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日本の楽器＝お琴・三味線・尺八＝を紹介する楽しいコンサート

超 邦楽

ユニット

ささかま

東京芸大を卒業し第一線で活躍中の邦楽グループ

11/23（日）

開場 14：00 ／開演 14：30

（全席指定）
入場料 大人前売 3,000（当日
3,500）円 中学生以下 1,000 円
ゆ ス マ に
こんな邦楽があったなんて！
ご家族みんなでお楽しみください。

ゲスト

藤原 道山（尺八）
8/30（土）
チケット
販売開始！

きく
羽村チャリティーコンサート
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with 山寺明子（ヴィオラ）

手織り体験教室 （事前申込みが必要です）

1100//7（（火
火））

開場 18：30 ／開演 19：00
入場料 2，000 円（全席指定）

好評発売中

9/20（土） ・ 9/21（日）

チケット販売： ゆ に
世界のトッププレーヤーによる演奏です。

10：00～ 12：00

※ 入場料は羽村市の青少年健全育成活動に寄付されます
※ 未就学児の入場はできません
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

・ 13：00～ 16：00
※１日 １０名（１人１回１時間、１回の教室で２名まで）
※参加費（材料費） １，８００円
※申込受付は ８月１６日（土） 午前９時から（電話で先着順）

生涯学習フォーラムを開催
～実行委員を募集します～
ゆとろぎの開館３周年を機に、羽村市教育委員会の主催により、ゆとろぎ協働
事業運営市民の会、羽村市文化協会、NPO法人羽村市体育協会、はむすぽ等
の団体が連携して、羽村市における生涯学習の新しい「可能性」を探る『生涯学
習フォーラム』（仮称）を来年２月14日（土）に開催します。
これに先立ち、上記団体の代表に一般市民の方々を交えた実行委員会を設
立し、今後の詳細を協議しながら進めることになりました。関心のある方は是非
ご参加ください。

生音だけで聴かせます！ 羽村ゆとろぎ “ライヴ！”vol.1

岡田修 津軽三味線生ライヴと
イタリア料理の夕べ

第１回実行委員会

※会場が変更になる場合があります。当日、ゆとろぎ窓口でご確認ください。
問合せ先：ゆとろぎ協働事業運営市民の会事務局 ℡ 042-570-0707

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

レセプションホール

好評発売中

※ 定員:40 人（先着でチケットを販売します）
※ ゆとろぎ窓口でチケット販売中（売り切れの際は
ご容赦ください）

ゆとろぎ

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

羽村市生涯学習センター

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

（全席自由）

入場料 5,000 円（前売りのみ・料理代込み）
チケット販売： ゆ

日時 ９月６日（土）13：30～（２時間程度の予定）
場所 講座室２

※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）。
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

9/20（土） 開場 18：00/開演 18：30

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。

１０：００～１７：００ 展示室 （入場無料）

（毎月１５日発行）
無断転載をお断りします
C 2008 by YUTOROGI
Copyright ○
All rights reserved

KASUR～
I 光と風を織る～

9/16（火）～9/21（日）

２００８年８月１５日

工藤いづみ手織 り作品展

みる

東京都羽村市緑ヶ丘1-11-5〒205-0003 ※羽村駅から徒歩７分
☎042-570-0707 FAX 042-570-6422
■http://www.city.hamura.tokyo.jp
※受付時間 9：00～17：00
※月曜日（祝日をのぞく）休館
※駐車場に限りがあります。ご来場の際はコミュニティーバス
「はむらん」（図書館前下車）等公共交通機関をご利用ください。

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。

９月のイベント日程

６

会場

開催日

時間

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

大ホール

小ホール

ゆとろぎホール

福生青年会議所 第 437 回例会
大嶋啓介講演会

〔有限会社てっぺん〕代表取締役大嶋啓介さんを講師に、「夢の力で未来
を変える」と題した講演会を行います。

＜問合せ＞ 福生青年会議所
☎042-551-6004

第 14 回 羽村ゆとろぎ寄席

出演：桂 花丸・川柳つくし・笑福亭羽光（上方落語）
入場料：前売り 1,000 円／当日 1,200 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

子ども映画会

上映作品（予定）：「ゆうかんな１０人のきょうだい」「ミッキーマウスのバン
ドコンサート」「こびとといもむし」「金のがちょう」（都合により変更あり）

交通安全講習会

福生警察署による講話とビデオ上映を行います。

ﾌｪｱﾘｰ&K・ﾊﾞﾚｴｻｰｸﾙ

9/11（木）

開場 18:30
開演 19:00

9/13（土）

開場 14:30
開演 15:00

9/16（火）・17（水）

開場 18:30
開演 19:00

第 3 回発表会

展示室

ゆとろぎギャラリー

9/20（土）

ゆとろぎ映画劇場
開 場 18:00 第 7 回
開演 18:30 「ハッピーフィート」

2006 年米映画。歌がすべてのペンギンの国に生まれた音痴なペンギンが
主人公。CG アニメーションをフルに使用した映画です。

8/27（水）～
31（日）

10：00～
18：00

写真展 「はむらの自然」

自然ガイドブック「はむらの植物ガイド」「はむらの野鳥ガイド」「はむらの昆
虫ガイド」の写真を展示します。

9/2（火）～5（金）

9：00～
22：00

第 41 回西多摩医師会 写真展

20 年間継続している西多摩医師会写真部の作品を展示します。

9/6（土）・7（日）

10：00～
20：00

工作の時代
子供の科学で大人になった

9/16（火）～
21（日）

10:00～
17:00

KASURI ～光と風を織る～
工藤いづみ手織作品展

9/25（木）～
28（日）

10:00～
17:00

いこいの里 水彩画教室作品展

講座室１

アカデミア

①9/13 ②9/20
③10/4 ④10/11
(土)

※初日 15：00～、最終日 17:00 まで

※最終日 18:00 まで

※最終日 16:00 まで

中高年をいきいきと
過ごすための講座

9:45～
11:45

備考
入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎0428-33-5690 貴田

開場 13:00
開演 13:30

10：30～
11：30

内容
3 歳から大人まで、幅広い年齢の方が集まり日々レッスンに励んでいま
す。ぜひ観に来てください。

9/6（土）

9/14（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。

入場無料（直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707
入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞☎042‐555-1111
羽村市生活安全課
入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707
入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞☎042‐558-2561
羽村市郷土博物館
入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042‐554-2427 松原

『子供の科学』誌所載の工作記事から戦後のものを再現し制作した作品
に、市民から募集した工作を合わせて展示します。
後援：生涯学習センターゆとろぎ

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎ 042‐579-2213 藤沢

糸を染め分け、かすり技法を用いて模様を織りだし、さまざまな表情の美
しい「かすり」の作品を展示いたします。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

いこいの里「いきいき講座」で酒井敦彦講師のもと水彩画を学ぶヨチヨチ
グループの作品発表会です。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042‐554-5904 浜中

①「中高年の“健康”を考える～健やかな人生８０年をめざして～」講師：
朝野 聡さん（杏林大学保健学部講師） ②「地域スポーツを考え、参加
しよう～地域の仲間と運動交流～」講師：新島二三彦さん（はむすぽゼネ
ラルマネージャー） ③「中高年を自分らしく生きる～新たな人間関係（夫
婦）のあり方をめざして～」講師：西田小夜子さん（羽村市在住作家・画
家） ④「心の安らぎにつながるユーモア・笑い～笑って得するライフスタ
イル～」講師：古賀良彦さん（杏林大学医学部教授） 受講料：各回 500 円
（ご希望の回だけでも参加できます）

ゆとろぎ窓口または電話で受付
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

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 Excel 中級・横笛（篠笛）初心者講習会・
プロに学ぶ“photo”作品づくり ・デジタル写真の基礎を学ぶ講座Ⅱ ＊各講座とも受講受付は終了しています

大ホール

チケット販売中！

10/5（日）

開場 13:30
開演 14:00

10/7（火）

開場 18:30
開演 19:00

第 15 回
羽村ゆとろぎ寄席

講座室２
創作室２学習室１

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

（ヴィオラ）

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 2,000 円（全席指定）

超邦楽
ユニットささかま

こんな邦楽があったなんて！邦楽の新しい魅力をお楽しみください。藤原道山さんもゲストで出演
します。一般前売 3,000 円 一般当日 3,500 円 中学生以下 1,000 円
8 月 30 日（土）午前 9 時からゆとろぎでチケット販売、翌日からス、マ、翌々日からに

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

9:30～
12:00

パソコン講座
Excel 応用

Excel 中級講座を受講された方、または同等のレベル・知識を有する方を対象にした講座です。
関数を使って生活に役立つ応用例を学習します。定員：15 名
講師：社会教育関係団体「パソコンなかま」 受講料：1,500 円（全 3 回分）

往復はがきでゆとろぎへ※
９/15（月）必着

13:30～
16:30

写真発表のための
パソコン操作入門

デジタルカメラで撮影し、パソコンで編集した写真をホームページやブログアルバムや動画サイト
にアップロードするためのパソコン操作方法を学びます。定員：25 名
講師：[1 日目]畠山高さん（プロ写真家）・[2・3 日目]長尾 晃さん（市内在住 IT 先端技術研究者）
受講料：1,500 円（全 3 回分）

往復はがきでゆとろぎへ※
９/20（土）必着

9:45～
11:45

誰でも描ける
水彩アート教室

水彩画を基礎からしっかりと学び、展覧会などに入選するレベルを目指します。
講師：村田 幽玄さん（講談社フェイマスアーティストスクールインストラクター）
定員：18 名 受講料：8,000 円（全 12 回分・材料費込み）

往復はがきでゆとろぎへ※
９/23（火）必着

9:45～
11:45

写経のすすめ

定員：１5 名 受講料：3,700 円（全４回分・写経用紙、筆代込み） ※用具（硯、文鎮、墨、下敷き）
は各自で持参してください。（お持ちでない方は、講座初日に用具の説明をしますので、それから
各自で購入していただいてもかまいません。）

往復はがきでゆとろぎへ※
９/23（火）必着

子どもフェスティバル公演「お菓子の船」に、出演者として参加する親子を募集します。
歌を歌ったりゲームをしたりします。
対象：練習と本番に参加できる親子 定員：20 組（先着順）
参加費：500 円

電話または直接ゆとろぎへ
受付開始 9/2（火）9：00～

羽村チャリティーコンサート

開場 14:00
開演 14:30

11/23（日）

受講者募集中の講座

出演：三遊亭歌之介、大瀬ゆめじ・うたじ、三増紋之助、三遊亭きん歌、柳亭こみち
入場料 ： 前売 3,000 円 当日 3,500 円

10/3・10・17（金）
10/4（土）・11/24
（月・祝）・12/13
（土）
10 月～21 年 3 月
（毎月第 1・3 火曜日・
全 12 回）
10/7・21・11/11・18
（いずれも火曜日・
全 4 回）

お菓子の船

ウィーン・フーゴ・ヴォルフ
ピアノ三重奏団＋山寺明子

乗組員募集！

練習・・・11/9（日）13：00～16：30〔大ホール〕
本番・・・11/16（日）10：30～16：30 頃〔小ホール〕

※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。窓口で申し込む場合は、日本郵便通常はがき（１枚）をお持ちください。
〔申込み・問合せ〕 ゆとろぎ 〒205-0003 羽村市緑ヶ丘 1-11-5 ☎042-570-0707

ゆとろぎ美術館へ行こう
うえすぎ

すぐる

〔平面〕 上杉 英 さん（地下）
よこみぞたい こ う

すぎやま

ひろし

杉山 汎 さん（２階）

〔立体〕 横溝 泰 鴻さん （１階及び野外）

７月から作家が交代し、新しい素敵な作品がみられます。

