
芸術資源館「国立アトリエ」オープン 
展示スペースのガーデンギャラリー完成。富士見台団地アーケードの古材、旧国立駅舎の古材を国
立市から提供いただき、完成できました。木造アトリエを修繕し、資源館として施設を整備してきました
が、これまで、塗装、建築リフォーム、設備、電気、外構業者など、たくさんの事業者と市民の方々に協
力いただきました。ありがとうございました。ぜひ、もう一度、ご来館いただき、ご覧ください。 
＜記念館事業＞中本達也・臼井都作品の保存・展示（両アトリエ） 
＜アトリエ事業＞土曜日午後は隔週でアート Club、アートラボ、日本画・水彩画教室 

平日午後には縁側ワークショップ（不定期）を開催しています。 
  ＜ガーデンギャラリー事業＞作家支援などを目的とした作品展示（ご相談ください。） 
＜地域交流事業＞キッチン、図書スペース（畳）、ウッドデッキ、庭などの共有スペースにて。 

産前産後支援 cocoCOLOR、子育て支援「チャオ！ベビー」、おもちゃ病院などと連携して異世代
交流ひろばを実施しています。土日の子どもの居場所 NU スペースは、子どもたちが気ままに過ごせる居場所です。子どもを迎えるス
タッフや利用客の大人と一緒に過ごす異世代交流スペースです。 

開館日：水曜日～日曜日（午前 10時から午後 5時、ただし、水曜日は夜９時まで館長在館） 
利用：入館無料、出入り自由。イベント、講座中も共有スペース利用可（キッチン使用には、募金をお願いします） 

※コロナウィルス感染対策のため、マスク着用、消毒、検温、緊急連絡先記入をお願いしています。当分の間、館内での飲食提供、会食は中止し
ています。ウッドデッキ等、館外では飲食可能ですので、各自、感染予防に留意して、ご利用ください。 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 

9/26 27 28 29 30 10/1 2 
NU スペース 
(子どもの居場所) 

休館 休館 夜間開館日 
(10~21時) 

チャオ！ベビー 
(10~17時) 

チャオ！ベビー 
(10~17時) 
ピノッキオ研究会 
(13半~15時) 

NU スペース 
(子どもの居場所) 
おもちゃ病院 
(13~15時) 
 

アート Club 
（13~16時） 
日本画・水彩画教室
（夜間） 
 

3 4 5 6 7 8 9 
NU スペース 
(子どもの居場所) 

休館 cocoCOLOR 
(10~16時) 

夜間開館日 
(10~21時) 

チャオ！ベビー 
(10~17時) 

チャオ！ベビー 
(10~17時) 
PM1:30助産師 

NU スペース 
(子どもの居場所) 

アートラボ 
（13~16時） 

10 11 12 13 14 15 16 
NU スペース 
(子どもの居場所) 

休館 休館 夜間開館日 
(10~21時) 

チャオ！ベビー 
(10~17時) 

チャオ！ベビー 
(10~17時) 
ピノッキオ研究会 
(13半~15時) 

NU スペース  
(子どもの居場所) 

アート Club 
（13~16時） 
日本画・水彩画教室
（夜間） 

17 18 19 20 21 23 23 
NU スペース  
(子どもの居場所) 

休館 休館 夜間開館日 
(10~21時) 

チャオ！ベビー
(10~17時) 

チャオ！ベビー 
(10~17時) 

NU スペース  
(子どもの居場所) 

アートラボ 
（13~16時） 

24/31 25 26 27 28 29 30 
NU スペース 
(子どもの居場所) 
cocoCOLOR
（24日のみ） 
(10~16時) 
 

休館 休館 夜間開館日 
(10~21時) 

チャオ！ベビー 
(10~17時) 

チャオ！ベビー 
(10~17時) 
縁側ワークショップ 
(13半~16時) 

NU スペース  
(子どもの居場所) 
自由工作デー 
(13時～16時) 

 

※地図やイベントなど、詳しくはホームページ、Facebook ページ、ライン公式アカウントをご利用ください。(問合せ)直接電話か office@nu-art.tokyo まで。 

◎協力：国立市、NPO法人くにたち富士見台人間環境キーステーション、（株）川島塗装、ニッポー設備（株）、くにたち金文堂、トモスグリーン、庭づくり「草道」 様ほか。  
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（財）中本達也・臼井都記念  芸術資源館 ‘国立アトリエ’     070-3898-3425 〒186-0002東京都国立市東 3丁目１５－１１ 
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芸術資源館は、１）アトリエ建築を含む中本達也・臼井都の作品保存・展示 ２）異年齢交流の居場所提供 ３）資源としての芸術を様々

なシーンで提供、振興すること、これら３事業を通して利用者と支援者、協力者が相互に交わるプラットフォームとして活動します。 

芸術資源館 10月                  （申込み、問合せ：０７０－３８９８－３４２５又はLINEコール） 

アート Club (奇数週、土曜) 

絵画中心（13時～16時） 

講師：日本画家 近藤幸夫 
対象：幼児以上（保護者参加可） 

月謝：3,000円（賛助会員 2,000円） 
絵の制作を中心に展開。月に 2回受講。ご都合に

合わせてアートラボに参加も可能（年 2回、材料費

1,000円程度）参加予定を事前にお伝えください。 

 
～子育て応援スペース事業～ 
チャオ！ベビー（コアラッコ連携ひろば） 

毎週木曜日、金曜日終日 参加無料 

◎第 2金曜日午後(1時半~3時)は助産師・吉
田樹里さん（矢島助産院）が在館。体重計あり。 

cocoCOLOR連携 SPACE  

5（火）／24日（日）利用料 200円 

『女性から元気になる居場所』 
◎母体に配慮したハーブティーやデカ
フェでお迎えします。   Blog参照→ 

アートラボ (偶数週、土曜) 
造形中心（13時～16時） 

講師：造形作家 しおどん    
対象：小学生以上 
月謝：3,000円（賛助会員 2,000円） 
「作って遊ぶ」。月に２回受講。ご都合に合わせてア
ート Club に参加も可能（材料費上記）参加予定
を事前にお伝えください。 

 
NU Art 

Foundation 
Since 2020 

 

芸術資源館公式 LINE アカウントに登録いただくと、

無料 LINE コールが利用できます。またホームページ

へのアクセス、プログラムや利用案内を配信します。 

 

 
（子どもの居場所）NUスペース 

土曜、日曜日(10時～17 時） 
共有スペースを子どもたちに開放しています。

何もしなくていい、ごろごろしていていい。月１

回、自由工作ひろば（PM１時∼４時）を

開催します。大人と一緒にゆっくり過ごしてくだ

さい。今年度の国立市子どもの居場所づくり

対象事業。（写真↓８月イベントから） 

日本画・水彩画教室  
開催：隔週土曜、17時から 20時 

講師：日本画家 近藤幸夫 
対象：小学生以上 

月謝：4,000円（賛助会員 3,000円） 
◎画材各自持参。新たに購入希望の方には格安ス
ターターセットを販売します。 

ピノッキオ研究会

（自主サークル） 

月 2回（金） 

13時半∼15時 

参加費はコピー代など。 
イタリア語で読んで、臼
井都の挿画を鑑賞しま
す。初心者歓迎。ABC
からご一緒に。 

おもちゃ病院 

第 1（土）13∼15時 

国立市で活動する「おも
ちゃドクター」が直します。 
※部品交換の場合費用
が掛かることも。エアガン
など修理不可もあり。普
段でも、お預かりします。 

 

協力・賛助会員募集 
芸術資源館は入館無料施設です。皆様の寄

付、融資をもとにボランティアが運営しています。 

賛助会員：年会費 1万円 
＊財団主催有料事業（講座等）割引があります。 
＊当資源館は多くの方の協力で開館することができ
ました。今後ともご協力お願いします。 

 
  

縁側ワークショップ 「自然と遊ぶ」 

講師：塩野圭子（定員 6名程度） 
＊各回 2千円、賛助会員 1,500円 

10月 29日（金）13:30～16:00  

（左写真の）ヒンメリ、麦の茎で星飾り 

12月 しめ飾りを作ってお正月準備 

2月  葛のつるでざるかご作り 

4月  未定 


