寺駅

武
蔵
野
線

中央本線

桐朋学園東

14

国立市役所

万葉植物園

黒鐘公園

武蔵国分寺公園

武蔵国分寺跡

国分寺

国立局 栄町局

北山局

東局

泉局

本町局

旭
通
局

府中刑務所

根岸病院

神経病院

府中療育センター

国立さくら病院

多摩総合医療センター

国立学園小

四小

国立三小

国立五小

武蔵台小

府中七小

府中九小

四中

国立一中

府中七中

府中高
国立高

桐朋高
五商高

NHK学園

武蔵台学園

一橋大

泉町1

中2

内藤2

東2

武蔵台2

西元町3

南町3

北山町3

西原町2
富士見台2

栄町2

西元町1

東3
東元町4

栄町3

晴見町3

武蔵台1

北山町1

日吉町2

東4

東1

中3

中1

東元町3

泉町2

武蔵台3内藤1

北1

富士見台1

西恋ヶ窪1

北山町2

泉町3

日吉町1

北山町4

西元町2

いきいき健康づくり いきいき健康づくり いきいき健康づくり いきいき健康づくり

締切：11月9日（月）必着事前申込不要 締切：11月24日（火）必着 締切：11月24日（火）必着

4 2020 OASIS No.180

11月6日金 、12月4日金 
毎月第一金曜日 

12月3日木 〜2月18日木 
隔週木曜日 

1月13日水 〜3月3日水 
毎週水曜日 

1月23日土 〜3月13日土 
毎週土曜日 

☆��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。

☆��野球場バックネット裏にご集合ください。

☆��動きやすい服装と上履き
をお持ちください。

☆��水着と水泳帽をお持ちく
ださい。

☆��動きやすい服装と上履き
をお持ちください。

※��12月3日、12月17日、�
1月7日、1月21日、�
2月4日、2月18日に開催

インターバル速歩 楽しいフラダンス③ 水中リズムウォーキング④ 骨盤調整＆エアロビクス④

 川上 義昌（インターバル速歩インストラクター）  吉田 和美  5,000円（6回分）  成田 佳代子  5,000円（8回分）  杉田 茂子  5,000円（8回分）

時　間  10：00〜11：00
会　場  谷保第三公園

（国立市富士見台2-34）

時　間  10：00〜11：30
会　場  第三体育室
定　員  15名

時　間  13：30〜14：30
会　場  室内プール
定　員  30名

時　間  10：15〜11：30
会　場  第二体育室
定　員  25名

◆申込方法◆ ◆申込資格◆
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。

【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（※）、
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。

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。 

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 

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

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

ホームページでの申込方法
10月5日（月）9：00〜�
各事業の締切日
（最終日は16：00）

【締切最終日16：00】
往復はがきではなく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

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。

10月1９日（月）

～

10月22日（木）

プール
休室期間

募集人員　  先着450人（定員に満たない場合に限り8：30からスタート会
場で当日受付を行います）

集合場所　谷保第三公園野球場（国立市富士見台2-34）
受付時間　8：30 ～ 9：30（出発式は行いません）
　 　 　　※  今年は団体歩行を行いません。上記の時間内に受付をして

いただき、随時、出発していただきます。
参 加 費　事前申込　大人500円・中学生以下200円
　 　 　　当日申込　大人700円・中学生以下300円
連 絡 先　くにたち市民総合体育館　　TEL　042-573-4111
　 　 　　※電話でのお申し込みはできません。
※参加者はマスクを着用してください。

主催　国立市体育協会
　　　（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

企画　第30回くにたちウォーキング実行委員会
協賛　㈱ヤクルト本社中央研究所　FSX㈱　（公社）国立市シルバー人材センター　カリフォルニア・レーズン協会
後援　国立市教育委員会

「湧水と歴史の
まちを訪ねて」

Aコース（8.6㎞）　 Sコース（11.3㎞）

2020年11月23日（月・祝）　 8：30〜13：30　雨天決行

第３０回 くにたちウォーキング

雨天中止現地集合＆解散 自由参加

無料開放期間� 2020年12月29日（火）〜2021年1月3日（日）
� ※流域下水道処理場広場は除きます。
利用条件� ��市内在住、在勤、在学の方に、抽選で1人1面、2時間に限

り無料で開放します。※小学生以下は受付できません。
受付日時� 11月28日（土）
� ��○テニス� � 8:30〜 9:00（時間厳守）
� ○野球・サッカー� 11:00〜
受付会場� ○テニス� 谷保コート� くにたち市民総合体育館ロビー
� � 矢川コート� 国立市役所ロビー
� ○野球・サッカー� くにたち市民総合体育館受付
問合せ� くにたち市民総合体育館　TEL��042-573-4111
� ※黒のボールペンをご持参ください。
� ※��無料開放期間中（12/29〜1/3）は、一切のお問い合わ

せに対応できません。
抽選方法� ��8:30から来館順に抽選札を引いていただき、１番の札を引

いた方から希望する日時・会場を予約していただきます。
昨年までの予備抽選は行いません。

年末年始無料開放
（野球場・サッカー場・テニスコート）

測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R2JHs 66-GISMAP43921号

★ゴール後に大抽選会があります。
★出発時にレーズンとマスクを、ゴール時にヤクルト飲料・あんぱん・おしぼりを配布します。
※けんちん汁と蒸かし芋の配布、飲料等の販売は中止します。

お楽しみプログラム

谷保第三公園

参加費 参加費 参加費無　料


