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

保

日時：11月23日（日・祝）
開場：14:00/開演14:30
場所：大ホール（全席指定）
入場料：大人前売
大人当日
中学生以下
チケット販売： ゆ

3,000円
3,500円
1,000円
ス

マ

に

ウィーン・フーゴ・ヴォルフ

保

ピアノ三重奏団
客演： 山寺明子 （ヴィオラ）
10月7日(火)開場18：30 ／開演19：00
場 所：大ホール（全席指定）
入場料：2,000 円（残席僅か）
ゆ に
チケット販売：
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 Foldor

子どもフェスティバル

8

スクリーンに大きく映した絵を
観ながら、お話と歌とピアノな
どの楽器演奏でつづる「お話ミュー
ジックシアター」です。

劇団四季ファミリーミュージカル

日時：11月16日（日）
開場：13:30/開演14:00
場所：小ホール（全席自由）
入場料：一般1,000円 ４歳～高校生500円
※3歳以下のお子さんは、保護者のひざ
の上なら無料です。
一時保育利用料：700円（おやつ代含む）

お菓子の船

保

＜チケット販売＞
9月16日（火）午前9時から
9月17日（水）から ス

マ

ゆ
に

＜展示発表＞
第1期 10/16(木) ～ 10/19(日)
第2期 10/23(木) ～ 10/26(日)
第3期 10/30(木) ～ 11/3(月・祝)
ゆとろぎで迎える３度目の文化祭。市内で活躍中の社会教育関係団体や羽村市文化
協会加盟団体をはじめ、生涯学習活動に携わる全77個人・団体が参加します。

＊会場・時間などの詳細はチラシ・ポスターをご参照ください。

※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
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

むかしむかしゾウがきた
日時：平成21年1月4日（日）
保
開場：15:30/開演16:00
場所：大ホール（全席指定）
入場料：一般（前売）4,000円
（当日）4,500円
入場料：一般
3,800円
3歳～高校生以下（前売）2,000円（当日）2,500円
高校生以下 1,800円
※2歳以下のお子さんは、保護者のひざの上なら無料
です。
※当日券は席に余裕がある場合のみ販売します。
一時保育利用料・・・700円（おやつ代含む）

＜ホール発表＞
10/18(土)
10/19(日)
10/25,26(土,日)
11/1(土)
11/2(日)
11/3(月・祝)

チケットぴあ（10：00～21：00） ☎0570-02-9999

＜チケット販売＞
10月17日（金）から

ゆ

18日（土）から ス

マ

20日（月）から に

小・中学生音楽フェスティバル
音楽部門（洋楽）
舞踊部門（日舞）
芸能部門（洋舞・芸能）
音楽部門（邦楽）
舞踊部門（洋舞）

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
く 国立楽器国立店 ☎042-573-1111
ぴ

マークのあるイベントは、一時保育が利用できます。（ 日前までに予約が必要です）
問合せ・
申込みはゆとろぎへ。

ユニットささかま
WITH 藤原道山（尺八）

※

超
邦楽

羽村チャリティーコンサート

羽村市生涯学習センター

ゆ と ろ ぎ
☎

042-570-0707

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。

10 月のイベント日程

６

会場

開催日

時間
開場 13:30
開演 14:00

10/5（日）
大ホール

開場 18:30
開演 19:00

10/7（火）

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

第 15 回 羽村ゆとろぎ
羽村ゆとろぎ寄席
ゆとろぎ寄席
～大ホールスペシャル～
ホールスペシャル～

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

平成 20 年度 自死遺族支援講演会

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 3000 円 当日 3500 円 （全席指定）

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

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。
上質の室内楽を地元羽村で味わえる絶好の機会です！
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☎042-570-0707
＊数に限りがありますので、
完
売の場合はご容赦ください。

・自死遺族の体験談
・自死遺族 1000 人調査の実態から学ぶこと
講師：清水 康之氏（自殺対策支援センターライフリンク代表）

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎0428-22-6141 西多摩保健所

講座室 １
展 示室

ギャラリー

講座室 １

アカデミア

10/12（日）

開場 13:30
開演 14:00

10/29（水）

<昼の部>
開場 14：30
開演 15：00
<夜の部>
開場 18：00
開演 18：30

第１５.
１５.５回 羽村ゆとろぎ
羽村ゆとろぎ寄席
ゆとろぎ寄席
「、五会
「、五会（
五会（てんごかい）
てんごかい）」

出演…林家 たけ平
入場料・・・前売５００円 当日８００円（全席自由）
当日券は席に余裕がある場合のみ販売します。

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

10/5（日）

10：30～
11：30

子ども映画会
ども映画会

上映作品（予定）：「恐竜くんのリサイクル」「てんまのとらやん」「ち
びまる子ちゃん 先生の家に遊びに行こう」（都合により変更する
場合あり）

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

10/1（水） ～
10/5（日）

10：00～
18：00

彩画会会員 18 人による水彩画の展覧会です。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042‐５５５－６８１３ 市川

10/7（火） ～
13（月・祝）

11:00～
19:30

羽村での初個展。森をテーマに心象風景を抽象的な表現で発表
します。身近な木版画の手法で制作しています。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042‐ 551-8529 片山

第 3 回「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） 第 4 回「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。
※席に余裕があれば当日も申込みを受け付けます）

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

小ホール

ゆとろぎ ホール

＋山寺明子（ヴィオラ）

備考

9:45～
第 3 回 10/4（土）
11:45
第 4 回 10/11 (土)

「 みんなで取
みんなで 取 り 組 む 自殺対策という
自殺対策 という生
という 生 き
る支援」
支援」

第 15 回

彩画会展

※最終日は 16：00 まで

片山 憲二 木版画展
※初日は 12:00～

中高年をいきいきと
中高年をいきいきと過
をいきいきと過ごすための
講座（第 3 回・第 4 回）

誰でも描ける水彩アート教室・パソコン講座 Excel 応用・横笛（篠笛）初心者講習会・写真発表のためのパソコン操作入門・写経のすすめ
＊各講座とも受講受付は終了しています

小ホール

チケット販売中 ！

大ホール

開場 14:00
開演 14:30

11/23（日）

超邦楽
ユニットささかま
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。入場料：一般前売 3,000 円 一般当日 3,500 円 中学生以下 1,000 円
ゆ、ス、マ、に

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

戦国時代の日本を舞台に、ゾウと人間の心のふれあいを通じて、助け合うことの大切さや命の尊
さを描いた作品です。入場料：一般前売 4,000 円 当日 4,500 円
3 歳～高校生前売 2,000 円 当日 2,500 円 一時保育利用料・・・700 円（おやつ代含む）
10 月 17 日（金）午前 9 時からゆ、18 日（土）からス、マ、20 日（月）から に

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

講座室 ２

2009・1/4（日）

開場 15:30
開演 16:00

劇団四季ファミリーミュージカ
劇団四季ファミリーミュージカル
ファミリーミュージカル

11/12（水）

開場 18:00
開演 18:30

第 16 回
羽村ゆとろぎ
羽村ゆとろぎ寄席
ゆとろぎ寄席

出演：三遊亭好二郎改め兼好、柳家右太楼、三遊亭好の助
入場料 ： 前売 1000 円 当日 1200 円 団体 800 円（5 枚以上）
９月 14 日（日）午前 9 時からゆ、15 日（月・祝）からス、マ、16 日（火）からに

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

11/16（日）

開場 13:30
開演 14:00

子 どもフェスティバル
ども フェスティバル公演
フェスティバル 公演
「お菓子の
菓子の船」

スクリーンに大きく映した絵を見ながら、お話と歌とピアノ等の楽器演奏でつづる「お話ミュージッ
クシアター」です。入場料：一般 1,000 円 ４歳～高校生 500 円 一時保育利用料・・・700 円（おや
つ代含む）9 月 16 日（火）午前 9 時から ゆ、17 日（水）からス、マ、に

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

11/14・21・28
（金）

9:30～
12:00

パソコン講座
パソコン講座
年賀状作成

好みのイラストや写真を使って、自分だけのオリジナル年賀状を作ります。定員：15 名
講師：社会教育関係団体「パソコンなかま」 受講料：1500 円（全 3 回分）
一時保育利用料・・・1 回 500 円（おやつ代含む）

往復はがきでゆとろぎへ※
10/15（水）必着

「むかしむかしゾウ
むかしむかしゾウがきた
ゾウがきた」
がきた」

創作室１

受講者募集中 の講座

A コース「クリスマスリースづくり」 講師：竹田豊寿さん（華道家）
10/2（木）9：00～
B コース「押し花アート（カレンダー・カードづくり）」 講師：土肥 和代さん（ふしぎな花倶楽部イン
電話または直接ゆとろぎへ
ストラクター）
9:30～
子育て
子育て中のお母
のお母さんの
（お好きなコースを選んでご参加
C コース「ちぎり絵づくり」 講師：桜沢 ヤス子さん（ちぎり絵作家）
いただけます）
11:30
ための講座
ための講座
D コース 未定（今後のイベントガイドでお知らせいたします）
*最終しめきりは各コース開始日
定員：各コース 20 名（先着順） 受講料：各コース 1,000 円（材料費込み）一時保育利用料・・・1 回
10 日前の午後 3 時です。
※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。
500 円（おやつ代含む）＊一時保育の定員は各日 15 名です。

A:11/13・20（木）
B:12/4・18（木）
C:1/15・29（木）
D:2/3・17（火）

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

会議室

11/15・22・29
（土）

13：00～
15：00

初心者 のためのわかりや
すい詩吟体験教室
すい詩吟体験教室

羽村市緑ヶ丘 1-11-5

日本の伝統文化のひとつである「詩吟」を体験してみましょう。初心者にもわかりやすく指導しま
す。講師：新江神兄さん（詩吟神風流 西吟会会長）
定員：15 名（先着順） 受講料:900 円（全 3 回） 一時保育利用料・・・1 回 700 円（おやつ代込み）

☎042-570-0707

10/2（木）9：00～
電話または直接ゆとろぎへ
＊最終しめきりは 11 月 5 日（水）
午後 3 時です。

※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

