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ゾウがきた 3/15

むかし

大ホール （全席指定）

命をかけて守りあった、ゾウと人間の物語

●昼の部 開場13:00 開演13:30

1/ 4
日

日

「一谷嫩軍記」熊谷桜の段、熊谷陣屋の段、
「紅葉狩」

●夜の部 開場17:30 開演18:00
「二人三番叟」、「御所桜堀川夜討」弁慶
上使の段、「傾城恋飛脚」新口村の段

開場15:30
開演16:00

大ホール
（全席指定）

●チケット情報（昼・夜どちらか１回につき）
（前売り） 大人 3,000 円
http://www.shiki.gr.jp/applause/zou/
大学生以下 1,000 円
（撮影／荒井健）
（当日） 大人 3,500 円
（前売り） 大人 3,800 円／３歳～高校生 1,800 円
大学生以下 1,500 円
（当日券） 大人 4,300 円／３歳～高校生 2,300 円 ゆ ス マ に
＜団体（10 人以上）割引＞
大人のみ 2,500 円

カンジヤマ・マイム
The Variety Show of English & Pantomime!
英語とマイムのバラエティー

12/21 日

開場 18：30
開演 19：00 小ホール（全席自由）

ゆとろぎライブ Vol.2

11/15 日（土）から ゆ

16 日（日）から ス マ 17 日（月）から に

＜入場料＞大人・子ども共通
前売り 1,800 円
当日券 2,000 円 ゆ

主催：(特)子どもと文化の NPO 子ども劇場西多摩

11/15（土）
チケット販売開始！

協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会

シンガーソングライター

はむらの「
「第九」
」演奏会
■ベートーヴェン プロメテウスの創造物 作品４３ 序曲
■ベートーヴェン 交響曲第 9 番 作品１２５ 合唱付

指揮

遠藤浩史

1/25 日

古瀬陽子コンサート
95 年、YAMAHA Teen's Music Festival Vocal Contest in FUKUOKA で
最優秀賞を受賞、99 年『デジタルツーカーギガ IN 九州大会』Final
Champion、00 年上京。02 年ファーストアルバム『こんな夜に』を発売。
04 年、映画『ロード 88 ～出会い路四国へ～』の挿入歌『夢は夢のまま
で』を制作し、ファーストシングルとして発売。現在、吉祥寺、立川を中心
に中央線沿線のライブハウスを拠点に活躍しています。

12/13

開場13：30
開演14：00

大ホール （全席自由）
（前売り） 大人 1,000 円
小学生～高校生 500 円 ゆ ス

ソリスト

開場18：00
開演18：30
小ホール（全席自由）

土

大人（前売り） 1,500 円 （当日券）1,800 円
小学生～高校生 800 円 ゆ ス マ に

ソ プ ラ ノ
山口 道子

メゾソプラノ
橘 今日子

テノール
大野 徹也

バ リ ト ン
黒田 博

古瀬陽子が歌う挿入歌『夢は夢のままで』が聞ける！ 人は、それぞれの思いを胸に旅にでる。

映画 『ロード 88～出会い路四国へ～』
上映会
監督：中村幻児 出演：村川絵梨／小倉久寛／須藤理彩／津田寛治／黒田福美

11/29 土 上映開始 18：30 小ホール（入場無料 全席自由）

／川上麻衣子／ニコラス・ペタス／高松英郎／神山繁 ／富田靖子／三宅裕司
／岸谷五朗／寺脇康文／新藤晴一 (ポルノグラフィティ） ／長谷川初範

演 奏
合 唱

イメージ図
主催：羽村市教育委員会

共同企画運営：羽村市文化協会・ゆとろぎ協働市民の会

※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
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
ス 羽村市スポーツセンター（9：00～17：00・月曜休館） ☎042-555-0033
ヤ ヤマハ・ミュージック西東京立川店 ☎042-523-1431
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

羽村フィルハーモニー管弦楽団
「はむらの第九」合唱団

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

羽村市生涯学習センター

☎

042-570-0707

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

人間国宝２名を含む総勢６０名が
人形に託して演ずる浄瑠璃世界

劇団
かし
む
四季

古典芸 能鑑賞 会

ゆとろぎ開館３周年記念事業
に ん ぎ ょう じ ょう る り ぶ ん ら く

子どもフェスティバル
ファミリーミュージカル

人形浄瑠璃文楽

●Vol.33

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。

２００８年１１月１５日

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。

12 月以降のイベント日程
会場

開催日

大ホール

12/6（土）

12/13（土）

時間
9:30～
11:30

開場 18:00
開演 18:30

保

タイトル

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。

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。

内容

羽村市特別支援学級 発表会

ゆとろぎライブ
ゆとろぎライブ vol．
vol．2
シンガーソングライター

保

古瀬陽子コ
古瀬陽子コンサート

備考

小ホール

ゆとろぎ ホール

市内の特別支援学級３校の児童・生徒が劇や音楽をいきいきと発表します。
参加者との楽しい交流もあります。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-554-2024
羽村市教育研究会 鈴木

JR 中央線沿線のライブハウスを中心に活動している、シンガーソングライター
の古瀬陽子さんを迎えてゆとろぎライブを行います。入場料：前売り 1,500 円
当日 1,800 円 高校生以下 800 円 ＊未就学児入場不可 ゆ・ス・マ・に
★コンサートに先立ち、11/29（土）18：30 より小ホールにて、古瀬さんが歌う
「夢は夢のままで」が挿入歌となっている映画「ロード８８～出会い路四国へ」
の上映会を開催します（全席自由・入場無料）。

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

出演：柳家三之助、林家彦丸、春風亭正太郎
入場料：前売 1,000 円 当日 1,200 円
団体（5 枚以上） 800 円 一時保育利用料： 700 円（おやつ代含む）

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

講座室１ ロビー

12/18（木）

開場 18:00
開演 18:30

第 17 回 羽村ゆとろぎ
羽村ゆとろぎ寄席
ゆとろぎ寄席

12/20（土）

開場 18:00
開演 18:30

第 8 回 ゆとろぎ映画劇場
ゆとろぎ映画劇場
「母べえ」
べえ」

今回のゆとろぎ映画劇場は、過去のアンケートでリクエストが多かった「母べ
え」を上映します。戦時中の日本の家族を描いた 2008 年の話題作です。
監督：山田洋次 主演：吉永小百合

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

12/21（日）

開場 18:30
開演 19:00

カンジヤマ・
カンジヤマ・マイムの
マイムの
英語と
英語とマイムの
マイムのバラエティ

楽しい異色英語教育マイムショー。英語って実はこんなに簡単で楽しいんだ！
動いてしゃべるとすぐに役立つ！ 入場料：前売り 1,800 円 当日 2000 円
全席自由。（対象年齢：小学生以上）
チケット取扱い：ゆとろぎ協働市民の会

＜問合せ＞
☎ 042-555-6673 福井

保

展 示室

ギ ャラリー

創作室１
講座室１

アカデミア

12/14（日）

10：30～
11：30

子ども映画会
ども映画会

上映予定作品：「くるみ割り人形」「しろいぞう」「クリスマスのおくりもの」（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

12/20（土）

12：00～
12：30

第 16 回ゆとろぎサロンコンサート
ゆとろぎサロンコンサート

今回は、オカリナの演奏をお贈りします。
共催：羽村市文化協会、生涯学習センターゆとろぎ

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-555-6980 市野

12/5（金）
～7（日）

9:00～
17:00

羽村市特別支援学級
合同作品展

市内の特別支援学級の児童・生徒の作品を展示します。絵や紙工作、木工、
焼き物、共同作品など、力作が並びます。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-555-5131
羽村市教育研究会 磯辺

「押し花アート（カレンダー・カードづくり）」を楽しみましょう。
講師：土肥 和代さん（ふしぎな花倶楽部インストラクター）
定員：20 名（先着順） 受講料：1,000 円（材料費込み）
一時保育利用料：1 回 500 円（おやつ代含む）
＊一時保育の定員：15 名。

＜問合せ・申込み＞
ゆとろぎ☎042-570-07
＊申込み最終〆切
11/23（日）15：00
（定員に達している場合もあります）

地球温暖化対策について、個人の生活レベルから地域社会まで、身近なとこ
ろから省エネルギーの知識やポイントを学び、省エネ活動に取り組むきっかけ
を見つけましょう。
講師：小西誠一さん（元防衛大学校応用化学科教授） 受講料：無料
定員：40 名（先着順） 一時保育料： 700 円（おやつ代含む）

＜問合せ・申込み＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

12/4・18（木）

12/6（土）

9:30～
11:30

13:30～
15:30

＊5 日は 12：00 から

7 日は 15：30 まで

子育て
子育て中のお母
のお母さんの
ための講座
講座 Ｂコース
ための

保

「 エネルギー・
エネルギー ・ 環境 を考 えよう！
えよう ！ 」
シリーズＮｏ．
シリーズＮｏ．１
Ｎｏ．１

保

我が家から地域社会
から地域社会までの
地域社会までの
エネルギー
エネルギー・
ルギー・ウォッチ

誰でも描ける水彩アート教室・パソコン講座「パソコン入門」・写真発表のためのパソコン操作入門・写経のすすめ・踊って学べるフラダンス・
＊各講座とも受講受付は終了しています
デジタル写真の基礎を学ぶ講座Ⅱ

2009・1/4（日）

大ホール

チケット販売中 ！

2009・1/25（日）

開場 15:30
開演 16:00

開場 13:30
開演 14:00

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 3,800 円 当日 4,300 円 （全席指定）
3 歳～高校生前売 1,800 円 当日 2,300 円 一時保育利用料：700 円（おやつ代含む）
ゆ、ス、マ、に

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

保

公募による市民合唱団（160 名）＋羽村フィルがベートーベンの名曲交響曲第九番に挑みます。
ゆとろぎ大ホールに響き渡る「歓喜の歌」を聴きに来てください。
指揮：遠藤浩史 独唱：山口道子・橘今日子・大野徹也・黒田博
演奏：羽村フィルハーモニー管弦楽団 合唱：「はむらの第九」合唱団
入場料：大人 1,000 円、高校生以下 500 円 （全席自由） ゆ・ス
一時保育料： 700 円（おやつ代含む）

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

保

世界文化遺産でもある日本の古典芸能「人形浄瑠璃文楽」の世界をライブで鑑賞できる千載一
遇のチャンスです。演目：〈昼の部〉「一谷嫩軍記」「紅葉狩」〈夜の部〉「二人三番叟」「御所桜堀川
夜討」「傾城恋飛脚」入場料（昼・夜どちらか 1 回につき）：大人前売 3,000 円、当日 3,500 円 大
学生以下 1,000 円、当日 1,500 円 団体（10 枚以上・大人のみ）2,500 円 （全席指定）
11 月 15 日（土）午前 9 時からゆ、16 日（日）からス、マ、17 日（月）から に
一時保育料：各回 700 円（おやつ代含む）

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

保

希望者は持参した花器に生けることもできます。
定員：20 名 受講料：2,000 円
講師：吉田信子さん（草月流華道家） 一時保育利用料： 500 円（おやつ代含む）

※往復はがきでゆとろぎへ
12/12（金）必着

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）
D コース「スクラップブッキング（写真を文字やアートで彩ります）」講師：高津徳子さん（クリエイテ
ィブメモリーズインストラクター）
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 500 円（おやつ代含む）＊一時保育の定員は各日 15 名です。

電話または直接ゆとろぎへ
（お好きなコースを選んでご参加
いただけます）
*最終しめきりは各コース開始日
10 日前の午後 3 時です。

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

「むかしむかしゾウ
むかしむかしゾウ
がきた」
がきた」

はむらの「
はむらの「第九」
第九」
演奏会

保

〈昼の部〉

2009・3/15（日）

開場 13:00
開演 13:30
〈夜の部〉

古典芸能鑑賞会
人形浄瑠璃文楽

開場 17:30
開演 18:00

講座室 ２
音楽練 習室２

受講者募集中 の講座

創作室１

12/26(金)
C:1/15・29（木）
D:2/3・17（火）
※各コースとも 2 日で
1 セットです。

13:30～
15:30
9:30～
11:30

お正月の
正月の花を
生けましょう！
けましょう！

子育て
子育て中のお母
のお母さんの
ための講座
ための講座
保

ローマ字入力方式で文書入力ができる方を対象にした講座です。ごく一般的な資料づくりのため
1/9・16・23・30
10:00～
パソコン講座
パソコン講座
※往復はがきでゆとろぎへ
の文書編集技法を学びます。講師：社会教育関係団体「パソコンなかま」
※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。
12/14（日）必着
保 受講料：1500 円（全４回分） 定員：15 名 一時保育利用料：1 回 500 円（おやつ代含む）
12:00
（金）
Ｗｏｒｄ
初級
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

1/30・2/6・13・
20・27（金）

18:30～
20:30

初心者
ハーモニカ講習会
ハーモニカ講習会

楽器の持ち方や音の出し方からはじめ、合奏ができるよう学びます。
受講料：4,000 円（全 5 回分） ※ハーモニカを購入する方は別途料金がかかります（木製 10,000
円 or プラ製 5,000 円・申込み時に希望の有無とどちらを購入するか記入）＊ハーモニカはト調（G）
のものを使用します。講師：山口ひさ子さん（日本ハーモニカ芸術協会師範） 定員：20 名

※往復はがきでゆとろぎへ
1/16（金）必着

1/31・2/7・14・
21・28（土）・
3/8（日）

14:00～
15:30

親子で
親子で歌おう！
おう！
合唱体験講座

親子でコミュニケーションをとりながら、きれいな声で楽しく歌いましょう。
受講料：親子 1 組 1,500 円（全 6 回分） 対象：５歳～小学校６年生のお子さんとその保護者
定員：１５組（１組は何人でも可） 講師：杉浦康枝さん（はむら児童合唱団講師）
一時保育利用料：１回 700 円（おやつ代含む）

※往復はがきでゆとろぎへ
1/17（土）必着

保

※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と年齢・利用希望日）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

