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楽しく 健康で 豊かな

〜 地域にある

第189号

時間・空間〜

4・5月号

オアシス
講 師

参加費

こどもおすすめ事業

2022

令和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

576-0211
無料

共催企画展 

第24回

5月21日 土 〜 6月12日 日

※休館日：5月26日（木）・6月9日（木）

主
催：紙の工芸展実行委員会・郷土文化館
会
場：郷土文化館 特別展示室 開場時間：10：00 ～ 16：00 観覧無料
今回で24回目を迎える「紙の工芸展」。「紙」を素材とした様々なジャンルの作品を展示しています。
関連イベントとして、各種作品の制作ができる「ワークショップ」も開催します。是非ご参加ください。

以前の展示の様子

参加費



5月15日 日

午前 10：00～12：00 午後 13：00～15：00
※午前・午後とも同じ内容です。
会 場：郷土文化館 研修室
定 員：各回12名
（申込多数時抽選）
対 象：5～12歳
（小学4年生以下は、
保護者と一緒にご来館ください）
100円（全5コーナーすべてに参加可能）

ちぎり絵

（和紙でランプシェードを作る）

折り紙

（シャツのメッセージカード）

動く紙工作

ペーパークラフト

（パタリンチョウ）

（マジックカード）

① 張り子

② 立体パズル

③ ちぎり絵

5月21

5月22日 日

5月24日 火

④ 水引

⑤ 寄紙細工

⑥ 折り方教室

5月24

5月25

5月28日 土

⑦ 彩人形

⑧ エコクラフト

⑨ 大人の折り紙

5 30

6月1

6月5日 日

⑩ ペーパークラフト

⑪ 折り紙教室

6月8日 水

6月12

【ダルマに色をつけよう（おまけ付き）】

日 土 13：00～15：00


宮﨑
稔（シルバーハイツ谷保デイサービス）

【あわじ結びでポチ袋を作ろう】

日 火 13：30～15：30

13：30～15：30

野町 直史

【紙の器・紙の花】

藤原 由美子・長谷川 ゆかり

会

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



対 象：中学生以上

場：郷土文化館 研修室

各回300円

山崎 としみ

子どもワークショップ
申込フォーム

13：30～15：30

定 員：各回16名（申込多数時抽選）
持ち物：筆記用具、飲み物、30cm定規
（⑥）

日 日 10：00～12：00

郷土文化館へお電話いただくか（☎︎042-576-0211）、右記の専用申込フォームより
お申込みください。
【受付期間】 子どもワークショップ 4月15日（金）9：30 ～ 4月26日（火）16：00
ワークショップ 4月19日（火）9：30 ～ 5月10日（火）16：00
※③ちぎり絵にお申込みの際は、希望カラーをご連絡ください。
※参加の可否は、それぞれの受付期間終了後に連絡します。定員に満たない場合は、
電話受付のみで追加募集いたします。詳細は当館ホームページをご覧ください。

ワークショップ
申込フォーム

当館ホームページでは、平成28（2016）年に開催
された企画展「第20回 紙の工芸展」の記念冊子「紙
とあそぶ」を公開しています。
「紙」を素材としたさまざまな作品の魅力や、紙の
工芸展の歩みについて、紙の工芸展実行委員によ
る紹介がなされています。

記念冊子はこちら

郷土文化館からのお知らせ
◆ 本紙掲載のイベント等の実施状
況など、最新情報は当館ホーム
ページやTwitterをご確認くださ
い。

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
しお の けい こ

塩野啓子バレエスタジオ
さえき

shiono@fa2.so-net.ne.jp

電話042-577-5663

川島 操

【親子参加歓迎！作って遊ぼう】

13：30～15：30

http://shionoballet.jp/

【七夕のくす玉】

市川 一子

【フォトフレーム】

10：00～12：00

佐藤 ミサ子

日 水 10：00～12：00

井上 惠子

国立市富士見台4-12-1-201

【ランドセル
（赤/ピンク/青/水色）
】

【状差】

日 月 10：00～12：00

10：00～12：00

藤澤 和子・下村 美代子・青木 美和

飯田 昌平

【超カンタンお人形しおり】

（オーナメント）

【色紙にカトレアの花を貼る（黄色/ピンク）】

日 水 10：00～12：00

木村 聡子

月

【ピラミッド・パズル】

エコクラフト

←至 立川駅

いなげや
北口
矢川駅

◆ 当館・国立市古民家をご観覧の
際や、イベントにご参加の際に
は、マスクの着用、手指消毒な
ど感染予防の対策にご協力をお
願いします。
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講 師

参加費

2022年度（第24期）会員募集

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
参加費



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、ぜひご参加ください。

6月1日（水）まで〔消印有効〕

申込み：専用申込用紙を貼付し、往復はがきで

送付先：〒186-0011

年間予定

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

クワガタの観察と飼育－幼虫を見つけよう－

② 7月 2日
（土）19：00～21：00

※専用申込用紙は、郷土文化館およびNPO法人国立市動物調査会のホームページに掲載いたします。

郷土文化館
ホームページ

① 6月19日
（日） 9：30～14：00

夜間観察－夜の雑木林に集まる虫たち－

③ 7月23日
（土）10：00～12：00

国立市動物調査会
ホームページ

昆虫採集－何種類とれるか挑戦－

④ 8月 7日
（日）10：00～12：00

魚の調査と観察－川で魚をとろう－

⑤10月 2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23日
（水・祝）10：00～12：00
		 木の実を集めて遊ぶ－秋の宝物づくり－

共

催：NPO法人国立市動物調査会

会

場：郷土文化館と周辺の野外

対

象：国立市内在住・在学の小学校2年生以上

⑦12月11日
（日）10：00～14：30
お知らせ

（4年生以下の児童は、保護者1名の同伴が必要です）

定

員：20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）

※②は夜間のため、保護者1名の同伴が必要です。
※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、内容の変更・延期・中止となる場合があります。

無料

季節の飾り付け 

4月23日 土 ～5月8日 日

昭和51（1976）年12月16日

− 写真でたどるくにたち No.25 −

休館日：4月28日（木）

富士見台団地集会所での折り紙教室

開場時間：9：00～17：00（入館は16：30まで）
場

生き物の絵を描く－1年のまとめ－

※①⑦は、お弁当を持参して下さい。

を撮影した写真です。講師の川島操先

所：国立市古民家・郷土文化館

生に教わりながら、子どもたちが楽し

国立市古民家と郷土文化館に、こいのぼりと五月
人形を飾り付けます。
端午の節句にちなみ、郷土ゆかりの兜など武器・
武具類も併せて展示します。季節の飾り付けを是
非ともお楽しみください。

そうに折り紙を体験している様子が分

※こいのぼりは、雨天・強
風等の場合は展示できま
せん。ご了承ください。

ることを心がけ、1回に2種類、年間で50種類余りの折り方を学んでいました。

かります。
「覚えたことを忘れないために、こ
どもに折り紙を教えよう」と考えた川
島先生が、子どもたち対象の折り紙教室を開室したのは、昭和47（1972）年のことでした。
当時は3歳から高校生までの生徒70余名が通っており、生徒たちは1折り1折りを大切にす
川島先生は平成5（1993）年より紙の工芸展実行委員として活動されており、同実行委員
の中には、写真が撮影された当時の折り紙教室の生徒もいます。そして、本年5月21日（土）
より第24回目となる紙の工芸展が開催されます。川島先生をはじめとした出展者の長年の
創作活動が、今回の企画展に結びついています。

以前の展示の様子

2022年度 くにたち郷土文化館の企画展予定
共催企画展

冬季企画展

第24回 紙の工芸展
5月21日 土 ～6月12日 日

むかしのくらし展
2023年1月13日 金 ～3月13日 月

秋季企画展

暮らしを記録する（仮）
10月8日 土 ～11月23日 水 ・ 祝
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

チケット発売中！
作・多和田葉子／作曲・平野一郎／演出・川口智子／振付・北村成美

芸 白 し 舎 C

4月30日 土 16：00/5月2日 月 18：30/5月3日 火 ・ 祝 16：00
全席指定 ホール

一般 4,000円 学生 2,000円

市民出演者・スタッフ
（五十音順）

吉川真澄（ソプラノ） 渡辺ゆき
（アルト）

コーラス

浅川荘子

池原毅和

井田美恵子

栗山美奈子

齊藤りう

佐藤和正

塩野遼

とりいまり

永田那由多

松沼かす美

松見安珠

成松こだま
村田雅則

アンサンブル(歌わない人)
高橋由江

中村直樹

市民スタッフ

藤原れいあ

井上龍達

空

武田あやめ

森口千晶

木島史人

前川悦子

横川咲希

久保田正美

大岡哲

中嶋俊晴
（カウンターテナー） 平野太一朗（テナー） 奥秋大樹（バス）

棚田真理子

T.Torii

滝本直子
（俳優） 山田宗一郎
（俳優） 北村成美（ダンサー）

松尾美季

松田泰成

斎藤明仁

鈴木恵理子

横山結

小玉陽子

守谷海音

佐藤花音

大浦順子

遠藤直彰
武田陽子

橋本果音

守谷玲音

大脇俊彦

伊藤美樹

山上あきら

中川鈴音

羽根田瑞希

池上英樹
（マリンバ・打楽器） 多久潤一朗（フルート）
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）
悪原至

齋藤綾乃

新野将之

三神絵里子（打楽器）

スタッフ：舞台監督・伊東龍彦
衣裳・giee 岩戸洋一・本柳里美

渡部佑有

稽古ピアニスト・水戸見弥子

照明・横原由祐、美術・谷口智子
コーラスマスター・谷本喜基

横山希

ほか

スティルト指導・せせらぎ（古賀彰吾）

3

2022 OASIS No.189

出演者

曲目

料金

こどもおすすめ事業

未就学児可

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

落語   

室内楽

スタジオコンサートvol.104

574-1515

くにたち市民芸術小ホール

発売予定

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。

公共ホール音楽活性化事業

発売予定



立川 らくまん

らく兵

立川

(仮)

志らべ

立川 志らぴー

立川

かしめ

立川

第49回

くにたちすたじお寄席

6月5日 日

芸 白 し

全席自由 スタジオ

14：00（開場13：30）

横内奏マリンバリサイタル

～マリンバの魅力～

6月11日 土

芸 白

全席自由 スタジオ

チケット発売：4月12日（火）

今回のゲストは志らべ師匠です。
立川志らべ
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 未就学児入場不可

4 20

エントランスホール

日水

12：10～12：50

全席自由 ホール

チケット発売：4月19日（火）

誰もが知る超名曲を中心にお届け予定。クラシックギターの響

マリンバのオリジナル曲からクラシック曲まで、幅広くお楽

きで世界中の曲をお楽しみください。おんかつ事業でクラシッ

しみいただけるプログラムとなっております。

ク初心者にも、愛好家にも、音楽との幸福な出会いを。
松尾俊介（クラシックギター）

モーリス・ラヴェル/ツィガーヌ

A.ルビーラ作N.イエペス編/映画「禁じられた遊び」のテーマ

エマニュエル・セジョルネ/マリンバコンチェルト ほか

F.タレガ/アルハンブラの思い出 ほか

1,000円 未就学児入場不可

一般1,500円

国立三中OB吹奏楽団「春風コンサート」観覧者募集
感染拡大防止のため、鑑賞者事前募集制とします。
どなたでもご応募いただけます。
【日時】5月5日（祝・木） 14：00 ～

「さくら色の春に歌う」

【人数】150名（1組最大4名まで） 応募者多数の場合抽選

Lapin Copin（ラパン コパン）：
金子二三代 白川部尚子 長谷川彩乃 細野千賀子（ソプラノ）
西岡幹洋（ピアノ）

中学生以下500円

申込方法①

往復はがき

⑥車椅子希望の有無
以上を明記し芸術小ホールへお送りください。4月15日（金）必着。
【宛先】くにたち市民芸術小ホール
〒186-0003

5月18日 水

申込方法②

国立市富士見台2-48-1

ご応募ください。

「薫風の音あそび」

当選発表

和のしらべ：桑村恵美子(箏) 木坂陽子(篠笛)

はがきにて4月下旬にお知らせします。当日はがき

久石譲/となりのトトロより「さんぽ」

と入場券を交換。座席は主催者側で指定させていただきます。なお、

松任谷由実/春よ、来い

状況により開催方法等変更の可能性があります。

ほか

問合せ先：国立三中OB吹奏楽団

遠藤

くにたち市民芸術小ホール
【注意事項】整理券は11：30より45席分 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。

090-2932-6884

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

ホール

実 施 日：5月9日
（月）
・10日
（火） スタインウェイ
（D274）
：6月6日
（月）
・ 7日
（火） ヤマハ
（CFⅢ）
間：13:00〜19:00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。
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。
ご利用日当日にお支払いください。

申し込み：4月11日
（月）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。

橋本容昌フラメンコ・ジャズプロジェクト

8 月 16 日 ( 火 ) 市民一芸塾

-20 日 ( 土 )「こどものためのガムラン講座」

9 月 4 日 ( 日 ) 第 50 回すたじお寄席

10 月 15 日 ( 土 ) 鼓童交流公演
11 月 12 日 ( 土 ) 芸小ステージクリエイションⅣ
朗読「モモ」

12 月 10 日 ( 土 ) ホール寄席
「三遊亭兼好＆桃月庵白酒」

042-574-1515

1 月 15 日 ( 日 ) くにたち市民オーケストラ

第45回くにたち音楽祭

ニューイヤーコンサート

市内の約16団体が手を携えて開催する音楽の祭典です。コロナ禍に
より、日頃の練習もままならない状況ですが、「くにたち音楽祭の舞

募集

体験プログラム   

7 月 30 日 ( 土 ) スタジオコンサート vol.105

9 月 11 日 ( 日 ) フレッシュ名曲コンサート

WEB申込み

右記QRコードをスマートフォンで読み込んで

12：10～12：50

7 月 25 日 ( 月 )
こども寄席 その 11
26 日 ( 火 )

【料金】無料
①鑑賞者ご招待②住所③氏名④電話番号⑤応募人数（1応募4名まで）

別宮貞雄/さくら横ちょう 小林秀雄/すてきな春に ほか

利用料金：2,000円／1時間

舎 C

無料

ランチタイムコンサート

対

7月9日 土

芸 白

｢マリンバ｣ という楽器の魅力を存分にお届けできるように、

横内奏（マリンバ） 百瀬功汰（ピアノ）

無料の催し   

時

松尾俊介クラシックギターコンサート
14：00（開場13：30）

14：00（開場13：30）

笑えば１日楽しくなる！

月

松尾俊介
クラシック
ギター
コンサート

台に立ちたい」「仲間と演奏をしたい」という団体の熱い思いを受け、
安全・安心な方法での開催を目指しています。今回は、出演する音楽
活動団体相互の親睦・交流及び各団体の音楽水準の向上を図ることを
優先して実施します。
【日時】6月19日（日） 13：00（開場12：30）予定
【講評】宮本 哲朗 先生
【お詫び】コロナ禍の中、万全な感染予防対策として、観客は出演者

2 月 19 日 ( 日 ) わくわくこどもフェスティバル
3月

第 51 回すたじお寄席

3月

野外彫刻展受賞者長野真紀子個展

秋

の関係者（事前申込者）のみとさせていただきます。ご理解の程、よろ
しくお願い致します。


第45回くにたち音楽祭実行委員会

ギャラリーネットワーク主催美術講座中止のお知らせ
例年開催しておりました美術講座は感染状況不安定のため、今年度も
中止とさせていただきます。

冬

スタジオコンサート vol.106
北村聡 鈴木大介デュオコンサート
市民一芸塾「ベリーダンス講座」

その他、ランチタイムコンサート ( 毎月第三水曜日開催 )
やくにたちデビューコンサート、たちかわ創造舎のファミ
リーシアターなどを実施予定です。
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講 師

参加費

こどもおすすめ事業
参加費

親子で参加 

親子スイミング教室①
締切：4月18日（月）必着

5月9日 月 〜6月13日 月

毎週

時間：15：30～16：30
会場：室内プール
定員：25組 50名
対象：市内在住・在学のオムツのとれた
3歳～6歳の親子

いきいき健康づくり

くにたち市民総合体育館
参加費

いきいき健康づくり 

やさしいヨガ①
締切：4月18日（月）必着

月曜日

5月11日 水 〜6月29日 水

毎週

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

水曜日

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）

参加費



津江 なつみ

5,000円（8回分）

参加費

いきいき健康づくり 

骨盤調整＆エアロビクス②

6月7日 火 〜7月26日 火

6月18日 土 〜8月6日 土

締切：5月16日（月）必着

火曜日

締切：5月16日（月）必着

毎週

時間：10：15～11：30
会場：第二体育室
定員：50名

土曜日

6月7日 火 〜7月26日 火

毎週

時間：13：00～14：40
会場：第三体育室
定員：60名

山口 みな子
こどもおすすめ事業

火曜日

令和4年5月5日に
予定していた

杉田 茂子
こどもおすすめ事業

無料



締切：4月18日（月）必着

【共通】 時間：16：00～18：00 定員：各30名
会場：室内プール
共催：国立市教育委員会
（生涯学習課）
【低学年向け】

5月11日 水 〜6月3日 金 6月10日 金 〜7月8日 金

の毎 週

水曜日と金曜日 全8回

対象：市内在住・在学の
小学4年生～6年生

5,000円（8回分）

5,000円（8回分）

小学生初心者水泳教室

【高学年向け】

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

☆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。

山口 みな子

太極拳24式・48式②

☆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。

初めての気功と健康太極拳②

時間：14：45～16：25
会場：第三体育室
定員：50名

参加費



☆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）

毎週

いきいき健康づくり

573-4111

締切：5月16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。

☆水着と水泳帽をお持ちください。

堀 政代

未就学児可

5,000円（8回分）

参加費



小学生かけっこ教室

の毎 週

水曜日と金曜日 全8回

※6月22日
（水）
を除く。

対象：市内在住・在学の
小学1年生～3年生

くにたちドル平の会

国立市水泳連盟

無料

いきいき健康づくり 

インターバル速歩（中高年最適運動）
事前申込不要

締切：5月9日（月）必着

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。

プール休室期間
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20日
（月）
～
6月23日
（木）
各月の休館日（第2・第4木曜日）

4月14日・28日、
5月12日・26日

毎週

金 曜日

時間：小学1～3年生 15：30～16：30
小学4～6年生 16：45～17：45
会場：第二体育室 B面
定員：小学1～3年生 20名 小学4～6年生 20名 合計40名
対象：市内在住・在学の小学生
☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

（株）

フォルテ 代表 長澤 宗太郎

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。

4月1日 金 、5月6日 金 、6月3日 金
※毎月第一

金 曜日

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

☆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。

7,000円（8回分）

川上

義昌（NPO法人熟年体育大学インストラクター）

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】
4月5日
（火）
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。

5月27日 金 〜7月15日 金

