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 ＜記念館事業＞中本達也・臼井都作品を保存・展示（N＆U アトリエ）

しています。中本達也生誕百年の記念事業を展開。1 月企画展示は「中本

達也のイタリア絵画紀行」（右水彩画など）です。 

＜アトリエ事業＞土曜日午後は隔週でアート Club、アートラボ、第 1、2、

3 水曜日は日本画・水彩画教室。水曜日夜間には障がい者、中高生も参

加可。夜間アシスタント募集中。 

＜ガーデンギャラリー事業＞芸術文化支援を目的とした作品展示スペー

ス～学校、地域、一般貸し出し（有料）にご利用ください。 

＜地域交流事業NUスペース＞キッチン、図書スペース、ウッドデッキ、庭

などの共有スペース～cocoCOLOR、コアラッコ子育てひろば（木、金）、

おもちゃ病院（第 1 土曜日）などの地域活動と連携して地域交流スペース事業を実施。開館日はいつで

も子どもの居場所 NU スペース（工作、絵画、読書、学習スペース＆スタッフ）として開放しています。 

 

開館日：水曜日～日曜日（午後１時から 5時、水曜日は夜９時まで） 

利用：入館無料 講座中も絵画鑑賞、NU スペースの一般利用可 （デッキでの会話等、近隣にご配慮ください） 

※コロナウィルス感染対策、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。◆子どもだけの利用は緊急連絡先をお伝えください。 

※館内、館外とも騒音を立てず、他の来館者や近隣への配慮をお願いします。禁煙。◆緊急の閉館も想定されます。SNS 等でご確認ください。 

◎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」、 こまつ電機様 

1月 UArt Foundation 2023 

（財）中本達也・臼井都記念 芸術資源館    
070-3898-3425  〒186-0002東京都国立市東 3丁目１５－１１ 

日曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日  
絵画修復プロジェクト 
      修復インターン募集 
 

資源館には、中本達也、臼井都

の作品が数多く残されています。

これまで整理を続けてまいりました

が、経年劣化しているものもありま

す。絵画修復士太田美奈子氏

（米国在住）の協力を得て、油

絵作品についても修復作業を開

始しました。参加希望の方は、メ

ールまたは電話にてご連絡くださ

い。プロジェクトチームを組織して

進めていきます。 
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芸術資源館 2023年１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、第 5週休み) 

絵画中心（13時～16時）（右写真） 

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。それぞれ参加予定を事前にお伝えください。 

 
～子育て応援スペース～ 

コアラッコ子育てひろば（木、金曜日）参加無料 

◎助産師・吉田樹里（矢島助産院）在館日第２金。 

◎キッチン、授乳スペース、多目的トイレ、体重計あり。 

cocoCOLOR連携 SPACE 

『女性から元気になる居場所』 

1月 10日（火）29日（日） 

11:00~16:00 

◎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。 インスタグラム → 

アートラボ (偶数週、土曜) 

造形中心（1４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）。それぞれ参加

予定を事前にお伝えください。各回 10 名を予定します。 

 

NU Art 

Foundation 
Since 2020 

QR コードでホームページ（左）をご覧いただけます。 

芸術資源館公式 LINE アカウント（右）に登録いただく

と、無料 LINE コールが利用できます。プログラムや利用

案内、予定変更などを配信します。 

水曜日夜間 
 
夜間の日本画教室に

障がい者、中高生も参

加できます。日本画家・

近藤幸夫が制作アドバ

イス。 ひとりでも、友達

と一緒でも、一度のぞい

てみてください。 

〇アシスタント募集中 

子どもの居場所・NU スペース 

開館日はいつでも (13 時～17 時） 

共有スペースを子どもの居場所に開放し

ています。何かできる、何もしなくていい。

絵画、工作などスタッフがお手伝いしま

す。親子利用もどうぞ。子どもだけの利用

は保護者の緊急連絡先等が必要です。 

（NU スペース・パンフレット 下↓） 

日本画・水彩画教室  

開催：第 1、2、3水曜日（終日） 

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） 

◎学生割引あり 

◎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 

第 1、第 3 金曜日 

 

イタリア語で『ピノッキオの

冒険』を読んで、臼井都

の挿画を鑑賞します。初

心者歓迎。文法もやりな

がら、ABC からご一緒

に。poco a poco! 

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」が修理します。 

※部品交換の場合費用が

掛かることも。エアガンなど協

会として修理不可あり。資源

館で、お預かりします。 

 

 

 

 

 

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、

融資をもとに地域ボランティアが運営しています。 

賛助会員：年会費一口 1万円 

＊財団主催有料事業（講座等）割引があります。 

＊中本達也生誕百年記念事業、各種プロジェクト実現

のため、ご支援お願いします。当法人は公益法人認定を

目指して活動します。今後ともよろしくお願いします。 

Night Lectures: 
  
1月７日（土）18：00∼20：00 
「中本達也のイタリア絵画紀行」～トリノ滞在をもとに
描かれた水彩画、関係エッセイなど、参加者と共有。 
 
２月４日（土）18：00∼20：00 
「表紙・挿絵画家としての中本達也」（予定） 

 

＊資源館所蔵中本達也作品紹介と同時に中本生誕百

年記念事業を参加者と共有するプロジェクト。どうぞ奮っ

てご参加ください。参加費 500 円。Zoom 参加ご希望

の方は、前日までにメールでお申し込みください。 

 

 

 
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  

  

2月 ハーブリース（予定） 

4月 麻紐アート（予定） 

6月 シュロの葉の 

花籠づくり（予定） 

8月 生葉で藍染め（予定） 

※ホームページ https://www.nu-art.tokyo/first/、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。 

  コロナウィルス感染や荒天により、臨時休館も想定されます。ご利用の際は SNS 等でご確認ください。◎デッキでの会話について近隣から苦情をいただきます。ご配慮ください。 

mailto:office@nu-art.tokyo

