松尾貴史 折り顔展 2018

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）
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/30●〜 11/11●
火

10:00〜17:00（最終日16:00まで）※11/5㈪は休館日
「折り顔」とは、和紙・洋紙など様々な紙を使って一
枚の正方形の紙を切ることなく折って人の顔を表現
するアートです。
一風変わった折り紙の世界をお楽しみください。
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青少年健全育成の日事業

11

/10●土・11●日

11/10
（土） 9：30〜
青少年健全育成の集い
11：00〜15：00 模擬店、わくわくひろば
体験・あそびのひろば
11
（日） 10：00〜15：00 わくわくひろば
体験・あそびのひろば

Beethoven/ベートーヴェン:交響曲第５番ハ短調
「運命」
販売中!

主催：羽村市教育委員会
公益財団法人東京都歴史文化財団
（東京文化会館）
企画協力：東京オーケストラ事業協同組合

主催:羽村市・羽村市教育委員会
指揮：飯森範親
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ゆ

朗読喜劇 神津善行のおもしろ講座『老婆の仇討ち』

ゆスマに保
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お ん だ け

御嶽神楽公演

/12

土 【全席指定】

開場 13:00

12

/5

大出 俊

十朱 幸代
（特別出演）

加賀美 幸子
（語り）

坂田 美子
（琵琶）

水 開場 13:30 開演 14:00

販売中!

入場料：2,000円【全席自由】
※未就学児は入場できません。 主催：公益財団法人 青梅佐藤財団
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無料 原田 光代

12
水〜

/25

火 9:00〜22:00

展示
示室

ゆとろぎ

☎042-570-0707
〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘1-11-5

保

※駐車場に限りがあります。ご来場の際はコミュニティバス「はむ

1

/5

土

12

〜

無料

土 10:00〜17:00

「御嶽神楽公演」に関連した衣装などの貴重な品々を展示します。

※公演によって販売所が異なります。

ゆ
ス
イ

羽村市生涯学習センター

10/16㈫
販売開始

詳しくは
「広報はむら」
10/15号をご覧ください

御嶽神楽展

﹁たまごの森﹂

11

高校生以下
校
：500円

※未就学児は入場できません。

お ん だ け

ゆとろぎ美術館
32期

大人：2,000円
,

開演 13:30

:00〜20:
:00〜17:

マ
に

インターネット販売（チケ探・公文協公演情報& T I C K E T S ）http://zenkoubun.ticketan.net/ ➡

■ URL http://www.hamura-tokyo.jp FAX 042-570-6422
※受付時間 9:00〜20:00 ※月曜日休館
（祝日をのぞく）

※大ホールには、補聴援助設備「ヒアリングループ」があります。 ※羽村駅から徒歩8分

☎0120-61-3737
※ 12 月 1 日（土）より
休止します。

再生紙を使用しています。

詳細は裏面をご覧ください

１階ロビー、２階廊
廊下

in ゆとろぎ

大ホ
ホール
ル

1
茅島 成美

主管：子どもフェスティバル実行委員会

伝統文化交流事業

管弦楽：東京交響楽団

大ホール

中村 メイコ

後援：羽村市教育委員会
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Brahms/ブラームス:ヴァイオリン協奏曲二長調

大人(前売)3,000円 (当日)3,500円
【全席指定】
高
高校生以
校生以下
下 ,
円 ※未就学児は入場できません。
高校生以下1,500円

次回の予定
第59回：3/9㈯
チケット販売開始:12/8㈯

߰ƞƷǽǏǡǮǋǸȓ

共演:羽村東ジュニアオーケストラ
共演
羽村東
村東ジ
ジ
オ ケ
・ 羽村市内中学校吹奏楽部選抜

開場 14:30

第第 回羽村ゆゆととろろぎぎ寄席

主催：文化庁、公益社団法人 落語芸術協会

Bach/バッハ:コラール「主よ人の望みの喜びよ」

日 開演 15:00

昇りん

〜バッハ・ブラームス・ベートーヴェン〜

︻落語︼春風亭

ゆとろぎクラシック・ドイツ３Ｂの饗宴

︻落語︼瀧川 鯉斗

大人(前売)：1,000円 (当日)：1,200円
高校生以下：500円 ※未就学児は入場できません。

全館

ゆスマにイ保

/18

文治

後援：羽村市・羽村市教育委員会・羽村市文化協会

58

販売中!

土

開場 13:30 開演 14:00 【全席自由】

入場無料（「魔笛」のみ有料） その他、詳しくは裏面・広報はむら10/15号をご覧ください

ゆスマに

文化庁

︼桂
︻落語︵ゲスト︶

/8

11/3(土) 開場13:30 開演14:00
入場料：一般(前売)1,000円、一般(当日)1,200円、高校生以下500円【全席指定】販売中
※未就学児は入場できません。一時保育あり(有料・10/26㈮申込〆切)

11

入場無料
要入場券

Agency for Cultural Aﬀairs,
Government of Japan

12

【音楽公演】 「ゆとろぎオペラ『魔笛』」

大ホール

平成30年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業
︻ウクレレ漫談︼ぴろき

【ホール】 10/ 6 ㈯ 小中学生音楽フェスティバル
10/ 8（月・祝）ふれあいサロンコンサート
10/13 ㈯ 洋舞 10/14 ㈰ 日舞、芸能 他、体験教室
10/20 ㈯ 邦楽 10/21 ㈰ 合唱
10/27 ㈯ 洋楽器、芸能 他 10/28 ㈰ 日舞、洋舞、体験教室
【展 示】 第 1 期【東洋的な表現】
10/10 ㈬〜 14 ㈰
第 2 期【西洋的な表現】
10/17 ㈬〜 21 ㈰
第 3 期【東・西洋的な表現】 10/24 ㈬〜 28 ㈰
【ふれあい寄席】「落語」10/13 ㈯ 3 階特設会場 ( 大ホール 2 階ロビー )
【文化講演】「羽村市民の健康寿命延伸を願って」
講師 : 跡見 裕さん ( 杏林大学名誉学長 ) 10/21 ㈰ 開演 14:00
※ゆとろぎ窓口で入場整理券配布中 ( 先着 250 名 )
【映画会】 アニメ「ＫＵＢＯ／クボ 二本の弦の秘密」10/27 ㈯ 開場 17:30 開演 18:00

小ホール

︻講談︼神田 蘭

11
第49回羽村市文化祭 10/6●
土 〜 /3●
土

フレッシュ名曲コンサート

日 14:00〜 小ホール

定員250名
入場券はゆとろぎ窓口にて配布中
（1人2枚まで）

みんなで 楽しく学び つなぐ 羽村の文化

主催:第49回羽村市文化祭実行委員会

無料

日

マークのあるイベントは︑一時保育︵ 有料・８日前までに要予約︶が利用できます︒問合せ・申込みはゆとろぎへ︒

保

展示室・小ホ
ホール

マークは羽村市教育委員会主催・共催事業
問合せは

イベント日程

マーク事業は一時保育（1歳半〜就学前）が利用できます。
要予約 先着順 保育室定員15人）

保 （有料

■

■

■

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。
（ 利 用 日 の８日 前 午 後５時しめきり）

ゆとろぎ ℡042−570−0707まで

第49回羽村市文化祭・青少年健全育成の日事業 子どもフェスティバル
タイトル

開催日時

会

第49回 羽村市文化祭
〜みんなで 楽しく学び
つなぐ 羽村の文化〜

10/6㈯〜11/3㈯

ゆとろぎオペラ「魔笛」

11/3㈯
開場13:30
開演14:00（16:15終了予定）

保

青少年健全育成の日事業
子どもフェスティバル
〜おいでよ！ゆとろぎの
あそびの森へ〜

全

11/10㈯ 9:30〜15:00
11/11㈰10:00〜15:00

場

館

大ホール

全

館

内容・入場料・問合せ等

市内小中学生音楽フェスティバルでスタートし、市内で活動する文化団体(ホール部門46団体、展示部門31団体、3連盟、2個人)が日頃の文
化活動の成果を発表します。
[ホール部門]＊10/6㈯小中学生音楽フェスティバル(大ホール)＊10/8(月・祝)ふれあいサロンコンサート(小ホール)＊10/13㈯洋舞(大ホー
ル)＊10/14㈰日舞(大ホール)、芸能他(小ホール)、体験教室(レセプションホール)＊10/20㈯邦楽(大ホール)＊10/21㈰合唱(大ホール)＊
10/27㈯洋楽器(大ホール)、芸能他(小ホール)＊10/28㈰洋舞(大ホール)、洋舞・日舞（交流広場）体験教室(交流広場)
[展示部門]＊第1期 東洋的な表現10/10㈬〜14㈰＊第2期 西洋的な表現10/17㈬〜21㈰＊第3期 東・西洋的な表現10/24㈬〜28㈰
[ふれあい寄席]10/13㈯「落語」3階特設会場(大ホール2階ロビー)12:00〜13:00
[文化講演]10/21㈰「羽村市民の健康寿命延伸を願って〜膵臓専門外科医 跡見裕先生が人生100歳時代に送るメッセージ」
講師:跡見裕さん（杏林大学名誉学長、日本膵臓病研究財団理事長、生活習慣病学会名誉理事長）開場13:30 開演14:00 (小ホール)
入場無料 ※要入場整理券(先着250名／ゆとろぎ窓口で入場整理券を配布中)
[映画会]10/27㈯アニメ「ＫＵＢＯ／クボ 二本の弦の秘密」開場17:30 開演18:00 (小ホール)
[音楽公演]11/3㈯「ゆとろぎオペラ『魔笛』」開場13:30 開演14:00 (大ホール)
[その他、詳しくは広報はむら10/15号をご覧ください]
主催：第49回羽村市文化祭実行委員会／後援：羽村市・羽村市教育委員会・羽村市文化協会 問合せ:ゆとろぎ ℡ 042-570-0707
モーツァルトが生涯最後に作ったオペラ「魔笛」。誰もが耳にしたことのある有名な音楽、親しみやすいストーリーから、非常に人気のある
オペラ作品です。羽村ゆかりのプロの声楽家と公募市民合唱団が作り上げるオペラ「魔笛」をぜひご鑑賞ください。
入場料:大人(前売)1,000円 (当日)1,200円 高校生以下500円
【全席指定】
※未就学児は入場できません。 ゆ 【販売中】
主催:羽村市・羽村市教育委員会・第49回羽村市文化祭実行委員会
青少年健全育成の集いから始まり、子ども達の模擬店、たくさんの体験･あそびができるひろばやマジック等のアトラクションにワクワクが
いっぱいの２日間!! ダンスステージや伝統文化こども教室の発表、おばけやしきなどもあります。みんな、ゆとろぎへ出かけよう!!
11/10㈯9:30〜 青少年健全育成の集い 11:00〜15:00 模擬店、わくわくひろば、体験・あそびのひろば
11/11㈰10:00〜15:00 わくわくひろば、体験・あそびのひろば
＊詳しくはポスター、チラシ、広報はむら10/15号をご覧ください。
主催:羽村市、羽村市教育委員会 主管:子どもフェスティバル実行委員会
問合せ:ゆとろぎ Tel 042-570-0707、児童青少年課 Tel042-555-1111内線262〜264

主催・共催・後援
タイトル

開催日時

会

場

内容・入場料・問合せ等

松尾貴史
折り顔展 2018

10/30㈫〜11/11㈰
10:00〜17:00

松尾貴史
オリガミトーク

11/4㈰
14:00〜

小ホール 入場無料（要入場券）入場券はゆとろぎ窓口にて配布中。1人2枚まで。定員250名に達し次第配布を締め切り。

子ども映画会

11/11㈰・12/2㈰）
10:30〜11:30

講座室1

フレッシュ名曲コンサート
ゆとろぎクラシック・
ドイツ３Ｂの饗宴
〜バッハ・ブラームス・ベートーヴェン〜

展示室

一枚の正方形の紙を切ることなく折って人の顔を表現する「折り顔」の個展です。
入場無料【直接会場へ】

(最終日16:00まで)※11/5(月)休館日

保

松尾貴史さんが折り紙に興味を持ったきっかけやエピソードなどのお話と、折り紙の実演も予定しています。

11/18㈰
開場14:30
開演15:00

大ホール

(17:00終了予定)

11/11㈰：
「交通安全だよ！ドラえもん」、
「ごんぎつね」、
「ちきゅうたんじょう
12/2㈰：
「くまのクリスマス」、
「笠地蔵」、
「たぬきの糸車」
※上映作品は変更する場合があります。入場無料【直接会場へ】

地球誕生」

今年のテーマは「ドイツ」。誰もが知る音楽の巨匠3人の作品を取り揃えました。有名な曲ばかりですので、
どなたでもお楽しみいただけます。
指揮者:飯森範親 ヴァイオリン:荒井里桜 オーケストラ:東京交響楽団
共演:羽村東ジュニアオーケストラ・羽村市内中学校吹奏楽部選抜
曲目:バッハ／「主よ、人の望みの喜びよ」、ブラームス／「ヴァイオリン協奏曲二長調」、ベートーヴェン／「交響曲第5番ハ短調『運命』」
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】＊未就学児は入場できません。 ゆ ・ ス ・ マ ・ に ・ イ
主催：羽村市教育委員会

公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）

企画協力：東京オーケストラ事業協同組合

大ホール

神津善行先生ゆかりの素晴らしいゲストとともにお届けする朗読喜劇。
公演では『老婆の仇討ち』と題し、甲賀・伊賀の忍者の世界の仇討ちを書いた人情物語をお楽しみください。
出演:中村メイコ、茅島成美、大出俊、
十朱幸代（特別出演）、加賀美幸子（語り）、坂田美子（琵琶）
入場料:2,000円【全席自由】＊未就学児は入場できません。
【販売中】
主催:公益財団法人青梅佐藤財団
問合せ：ＮＰＯ法人多摩の青少年を育てる会℡090-5195-3030 ゆとろぎ℡042-570-0707

第58回 羽村ゆとろぎ寄席

12/8㈯
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定）

小ホール

恒例の羽村ゆとろぎ寄席で 笑って笑って 健康になりましょう！
［落語］春風亭昇りん、
［落語］瀧川鯉斗、
［落語（ゲスト）］桂文治、
［ウクレレ漫談］ぴろき、
［講談］神田蘭
主催：文化庁、公益社団法人落語芸術協会 後援：羽村市教育委員会
入場料:大人(前売)1,000円 (当日)1,200円・高校生以下500円【全席自由】＊未就学児は入場できません。 ゆ ・ ス ・ マ ・ に 【販売中】
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

第73回
ゆとろぎサロンコンサート

12/16㈰
12:00〜12:45

創作室1 出演:法政大学ギタークラブOBバンド 入場無料【直接会場へ】

伝統文化交流事業inゆとろぎ
御嶽神楽公演

1/12㈯
開場13:00
開演13:30(15:45終了予定)

12/5㈬
開場13:30
開演14:00

朗読喜劇 神津善行のおもしろ講座
『老婆の仇討ち』

保

皆さんお誘い合わせのうえお気軽におでかけください。

大ホール

伝統文化交流事業inゆとろぎ
御嶽神楽展

1/5㈯〜12㈯
10:00〜17:00

パソコン講座

12月:11/30・12/7・14・21
1月:1/4・11・18・25
講座室２
【金/各月4回】
【午前】
10:00〜12:00
【午後】
13:30〜15:30

《ゆとろぎ主催講座》 申込み・お問合せは

展示室

ゆとろぎ

御嶽神楽(おんだけかぐら)は、大分県豊後大野市清川町に伝わる神楽で、大分県や熊本県阿蘇地方で広く伝わる大野系岩戸神楽の祖形と
言われています。その歴史的な価値と古式ゆかしい勇壮・活発な舞は多くの神楽ファンを魅了し、熱意ある若者達によって受け継がれてき
ました。平成19年3月には大分県の神楽として初めて、国の重要無形民俗文化財に指定されました。貴重な神楽を是非お楽しみください。
入場料:大人2,000円 高校生以下500円【全席指定】＊未就学児は入場できません。 ゆ ・ ス ・ マ ・ に 【10/16㈫販売開始】
1/12㈯に行われる「御嶽神楽公演」に関連した衣装などを展示します。
「御嶽神楽」を支える貴重な品々を、是非間近でご覧ください。
入場無料【直接会場へ】
12月：
「Excelの基本」では、Excelの基本・表計算とグラフ１を学びます。
１月：
「Excel中級」では、表計算とグラフ２・データベースの並び替え・抽出等を学びます。
受講料：2,000円（4回分/午前・午後共通）/定員：午前・午後の部各20名（先着順）
申込み：往復はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、午前・午後の希望、持参するパソコンのOS（7・8・8.1・10など）を明記して下記へ。
XP・VISTAには対応していません。またパソコンを持参できない方は対応できない場合もあります。
〒205-0001 羽村市小作台3-5-8 並木一夫 12月講座分は11/23㈮、1月講座分は12/27㈭必着
主催：パソコンなかま 問合せ：並木 ℡042-555-1489

〒205-0003

羽村市緑ヶ丘1-11-5

℡042-570-0707

まで

電子申請QRコード➡

お知らせいただいた個人情報は、今回の講座に関する目的にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。

タイトル

子育てママの読書タイム

市民講座「切り絵入門」
「わが街羽村を知るシリー
ズ・企業」
（株）ジーテクト工場見学会

開催日時

保

10/26㈮・11/14㈬・
11/22㈭・12/12㈬

保

11/14㈬・11/17㈯・
11/21㈬・11/24㈯
14:00〜16:00
11/23（金・祝）
14:00〜16:00

会

場

内

図書館・
保育室

創作室1

版画のような白と黒の世界と、色をつけた時の鮮やかさを味わうことのできる「切り絵」を体験してみませんか。
第1回 切り絵の基礎知識／第2回 「ひまわり」の題材を切る／第3回 色つけ／第4回 クリスマス、年賀（干支）作品を作る
講師:山﨑育子さん／対象:一般（市内在住・在勤・在学の方優先）／定員:20人(先着順)／参加費:2,000円(全4回分)／材料費:1,500円／持
ち物:鉛筆、はさみ、手拭き／申込み:市内の方10/16㈫〜、市外の方10/23㈫〜 電話またはゆとろぎ窓口へ
一時保育あり(有料)：申込み11/6㈫17時までにゆとろぎ窓口まで。

恒例の「わが街羽村を知るシリーズ」。今回は自動車車体骨格部品、精密部品、金型・溶接設備販売をしている（株）ジーテクトの見学をし
ます。
㈱ジーテクト 対象:一般（市内在住の方優先）／定員:20人／申込み:10/16㈫〜10/31㈬ゆとろぎ窓口、電話、市役所電子申請サービス／申込み多数の場
合は抽選※事前申込みで参加が決定した方以外は見学できません。その他:現地集合・現地解散 ※車での来場は不可。自転車可。※車い
すの方は介添の方とご一緒にお申込みください。

《一般利用》 2018.10〜2018.12
開催日時

タイトル・会場・入場料

容

子育て中の保護者の皆さまが図書館を利用される間、ゆとろぎ保育室「さくらんぼ」でお子さんをお預かりします。ゆっくり読書をしたり、お
子さんに読んであげる本を選んだり、調べものをする際にご利用ください。
定員:15人(先着順)／対象:1才6ヶ月〜未就学児のお子さんの保護者の方／申込み:各利用日の3ヶ月前から8日前の午後５時までゆとろぎ窓
口にて／利用料:お子さん１人につき1回500円

※お問合せは各問合せ先へお願いします。
等

問合せ先

開催日時

タイトル・会場・入場料

等

問合せ先

ハワイアンリボンレイ展示会
11/24㈯・25㈰
展示室／入場無料／直接会場へ／ワークショップは先着順・参 西東京リボンレイ協会
24㈯11:00〜19:00
加費有(500〜3,000円)・受付〆切(24日…17:00、25日…15:00) ℡090-4528-4538
25㈰10:00〜16:00
ハワイのロコに伝わる伝統的なリボンレイの展示会です！

10/23㈫
開場17:30
開演18:00

日本人の心おもてなし
小ホール／入場無料／要申込み(申込先:青梅法人会)

11/14㈬・24㈯
10:30〜12:00

講座多言語で子育て 親子で参加できるわくわく多言語ワー
クショップ＆講座
ヒッポファミリークラブ
レセプションホール／入場無料／要申込み(問合せ先へ)／後 ℡042-579-2856
援 羽村市教育委員会

11/17㈯
開場13:30
開演14:00

第8回演奏会 ヴォーチェアルジェンティーナ
ヴォーチェアルジェンティーナ
大ホール／入場料1,000円／要申込み(問合せ先へ)／未就学 杉浦
児は入場できません
℡042-554-4974

12/4㈫〜9㈰
10:00〜18:00
祭、獅子の舞
(初日13:00〜、
最終 展示室／入場無料／直接会場へ
日〜17:00)

久保
℡0428-24-5964
℡090-1739-4922

11/17㈯
15:00〜17:00

糖尿病が進行すると
レセプションホール／入場無料／要申込み(問合せ先へ)

12/8㈯
13:30〜16:00

エコライフ羽村 倉地
℡042-570-7370

青梅法人会 高橋
℡0428-24-8863

舩津

グリーン薬局神明台 塚田
℡042-555-1656

12/2㈰
開場13:45
開演14:00

遠藤

チャリティーコンサート音楽の贈りもの 希望へのかけ橋 チャリティーコンサート音楽の
vol.14
贈りもの 江久保
小ホール／入場無料／直接会場へ
℡090-1207-0703

知らぬ間にトウモロコシ人間に！
学習室1／入場無料／直接会場へ

