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〜 地域にある

楽しく 健康で 豊かな

第187号

時間・空間〜

12・1月号

オアシス
講 師

参加費

こどもおすすめ事業

2021・22

令和3年・4年

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

隔月5日発行

くにたち郷土文化館・国立市古民家

民具案内関連企画展

576-0211

むかしのくらし展展示風景

今年のむかしのくらし展
では、むかしの小学校や
遊びの道具について、コー
ナー展示で紹介します。

1月14日 金 ～3月13日 日

観覧無料

9：00～17：00（入館は16：30まで）

会

場：郷土文化館 特別展示室

休 館 日：1月27日（木）
・2月10日（木）
・24日（木）
・3月10日（木）

民具案内とは
毎年1月から3月において、国立市内の公立・私立
小学校11校の3年生が、
「くにたちの暮らしを記
録する会」の協力のもとで、むかしのくらしにつ
いて学ぶとともに、民具を実際に使って学習をす
る、当館の体験型学習のことです。

電気や水道がなかったころ、人々はどうやってくらしていたのでしょう？
今と比べてみると、暗い時や寒い時、物を運ぶ時も大変そうです。
しかしそこでは、様々な道具（民具）が人々のくらしを支えていました。
そして、道具は時代が進むたびに、もっと安全に、便利に変わっていきました。
本展では、むかしのくらしが分かる道具を、民具案内にあわせて展示します。

無料

天体観測 

冬の生き物探し

① オリオン座と大星雲

2月11

18：00～19：30

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？

『谷保案内』は江戸時代の寺子屋の教科

書で、著者は谷保の千丑生まれの手習

師匠、遠藤由晴（1759〜1841）です。
内容は「東都を立て七里余の西甲州の

観察方法などを学びましょう。

道中に、月の名高き武蔵野ゝ、露を磨

NPO法人国立市動物調査会

ける玉川の…」などとリズムの良い七
五調で綴られています。上巻では谷保

100円
場 所：郷土文化館 講堂・周辺の屋外

村の概観について、下巻では多摩川の

定 員：16名（申込み多数時抽選）
持 物：防寒着、筆記用具

『谷保案内』

申込みフォーム

『谷保案内』
水害について述べており、郷土教育の
国立市所蔵（本田家旧蔵資料）
一端をうかがうことが出来る資料です。
常設展示室にて展示中

申込受付：下記日程にて電話または申込みフォームより

伊東昌市（元国立天文台 特別客員研究員）

1月11日（火）9：30～１月21日（金）17：00まで

場 所：郷土文化館 講堂・武蔵野庭園

申込みフォーム

申込受付：下記日程にて電話または申込みフォームより

※講堂で解説の後、郷土文化館周辺の屋外を散策します。
※雨天時は館内でお話をします。
※小学生以下は保護者と一緒に参加。
※参加の可否は、1月26日（水）までに電話またはメールにて連絡します。

郷土文化館からのお知らせ
◆新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今年度の「まゆ玉
飾り作り」
「節分 豆まき」は開催を中止します。
◆ご観覧やイベントに参加される際は、マスクの着用、手指の消

①12月7日（火）9：30～12月17日（金）17：00まで

毒など、感染予防にご協力をお願いいたします。

②1月18日（火）9：30～1月28日（金）17：00まで
※星が見えない場合は、館内で宇宙のお話
をします。
※小学生以下は保護者と一緒に参加。
※参加の可否は、下記の日程までに電話ま
たはメールにて連絡します。
①12月21日（火） ②2月1日（火） 昨年の様子

常設展示室
資料紹介

土や朽木の中で越冬する昆虫たちを探しながら、冬の自然の

② 冬の大三角とシリウス・
ベテルギウス・プロキオン

定 員：各回30名（申込み多数時抽選）
持 物：防寒着、双眼鏡（持っている方）

運ぶ道具の体験（左）しょいばしご（右）大八車

日 金 ・ 祝 10：00～12：00

17：30～19：00

2月15日 火

参加費

自然観察会 

冬の星空ウォッチング

1月7日 金

1943（昭和 18）年頃の谷保国民学校
（現 国立市立国立第一小学校）

◆本紙に掲載しているイベント
は、中止もしくは延期となる

可能性があります。最新情報
は、郷土文化館ホームページ
やTwitterをご確認ください。

朽木で越冬するコクワガタ

探索の様子

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

郷土文化館
ホームページ

郷土文化館
Twitter

おうちで郷土文化館

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

新型コロナウイルスの感染拡大防止のために
中止となった「十五夜だんご作り」の紹介動

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

画をホームページに掲載しま
した。だんごをこねて、セイ
ロで蒸かす、昔ながらの団子
づくりの様子をぜひご覧くだ
さい。

十五夜だんご動画

2

2021 OASIS No.187

講 師

参加費

こどもおすすめ事業

こどもおすすめ事業 

冬休み小・中学生無料開放

無料

未就学児可

くにたち市民総合体育館
無料

こどもおすすめ事業 

サッカークリニック

事前申込不要

締切：12月20日（月）必着

1月 5日 水

現地集合＆解散 ボール持参 雨天中止

時間： 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

1月16日 日

対象：
【Ａコース】市内在住、在学の小学1・2年生
【Ｂコース】市内在住、在学の小学3・4年生
定員：各コース75名（合計150名）

※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。

1月 22日 土 〜3月 12日 土


FC東京 普及部コーチ

参加費

やさしいヨガ④

参加費

水中リズムウォーキング④
締切：12月20日（月）必着

必ず、希望のコースをどちらか1つ指定してください。

1月26日 水 〜3月23日 水

水曜日

※2月23日を除く

時間：13：30～14：30
会場：室内プール
定員：45名

時間：
【Ａコース】 9：30～10：30
【Ｂコース】10：40～11：40
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）

毎週

水曜日

※2月23日を除く

☆水着と水泳帽をお持ちください。

成田 佳代子

5,000円（8回分）

参加費

親子で参加 

親子スイミング教室③

2 7

3 14

日月 〜

月

日月

時間：15：30～16：30
会場：室内プール
定員：20組 40名
対象：市内在住の親とオムツのとれた
3歳～6歳までのお子様

毎週

☆動きやすい服装と上履きをお持ちください。

5,000円（8回分）

いきいき健康づくり 

レベルアップゴルフ②

参加費

締切：1月11日（火）必着

現地集合＆解散

必ず、希望の火曜日コースか金曜日コース、時間帯ＡかＢを指定してください。
【火曜コース】
【金曜コース】

2月1日 火 〜3月8日 火 毎週火曜日
2月4日 金 〜3月18日 金 毎週金曜日

無料

☆初心者の方でもお申込みいただけます。

猪俣 英昭

9,000円（6回分）

第31回ダンスコレクション   

チケット販売

インターバル速歩（中高年最適運動） ダンスコレクション2022
事前申込不要

月曜日

現地集合＆解散 雨天中止
参加される方は、実施日に会場へおいでください。

12月3日 金 、1月7日 金 、2月4日 金
※毎月第一

☆水着と水泳帽をお持ちください。

堀 政代

5,000円（8回分）

いきいき健康づくり 

締切：1月11日（火）必着

月

土曜日

時間：
【Ａコース】 9：15～10：35 ※2月11日を除く
【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）

☆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。

津江 なつみ

毎週

時間：10：15～11：30
会場：第二体育室
定員：35名

杉田 茂子

いきいき健康づくり 

締切：12月20日（月）必着

毎週

骨盤調整＆エアロビクス④

☆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。

いきいき健康づくり 

1月26日 水 〜3月23日 水

参加費



締切：12月20日（月）必着

時間：
【Ａコース】小学1・2年生 9:30～11:00
【Ｂコース】小学3・4年生 11:30～13:00
会場：国立第五小学校 校庭

会場：第一体育室(バドミントン、卓球)
室内プール(水泳)

いきいき健康づくり

573-4111

4,000円（6回分）

金 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。

時間：10：00～11：00
会場：谷保第三公園
（国立市富士見台2-34）

川上

義昌
（NPO法人熟年体育大学インストラクター）

各月の休館日（第2・第4木曜日）

12月9日・23日、
1月13日・27日
年末年始休館日

12月29日（水）
〜1月3日（月）

開場13：30〜 開演14：00〜

会場：くにたち市民芸術小ホール

主催：第31回ダンスコレクション実行委員会
共催：（公財）くにたち文化・スポーツ振興財団

協賛：㈱ヤクルト本社中央研究所
チケット発売：1月30日（日）9：30 ～
発売場所：くにたち市民総合体育館
金額：1,000円（全席指定席）
問合せ：くにたち市民総合体育館 ℡ 042-573-4111
※緊急事態宣言が発令された場合は中止になることがあります。

応募資格＆応募方法
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。

ホームページからのご応募
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

【開始】
12月6日
（月）
9:00 ～
【終了】
各事業の締切最終日の16:00まで

はがきでのご応募
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。

【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

注意事項
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。

※ QR コードは（株）
デンソーウェーブの
登録商標です

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。

2月13日 日
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参加費

こどもおすすめ事業

未就学児可

★小・中学生スキー教室★

東京女子体育大学・東京女子体育短期大学

現地集合＆解散

〒186-8668 東京都国立市富士見台4-30-1
TEL 042-572-4131（ 代 表 ） FAX 042-572-4317
http://www.twcpe.ac.jp

会
対
定

場：サンメドウズ清里スキー場
象：小学4年生～中学2年生
員：20名
（先着順、状況により
中止の場合有）
参加費：3,000円
（昼食代、レンタル費用や交通費、リフト代は別途）
締 切：2月28日（月） Facebook・LINE・メールで直接お申込み
ください。
お申込み・お問合せ：国立市スキー・スノーボード連盟
TEL：070-5456-8291

◇ソフトボール
12月18日
（土）14：00～16：00 中学・高校生
（女子） 50名
◇おとなのラジオ体操
1月22日（土）14：00～16：00 成人 30名
◇剣道
1月23日
（日）10：00～12：00 中学・高校生
（男子・女子） 30名
◇ハンドボール
1月23日（日）13：00～16：00 高校生（女子） 50名

Facebook：https://www.facebook.com/kunitachi.skiteam/

☆は
 がき・ファックス・WEBから申し込めます。大学のホームページをご覧ください。
参加費：200円
（保険料）

LINE：https://lin.eeUICpE04
Mail：tanaka.nippo@gmail.com

出演者

☆この講座は、東京女子体育大学・東京女子体育短期大学主催の講座です。

曲目

料金

こどもおすすめ事業

未就学児可

発売予定

JAZZ   

わくわくこどもフェスタ

14：00（開場13：30） 終演予定15：30
チケット発売：12月7日(火)

だれでも気軽に音楽を楽しめる空間が出現！
第一回目は「日本のビル・エヴァンス」北條直彦トリオの皆さ
んが登場します。

無料

エントランスホール

栗山美奈子(Bass.) 廣みち子(T.Sax.) 野口敦子(A.Sax.)
南部佳枝(A.Sax.) 土屋純子(A.Sax.) 小幡美穂(Tb.)

14:00(開場13:30)/入場制限あり

◎コーナーを楽しもう◎
マリンバ演奏 @ホール/入場制限あり
12：30～13：00
工作コーナー ＠アトリエ/各回定員8名（先着順）
①11：00～ ②12：00～ ③13：00～
くにたちカルタ ＠ギャラリー /各回定員30名（先着順）
①11：00～ ②12：00～ ③13：00～
JJMプロジェクト小林陽一キッズジャズコンサートの参加券は

500円（乳幼児で膝上鑑賞は無料、座席使用の場合は有料）

1/24(月)16:00か ら 芸 術 小 ホ ー ル、 各

ヴィクター・ヤング/星影のステラ

児童館、市役所児童青少年課で配布しま

マイルス・デイヴィス/ソーラー

す。お問合せ・主催：わくわくこどもフェ

ジョゼフ・コズマ/枯葉 ほか

スタ実行委員会TEL：042-576-

Jingle Bells（ジングル・ベル）
White Christmas（ホワイト・クリスマス） ほか

1月19日 水

12：10～12：50

「ピアノとフルートが奏でる音楽会」
Fiore cantabile：

粕谷碧（fl.） 久都内加壽子（Pf.） 橋本真和（Pf.） 橋本結和（Pf.）
中村八大／上を向いて歩こう
アイルランド民謡／ダニーボーイ ほか

「楽しい鍵盤ハーモニカのひととき」

鍵盤ハーモニカデュオ“あうん”：日比野綾子 乗松明崇香
中山晋平／砂山 三木たかし／津軽海峡冬景色 ほか

1313(トマツ)

【注意事項】整理券は45席分12/15 17:00 ～・1/19 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」をご確認のうえご来館ください。

共催：国立市教育委員会

発売中

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。

Forest Lady Cats：

無料

落語   

574-1515

花岡詠二(Cl. Pf.) 八木秀子(Cl.) 伊藤美樹(T.Sax. Vo.)

北條直彦（ピアノ）、横山裕（ベース）、岡田佳大（ドラム）

お願い：車いすでご来場の場合はチケット購入時にお申し出ください

が、ご協力をお願いします。

クリスマスコンサート
ランチタイムコンサート

小林陽一キッズ
ジャズコンサート

全席自由 スタジオ

ご不便・ご迷惑をおかけします

無料の催し   

JJMプロジェクト

北條直彦JAZZトリオ

2月1日
（火）
から
6月30日
（木）
まで
ご利用に
なれません。

「Forest Lady Cats からJAZZ のX'masプレゼント」

◎ホール公演◎

芸

体育館第一体育室と会議室は、

17：30～18：40

コーナー復活！

誰もが楽しめるジャズコンサート

追加接種
（3回目）のため、総合

12月15日 水

2月20日 日

JAZZ

12月17日 金

無料

無料の催し   
第9回

新型コロナウイルスワクチンの

くにたち市民芸術小ホール

芸 芸術小ホール
白 白十字国立南口店
し（株）
C カンフェティ
チケット取扱い
しまだ文具 舎 旧国立駅舎まち案内所
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。

573-4111

第一体育室と
会議室の
利用中止について

公開講座のご案内

※この事業は総合体育館の事業ではありません。

3月27日 日

くにたち市民総合体育館

入場無料

美術   

お知らせ   

立川らくまん

立川ら く 兵

ランチタイムコンサート＆ステージに出演しませんか
出演団体募集
音楽、ステージパフォーマンス（手品や落語、講談、お笑いなど）
出演者をお待ちしています。詳
細は募集要項（12月中旬から芸
術小ホールほか市内公共施設に
て配布）または公式サイトでご
確認ください。
開催日時：2022年4月～ 2023年3月

立川志 らぴ ー

立川かしめ

第48回

らく次

立川

原則として各月第3水曜日12:10～12:50

くにたちすたじお寄席

3月6日 日

芸 白 し

全席自由 スタジオ

14：00(開場13：30)

メンバー全員が昇進目指して気迫十分！
今回のゲストはらく次師匠です。
立川らく次
立川らく兵 立川かしめ 立川らくまん 立川志らぴー
1,500円 P 未就学児入場不可

開催場所：芸術小ホールエントランス
募集期間：1月11日(火)～1月31日(月)

大賞受賞作品

※13日・27日（木）は休館日

「重くて、脆くて、とても厄介なもの」

Kunitachi Art Biennale
野外彫刻展 受賞作家個展

募集対象：市内及び周辺市に在住・在勤・在学の方
出演料：無料

中島真理子個展

3月14日 月 ～ 26日 土

ギャラリー

※3/24
（木）
は休館日

12：00〜18：00

くにたちアートビエンナーレ2015野外彫刻展の大賞受賞作家、
中島真理子氏による個展。大賞作品は大学通りで鑑賞できます
が、別の作品を身近で見られる貴重な機会！
ご期待ください。
中島真理子 2015 大賞受賞作家
無料

2022(令和4)年度
くにたち音楽祭新規出演団体募集中止のお知らせ
2022
（令和 4）年 6 月に予定している「くにたち音楽祭」は、新型コ
ロナウイルス感染症の先行きがまだ見通せないため、新規の出演団体
の募集は見送りさせていただきます。なお、すでに前回、前々回に出
演を予定していた団体については、今後の感染症の状況を考慮し「く
にたち音楽祭」を開催する予定です。


共催：くにたち音楽祭実行委員
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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

くにたち市民芸術小ホール

芸 芸術小ホール
白 白十字国立南口店
し（株）
C カンフェティ
チケット取扱い
しまだ文具 舎 旧国立駅舎まち案内所
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。

発売中

管弦楽   

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。

オペラ   

多和田葉子複数の私Vol.05+芸小クリエイションシリーズⅢ

予告

くにたちオペラ『あの町は今日もお祭り』
2022年4月30日 土 ・5月2日 月 ・5月3日 火 ・ 祝
時間/チケット発売日 未定

多和田葉子さん書下ろしのくにたちを題材にした世界初演オペラ！
「新しい芸能」が芸小から生まれます。
作・多和田葉子／作曲・平野一郎／演出・川口智子／振付・北村成美
市民出演者 30名（8歳～ 80歳代

混声30名）

※2021年8月の公募オーディションで決定
吉川真澄（ソプラノ）渡辺ゆき（アルト）

楽器を演奏すること。

中嶋俊晴（カウンターテナー）
平野太一朗（テノール）奥秋大樹（バス）

言葉によって音を引き出すこと。

滝本直子（俳優）山田宗一郎（俳優）

言葉と音との関わり、言葉と行為との関わりを

池上英樹（打楽器）多久潤一朗（フルート）

新たな角度から見出すこと。

鈴木広志（サクソフォン）
佐藤芳明（アコーディオン）西谷牧人（チェロ）

それら全てが同時に一人の奏者によって実現される時、

悪原至 齋藤綾乃 新野将之 三神絵里子（打楽器）

どのような響きが導き出されるであろうか。

スタッフ： 舞台監督・伊東龍彦

その実験的試みが本作品となる。

照明・横原由祐、美術・谷口智子
衣裳・giee 岩戸洋一・本柳里美

――委嘱新作について久保田翠さんより

コーラスマスター・谷本喜基
稽古ピアニスト・水戸見弥子ほか

くにたちデビューコンサート vol.14

坂本光太ソロリサイタル

スティルト指導・せせらぎ（古賀彰吾）

芸 白 舎 C

チューバで聞く音楽の４世紀
2月26日 土 14：00（開場13：30）/17：00（開場16：30）

全席指定

ホール

くにたちオペラに寄せて
～多和田葉子さんメッセージ～

古典派、ロマン派、20世紀、そして現代の音楽をチューバ演奏で巡る、坂本光太のソロリサイタル。

国立は小さな市ですが、そこには縄文時代、江戸時代、昭和の歴史が刻まれ、

本公演のために委嘱された新作は、チューバについて深く掘り下げ、チューバの魅力が存分に味わ

神社の境内や多摩川には不思議な霊たちも住んでいるし、歩道橋や桜並木

える作品。ご注目ください。

には歩行者や障碍者のことを考える国立の心が宿っています。

坂本光太（チューバ） 杉山萌嘉（ピアノ）

自分の育った国立のことを思い出しながらベルリンで書いたオペラです。

ベートーヴェン／ホルンソナタ クララ・シューマン／ 3つのロマンス
ジェニファー・グラス／ソナティネ 久保田翠新曲委嘱作品 ほか
1,000円 P 未就学児入場不可

協力：国立音楽大学 後援：国立市教育委員会

発売中

管弦楽   

くにたち市民オーケストラ
2022年

芸 白 し 舎

ニューイヤーコンサート

1月16日 日

全席指定 ホール

14：00（開場13：30）

新年の幕開けとなるニューイヤーコンサート華やかな演奏で幸多き一年を祝いましょう！
くにたち市民オーケストラ

042-572-0416

（株）しまだ文具店

042-576-4445

旧国立駅舎まち案内所

www.confetti-web.com

チケット発売：12月14日（火）

3歳未満ひざ上無料

企画協力：たちかわ創造舎 (NPO 法人アートネットワーク・ジャパン )

●

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。
●カンフェティは WEB で予約ができ、電子決済またはセ
ブンイレブンでお支払いしていただけるサービスです。
ご利用には会員登録
（無料）と別途手数料
が必要です。

電話 de お取り置き 詳しくはホールまで！
電話で
予約

042-574-1515

または

042-505-6691

全席指定 ホール

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

おとな1,000円 こども（3歳から中学生）500円

1,000円 P 未就学児入場不可

白十字国立南口店

1月29日 土 14：00〜14：30

芸

村上哲也 平佐喜子 小林至（以上Theatre Ort）

J.シュトラウス２世／ワルツ「南国のバラ」
「美しく青きドナウ」

042-574-1515

『ドン・キホーテとサンチョ・パンサのおかしな旅』

台本・演出：倉迫康史（たちかわ創造舎ディレクター /Theatre Ort）

モーツアルト／歌劇「魔笛」序曲

芸術小ホール

にじゅうまるシアター

物語が◎の円のように広がっていく体験ができます。

指揮：中島章博（なかじま あきひろ）

チケット取り扱い

発売予定

演劇   

当日
￥お支払い
〒お振込
窓口 / 開場前まで

1 週間前まで

募集 2022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・芸術小ホールの事業補助等
②総合体育館の施設管理運営・受付業務及び事務補助
③総合体育館の経理事務・受付業務及び事務補助
◆資格等
①②③パソコンの基本操作ができる65歳未満の方
◆報酬
①②③時給 1,200円 交通費別途支給
◆勤務時間
①1日6時間15分以内
（ローテーション勤務 土・日・祝日勤務あり）
原則、早番午前8時30分から午後3時30分まで
（うち休憩45分）
遅番午後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30分以内
（ローテーション勤務 土・日・祝日勤務あり）
原則、早番午前8時30分から午後3時30分まで
（うち休憩45分）
遅番午後3時15分から午後10時30分まで
（うち休憩45分）
③1日6時間以内
（ローテーション勤務 土・日・祝日勤務あり）
原則、午前8時30分から午後3時まで
（うち休憩30分）
なお、①②③とも第2、第4木曜日は休館日で休み
◆勤務期間
2022年4月1日～ 1年間
（年度更新有）
◆申込・問い合わせ
履歴書

（写真貼付）
に希望の①、②、③の仕事の内容を明記し、2022年1月14日
（金）
までに下記に郵送
（必着）
かお持ちください。 提出書類はお返ししません。

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



