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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。

塩野啓子バレエスタジオ
小さなバレリーナ

オアシス
～地域にある　　　　　　　　　　  　  　　　時間・空間～楽しく 健康で 豊かな
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2023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

◆資格等　　　�①②パソコンの基本操作ができる65歳未満の方
◆報酬　　　　①②時給　1,200円　交通費別途支給
◆勤務時間　　�①②1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）
　　　　　　　なお、①②とも第2、第4木曜日は休館日で休み
◆勤務期間　　�2023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の仕事

の内容を明記し、2023年1月13日（金）
までに郵送（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

募集

チケット
取り扱い

● □ 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。

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！

白十字国立南口店
042-572-0416

( 株 ) しまだ文具店
042-576-4445

旧国立駅舎まち案内所
042-505-6691 www.confetti-web.com

芸術小ホール
042-574-1515

ランチタイムコンサート＆ステージ
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。

開催日時：2023 年 4 月～ 2024 年 3 月

原則として各月第 3 水曜日の 12:10 ～ 12:50

開催場所：芸術小ホールエントランス

募集期間：1/10( 火 ) ～ 1/31( 火 )

※第 2・4 木曜と 1/24.25 は休館日です

対象：市内及び周辺市に在住・在勤・在学の方

出演料：無料

募集要項は芸術小ホール / 市内公共施設にて配布、公

式サイトでご確認いただけます

くにたち音楽祭
新規出演団体募集中止のお知らせ
2023 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とさせてい

ただきます。なお、すで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会

芸 術 小 ホ ー ル・総 合 体 育 館
1/24( 火 ) ～ 26( 木 )

停電を伴う電気設備工事のため休館
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学校の音楽の時間、シューベルトとヴェルナーの
《野ばら》の聴き比べをしませんでしたか？

《野ばら》のように、詩から音楽が生まれて一つ
の歌になったものを、歌曲と呼んでいます。シュー
ベルトやヴェルナーだけでなく、実はベートー
ヴェンやブラームスも《野ばら》を作曲していま
すが、これらはもともと、ゲーテが書いた詩から
始まっているのです。文豪ゲーテはたくさんの詩
を書きましたが、多くの作曲家がそれに音楽を付
けて、色とりどりの美しい歌が生まれてきました。

本公演ではゲーテと歌曲にスポットを当てて、前半はゲーテの詩にシューベルトやリスト、チャイ
コフスキーが作曲した有名な歌を集め、ドイツの文豪×著名な作曲家による歌曲の森へと足を踏み
入れます。後半は、ゲーテの有名な詩がいくつも織り込まれている名作『ヴィルヘルム・マイスター』
の物語へ。小説の中で詩が紡がれてゆく、印象的な場面を日本語で朗読しながら、シューマンが付
した歌曲に色彩豊かな挿絵を加えて、本格的な歌曲の世界へとご案内します。

ドイツ歌曲を、その原作のそれぞれの場面まで掘り下げて、日本語の朗読や挿絵と共に堪能できる機会は
そうありません。一度限りの公演を、ぜひくにたち市民芸術小ホールならではの豊かな響きの中でお愉し
みいただければと思います。」( 筒井紀貴さん )

ひとつの物語として楽しんで
「シューマンの描く《ミニョン》の歌は、憧れや、憂いを帯びた儚さを持っ
た曲です。そして、それだけでなく、その中に渦巻く彼女の感情の激し
さが見事に表されていて、親近感を持って聴いていただける作品です。
ゲーテや歌曲と言うと、一見とっつきにくい印象もあるかもしれません
が、挿絵や朗読と組み合わさることで、より分かりやすく、ひとつの物
語としてお楽しみいただけると思います。」( 金持亜実さん )

孤独の内に秘めた思い
「竪琴弾きの詩にはシューベルトやヴォルフも作曲していて、若い主人公
ヴィルヘルムに深い示唆を与えるこの老人の、孤独や諦念の表現が印象的
です。しかしシューマンの音楽では、それでもなお生きることへの執着が
感じられ、つらい世の中に反発して立ち向かおうとする意志の強さが巧み
に表現されているのは聴きどころの一つです。」( 寺島弘城さん )

＼予告／ 3月18日（土）戦争と音楽編
大戦の渦に飲まれ、志半ばに未来を奪われた日欧の作曲家。戦
争が決して過去のものではなくなった今、望まぬ戦火に散って
いった彼らの「歌」に耳を傾けます。

 金持亜実（Sop.）狩野賢一（Bs.Br.）筒井紀貴（Pf.）
 葛原守 / かなしひものよ　マーラー / 美しいトランペット

の鳴り響くところ　ウルマン / ３つのヘルダーリン歌曲　ほか  
 一般 2,000 円 / 学生 1,000 円　ホール　全席指定

1月21日 土  15：00開演（14：30開場）　ホール 全席指定 　 �一般2,000円　学生1,000円　未就学児入場不可

チケット発売中
芸 白  
し C

���金持亜実 ( ソプラノ )　寺島弘城 ( テノール ) 
筒井紀貴 ( 演出、ピアノ )　関口直仁 ( 朗読 ) 
岡うらら ( ソプラノ )　水本紗恵子 ( 挿絵 )

���リスト / ミニョンの歌 
チャイコフスキー / ただ憧れを知る者だけが 
シューマン /「ヴィルヘルム・マイスター」から
のリートと歌　op.98a　ほか

◀カンフェティチケット購入

後援：国立市教育委員会　協力：国立音楽大学

 強い音楽が五感に訴えかける一夜限りの公演
「ゲーテは稀有な観察眼を持ち、人間らしさを愛して、生涯それを追求
した人だと思います。この物語の中で少女ミニョンと竪琴弾きの老人
が物語の中で歌う詩にも人間の複雑な感情が巧みに描かれていて、当
時から現在に至るまで、多くの作曲家にインスピレーションを与えて
きました。その中でもシューマンが付したのは、私たちの五感すべて
に訴えかけるような、強い感情に満ちた音楽です。本公演では原作の
詩の場面を日本語で朗読しつつ、物語の挿絵を投影しながら、ゲーテ
×シューマンの歌曲の世界を立体的に描いていきます。 チケット発売：12 月 20 日 ( 火 )



   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。

   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

管弦楽    発売中落語    発売中

無料の催し      無料

演劇    

無料の催し      無料 落語    発売予定

第32回ダンスコレクション    チケット販売

第51回

くにたち
すたじお寄席
ゲストは
志ゑん師匠！
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© 山田雅子

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「美しく青きドナウ」　ほか
���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

よみしばい にじゅうまるシアター
長靴をはいたネコ

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）

12月10日 土 
14：00（開場13：30）

芸  白  
し  舎

 
芸  白  
し  C

全席指定 ホール

「hanaとジョイフル クリスマス」
���hana：小棚木恵美子（Ocarina）　五十川慶子（Pf.）
���ジョージ・マイケル／ラストクリスマス�
�五十川慶子／岡上の風　ほか

「eco di armonia 聖なるクリスマスの夕べ」
���eco�di�armonia：五十嵐育実（Pf.）　川口祐貴（Vn.）
���チャイコフスキー／くるみ割り人形より�
コレッリ／ヴァイオリンソナタNo.5　ほか

「ベリーダンス講座（冬の市民一芸塾）のミニ発表会」
���天野明美先生と講座受講生のみなさん

冬のひだまりコンサート
���YOSHIE（ピアノ弾き語り）
���松任谷由実／やさしさに包まれたなら�
松本良喜／雪の華　小林武史／あなたに会えてよかった

12月21日 水
17：30～18：50

1月18日 水
12：10～12：50

クリスマスコンサート
ランチタイムコンサート

エントランスホール

全席指定 ホール

【注意事項】整理券は12月17：00 ／ 1月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。

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。
原作：シャルル・ペロー
���台本・演出：倉迫康史　　出演：Theatre�Ort

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）

※詳細情報は市報または芸術小ホール公式サイトに 12 月中旬頃掲載します

1月28日 土
11：00（開場10：30）/14：00(開場13:30)

▲8月
（泣いた赤鬼）

よ
み
し
ば
い
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じ
ゅ
う
ま
る
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ホール

◎ホール公演◎ 
TAP�DO!
<タップドゥ>
スペシャル
わくフェスショータイム♪～くにたち特別バージョン～
14:30(開場14:00)/入場制限あり

◎コーナーを楽しもう◎
マリンバ演奏@ホール　12:30 ～ 13:00
工作コーナー＠アトリエ　10:15/11:15/12:15/13:15
　各回15分前より受付・各回入場者8名まで(おとな含む)
くにたちカルタ＠ギャラリー　10:15/11:15/12:15/13:15
　各回15分前より受付・各回入場者30名まで(おとな含む)
小さいひとののんびりひろば＠エントランス11:00 ～ 13:45
　赤ちゃんのための木のおもちゃ、折り紙、
　「手遊びと絵本のじかん（２回）」
���無料

TAP�DO!ホール公演の参加券は1/30(月)
午後4時より芸術小ホール、各児童館、市役所児童青少年課で配布、
なくなり次第終了です。
お問合せ・主催：わくわくこどもフェスタ実行委員会
TEL：042-576-1313(トマツ)

2月19日 日

第10回 わくわくこどもフェスタ

チケット発売：12月10日（土）
らく萬さん志らぴーさんが二つ目昇進後の初すたじお寄席！
今回のゲストは立川志ゑん師匠です。
���立川志ゑん�
立川らく兵　立川かしめ　立川らく萬　立川志らぴー
���1,500円　未就学児入場不可

第51回くにたちすたじお寄席

3月5日 日 
14：00（開場13：30）

芸  白  し

全席自由 スタジオ

会場：くにたち市民芸術小ホール
主催：第32回ダンスコレクション実行委員会
後援：��国立市・国立市教育委員会・（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15日（日）10：00～
発売場所：くにたち市民総合体育館エントランス
金額：1,000円（全席指定席）お1人5枚まで
問合せ：��第32回ダンスコレクション実行委員会　塩野啓子　

℡�042-577-5663

2月5日 日  開場13：30～  開演14：00～

ダンスコレクション

集　合：くにたち市民芸術小ホール前
会　場：富士見高原スキー場
対　象：小学4年生～中学3年生
定　員：40名�

（先着順、状況により中止の場合あり）
参加費：12,000円（リフト代、昼食代含む）
� ・くにたちエール非会員は別途年会費1,000円が必要
� ・用具、ウエアをレンタルする場合は、別途レンタル費が必要
締　切：1月31日（火）
主　催：国立市総合型地域スポーツクラブ「くにたちエール」
協　力：国立市スキー・スノーボード連盟
お申込み：ホームページ・公式LINE・メールで直接お申込みください。
お問合せ：公式LINE・メールで承ります。
TEL：070-8548-9117�

（日曜9～12時、木曜14～17時）
Mail：kunitachi.yell@gmail.com

スポーツ、遊び、文化活動など幅広く楽しめ
る地域スポーツクラブです。幼児からお年寄
りまでどなたでも参加できます。
「こんなことがしたい」という希望があればど
んどん提案してください。会員が自分たちで
創り上げ運営していく楽しいクラブです。仲
間になりませんか？
◦  年会費：10月以降入会の場合
　1,500円（大人）、1,000円（小中学生）
◦  クラブハウス：総合体育館地下１階
◦  入会申込はホームページで受付けます。
◦  定期プログラム等の詳細はホームページをご覧

ください。
◦  お問合せ:公式LINE、メールで承ります。
◦  電話、メールアドレス、ホームページ、公式

LINEは左記（スキー教室）と同じです。

貸切バスで行く
「小・中学生スキー教室」
2月23日木・祝

※この事業は総合体育館の事業ではありません。

※この事業は総合体育館の事業ではありません。

▲ホームページ ▲公式LINE

国立市総合型地域スポーツクラブ国立市総合型地域スポーツクラブ

くにたちエールくにたちエール
会員募集

お子さんから大人まで参加できるワークショップや演奏会など盛りだくさ
んな打楽器の祭典！　詳細は決まり次第公式サイト等でお知らせします。

inc.percussion days 2023　2/10(金)11(土・祝)12(日)



   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

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】12月5日（月）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

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。

12月は全面、1月1日（日）～3月31日（金）までは
半面（Ｂ面）がご利用になれません。

第二体育室利用中止について

各月の休館日（第2・第4木曜日）

12月8日・22日、
1月12日・26日

年末年始休館日

12月29日（木）～1月3日（火）

１月２４日（火）・２５日（水）
くにたち市民総合体育館・くにたち市民芸術小ホールは 

ご利用になれません。

電気設備工事に伴う臨時休館日

いきいき健康づくり  参加費

締切：1月4日（水）必着

こどもおすすめ事業    無料こどもおすすめ事業    無料

締切：12月26日（月）必着事前申込不要

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：1月4日（水）必着

締切：12月25日（日）必着

いきいき健康づくり  無料

親子で参加    参加費

事前申込不要

事前申込不要

締切：1月6日（金）必着

いきいき健康づくり  参加費

締切：1月13日（金）必着

スポーツ講演会  無料

事前申込不要

スポーツ講演会
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2月1日水 ～3月22日水 毎週水曜日

水中リズムウォーキング④

   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

　

☆水着と水泳帽をお持ちください。

サッカークリニック冬休み小・中学生無料開放

   FC東京　普及部コーチ

1月15日 日1月6日 金 
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
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）

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

会場：  第一体育室（バドミントン、卓球） 
室内プール（水泳）

☆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。

※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。

☆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。

【高畑好秀氏プロフィール】
早稲田大学人間科学部スポーツ科学科スポーツ心理学専攻卒。数多
くのプロスポーツ選手やオリンピック選手などのメンタルトレーニ
ングの指導のほか、経営者や学生向けの講演を全国で行っている。
テレビ出演も多数。

ボール持参現地集合＆解散

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：第一体育室、第三体育室
定員：各コース50名（合計100名）

時間：10：15～11：30
会場：第一体育室および第三体育室
定員：50名

2月1日水 ～3月22日水 毎週水曜日

1月21日土 ～3月18日土 毎週土曜日

やさしいヨガ④

骨盤調整＆エアロビクス④

   津江 なつみ  5,000円（8回分）

   杉田 茂子  5,000円（8回分）

　

※2月11日を除く

☆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。

☆動きやすい服装、上履きをお持ちください。

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

2月6日月 ～3月13日月 毎週月曜日 

12月2日金 、1月6日金、2月3日金 
※毎月第一金曜日

2月14日火

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）

☆��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。

親子スイミング教室③

   堀 政代  4,000円（6回分）

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）

時間：開場18：00　開演18：30
会場：  くにたち市民芸術小ホール
定員：300名
主催：国立市体育協会
共催：  （公財）くにたち文化 

スポーツ振興財団
   高畑 好秀氏（メンタルトレーナー）

「スポーツや受験に役立つメンタル力の高め方」

☆��水着と水泳帽をお持ちください。

参加される方は、実施日に会場へおいでください。

レベルアップゴルフ②

   猪俣 英昭  9,000円（6回分）
☆初心者の方でもお申込みいただけます。

コース：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】2月7日 火 ～3月14日 火  毎週火曜日

【金曜コース】2月10日 金 ～3月24日 金  毎週金曜日

時間：  【Ａ】 9：15～10：35 
【Ｂ】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）

※2月24日を除く

雨天中止



   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

天体観測   無料自然観察会   参加費

古民家伝統行事   参加費

古民家伝統行事   無料

古文書に親しむ  参加費
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冬の星空ウォッチング

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？

   伊東昌市（元国立天文台専門研究職員）
場　所：郷土文化館���講堂・武蔵野庭園
定　員：  各回40名（申込み多数時は抽選）
持　物：手袋、防寒着、双眼鏡（持っている方）

※��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ください。
※�お申込みのお問合せは、当館へお電話（☎042-576-0211）ください。
※参加の可否は、下記の日程にメールにて連絡します。
　第2回：1月18日（水）
　第3回：2月15日（水）

※�往復はがきによるお申込みも受け付けます。詳細はお問い合わせください（☎042-576-0211）。
※�参加の可否等は、2月1日（水）にメール連絡（往復はがき申込みの場合、同日発送）します。
※�2月1日（水）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。

◆��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。

※当日は講堂で解説の後、郷土文化館周辺の屋外を散策します。
※��悪天候などで開催できない場合は、2月5日（日）に延期します。また、延期後も開催できない
場合は、本イベントは中止とします。日程変更については、1月27日（金）に連絡します。
※��参加の可否は、1月16日（月）に電話またはメールにて連絡します。

※参加の可否は、12月26日（月）に電話またはメールにて連絡します。

※雨天決行。
※小学4年生以下は、保護者と一緒にご参加ください。
※申込み不要。当日は直接国立市古民家までお越しください。
※当日は豆がなくなり次第、受付を終了します。
※団体での参加および見学をご希望の方は、事前に郷土文化館までご連絡ください。

第 2 回   1月28日土 17：30～19：00 
最接近を過ぎた火星、そしてすばるとオリオンの大星雲 

第 3 回   2月25日土 18：00～19：30 
冬の大三角とかに座プレセペ（かいば桶）星団

オンライン申込み
【第2回】12月9日（金）～ 1月11日（水）
【第3回】1月20日（金）～ 2月8日（水）

冬の生き物探し

まゆ玉飾り作り

節分 豆まき

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
観察方法などを学びましょう。

「まゆ玉」は、養
よう
蚕
さん
が盛んだった頃、豊作を願ってお米の粉でだんごを作

り、カシの木に飾り付けた行事です。国立市古民家で、小正月の伝統行
事を体験してみよう!

昔ながらの豆まきをします。国立市古民家にひそむ鬼を退治しよう!

�NPO法人国立市動物調査会
�100円

場　所：  郷土文化館　講堂・周辺の屋外
対　象：  小学生以上（小学4年生以下は、保護者と一緒にご参加ください）
定　員：  20名（申込み多数時抽選）
持　物：防寒着・筆記用具・飲み物

�くにたちの暮らしを記録する会
�300円

会　場：  国立市古民家
対　象：  小学生以上（小学4年生以下は、保護者と一緒にご参加ください）
定　員：  12名（申込み多数時抽選）
持　物：エプロン・三角巾・飲み物

会　場：  国立市古民家

1月29日 日 10：00～12：00 

1月8日 日 13：00～15：00 

2月3日 金 14：30～15：00 

申込み受付：下記日程にて電話または申込みフォームより
12月18日（日）9：30 ～ 1月11日（水）17：00

申込み受付：下記日程にて電話または申込みフォームより
12月6日（火）9：30 ～ 12月23日（金）17：00

申込みフォーム

申込みフォーム

昨年の様子

吸物椀

申込みフォーム

朽木の中で越冬するクワガタムシ

まゆ玉飾り（国立市古民家）

豆まきの様子

会　　場：郷土文化館　特別展示室
休 館 日：1月26日（木）・2月9日（木）・24日（金）・3月9日（木）

1月13日 金～3月13日 月 
9：00～17：00（入館は16：30まで）

　電気や水道が、まだなかった頃の私たちの暮らしはどのようなもの
だったでしょうか。暗い夜のあかりは？�寒い冬の日の暖房はどうした
のでしょう。いまと比べて、手間や力がいる仕事も多そうです。そん
な中で、人々は暮らしをもっと豊かに、便利にするために工夫を重ね、
様々な道具を使ってきました。
　本展では、明治から昭和にかけて使われた様々な暮らしの道具を展
示します。

民具案内とは
国立市内の公・私立小学校の3年生が、
「くにたちの暮らしを記録する会」の
指導のもと、民具を実際に使用しな
がらむかしのくらしを学ぶ体験型学
習のこと。毎年1月から3月に、郷土
文化館で行われています。

コーナー展示　　　

食の民具
むかしの人々はどのような
道具で料理をつくり、食事
をしていたのでしょう？�ふ
だんの食事から特別な日の
食事まで、食べることにま
つわる道具を展示します。

古文書でみる府中用水 VOL.5
多摩川の洪水とその後の対応

多摩川の洪水の後、谷保村から代官所へ出された被害の報告や修復工事の願いなどの文書
を読んでみましょう。

�小坂�克信（立川市文化財保護審議会副会長）
�300円

会　場：  郷土文化館　講堂
定　員：14名（申込み多数時抽選）
持　物：  筆記用具

2月11日 土・祝  14：00～16：00 
オンライン申込み：1月9日（月・祝）～ 1月29日（日）　※往復はがきによる申込みあり

申込みフォーム

郷土文化館からのお知らせ

洗い桶で大根を洗う
昭和38年12月
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