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国立市民具調査団による民具調査の様子（昭和58年）

北多摩郡谷保村郷土誌
大正13年6月
国立市立国立第一小学校 所蔵

民具調査の様子（昭和57～ 62年頃）

　昭和30年代から40年代にかけて、日本が飛躍的な経済成長を遂げ
る中で、各地でまちの開発が行われました。国立でも、田んぼの中を
高速道路が走り、畑には団地が造成されるなど、まちの様相は目まぐ
るしく変化していきました。
　本展では、忘れ去られていく昔の暮らしを記録するために、昭和50
年代から60年代に、民具の収集や古老からの聞き書きを行った「くに
たちの暮らしを記録する会」（元 国立市民具調査団）の活動を中心に、
郷土の暮らしや歴史に目を向けた人々の活動を紹介します。

10月8日 土 ▶11月23日 水祝   
9：00～17：00（入館は16：30まで） 
休館日：  10月13日（木）・10月27日（木）・11月10日（木）
会　場：郷土文化館 特別展示室

学芸員が展示解説を行います。
集　合：  郷土文化館  特別展示室前（申込不要）
※ 参加者が15名を超える場合は、2回に分けて解説します。

10月16日 日・11月20日 日 
両日とも 13：30～14：00 

展示をご覧いただいた方に、くにたちの暮らしを
記録する会会長の佐伯安子さんからのおもてなし。
民具調査の思い出など、気軽にお尋ねください。
協　力：  表千家佐伯社中
会　場：  郷土文化館  研修室（申込不要）
※ お菓子が無くなり次第終了。

10月16日 日・11月20日 日 
両日とも 14：30～16：00 

昔の写真や地図、聞き書きを参考に、散策を
通してまちの変化をみていきます。

〔ルート〕
矢川駅→矢川→大橋場水車の跡→
野水道→南養寺参道→くにたち郷土文化館

集　合：  JR南武線  矢川駅北口
協　力：国立まなびあるきの会　　
定　員：10名（申込先着順）
申込み：10月8日（土）9：30より、 
　　　　電話にて郷土文化館まで。
※ 雨天の場合は、11月13日（日）に延期。
　11月13日（日）が雨天の場合は中止。

11月6日 日  9：30～11：30 

当館ホームページ



   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

   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
ワークショップ � 参加費 天体観測 � �無料

講演会 � 無料 講演会 � 無料

リサイタル ���   発売中 民謡と和太鼓 ���  発売中 音楽 ��スタジオコンサートvol.106� 完売
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干支の折り紙教室 冬 の 星 空 ウ ォ ッ チ ン グ  第 1 回 月 と 木 星・土 星

旧本田家住宅　その復元を探る
―旧本田家住宅修理専門委員会の検討から―

本田家350年のお宝
―資料基礎調査報告―

※材料のみの購入はできません。
※1回の受付で、申込みできる人数は1名までです。

※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。
※お申込みの問合せは、当館へお電話（042-576-0211）ください。
※参加の可否等について、11月28日（月）にメールで連絡します。

2023年の干支「卯」（う）をテーマに、和紙で折り紙作品を作りましょう。 冬の澄んだ夜空は星が良く見えます。望遠鏡で神秘的な星の世界をのぞいてみましょう。

旧本田家住宅の解体調査の結果を踏まえて、現在、旧本田家住宅修理専門委員会で復元に向けた
修理方針が検討されています。その専門委員である講師から、旧本田家住宅の復元がどのように
進められているのか、その状況を直に語ってい
ただきます。

本田家が守り伝えてきた数多くの資料が国立市へと寄贈され、「本田家旧蔵
資料」として今後の利活用が期待されています。この資料の整理・調査を長
年続けられてきたお二人を講師に迎え、入門編として資料をご紹介します。

　 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、今年度の「しめ縄飾り作り」は
開催中止となりました。

　 ご観覧やイベントに参加される際は、マスクの着用、手指の消毒など、感染
予防にご協力をお願いいたします。

　 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。

5月21日（土）～ 6月12日（日）に開催した共催企画展「第24回 紙の工芸展」では、
旧本田家住宅の解体復元工事に向けた募金活動を行い、募金総額は66,000円と
なりました。募金は全て、国立市教育委員会へ寄附しました。募金にご協力くだ
さった方々へ、心より感謝申し上げます。 紙の工芸展 実行委員会

郷土文化館からのお知らせ第24回 紙の工芸展での募金結果について

 川島 操
 1,000円

会　場：  郷土文化館　研修室
定　員：16名（申込先着順）　　
対　象：中学生以上
持ち物：筆記用具、飲み物

 伊東 昌市（元国立天文台専門研究職員）
 無料

会　場：  郷土文化館　研修室および武蔵野庭園
定　員：20名（申込み多数時抽選）
持ち物：手袋、防寒着、双眼鏡（必要な方のみ）

 白井 裕泰（ものつくり大学名誉教授）
 無料

会　場：  郷土文化館　講堂
定　員：45名（申込先着順）　

  濱中 秀子・萩原 紀子 
（国立市教育委員会 教育部 生涯学習課職員）
 無料

会　場：  郷土文化館　講堂
定　員：45名（申込先着順）

12月3日 土  10：00～12：00 12月2日 金  17：00～18：30 

11月12日 土  14：00～16：00 12月10日 土  14：00～16：00 

申込み：10月30日（日）9：30より電話にて郷土文化館まで。 オンライン申込み：�11月3日（木・祝）～11月23日（水・祝）

申込み：10月15日（土）9：30より、電話にて郷土文化館まで。 申込み：11月12日（土）9：30より電話にて郷土文化館まで。

干支の折り紙「寅」（2022）

屋根改修前の旧本田家住宅（1965年）　国立市所蔵

作成の様子 お申込みフォーム

郷土文化館
Twitter

郷土文化館
ホームページ

葵紋付馬具
土方歳三の土産と
伝わる煎茶碗

いずれも本田家旧蔵資料（国立市所蔵）

ニュージーランド出身、現代クラシック音楽分野で異彩を放つ
作曲家ジョン・ササス氏に捧ぐ…日本初（たぶん）!  オール・サ
サス・プログラムの祭典、その名も「ササフェス」!  

   うえだよう（ピアノ）　富田真以子（打楽器）　細野幸一（打楽器）　
戸崎可梨（ピアノ）　佐藤兼右（クラリネット）　遠藤益民（チェロ）
   おとな3,000円　学生1,000円（要学生証）　未就学児無料
   Island Songs　Drum Dance　ほか

 ｜https：//teket.jp/3431/12166
e-mail ｜maimaiartsproject＠gmail.com（問合せ/チケット）
企画：ササフェス実行委員会　文化庁「ARTS for the future! 2」補助対象事業

10月9日 日
19：00（開場18：30）

ササフェス!
～作曲家ジョン・ササスの作品に踊る～

芸

NHK紅白歌合戦にも出場している民謡歌手の伊藤多喜雄氏と鼓
童は1996年に永六輔氏の紹介で出会いました。新たに響き合
う「声」と「太鼓」のコラボレーションにご期待ください。

   伊藤多喜雄、鼓童出演者（以下予定） 
小島千絵子／住吉佑太／小平一誠／吉田航大 
三枝晴太／平田裕貴／山脇千栄／渡辺ちひろ
   一般5,000円　学生（小学生～高校生）2,500円

伊藤多喜雄×鼓童

10月15日 土 全2回 90分公演
13：30（開場13：00）17：30（開場17：00）

芸
鼓童

チケット
サービス

鼓童チケット
サービス▼

太鼓
声×

全席指定
ホール

全席自由 ホール 10月28日 金
19：00（開場18：30）

北村聡  鈴木大介  デュオコンサート
～情熱のアルゼンチンタンゴ～

全席自由 スタジオ

芸  白

北村聡（きたむらさとし）

Studio Concert vol.106

鈴木大介（すずきだいすけ）

Ⓒ植村元喜

Ⓒ Orie_Miyajima

音が持続するバンドネオン、音が減衰するギター。キャラクター
が異なる楽器のアンサンブルで、古典からタンゴの名曲、名ア
レンジをお楽しみ下さい。

   北村聡（バンドネオン）　鈴木大介（ギター）　
  アストル・ピアソラ／リベルタンゴ 
アンヘル・ビジョルド／エル チョクロ 
ディエゴ・スキッシ／スケルツォ イ トンゴ　ほか

   2,000円　未就学児入場不可企画制作：株式会社北前船

令和 4 年度 ( 第 77 回 ) 文化庁芸術祭参加作品

完 売 御 礼
次 回 に ご 期 待 く だ さ い



   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。

芸小ステージクリエイションⅣ ��� 発売予定 上映会 ��� 発売予定

JAZZ ���   発売予定 管弦楽 ��� 発売予定

音楽 ��くにたちデビューコンサートvol.15� 発売予定

落語 ��� 発売中

くにたち市民オーケストラ
2023年 ニューイヤーコンサート

 New Year Concert     
 2023

冬の市民一芸塾 ��� 参加費無料の催し ���   無料
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チケット発売：10月12日（水）
アーティストとアイディアを出し合いながら、地域の文化施設
がつくる舞台作品を育てるシリーズ・芸小ステージクリエイ
ション。今回はミヒャエル・エンデに関わる著作を取り上げ、

「時間とは？」「お金とは？」「文学とは？」「劇場とは？」そん
な思考の旅をするリーディング作品を上演します。作品のテー
マをより深く掘り下げるためにゲストを招いたクロストークも
実施予定です。

  構成・演出：川口智子　出演：武谷公雄、滝本直子  
 ゲスト：ヴィヴィアン佐藤
 一般2,000円　学生1,000円 協力：レトル

朗読とおはなし
『エンデの遺言』を読む

くにたちオペラ「あの町は今日もお祭り」
上映会

誰もが楽しめるジャズコンサート

①未田敦子カルテット
誰もが楽しめるクリスマスコンサート

②高田なみ withKECバンド

全席自由 スタジオ11月12日 土
15：00（開場14：30） 

武谷公雄

滝本直子

© 山田雅子

チケット発売：10月18日（火）芸小のみ
今年のゴールデンウィークに芸小ホールで世界初演されたオペ
ラ公演が映像作品になりました。公演を見逃がした方、映像で
改めてじっくり味わいたい方、ぜひどうぞ。

   500円　未就学児入場不可
くにたちオペラ「あの町は今日もお祭り」
作：多和田葉子　作曲：平野一郎　演出：川口智子

チケット発売：10月18日（火）9:00～　芸小のみ

  ①未田敦子（Vo. Pf.）　中山拓海（A.Sax.）　小泉清人（Gt.）　 
高尾幸宏（Ba.） 
②高田なみ(Vo.)　塩野直昭(Gt.)　田中久美子(Kb.)　坂本タケシ
(Ba.)　大野孝儀(Sax.)　羽原コータ(Drs.)　円谷耕平(Perc.)
 各500円　乳幼児ひざ上鑑賞無料、座席使用の場合有料

お願い：車椅子でご入場の場合はチケット購入時にお申し出ください

共催：国立市教育委員会

11月14日 月 5/2公演分

11月15日 火 5/3公演分
いずれも18：30（開場18：00）終映予定20：50

①12月1日 木 ②12月16日 金
いずれも14：00（開場13：30）終演予定15：30

芸

全席自由 
ホール

チケット発売：12月1日（木）
新年の幕開けとなるニューイヤーコンサート。今年も魅力的な
プログラムでお届けします。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　指揮：宮野谷義傑
  オッフェンバック/喜歌劇「天国と地獄」序曲 
J.シュトラウス2世/ワルツ「美しき青きドナウ」　ほか
   1,000円　未就学児入場不可

チケット発売：10月11日（火）

文豪ゲーテの名作の世界を、シューマン、リスト、チャイコフ
スキーはどう描いたのか？歌曲・朗読・挿絵の多彩なアプロー
チで愉しむコンサート。

    筒井紀貴(演出・Pf.)　金持亜実(Sop.)　寺島弘城(Ten.)　 
関口直仁(朗読)　水本紗恵子(挿絵)
  R.シューマン作曲（ゲーテ詩）/《ヴィルヘルム・マ 
イスターからのリートと歌》op.98aより　ほか　
   一般2,000円　学生1,000円 　 未就学児入場不可

今、旬な、おふたりが登場！
笑う門には福きたる！　一年の締めくくりは落語で笑い納め。

 桃月庵白酒　三遊亭兼好
   一般3,000円　高校生以下1,000円　未就学児入場不可

くにたち市民オーケストラ
2023年ニューイヤーコンサート

ゲーテ『ヴィルヘルム・マイスター』の詩情 
～歌曲・朗読・挿絵で描く、その世界～

くにたち芸小ホール寄席
桃月庵白酒・三遊亭兼好 二人会

1月15日 日 
14：00（開場13：30）

1月21日 土 
15：00（開場14：30）

12月10日 土 
14：00（開場13：30）

芸  白  し  

芸  白

 舎  C

芸  白  
し  C  

全席指定 ホール

全席指定 ホール

ベリーダンスは美容や健康はもちろんウエストのくびれが期待
できます♪　楽しく体を動かすことで、自分自身の魅力を引き
出してくれ、心身ともにハッピーにしてくれます。今まで音楽
やダンスに無縁だった方も明美先生と一緒に楽しく踊ってみま
せんか。

   天野明美　
   2,000円　 
1,100円（ヒップスカーフ代）

定員：20名
持ち物：動きやすい服装・タオル・
蓋付き飲物・履物は靴でも裸足でも踊りやすいほうでOK！

チケット発売・参加受付：10月11日(火) 芸小のみ
スティーヴ・ライヒはアメリカの作曲家で現代音楽界に多大な
影響を与えている人物です。ライヒ氏から厚い信頼を得ている
加藤訓子氏と若手打楽器奏者inc. percussionistsの皆さんが、
レクチャ―や演奏、ワークショップでミニマルミュージックの
魅力を披露します。

   加藤訓子(演奏・監修)　吉川真澄　丸山里佳(Vo.) 
inc.percussionists2022:青柳はる夏　東廉悟　齋藤綾乃　篠崎陽子 
高良真剣　谷本麻実　戸崎可梨　富田真以子　中野志保　濱仲陽香 
藤本亮平　古屋千尋　細野幸一　眞鍋華子　三神絵里子　横内奏
  ワークショップ　定員15名　参加費500円 
レクチャー＆ショーイング1,000円　※未就学児入場不可

お申し込み　10月11日（火）～ 25日（火）
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。

11月21日・28日・

12月5日・12日・19日
全5回　毎週 月 曜　13：30～15：00

11月19日 土20日 日

踊って楽しい！ ベリーダンス講座

スティーヴ・ライヒプロジェクト
レクチャー・ショーイング・ワークショップ

「前川健生テノールコンサート」
   前川健生（Ten.）　赤松美紀（Pf.）
   小林秀雄／落葉松　ディ・カプア／私の太陽 
プッチーニ／『トゥーランドット』より 
誰も寝てはならぬ　ほか

愛と平和のコンサート
   井上昭史（Fl.）　井上真美（Pf.）
   Park Jeong Won／『冬のソナタ』よりMy Memory 
G.Puccini原曲　井上昭史編／トゥーランドット・ファンタジー

10月19日 水
12：10～12：50

11月16日 水
12：10～12：50

ランチタイムコンサート
エントランスホール

前川健生　©近澤幸司

芸

【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。

① ②

芸

全席指定 ホール

音楽練習室

全席自由 
スタジオ

加藤訓子プロデュース ��� 発売・募集予定

芸

全席自由 
ホールほか

企画制作：NPO芸術文化ワークス

 11/19(土)  13:30 野外パフォーマンス（鑑賞無料）
14:00 ワークショップ①「打楽器にふれてみよう」戸崎可梨 ※こども対象

15:00 ワークショップ②「スネアドラム講座」東廉悟 ※小学生対象

16:00 レクチャー「ドラミング」加藤訓子+inc.percussionists2022
17:00 ショーイング「ドラミング」
 11/20(日)  13:30 野外パフォーマンス（鑑賞無料）
14:00 ワークショップ③「マリンバの歴史～ラグタイムの時代」横内奏
15:00 ワークショップ④「マリンバだれでも体験教室！」三神絵里子
16:00 レクチャー＆ショーイング「カウンターポイント」
　　　加藤訓子+inc.percussionists2022

ゲーテゲーテ

『『ヴィルヘルム・マイスターヴィルヘルム・マイスター』』のの
詩情詩情

～歌曲・朗読・挿絵で描く、その世界～～歌曲・朗読・挿絵で描く、その世界～



   講    師　　    参加費　　    こどもおすすめ事業　　    未就学児可 くにたち市民総合体育館    573-4111

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2023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、2022年10月21日㈮ま
でに各館へ提出願います。
 総務課 042-574-1511

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24日（月）～10月27日（木）

プール休室期間

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。

各月の
休館日

（第2・第4木曜日）

10月13日・
27日、

11月10日・
24日

いきいき健康づくり � 参加費

締切：11月24日（木）必着

いきいき健康づくり � 参加費 親子で参加 �   参加費

締切：11月24日（木）必着 締切：11月27日（日）必着

いきいき健康づくり � 参加費

締切：10月21日（金）必着

いきいき健康づくり � 無料

事前申込不要

いきいき健康づくり � 参加費

締切：11月7日（月）必着

親子で参加 �   参加費

締切：10月19日（水）必着

4 2022 OASIS No.192

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。

※ 
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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】10月5日（水）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

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

1月10日火 ～3月7日火 毎週火曜日

太極拳24式・48式⑤

   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。

初めての気功と健康太極拳⑤ 親子体操教室③

   山口 みな子  5,000円（8回分）    塩野 啓子  5,000円（8回分）

1月10日火 ～3月7日火 毎週火曜日 1月13日金 ～3月10日金 毎週金曜日

☆  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。

※1月24日を除く ※1月24日を除く ※2月24日を除く

11月9日水 ～1月11日水 毎週水曜日

水中リズムウォーキング③

   成田 佳代子  5,000円（8回分）

時間：  13：30～14：30
会場：  室内プール
定員：60名

時間：10：00～11：30
会場：第三体育室
定員：30名

※11月23日、1月4日を除く

10月7日金、11月4日金、12月2日金 
※毎月第一金曜日

インターバル速歩（中高年最適運動）

   川上 義昌（NPO法人　熟年体育大学インストラクター）

雨天中止現地集合＆解散

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

参加される方は、実施日に会場へおいでください。

楽しいフラダンス③

12月1日 木～3月2日 木 隔週木曜日

☆  動きやすい服装で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。

   吉田 和美  5,000円（6回分）

12月1日・15日、1月19日、2月2日、16日、3月2日に開催

☆  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：  15：30～16：30
会場：  室内プール
定員：   25組　50名
対象：   市内在住・在勤の親とオムツのとれた 

３歳～６歳までのお子様

11月7日月 ～12月12日月 毎週月曜日 

親子スイミング教室②

   堀 政代  4,000円（6回分）
☆水着と水泳帽をお持ちください。

☆水着と水泳帽をお持ちください。

時間：  13：00～14：40
会場：  第三体育室
定員：  60名

時間：  14：45～16：25
会場：  第三体育室
定員：  50名

時間：  9：30～11：30
会場：  第一体育室　1月13日、20日、27日、2月10日、3月3日

 第二体育室　2月3日、17日、3月10日
定員：  30組　60名　
対象：親と2歳～ 4歳までのお子様

無料開放期間 2022年12月29日（木）～ 2023年1月3日（火）
利用条件 ◦  テニスは市内在住、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。
 ◦  野球・サッカーは市内在住、在勤、在学の方に、先着順で１人１面、４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 12月3日（土）
受付時間 ○テニス  8：30～ 9：00（時間厳守）抽選
 ○野球・サッカー 11：00～  先着順

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
  広場コート 国立市役所3階第一・第二会議室
 ○野球・サッカー くにたち市民総合体育館受付
問い合せ 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。

年末年始無料開放（野球場・サッカー場・テニスコート）

新型コロナウイルス オミクロン株対応ワクチンの集団接種会場のため、総合体育館第二体育室は
１１月１日（火）から１月３１日（火）までご利用になれません。

ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

第二体育室　利用中止について


