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（ゆとろぎ）
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小ホール
ル

ゆスマに保

二胡と朗読の奏で 〜春の風に誘われて〜
二胡とアコースティックギターと朗読の奏でが、くつろぎの時間へといざな
います。心豊かなひと時をあなたへ。

村

在

14:00〜 展示室 直接会場へ

乾漆 花の器
「千重の椿」

羽村の自然から生まれた作品も含め、大学時代から今日までの作品をご紹
介します。作品を通して乾漆技法を知ってもらい、
「漆」をより身近に感じて
いただきます。

Copyright ⓒ 2008〜2019 by YUTOROGI All rights reserved

市

ギャラリートーク
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販売中!
販
販売中
売中!

住

大ホール

三井住友海上文化財団 ときめくひととき第834回

販売中!

加藤訓子ソロコンサート
エキサイティング！〜スピリット・オブ・パーカッション〜
オブ・パーカッション〜
2
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羽

ゆスマに保

音楽のあるまちづくり30周年記念事業

オトから音楽へ

日

躍動感あふれる世界トップのパーカッション
開場 13:30
開演 14:00

大人(前売)1,000円 (当日)1,500円
高校生以下 500円 【全席指定】
山本 寿実 ( 朗読 )

3

/24

大人(前売)1,000円
高校生以下 500円

※未就学児は入場できません。

村井 鉄也 ( 二胡 )

中村 康太 ( ギター )
主催:羽村市教育委員会・東京都
公益財団法人 三井住友海上文化財団

一部：二胡と朗読
芥川龍之介「杜子春」
音楽絵本「二胡の橋」

開場 13:30
日 開演 14:00
(当日)1,200円

☆プログラム☆

・ルボン a.b.（ヤニス・クセナキス）

/23 ●

SNS 時代、加害者にも被害者にもならないために。

2

/23●

無料

土

土 13:30〜15:30

無料

© 坂上 俊彦

2階：ゆとろぎ所蔵作品

（乾漆箔絵「椿・佐渡紅覆輪」）

講師 : 大久保 貴世さん（一般財団法人 インターネット協会 主幹研究員）
市民の会と羽村市教育委員会ゆとろぎの職員です。活動内容は、ゆとろぎのホール公演、講

ゆとろぎ協働事業の企画運営に参加しませんか

座、展示、情報発信の企画・運営と、催し物をサポートするレセプショニスト、保育、舞台操

楽しく充実した時間を過ごせる場を求めて、多くの市民の方々が「なんだかおもしろそう」と

作、植栽管理があります。会員は知恵や経験を出し合って楽しく活動しています。関心のある

言いながら、ゆとろぎに集まってきます。そんな場を創っているのが、ゆとろぎ協働事業運営

方は、ぜひ一度覗いてみてください。問合せ先：市民の会事務局（ゆとろぎ内）

羽村市生涯学習センター

ゆとろぎ

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

※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
※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。

※公演によって販売所が異なります。

ゆ
ス

:00〜20:
:00〜17:

マ
に

☎0120-61-3737

保
■ URL http://www.hamura-tokyo.jp FAX 042-570-6422
※羽村駅から徒歩8分 ※開館時間 9:00〜22:00 ※月曜日休館
（祝日をのぞく）

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：野口 洋子漆芸作品

保

「大切な人権〜知っておきたい
インターネットの対策とは〜」

１階ロビー、２階
階廊下

ǜƾǣƤഄ࣍։

59

後援：羽村市教育委員会

講座室1

客席は一般公開
（入退場自由／無料）。

第第 回羽村ゆゆととろろぎぎ寄席

★応募締切り後、内容の確認・調整を行います。
応募多数の場合は抽選。

/7

︻ 落 語 ︼ 三 遊 亭 吉馬

主催：文化庁、公益社団法人 落語芸術協会

ゆとろぎ窓口にて。

3
木〜
●

(当日)：1,200円
※未就学児は入場できません。

︻落語︼春雨や 晴太

大人(前売)：1,000円
高校生以下： 500円

申込み:2/16㈯
申込み:2/16
㈯〜3/15
〜3/15㈮
㈮

2

販売中!

土

開場 13:30 開演 14:00 【全席自由】

※両日ともにピアノ
（スタインウエイ D274）
は使用可能です。
※入場料・指導料徴収など営利目的でのご利用はできません。

33期

ゆスマに

︻落語︼三遊亭 遊 吉

/9

客席
入場無料

〜仲入り〜

1区分25分2,000円（連続2区分55分まで申込み可能）
20㈯・21㈰
21㈰とも 反響板あり

3

︻落語︼春風亭 昇々

10:00〜17:00

小助・小時

ゆとろぎの舞台で演奏等ができます。
演奏、コーラス、演劇、ダンス etc.…みなさまのご応募をお待ちしています。

︻太神楽曲芸︼丸一

ゆとろぎ大ホールステージ体験

・ルーツ・オブ・マ・リンバ（加藤訓子） 他

平成30年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

︻講談︼日向 ひまわり

小ホー
ール

大ホール
ル

日

・トロイメライ（シューマン）

・チェロ組曲より第 3 番ハ長調（J.S. バッハ） ・大地への賛歌（フレデリック・ジェフスキ）

【全席自由】※未就学児は入場できません。

4/20 土・
21

©Michiyuki Ohba

・アメイジング・グレイス（ゴスペル＃ 229）

二部：二胡とギター
オリジナル曲 他

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︒

展示室

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

主催・共催・後援
タイトル

開催日時

加藤訓子ソロコンサート
エキサイティング！
〜スピリット・オブ・
パーカッション〜

保

2/17㈰
開場13:30
開演14:00

子ども映画会

3/3㈰
10:30〜11:30

第4回
「生涯学習実践講演と
文化サークル体験教室」

3/3㈰
13:00〜15:30

第59回 羽村ゆとろぎ寄席

3/9㈯
開場13:30
開演14:00(16:00終演予定)

野口洋子
乾漆(かんしつ)の世界

3/13㈬〜24㈰
10:00〜17:00(最終日16:00まで)

二胡と朗読の奏で

3/24㈰
開場13:30
開演14:00(15:30終演予定)

〜春の風に誘われて〜

保

ゆとろぎ大ホール
ステージ体験

4/20㈯・21㈰
10:00〜17:00(両日とも)

パソコン講座

4月：5・12・19・26
5月：10・17・24・31
【金/各月4回】

会

場

内容・入場料・問合せ等

躍動感あふれる世界トップのパーカッションがゆとろぎに響きます。1つの「オト」から始まる音楽の世界をお楽しみください。
加藤訓子プロフィール：桐朋学園大学研究科修了とともに渡欧、ロッテルダム音楽院を首席で卒業。武満徹、スティーブ・ライヒやフ
ランコ・ドナトーニをはじめ、著名な作曲家や演奏家と数多く共演。古典から現代作品まで幅広いレパートリーを持ち、絶妙な音楽
大ホール 的洞察力と表現力の高さ、卓越した身体能力が創り上げる演奏スタイルが高く評価されている。
主催:羽村市教育委員会、東京都、公益財団法人三井住友海上文化財団
入場料:大人（前売）1,000円 （当日）1,500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 【販売中】
3/3㈰：
「ディズニーのうさぎとかめ」、
「金のおのと銀のおの」、
「王さまの耳はろばの耳」、
「ミッキーマウスとまほうのぼうし」
講座室1 ※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】
13:00〜13:30 講演「生涯学習と私」講師:鶴岡協子(羽村市文化協会副会長)【創作室１】
13:30〜15:00 体験教室:男声合唱(グリークラブ)、女声合唱(コールリラ)【音楽練習室２】
マジック(手品サークル羽)【創作室１】
創作室1
詩吟(詩吟サークル西吟会)【創作室２】
茶道(羽村市茶道会)【和室】
他
成果発表会【交流ひろば(予定)】
15:10〜
※全て入場無料【直接会場へ】
主催:羽村市教育委員会 共催:羽村市文化協会 問合せ:ゆとろぎ ℡042-570-0707
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］春雨や晴太、
［落語］三遊亭吉馬、
［落語］三遊亭遊吉、
［落語］春風亭昇々、
［太神楽曲芸］丸一小助・小時、
［講談］日向ひまわり
小ホール 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】ゆとろぎ ℡042-570-0707

展示室

羽村の自然から生まれた作品も含め、野口洋子さんの大学時代から今日までの作品をご紹介します。作品を通して乾漆技法を知って
もらい、
「漆」をより身近に感じていただきます。ギャラリートーク 3/17㈰14:00〜
入場無料【直接会場へ】

二胡とアコースティックギターと朗読の奏でが、
くつろぎの時間へといざないます。心豊かなひと時をあなたへ。
第一部：二胡と朗読の奏で 音楽絵本｢二胡の橋｣、芥川龍之介「杜子春」
第二部：二胡とギターの奏で オリジナル曲を中心に「蘇州夜曲」、｢オリビアを聴きながら｣他
小ホール 終演後、ホール内で交流会を行います。
出演：山本寿実(朗読)、村井鉄也(二胡)、中村康太(ギター)
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】
ゆとろぎ大ホールの舞台で演奏等ができます。演奏、コーラス、演劇、ダンスetc…の体験希望者を募集します。20日・21日とも反
響板ありのステージです。ピアノ（スタインウェイD274）をご使用いただけます。※電気楽器、アンプ等の持込みは可能です。
対象：小学生以上。本趣旨に賛同し実施内容及び注意事項を守っていただける方（音楽教室の発表会等としてのご利用はご遠慮く
大ホール ださい）。小・中学生は保護者同伴でお願いします。
参加費：1区分（25分）2,000円
申込み：2/16㈯〜3/15㈮、ゆとろぎ窓口にて。応募多数の場合は抽選(午前4区分、午後8区分)。
客席は一般公開(入退場自由／無料)
４月:［Wordとパソコンの基礎］タッチタイピング・文字の編集・データ整理の方法・便利な機能を学びます。
５月:［Word中級］図形・表・テキストボックス・ワードアートの基礎と応用を学びます
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）
講座室2 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。
〒205-0001 羽村市小作台3-5-8 並木一夫
4月講座分は3/28㈭、5月講座分は4/25㈭必着
主催：パソコンなかま 問合せ：並木 ℡042-555-1489

《ゆとろぎ主催講座》 申込み・お問合せは ゆとろぎ 〒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

開催日時

3/13㈬・3/22㈮・4/10㈬
10:00〜12:00
保

大切な人権
〜知っておきたい
インターネットの対策とは〜

保

2/23㈯
13:30〜15:30

会

場

内

図書館
保育室

講座室1

SNSを使った犯罪やトラブル事例を通じて、自分が被害者となった場合の対処の仕方、知らないうちに加害者にならないための人
権侵害と発信側の注意点を学びます。
講師:大久保貴世(オオクボタカヨ)さん（一般財団法人インターネット協会主幹研究員）
対象:一般／定員:70名／受講料:無料
申込み:ゆとろぎ窓口、電話、市役所電子申請サービスにて申し込みください（先着順） 【受付中】締切2/19㈫。
一時保育:対象／1歳6ヶ月〜未就学児 定員／4人（先着順／利用料700円）2/15㈮17時までにゆとろぎ窓口まで

《羽村市立小・中学校定期演奏会》
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

武蔵野小学校 樋口
℡042-555-6904

3/17㈰
開場13:00
開演13:30

羽村東ジュニアオーケストラ 第29回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

羽村東小学校 中村
℡042-554-5663

小作台小学校ジュニアバンド第29回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

小作台小学校 小山田
℡042-554-1431

3/21
（木・祝）
開場13:30
開演14:00

羽村第三中学校吹奏楽部 第12回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

羽村第三中学校 小飼
℡042-555-5131

3/9㈯
開場12:30
開演13:00

栄小学校金管バンド部 第15回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

栄小学校 浜中
℡042-554-2024

3/23㈯
開場14:20
開演15:00

羽村第一中学校吹奏楽部 第35回定期演奏会
大ホール／入場無料／要整理券
（詳しくは問合せ先発行のチラシ・ポスターをご覧ください）

羽村第一中学校 塚本
℡042-554-2012

3/10㈰
開場13:00
開演13:30

松林小学校金管バンド 第5回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

松林小学校 大平
℡042-554-7800

3/27㈬
開場17:00
開演17:30

羽村第二中学校合唱部 定期演奏会
小ホール／入場無料／直接会場へ

羽村第二中学校 伊福
℡042-554-2041

3/16㈯
開場13:00
開演13:30

羽村西小学校金管バンド部 第31回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

羽村西小学校 藤宮
℡042-554-2034

3/30㈯
開場13:00
開演13:30

羽村第二中学校吹奏楽部 第9回はるかぜコンサート
大ホール／入場無料／直接会場へ

羽村第二中学校 吉田
℡042-554-2041

2/23㈯
開場12:30
開演13:00

第35回 武蔵野小学校吹奏楽団 定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

3/3㈰
開場12:30
開演13:00

《一般利用》 2019.2〜2019.4
開催日時

タイトル・会場・入場料

※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

2/21㈭〜3/3㈰
9:00〜17:00
(最終日は〜14:00)

はむら家族プロジェクト『♯愛情はむら写真展』
展示室／入場無料／直接会場へ
シティプロモーション推進課
インスタに投稿された羽村市の魅力とフォトグラファーが撮 ℡042-555-1111
（内線399）
影した子育て家族の写真展

3/26㈫
開場18:00
開演18:30

拝島高校吹奏楽部第11回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ／未就学児も入場可

都立拝島高校吹奏楽部 難波
℡042-543-1772

3/2㈯
13:30〜16:00

「最後の一滴まで」-水道民営化の罠講座室２／入場無料／直接会場へ

3/28㈭
開場17:00
開演17:30

東京都立青梅総合高校吹奏楽部第13回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

青梅総合高校吹奏楽部 千葉
℡0428-22-7604

3/9㈯
14:00〜16:00

女も男も終活準備「エンディングノートを書いてみませんか」
学習室２／費用500円(エンディングノート代)／要申込み(問 Fの会
合せ先電話番号へ)／講師:太田知子さん(終活カウンセラー ℡090-8817-6077
上級)

3/28㈭〜31㈰
9:00〜17:00
(初日11:00より、
最終日16:00まで。
)

2019くれは会作品展
展示室／入場無料／直接会場へ

くれは会 井上
℡042-554-9967

3/20㈬
開場13:30
開演14:00

青梅学園・かすみの里 ふれあいの集いケロポンズコンサート
大ホール／入場料:大人2,000円、小人1,000円／詳しくは かすみの里
「社会福祉法人南風会」のホームページをご覧ください。／ ℡0428-30-7055
3歳未満膝上無料

4/7㈰
開場13:00
開演13:30

第25回羽村市吹奏楽団演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

羽村市吹奏楽団 山崎
℡090-1041-3206

3/21
（木・祝）
10:00〜18:30

音楽の森.K第6回ミニコンサート
小ホール／入場無料／直接会場へ
詳細は問合せ先電話番号へ

㈱音楽の森.K 渡辺
℡042-555-5927

4/12㈮〜14㈰
10:00〜17:00
(初日12:00より、
最終日15:00まで。
)

うっとり優雅なボビンレース展
展示室／入場無料／直接会場へ

イタリア式ボビンレースの会
宿谷
℡042-554-7561

3/26㈫
開場17:50
開演18:00

都立青梅総合高等学校合唱部第10回定期演奏会
小ホール／入場無料／直接会場へ

都立青梅総合高等学校合唱部
田村
℡0428-22-7604

4/16㈫〜21㈰
10:00〜17:00
(初日13:00から、
最終日16:00まで。
)

国際電気社友会写真クラブ写真展
展示室／入場無料／直接会場へ

エコライフ羽村 倉地
℡042-570-7370

