きく

音楽の都ウィーンの音色

羽村チャリティーコンサート

ウィーン・フーゴ・ヴォルフ
ピアノ三重奏団
好評発売中
ヴィオラ

10/7（火）

客演： 山寺明子

開場18：30 ／開演19：00
※ 演奏者の都合により、開場・開演時間が変更
になりました
※ 未就学児の入場はできません

入場料 2，000 円（全席指定）
チケット販売： ゆ に
○ ドヴォルジャーク：ピアノ四重奏曲第１番、作品
２３より第２楽章
○ ブラームス：ピアノ三重奏曲、作品８ 他

笑いのスパークリング･サマー！
やってきました、抱腹絶倒の女性コント

だるま食堂
7/18 （金）

主催：（財）青梅佐藤財団
後援：羽村市・青梅市・羽村市教育委員会・青梅市教
育委員会・フレンドシップ コンサート青梅
協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会

撮影/ Gyula Fodor

５/１８（日）
チケット販売開始！

開場18：30 ／開演19：00 （全席自由）
入場料 大人 2,000 円 高校生以下 1,000 円 ゆ ス マ に

みる

～

5/29(木)

パパイヤ鈴木
パパイヤ鈴木と
鈴木と
おやじダンサーズ
おやじダンサーズ

8/30（土）

開場18：00 ／開演18：30

入場料 大人前売 3,000 円 当日3,500 円 高校生以下1,500 円 （全席指定）
※ 当日券はチケットが残っている場合に販売します。

6/8(日)

６/１４（土）
チケット販売開始！

チケット販売： ゆ ス マ に

〔6/2(月)は休館〕

みる

10：00～17：00
(最終日は 15：00 まで)

優雅な女性と花を
描いた油絵展

アート in はむら展 Ⅷ
ゆとろぎを美術館に見立て、
多数の現代アートを展示します．

7/1(火)～7/13(日)

ゆとろぎギャラリー （入場無料）

岸本和子 油絵展

〔7/7(月)は休館〕

10：00～22：00
２００７年度の展示より

※チケットは販売初日はゆとろぎ窓口のみで、翌日以降は下記でも販売します
（公演によって販売所が異なります）。

（最終日は16：00 まで）

に 西多摩新聞社チケットサービス ☎フリーダイヤル0120-61-3737
ヤ ヤマハ・ミュージック西東京立川店 ☎042-523-1431

ゆ ゆとろぎチケットカウンター（9：00～17：00・月曜休館） ☎042-570-0707

く 国立楽器国立店 ☎042-573-1111

ス 羽村市スポーツセンター（9：00～17：00・月曜休館） ☎042-555-0033

チ チケットぴあ（10：00～21：00） ☎0570-02-9999

マ マルフジ青梅・羽村・福生市内 10 店舗のサービスカウンター

（入場無料）

ゆとろぎ
☎ 042-570-0707

※保 マークのあるイベントは、 一時保育 （一人 一回７００円 ・
要予約 ）
が利用できます。問合せ ・
申込みはゆとろぎ へ。

羽村
ゆとろぎ寄席

日（
火）

小ホール

チケット販売 ゆ ス マ に

日（
土）

分

わらう

入場料 前売り１０００円 ・
当 日１２００円
団体 （
５人以上）
８００円（
全席自由）

７月

１２

20

日（日）

１５

15

時

時

30

開演

開演

前売り開始 ６月

18

第１２回
前売り開始 ５月

８月６日（
水）

第１３回

※当 日券はチケットが残っている場合に販売します。

〕〕〕

のマークは、羽村市教育委員会が主催する
イベントです。

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

６月のイベント日程

６

会場

開催日

前売 り

6/28（土）

のマークは、イベントの際に「一時保育（1 歳半
から就学前までの児童）」（有料・要予約）が利
用できます。利用希望の方は主催者またはゆ
とろぎへお申し込みください。

時間

タイトル

開場 13 : 30
開演 14 : 00

内容

江尻南美さんのピアノと
コー･Ｇ・カメダさんのヴァイオリンによる

ゆとろぎ七タコンサート
羽村チャリティーコンサート

大ホー ル

10/7（火）

開場 18 : 30
開演 19 : 00

ウィーン・フーゴ・ヴォルフ
ピアノ三重奏団＋山寺明子（ヴィオラ）

6/1（日）

開場 11 : 00
開演 11 : 30

第 23 回

山藤流山藤会

備考
入場料：大人 1500 円・小学生
～大学生 500 円（全席自由）
＜問合せ＞
☎042-558-4194 江尻

チケット好評発売中！（ゆとろぎ協働事業運営市民の会扱い）
後援：羽村市・青梅市・羽村市教育委員会・青梅市教育委員会
協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会

入場料：一般・学生とも 2000 円
（全席指定）
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

山藤流流舞「藤の寿」より始まり全 46 曲を、第 2 部では
歌と踊りの共演をお楽しみください。

入場無料
＜問合せ＞
☎042‐555-8136

山藤

入場無料
＜問合せ＞
☎042‐558-6844

鶴岡

入場無料
＜問合せ＞
☎042‐545-6699

河野

開場 13 : 00
開演 13 : 30

羽村マジッククラブ
第 6 回発表会

開場 13 : 15
開演 13 : 30

こうのぴあのえれくとーん教室
「ハートフルコンサート」

ピアノ・エレクトーンの発表会。

6/14（土）

開場 14 : 30
開演 15 : 00

第 11 回

6/22（日）

開場 12 : 00
開演 12 : 30

6/1（日）

小ホー ル

ゆとろぎ ホール

羽村市出身の国際的ピアニストが郷土で行うコンサート。
チケット（ゆとろぎ協働事業運営市民の会で取り扱い中）
後援：羽村市生涯学習センターゆとろぎ
協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会・羽村市音楽連盟・
子どもと文化の NPO 子ども劇場西多摩

第 6 回の発表会を行います
ふしぎ・きれい・おもしろいマジックをお楽しみください。
後援：羽村市生涯学習センターゆとろぎ

6/15（日）

羽村ゆとろぎ寄席

講座室１
レセプシ
ョン
ホール
ロビー

展 示室

ゆとろぎギャラリー

入場料：前売り 1000 円／当日 1200 円／ 団体（５名以上）800 円
※当日券は前売り分が残っている場合のみ販売。

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

三好春樹氏によるセミナー。
今回は認知症と老いと障害をともに考えます。

参加費：2000 円
＜問合せ＞
☎042‐588-7187

「河童のとっくり（新しい日本の民話シリーズ 38）」
「シュッシュッポッポ」「6 人のごうけつ（グリム童話）」
「クマのプーさんきせつってなあに」
（上映作品は都合により変更になる場合もあります）。

入場無料
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

学力低下、人間関係の希薄さ。子どもが伸びる学びとは、仲間
づくりとは！豊かな実践で語る講演会です。

入場無料
＜問合せ＞
☎0428‐24-0459
都教組事務所

三味線「弥尾地会」のみなさんによる演奏をお送りします。
共催：羽村市文化協会・羽村市生涯学習センターゆとろぎ・
羽村市音楽連盟

入場無料
＜問合せ＞
☎042‐555-6980

岸本和子油絵展

羽村市在住の岸本和子さんは、女性をモデルにした作品を
数多く手がけ、大調和展文部大臣奨励賞、二元会桂冠賞
などを受賞しています。清心な女性画をご鑑賞ください。

入場無料
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

第９回 白いキャンバス 絵画展

会員の日ごろの制作作品約 40 点を一堂に展示します。

入場無料
＜問合せ＞
☎042-554-3084

北原

羽村市で活動している団体の展示。第 2 期として陶芸５団体の
作品展。

入場無料
＜問合せ＞
☎042-579-1385

渡部

「自分史」を気軽に、楽しく書くためのコツを学びます。
受講希望者は往復はがきに、講座名・氏名・住所・年齢・電話番
号を明記して、ゆとろぎへお申し込みください。
募集定員：15 人（応募多数の場合は抽選）。
応募締切 5/29（木）。※受講希望者が少ない場合は変更あるい
は中止になることがあります。
講師：平田栄一氏（フリーランスライター・編集者）
※受講料は 3000 円（全 5 回分）に変更になりました。

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707
〒205-0003
羽村市緑ヶ丘 1-11-5

出演：春風亭一之輔、林家たけ平 ほか

新しい介護セミナー in 西多摩
「認知症介護の考え方とアプローチ」
「老いと障害に関わること その考え方と意味」

6/8（日）

10：30～
11：30

子ども映画会

6/28（土）

13：45～
15：45

～しおちゃんマンに、聞いてみよう！～

6/7（土）

12:30～
13:00

第 12 回

「子どもとつながる。子どもがつながる。
」

5/29（木）～6/8（日） 10 : 00～
17：00
※6/2（月）は休館
＊最終日 15：00 まで
9 : 00～
6/10（火）～6/15（日） 18：00
＊初日 12：00 から
最終日 17：00 まで

6/18（水）～6/22（日）

10 : 00～
17：00

ゆとろぎサロンコンサート

第３回羽村市美術・工芸展（第 2 期）
陶芸の部
主催：羽村市文化協会

講座室２

アカデミア

6/12・7/10・8/14・
9/11・10/9
（全５回・木曜日）

19：00～
20：30

本欄には、羽村市・羽村市教育委員会・羽村
市文化協会の主催・後援・共催・協力事業の
ほか、個人・団体が主催する事業もその主
催者の希望によって掲載しています。

後援：羽村市教育委員会

受講生募集中！
「自分史」書き方入門講座
～だれでも書ける自分史～

宇田川

市野

ゆとろぎでは、市民のみなさんに楽しみながら学んでいただける、さまざまな講座を随時開催しています。

これからの講座

半年をかけてじっくり学ぶ絵画や工芸、パソコンのスキルアップ講座などは、人気集中のため、お申し込みをいただ
いても次回までお待ちいただくことがあります。今後の募集情報は、
「ゆとろぎイベントガイド（毎月 15 日発行）」
、
「ゆとろぎ通信（年 4 回・次回は 8 月 1 日発行）」
、「広報はむら」をご覧ください 。

〔申込み・問合せ〕 ゆとろぎ 〒205-0003

講座名

日程

会場

パソコン講座 Word 応用

7/4・11・18・25（金）
10：00～12：00
〔申込み受付期間：6/3（火）～6/15（日）〕

ゆとろぎにおいでよ！
キッズ＆ティーンズ☆
チャレンジルーム

講座室２

内容

1 8/5・・・ニキーチンの知育遊び！ヒノキのブロックづくり
○

受講料：子ども 300 円、大人 500 円（1 回あ
たり） ※各回子ども 20 人、大人 10 人

（講師：竹田豊寿さん）
3 8/7・・・鏡と光の実験。銀鏡反応で鏡作りに挑戦
○
（講師：高橋強志さん）

〔申込み受付期間：7/2（水）～7/22（火）〕

4 8/8・・・押し花体験「オリジナル・マイカレンダー作り」
○
（講師：土肥和代さん）

納涼
サロンで“ふぉっと”トーク

8/9（土）
19：00～21：00

交流ひろば
（雨天の場合
は講座室１）

費用
1500 円（全 4 回分）

2 8/6・・・リサイクル工作といけばな体験
○
創作室１

☎042-570-0707

Word 中級講座を受講された方、または同等のレベル
の知識・技能を有する方を対象にした講座です。
少し凝った資料やチラシを作ります。
講師：社会教育関係団体「パソコンなかま」
（講師：中島保さん）

8/5（火）～8/8（金）
9：00～12：00

羽村市緑ヶ丘 1-11-5

「デジタル写真の基礎を学ぶ講座」の講師でもあるプ
ロ写真家・前野勝美氏をゲストに迎え、作品紹介を通
してプロ写真の世界をお話しいただきます。

申込み
往復はがきで
ゆとろぎへ※
6/15（日）必着

材料費○
1 1300 円○
2 500 円○
3 500 円
4 200 円（1 人あたり）
○
※対象は小・中学生およびその保護者
（小学校 3 年生以下は保護者同伴とします）
※参加に際して・・・主催者は安全に充分注
意しますが、万が一けが等をされた場合、責
任は負いかねます。ご了承ください。
無料

往復はがきで
ゆとろぎへ※
7/22（火）必着

直接会場へ
（申込み不要）

※往復はがきには「講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・一時保育の希望の有無（有の場合はお子さんの人数）を明記してください。

