西多摩百景写真展 Ⅲ

～０才からのクラシック～

保

西多摩百景フォトコンテストの入選作品を展示します。

8/2(土)
大ホール
開場 10:30 / 開演11:00
入場料： （全席指定）
大 人 ￥2,000
子ども ￥1,000（0歳～高校生）
※小さなお子様も1枚チケットが必要
です。
チケット販売：6/21(土)午前９時から ゆ
6/22(日)から ス マ
6/23(月)から
に

7/30（水）～ 8/10（日）
[8/4(月）は休館]
展示室
10:00～17:00
入場無料
最終日は16:00まで

最優秀賞

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） 〔7/7(月)は休館〕
10:00～22:00 入場 無料
最終日は16:00まで

チケット販売： ゆ に
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 / G yu la F o d o r

子ども映画会

だるま食堂

つけたたからもの」

（都合により変更あり）
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7/18（金）
開場18：30
開演19：00小ホール

（全席自由）入場料
大人2,000円 高校生以下
1,000円 チケット販売：
ゆ

ス

マ

に

（公演によって販売所が異なります）。

ヤ ヤマハ・ミュージック西東京立川店 ☎042-523-1431

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

8/9（土）交流広場
（ゆとろぎ正面木の階段）
開催時間：１９：００ ～ ２１：００
入場無料
プロ写真家前野勝美氏のトー
ク。古代蓮とレンゲショウマ
の世界をご案内。

O

に

※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

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

サロンで

上映作品（予定）：
「星の子」「まちでみ

納涼
ふぉっとトーク

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

7/13（日）
小ホール
10:30～11:30
入場無料

こぶた」「七夕さま」
詳しくは裏面参照

7/5（土）はワークショップ（10:00～12:30要予約）とギャラリートーク
（15:00～17:00）が行われます。

笑いのスパークリング･サマー！

「ディズニーの三匹の

保

アート
はむら展Ⅷ
in

客演： 山寺明子 （ヴィオラ）
10/7(火)開場18：30 ／開演19：00
入場料 2,000 円（全席指定）

①8/5（火）・・二キーチンの知
育遊び！ヒノキのブロックづく
り
②8/6（水）・・リサイクル工作
といけばな体験
③8/7（木）・・鏡と光の実験
銀鏡 反応で鏡作りに挑戦
④8/8（金）・・押し花体験「オ
リジナル・マイカレンダー作り」

『燃え盛る』

鈴木久雄さん（羽村市）の作品

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

8/5(火)～8/8(金)
9:30～12:00
創作室１

：

西多摩新聞社チケットサービス ☎フリーダイヤル0120-61-3737

く

国立楽器国立店 ☎042-573-1111

チ

チケットぴあ（10：00～21：00） ☎0570-02-9999

ゆとろぎ
☎ 042-570-0707

マークのあるイベントは、一時保育が利用できます。問合せ・
申込みはゆとろぎへ。

出演：大森智子（ソプラノ）、
田村緑（ピアノ）、クァルテッ
ト・エクセルシオ（弦楽四重奏）

※

Concert for KIDS

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

のマークは、羽村市教育委員会が主催する
イベントです。

７月のイベント日程

６

会場

開催日

時間
開場 10:00
開演 10:30

7/6（日）

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。

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。

タイトル

内容

民舞 創作新舞踊ゆかたざらい

備考

「楽しく踊って人の輪を広げる」をモットーに、民謡創作舞踊を一
年間稽古し発表します。

入場無料
＜問合せ＞
☎042‐554-3439

小松

大ホール

ジョイフルライブイン立川店大会

エレクトーンステージは自由にエレクトーンを楽しむイベントです。
どなたでもご参加いただけます。
チケット販売：ヤマハ立川センター

＜問合せ＞
☎042‐523-1400

開場 15:00
開演 15:30

岡本るみ子バレエスタジオ 発表会

「ドン・キホーテ」第３幕より、「グラズノフの四季」より「バレエ・コン
サート」ほか。

開場 13:30
開演 14:00

斉藤バレエスタジオ 発表会

開場 12:30
開演 13:00

三味線弥尾地会 おさらい会

入場無料
＜問合せ＞
☎042‐554-4423
入場無料
＜問合せ＞
☎0428‐31-5555
入場無料
＜問合せ＞
☎042- 554-3514

7/12（土）

開場 14:30
開演 15:00

第 12 回 羽村ゆとろぎ寄席

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

7/13（日）

開場 10:30
開演 11:30

子ども映画会

上映作品（予定）：「星の子」「まちでみつけたたからもの」「ディズ
ニーの三匹のこぶた」「七夕さま」（都合により変更あり）

入場無料
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

7/18（金）

開場 18:30
開演 19:00

だるま食堂
だるま食堂

「エンタの神様」にも出演した女性お笑いコントグループ「だるま食
堂」が、またまたゆとろぎにやって来る！ 親子で、夫婦で、カップ
ルで、みんな笑える明るく楽しいひとときを。

大人 2,000 円
高校生以下 1,000 円
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

7/21（月・祝）

開場 12:30
開演 13:00

井上音楽教室 発表会

開場 18:30
開演 19:00

福生青年会議所 第 435 回例会

ヤマハエレクトーンステージ 2008

7/20（日）
7/21（月・祝）
7/27（日）

小ホール

ゆとろぎ ホール

7/6（日）

講座室１

7/9（水）

※7/7（月）は休館

展 示室

ゆとろぎギャラリー

7/1（火）～ 7/13（日）

7/16（水）～ 7/20（日）

7/24（木）～ 7/27（日）

7/30（水）～ 8/10（日）

10 : 00～
22：00

スパークリングサマー

クラシックバレエ、ジャズダンス、タップ、ヒップホップなどを。
子どもから大人までパワフルに踊ります。
「は唄」「小唄」「長唄」「地唄」「民謡」などの唄と三味線の演奏を
します。

入場無料
ピアノ、エレクトーン、歌。それぞれの練習成果を披露しま
＜問合せ＞
す。ステージアを駆使したゴージャスな伴奏もお楽しみに。 ☎042‐554-8913

9 : 00～
17：00
＊初日 13：00 から
最終日 16：00 まで

10 : 00～
17：00

岡本

斉藤

尾上

井上

小南奈美子 講演会

「桜梅桃李」をテーマに、よりポジティブに自分らしく生きることに
ついて考えます。皆さんのご参加をお待ちしています。

入場無料
＜問合せ＞ ☎042‐551-6004
福生青年会議所

アート in はむらⅧ

多摩地区在住のアーティストの作品を展示

入場無料
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

第３回 羽村市美術・工芸展（第３期）

羽村市で活動している団体の展示。第３期として、水墨画２団体
と日本画１団体の作品を展示します。

入場無料
＜問合せ＞
☎042- 579-1385

渡部

メンバーによる透明水彩画作品約 50 点を展示発表します。

入場無料
＜問合せ＞
☎042- 555-9048

小澤

＊最終日 16：00 まで

10 : 00～
17：00

㈱ﾔﾏﾊﾐｭ
ｰｼﾞｯｸ西東京立川店

水墨と日本画の部
水彩画サークル 萌

第 8 回作品展

西多摩百景写真展Ⅲ

入場無料
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

フォトコンテスト入選作品を展示

活動中 の講座

楽しいパステル画・日本画初心者教室・油絵初心者教室・押し花アート初級教室・陶芸中級者教室・パソコン講座 Word 応用・
「自分史」書き方入門講座
＊各講座とも受講受付は終了しています
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。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。

小ホール

8/30（土）

大ホール

チケット販売中 ！

開場 18:00
開演 18:30

8/6（水）

開場 18:00
開演 18:30

第 13 回
羽村ゆとろぎ寄席

出演：林家彦丸・柳家ほたる・柳家志ん坊
入場料 ： 前売 1000 円 当日 1200 円

パパイヤ鈴木と踊ろう！

“パパイヤ鈴木とおやじダンサーズ”の楽しいダンスショー。羽村市主催の HIPHOP
ダンス講座のメンバーも、卒業公演を兼ねて舞台に登場します。
入場料 ：大人 前売 3000 円 当日 3500 円、高校生以下 1500 円

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-070

本場ウィーンからやってくる超一流クラシックトリオの演奏会です。
上質の室内楽を地元羽村で味わえる絶好の機会をお見逃しなく！
主催：㈶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
入場料 ： 一般・学生とも 2000 円（全席指定）

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-070

Excel をはじめて学ぶ方を対象にした講座です。「Excel の基本知識」や「表計算機能」
を学びます。講師：社会教育関係団体「パソコンなかま」
受講料：1500 円（全 4 回分）

往復はがきでゆとろぎへ※
7/15（火）必着

羽村チャリティーコンサート
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）

講座室２

8/1・8・15・22（金）
＊全 4 回

10:00～
12:00

パソコン講座 Excel 初級

団体 800 円（5 枚以上）

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

創作室１

受講者募集中 の講座

①

講座室１Ｂ

8/5(火）・6（水）・
7（木）・8（金）
＊単発でも複数回
でも参加できます。

9:30～
12:00

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
～夏休み子ども創作教室～

8/5・・・二キーチンの知育遊び！ヒノキのブロックづくり
【材料のヒノキをサンドペーパーで磨き、ボンドでブロックを作り最後に焼きこてで
絵を描きます】（講師：中島保さん） 参加費：子ども 1600 円、大人 1800 円
②8/6・・・リサイクル工作といけばな体験【牛乳パックやペットボトルで花瓶を作り花を
生けます】（講師：竹田豊寿さん） 参加費：子ども 800 円、大人 1000 円
③8/7・・・鏡と光の実験。銀鏡反応で鏡作りに挑戦【ガラスを使い、薬品の化学反応で
鏡を作ります】（講師：高橋強志さん） 参加費：子ども 800 円、大人 1000 円
④8/8・・・押し花体験「オリジナル・マイカレンダー作り」【押し花を使ってカレンダーを作
ります】（講師：土肥和代さん） 参加費：子ども 500 円、大人 700 円
対象：小・中学生およびその保護者（小学校 3 年生以下のお子さんは保護者の同伴
が必要です） 定員：各回子ども 20 人、大人 10 人（応募多数の場合は抽選）

8/16・23・9/20（土）
＊9/6(土)撮影会

13：00～
16：30

プロに学ぶ
“photo”作品づくり

各地で開かれているコンクール等に出品する作品を撮影するための基礎を学びます。
なお、9 月 6 日（土）は午前 9 時～撮影会を行います。（午後は通常講義）
受講料：3,200 円（撮影会を含む全回分） 定員：20 人（応募多数の場合は抽選）

参加希望日を明記の上
往復はがきでゆとろぎへ※
7/22（火）必着

往復はがきでゆとろぎへ※
8/2（土）必着

※受講申し込みの往復はがきには「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。
〔申込み・問合せ〕 ゆとろぎ 〒205-0003

羽村市緑ヶ丘 1-11-5

☎042-570-0707

