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クラシックバレエ教室
ＥＣＣジュニア英会話教室
レンタルスタジオ
幼児体操教室
エナジーサロン

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。 小さなバレリーナ

塩野啓子バレエスタジオ

オアシス
～地域にある　　　　　　　　　　  　  　　　時間・空間～楽しく 健康で 豊かな

隔月5日発行

発行：公益財団法人くにたち文化・スポーツ振興財団
〒186-0003　国立市富士見台 2-48-1
https://kuzaidan.or.jp/

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184号
2021

月号

令和3年

6・7
   出演者　　    曲目　　    料金　　    こどもおすすめ事業　　    未就学児可 くにたち市民芸術小ホール   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。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　 舎旧国立駅舎まち案内所　 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。

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2022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、2021年6月22日（火）まで
に各館へ提出願います。
� 総務課�042-574-1511

にじゅうまる
シアター よみしばい

室内楽 フレッシュ名曲コンサート（室内楽）� 発売中
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劇場でおしばいをみると、何かと出会えたり、いろんな人といっ
しょに過ごせたり、人と人、人と物語が◎の円のように広がっ
ていく体験ができます。いつもの生活からちょっと離れて、新
鮮な風があなたの中を通り過ぎるひとときを過ごしてみません
か。今回は宮沢賢治の風が「どうー」と吹きます。
台本・演出：倉迫康史（たちかわ創造舎ディレクター /Theatre�Ort）
���村上哲也　平佐喜子　小林至（以上Theatre�Ort）
���おとな1,000円　こども（3歳から中学生）500円�
3歳未満無料

企画制作：たちかわ創造舎 (NPO法人アートネットワーク・ジャパン )

昨年度に続きアーバンサクソフォンカルテットが『おんかつ』
で国立市でアクティビティ＆コンサート！��クラシック初体験
でも楽しめるコンサートにみんなで行こう！
���Urban�Saxophone�Quartet：�
千葉一喜（Soprano�Sax.）　小林浩子（Alto�Sax.）�
中村優香（Tenor�Sax.）　中村賢太郎（Baritone�Sax.）
���A.ピアソラ/エスクロア（鮫）�
Ｇ.ピエルネ/民謡風ロンドの主題による序奏と変奏�
高橋宏樹/ラテン・メドレー
���一般1,500円P　中学生以下500円

後援：国立市教育委員会　　助成：（一財）地域創造　
制作協力：（一社）日本クラシック音楽事業協会

おもしろい小噺をおぼえて、みんなの前で発表しよう！��こど
も落語家をめざしてがんばろう。認定証がもらえるよ！��
お申込み：6/14（月）～ 6/30（水）　先着順
電話受付は6/14（月）午前10時～
���立川らく次　立川かしめ
���800円　テキスト代を含みます（付き添い500円）

対象：小学生　保護者の方の付き添いをお願いします
定員：15名

6月26日 土
14：00〜14:30

7月3日 土
11：00（開場10：30）/16：30（開場16：00）

7月27日 火
13：00（集合12：30）
15：00〜16：00寄席（発表の時間）

全席指定 ホール 全席自由 ホール スタジオ

▲ 2019 年のようす

芸  白
芸  白  し  
舎  C 芸

若き逸材�谷昂登の演奏をおとどけします。
それぞれの曲の中に秘められた歌心に注目してお聴きください。
���谷昂登（Pf.）�
第18回東京音楽コンクールピアノ部門第二位（最高位）及び聴衆賞受賞
���A.スクリャービン/幻想曲�ロ短調�Op.28�
L.v.ベートーヴェン/ピアノソナタ第28番�イ長調�Op.101�
I.F.ストラヴィンスキー /火の鳥（ギド・アゴスティ編曲）�
F.ショパン/ノクターン�第13番�ハ短調�Op.48-1�
F.リスト/ピアノソナタ�ロ短調　S.178

※曲目は変更になる場合があります
���一般:2,000円P　学生:1,000円P　未就学児入場不可　団体割引

6月12日 土　15：00（開場14：30）

谷 昂登 ピアノリサイタル

全席指定  ホール

芸  白  し
舎  C

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） Akito TANI

くにたち市民芸術小ホールからのお知らせ
くにたち音楽祭中止

6/20（日）に予定しておりました「くにたち音楽祭」で

すが、現在の感染状況、変異株の強い感染力等を鑑み、

開催中止を決定いたしました。何卒ご理解・ご了承い

ただきますようお願い申し上げます。

� 第45回くにたち音楽祭実行委員会

イベントの実施状況などの最新情報は公式ウェブサイ

トまたはツイッターで確認できます。

ブックマークやフォローをお願いいたします。

▲カンフェティ
　チケット購入

昨年は、予期せぬコロナウィルス感染拡大の影響で多くのコンサートが中止・延期になり、大変残念な思いでした。今も尚、
心配な状況が続いていますが、このように音楽をお届けする場が少しずつ再開さ
れることで音楽のもっている偉大な力を再確認することができています。

  　私がピアノで一番表現したいものは「歌心」です。

プログラムの最終曲リストのピアノソナタ ロ短調は、非常に表情豊かで人間的な
感情が表現されています。その背景には、多くの女性を愛した波乱万丈の人生や、
各地を旅したり弟子を育てたりしたことで得た感動や気づきがあるのだと推察して
います。加えてこの曲からは、同時代の音楽家、芸術家の影響も感じられます。
これらのことが「歌心」で魅せる、ということに繋がってきます。今回のプログラ
ムは、ドイツ、ロシア、ポーランド、そしてハンガリーと全て違う国の作曲家。その上、
時代・作風ともに大きく違った作品を取り上げています。その集大成のようにも感
じさせる表現を締めくくりの曲で挑戦してみたいと思っています。
今回の作品はテクニックに目がいくように思えますが、その中に含まれる表情豊か
な音楽を存分に味わっていただければと思っています。 谷 昂登

▼公式サイト ▼公式ツイッター ▼メルマガ登録

©Shigeto Imura
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オペラ スタジオコンサートvol.102� 発売中 落語 ��� 発売中

無料の催し � 無料 体験プログラム � 募集

あの感動ふたたび！ ��� 予告

工作ワークショップ � 参加者募集

多和田葉子�複数の私�vol.5+芸小ステージクリエイションシリーズⅢ � 参加者募集
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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

旧国立駅舎まち案内所 舎 ☎ 042-505-6691

 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いがで
きます。WEB予約の場合「カンフェティ」会員登録（無料）
が必要です。また、連携サービス「モバパス」にてチケット
レスでご利用いただけます。別途手数料が必要な場合があり
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

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！
���中野亜維里（Sop.）　飯沼友規（Ten.）　浜田耕一（Bar.）　�
谷塚裕美（Pf.）
���ロッシーニ/「セヴィリアの理髪店」より　わたしは町の何でも屋�
プッチーニ/「ラ・ボエーム」より　ムゼッタのワルツ�
クルティス/忘れな草　　�
クロード・フランソワ/マイウェイ�
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

7月3日 土
14：00（開場13：30）

火星⇒地球2021夏
〜珠玉の名曲で綴る　星を越える歌声〜

芸  白   

全席自由
スタジオ

中野亜維里 Airi Nakano 飯沼友規 Tomoki Iinuma 浜田耕一 Koichi Hamada 谷塚裕美 Yumi Yatsuka
©Yuji Sato

9月5日 日
14：00（開場13：30）

第47回 くにたちすたじお寄席
全席自由

スタジオ

芸  白  し

【注意事項】
整理券は45席分�11:30～�配布します。
公式サイトにある「当館公演にご来場予定の
お客様へのお知らせ」をご確認ください。

「小さな笛で　大きな夢」
���ふるーとアンサンブル　コスモス・ベアーズ：�
吉野博美　長谷川忠男　志村弘美　齋藤絵里子
���さだまさし/秋桜　�
アラン・メンケン/美女と野獣　ほか

6月16日 水  
12：10〜12：50

「ー真夏の昼の夢ー
�学生2人組によるヴァイオリンアンサンブル」
���あわてんぼうの店長たち：笹川萌　達野俊輔
���葉加瀬太郎/情熱大陸�
ベリオ/協奏的二重奏曲第3番　第3楽章　ほか

7月21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 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奏でることができます
実 施 日：��7月5日（月）・6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2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：6月8日（火）10:00 ～　
お電話のみのご対応となります。お名前、ご連絡先電話番号などをお
聞きします。お断りなしに中止させていただく場合があります。注意
事項及び、中止については公式ウェブサイトにてお知らせしますので、
ご確認お願い致します。

ホール

チケット発売：8月初旬

芸術小ホールならではの、迫力のステージがすぐそこに！
アーティスト達による魂ゆさぶる演奏がお客様の全身を駆け巡
ります！
���（予定）鶴見龍馬、小平一誠、吉田航大、木村佑太、平田裕貴、　　
渡辺ちひろ、定成啓
�（予定）屋台囃子、大太鼓、ほか
���3,000円　未就学児入場不可

10月2日 土 全2回　60分公演(休憩なし)
（予定）11：00（開場10：30）
 14：00（開場13：30）

太鼓芸能集団 鼓童交流公演2021

全席指定
ホール

芸   

東京文化会館で上演されるオペラ舞台に登場する小道具や飾
りを作ります。舞台美術ってどんなもの？�を知るチャンス！�
参加者は東京文化会館オペラBOX『スペシャルハイライト
vol.1』ゲネプロ（9/16実施）を見学できます。
���講師：増田恵美〔モマ・ワークショップ〕(衣装)　

　�みはらのりこ〔ザ・スタッフ〕(小道具製作)
　�恵川智美（演出家）ほか
�各回550円

対象：�小学生　各15～20名程度
　　　応募者多数の場合は抽選�
　　　結果は7月中旬発送予定
　　　4年生以下の参加者は要保護者送迎
お申込み：～ 6月25日（金）
東京文化会館公式サイト(右下QRコード)からWeb申込み。
(URL:https://www.t-bunka.jp/stage/opera/making_2021.html)
問合せ：東京文化会館　事業係「オペラをつくろう！　
　　　�《工作》係」TEL:03-3828-2111

主催：東京都/公益財団法人東京都歴史文化財団　東京文化
　　　会館・アーツカウンシル東京

2022年春「くにたちオペラ『あの町は今日もお祭り』」が世界初演を迎えます。国立市出身の作家・多和田葉子さんの書き下ろ
し台本によるこの舞台を、第一線で活躍する出演者・スタッフとともに一緒につくりませんか？
みなさんの熱い応募を心よりお待ちしています！

≪出演者≫
コーラス24名　5歳～何歳でも　混声
舞台および声楽の経験は問いません。
リハーサル開始後にソロ担当の配役を行います。

≪スタッフ≫
演出助手2名　�振付助手2名　�舞台監督助手2名
経験の有無は問いません。
舞台づくりに関わりたい、裏方としてこの企画に参加したい方。

≪選考≫
第一次選考：書類選考
第二次選考：出演者/オーディション（8/28・29）
　　　　　　スタッフ/面接（8/30）

≪費用≫
第一次・第二次選考審査料：無料
参加費（台本・楽譜・衣装および研修代として）：30,000円+保険料

8月9日 月・休
①10：30〜12：30　②14：30〜16：30

公演日： 2022年4月30日 土・5月2日 月・5月3日 火・祝
上演時間およそ120分（途中休憩あり）

ワークショップ「オペラをつくろう！《工作》」

くにたちオペラ『あの町は今日もお祭り』出演者＆スタッフ  募集！

ギャラリー

ホール

企画制作：株式会社北前船
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チケット発売：6月13日（日）

新規メンバーのらくまんさん登場！
ゲストは立川志獅丸師匠、お楽しみに。
���立川志獅丸　立川らく兵　立川らくまん　立川かしめ　�
立川志らぴー
���1,500円P　未就学児入場不可

≪応募≫
応募期間：6/15（火）～ 8/2（月）

　　　　　当日の消印有効

応募用紙と画像・動画撮影とその使用

に関する同意書および顔写真を郵送あ

るいはホール窓口にご持参ください。

くにたち市民芸術小ホール

〒 186-0003　国立市富士見台 2-48-1　

042-574-1515　くにたちオペラ係

リハーサルは原則として土日祝の午前午後、平日の夜間に芸術小ホールにて行

います。リハーサル日程などを含む詳しい募集要項・応募用紙は芸術小ホール

公式サイトからダウンロードできます。必ずご確認のうえご

応募ください。

多和田葉子（作） 川口智子（演出）

平野一郎（作曲） 北村成美（振付）



いきいき健康づくり � 参加費

いきいき健康づくり � 参加費

締切：7月20日（火）必着

締切：7月20日（火）必着

いきいき健康づくり � 無料

事前申込不要

こどもおすすめ事業 �   無料 こどもおすすめ事業 �   無料

事前申込不要 締切：7月12日（月）必着

いきいき健康づくり � 参加費

締切：7月20日（火）必着

親子で参加 � 参加費

締切：7月20日（火）必着

いきいき健康づくり � 参加費

締切：7月20日（火）必着

いきいき健康づくり � 参加費

締切：7月20日（火）必着

こどもおすすめ事業 � 無料

締切：7月20日（火）必着
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楽しいフラダンス②

やさしいヨガ②

9月16日 木〜11月18日 木 隔週木曜日

8月25日 水〜10月13日 水 毎週水曜日

時間：10：00〜11：30
会場：第三体育室
定員：25名

☆��動きやすい服装で上履きを
お持ちください。

時間：［Ａコース］9：30〜10：30　
　　　［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35名（合計70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。

   吉田 和美  5,000円（6回分）

   津江 なつみ  5,000円（8回分）   澤田 修 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
事業を急きょ中止・縮小することがあります。

7月2日金、8月6日金、9月3日金

インターバル速歩

   川上 義昌（インターバル速歩インストラクター）

☆  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。

雨天中止現地集合＆解散 自由参加

時間：10：00〜11：00
会場：谷保第三公園

☆野球場バックネット裏にご集合ください
（国立市富士見台2-34）

対象：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（年齢や学年）が設定される場合があります。ご確認の上ご応募ください。
応募方法：「官製はがき」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、抽選となります。

各事業への参加可否などは応募締切後、1週間をめどにご連絡いたします。
各事業への参加者は、事業の開始日の３日前までに必ず入金してください。入金が無い場合は、キャンセルとみなします。
お一人様1アドレスでご応募ください。処理手続き上代理でのご応募はできません。
返信メールが届かない場合は、官製はがきでご応募ください。
フリーメール・一部の携帯電話からのご応募の場合、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。
ご記入いただ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。
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様のご負担となります。
【おはがきの方】記入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、親子の事業はお子様の月齢まで）をご記入ください。

参加ご希望の事業名、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・学年を明記のうえ、各事業の
締切日必着でご応募ください。

はがきでのご応募

【応募先】〒186-0003 
国立市富士見台2-48-1　くにたち市民総合体育館
【締切】各事業の締切日必着

※�

Q
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応募資格＆応募方法

注意事項

ホームページからのご応募

【開始】6月4日（金）9:00 ～
【終了】各事業の締切最終日の16:00まで

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
選択してご応募ください

夏休み小・中学生無料開放 小学生高学年テニス教室

7月28日 水・8月25日 水 2日間
時間：  卓球　9：00〜17：00　
　　　水泳　10：00〜17：00 
※8/25は水泳も9：00～17：00　※最終受付終了時間�16：30
会場：  第三体育室　卓球（8/25は第二体育室で開催）
　　　室内プール　水泳

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：20名　対象：市内在住、在学の小学4〜6年生

※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。
☆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。
☆当日先着順になります。体育館ロビーの受付でお申込みください。
☆バドミントンは実施いたしません。

☆�熱中症予防に必ず帽子と水筒を持ってきてください。
☆�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です。

8月4日 水・8月5日 木・8月6日 金 3日間

☆水着と水泳帽をお持ちください。

水中リズムウォーキング②

   成田 佳代子  5,000円（8回分）

9月1日 水 〜10月20日 水 毎週水曜日

時間：  13：30〜14：30
会場：  室内プール
定員：  45名

☆��動きやすい服装、上履
きをお持ちください。

親子体操教室②

9月3日 金〜11月5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：第二体育室、第三体育室　交互
定員：25組　50名
対象：親と2歳〜4歳までのお子様

時間：13：00〜14：40
会場：第三体育室
定員：45名

9月7日火 〜10月26日火 毎週火曜日 

太極拳24式・48式③

   山口 みな子  5,000円（8回分）

☆��動きやすい服装、上履きをお持ち
ください。

☆��上級者向けのクラスです。

時間：14：45〜16：25
会場：第三体育室
定員：35名

初めての気功と健康太極拳③

   山口 みな子  5,000円（8回分）

   国立水泳連盟・くにたちドル平の会

9月7日火 〜10月26日火 毎週火曜日 

小学生夏休み水泳教室
日程：第１クール：8月 2日月〜 6日金
　　　第２クール：8月 9日月〜13日金�※12日木は除く

　　　第３クール：8月16日月〜20日金
時間：9：00〜10：20、10：30〜11：50
コース：3〜5コース使用
対象： 9：00〜10：20　小学1・2年生
　　　10：30〜11：50　小学3〜6年生
会場：室内プール　定員：各クール40人
☆水泳は水着と水泳帽が必要です。

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21日（月）～6月24日（木）

プール休室期間

各月の休館日（第2・第4木曜日）
6月10日・24日、7月8日

※7月22日（木・祝日）は開館します。

※9月24日及び10月22日を除く

☆��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。

9月16日・30日、10月7日・21日、11月4日・18日に開催

雨天中止現地集合＆解散



   講    師　　    参加費　　    こどもおすすめ事業 くにたち郷土文化館・国立市古民家   576-0211

【イベントの中止について】
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、今年度
のわら細工教室「わらぞうり作り」は中止となり
ました。

【ご来館の皆さまへ】
マスクの着用、手指の消毒、イベント参加時の受
付での検温など、感染症予防の対策にご協力くだ
さい。
イベント実施状況などの最新情報は、当館ホーム
ページにてご確認いただけます。

【おうちで郷土文化館】
講座や展覧会の動画、資料
紹介などをホームページ
で公開中です。 当館ホームページ�

おうちで郷土文化館

郷土文化館からのお知らせ

年中行事 �  無料

4 2021 OASIS No.184

七夕飾り

くにたち自然クラブ 全7回 城山やハケ・湧き水・矢川・多摩川・府中用水など、国立に残る自然の中で生きもの探検
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ので、ぜひ参加してください。

送付先：  〒186-0011　国立市谷保6231番地 くにたち郷土文化館「自然クラブ」募集係
※�専用申込用紙は、当館・NPO法人国立市動物調査会のホームページからダウンロードできます。

共　催：NPO法人国立市動物調査会
会　場：くにたち郷土文化館と周辺の野外
対　象：小学校2～ 6年生（国立市内在住・在学）
（4年生以下の児童は、保護者1名の同伴をお願いします）
定　員：18名（応募者多数の場合は抽選）
�2,000円（年間の保険料など、初回持参）

7月21日（水）より当館ホームページにて、甲野勇氏資料の一部を公開し
ます。

場　　所：�郷土文化館�講堂
定　　員：�15名（申込先着順）
申込方法：�7月13日（火）9：30より電話にて
※�Zoom配信映像の上映のみです（ライブ講義はありま
せん）。インターネット環境のある方は、出来る限り
オンラインでご参加ください。

開催方法：�Zoomを使用したオンライン開催
定　　員：�80名（申込多数の場合は抽選）
申込方法：�当館ホームページの「お問い合わせ」�

フォーム（https://kuzaidan.or.jp/province/inquiry/）�
よりお申込みください。

申込締切：�8月11日（水）17：00まで

申込み：専用申込用紙を貼付し、往復はがきで　6月9日（水）まで〔消印有効〕

2021年度（第23期）会員募集 �  参加費

夏季ミニ展示 � 無料

① 6月20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10日（土） 19：00〜21：00 
夜間観察－夜の雑木林に集まる虫たち－ 

③ 7月25日（日） 10：00〜12：00 
昆虫採集－何種類とれるか挑戦－

④ 8月 8日（日） 10：00〜12：00 
魚の調査と観察－川で魚をとろう－

⑤ 9月19日（日） 10：00〜12：00 
多摩川のフィールド観察－バッタをとろう－ 

⑥11月21日（日） 10：00〜12：00 
木の実を集めて遊ぶ－秋の宝物づくり－

⑦12月12日（日） 10：00〜14：30 
生き物の絵を描く－1年のまとめ－

6月13日 日 まで

春季企画展　 �   無料

休館日：6月10日（木）

9：00 ～ 17：00 （入館は16：30）
会　場：郷土文化館　特別展示室

関頑亭氏の制作活動を追う多数の作品を
紹介しています。ぜひご観覧下さい。

　甲野�勇（こうの�いさむ）は、昭和21（1946）年から昭和42
（1967）年に亡くなるまでの、およそ20年間を国立に暮らした
考古学者です。縄文土器の編年体系の基礎をつくったことで有
名ですが、国立に越してきた頃からは、多摩地域での発掘調査
や文化財保護活動に尽力し、博物館の設立にも携わりました。
　本展では、当館が所蔵する「甲野勇氏資料」より、博物館活
動と国立での発掘調査を中心に、甲野の多摩地域における功績
を振り返ります。

※オンライン/会場ともに同じ内容です。　※参加方法や申込方法の詳細は、当館ホームページでご案内します。

オンライン 会場

年間予定

要事前�
申込

参加費
無料

くにたち郷土文化館
ホームページ

国立市動物調査会
ホームページ

国立の自宅の庭でくつろぐ甲野
昭和30年代

顔面把手付土器
昭和36（1961）年頃

武蔵野郷土館の弥生式高床倉庫
昭和29（1954）年頃

当館Twitter

昭和26年頃の富士見通りを収
めた1枚。通りの入口付近にそ
びえていた火の見櫓から撮影さ
れています。右上には富士見通
りにあった銭湯「富士見湯」の煙
突が見えています。「キリンビー
ル」と看板のある建物は、当時
の「せきや」酒店。その手前で
は、巨木を伐り出してきたとみ
られる太い木材が運び込まれ
ています。この木材は、関頑亭
氏が宝仙寺（中野）の金剛力士
「吽」像制作のため、同寺の富
田道斅氏と共に調査に赴き、長
野県で得られたヒノキ材でした。
頑亭氏による「吽」像は、その
後「せきや」の敷地内で制作活
動が続けられ、昭和30（1955）
年に完
成しま
す。

昭和26（1951）年頃

− 写真でたどるくにたち No.21 −

昭和20（1945）年に戦禍のため焼失していた宝仙寺の金剛力士像
ですが、昭和25（1950）年、「阿」像を椹澤伸行氏が、「吽」像を
関頑亭氏が制作することとなります。昭和30年9月に完成した両
像は、同年11月に奉納されました。 右：完成した金剛力士「吽」像

※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1名の同伴をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします。保護者の同伴は1名のみとさせて頂きます。
※悪天候や新型コロナウイルス感染拡大の際は、日程・内容が変更・中止となる場合があります。

お
知
ら
せ

郷土文化館と国立市古民家に笹竹を飾りつけま郷土文化館と国立市古民家に笹竹を飾りつけま

す。星空に願いを込めて、短冊を笹竹へ飾ります。星空に願いを込めて、短冊を笹竹へ飾りま

せんか？せんか？

　Twitterから皆さんの「願い」をお寄せください。

　当館の笹竹に飾りつけます。（期間：6/26～ 7/6）

※「城山さとのいえ」でも笹竹の飾りつけを行います。

会　場：会　場：郷土文化館・国立市古民家郷土文化館・国立市古民家

9：00～17：00（入館は16：30まで)9：00～17：00（入館は16：30まで)
6月26日（土）～7月7日（水）

関
せ き

  頑
が ん

  亭
て い

― 人生、飄
ひょうひょう

々と。―

日時：8月21日（土）　13：30～15：00
�岡田�淳子（北海道立北方民族博物館�元館長）


