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陶芸の部

発行 羽村市教育委員会
編集 羽村市生涯学習センターゆとろぎ
羽村市生涯学習センターゆとろぎ協働事業運営市民の会

2019年4月15日
（隔月15日発行）

4/15〜

Vol.104

主催：羽村市文化協会

後援：羽村市教育委員会

Copyright ⓒ 2008〜2019 by YUTOROGI All rights reserved

大ホ
ホール
ル

伝統文化交流事業inゆとろぎ

小ホール
ル

ゆスマに保

6

/22 ●

河童と子どもたち、そしてある少女との交流、大人になったにん
げん達と河童をめぐる物語。「デフ・パペットシアター・ひと
み」ならではの世界をお楽しみ下さい。

販売中!

【全席指定】

大人500円

原作：火野葦平「河童曼荼羅」 脚本・演出：立山ひろみ

開場 16:30
開演 17:00

土

高校生以下100円

出演：富山県民謡越中八尾おわら保存会
柏木野神代神楽保存会（檜原村）

60

大人
（前売）
1,000円 （当日）
1,200円 高校生以下500円
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

大ホール
ル

名曲の贈りもの

/11●
土

神津善行 企画・解説

ゲームだけじゃないScratch（スクラッチ）
プログラミング！
Scratch（スクラッチ）プログラムでつくる〝九九、あいうえお、ドレミ〟！
多様なプログラミングが出来る事を学び、
プログラミングの楽しさを体験します。
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ゆ

日

日

日

保

ゆとろぎ文学講座

「明治の文豪から…夏目漱石」

4/16 ㈫
販売開始

入場料：2,000円【全席自由】
※未就学児は入場できません。

出 演：神津善行（お話）、秋満義孝（Pf）、鈴木直樹（Cl＆Sax）他
主 催：公益財団法人 青梅佐藤財団

秋満 義孝

鈴木 直樹

/8●土・15●土
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この他さまざまなイベントを企画していますのでお楽しみに！
※イベント内容・開催日など変更になる場合があります。詳しくは今後のイベントガイドや広報
はむらをご覧ください。

☎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。

13:30〜15:30（全2回）

講座室1
受講料：1,000円
講 師：佐藤 裕子（サトウ ユウコ）さん
（フェリス女学院大学教授）

１階ロビー、２階
階廊下

ǜƾǣƤഄ࣍։ 無料
34期 5
/10●金 〜 6/27●木
1階 南島 隆
2階 宮下 泉

9:00〜22:00

南島隆「生きる」

宮下泉「おにぎり」

※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

ઘļӃHAMURAȉȒÀȒȄțћޗچ
߰ƞƷࢨڷÚǊÀǰƜŷƒƫҖ׃ƴ®Û
ƻƝǂƃਭƧࢪƣйҸա
Ǖȓǖǡ༸ݓ܇ǛțǝÀǰ
Л੬ƻƝǂƃտা¥௫൬ۼћ
߰ƞƷࢨڷÚ߰ƞƷޝݓ۶ໆҋԈޗÛ
࠾࣑রǊțǝțǾȓ¥ǗȒǡȆǡǛțǝÀǰ
नఴƣǽȑȉțǛ
ே൘ҍ۶ໆࠔؐÚհࡦڭ¥ڛളªࠀ߰๒Ûۼћ੮

ゆとろぎ

漱石の小説と評論から21世紀に生きるヒントを得る
講座です。小説「坊ちゃん」、評論「私の個人主義」を
中心に、漱石の小説と評論の世界を学びます。
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2019年度 ゆとろぎホールイベント等予定

羽村市生涯学習センター

日

講座室2
13:30〜15:30
受講料：2,600円（教材費含む）
（全４回）
対 象：小学4〜6年生
講 師：日渡 輝美（ヒワタシ テルミ）さん
（合同会社ポンテフェリーチェ代表）

終戦後の若者を熱狂させた

JAZZヒットパレード
開場 13:30
7
土 開演 14:00
●

保

楽しさ体験…

演 目:歌劇｢ウィリアム・テル」序曲、フルートとハープのための協奏曲、
交響曲第6番「悲愴」
入場料:大人1,000円（高校生以下無料）【全席指定】※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

大ホール
ル

【全席自由】

子どもプログラミング教室

販売中!

開場 13:00
開演 13:30

日

開場 13:30
開演 14:00

大人
（前売）
1,500円 （当日）
2,000円
4才〜高校生以下500円
（4歳未満の膝上鑑賞は無料）

ゆ

国立音楽大学オーケストラ演奏会
5

/7

第 回 羽村ゆとろぎ寄席

開場 13:30 開演 14:00 【全席自由】

︻落語︼笑福亭 羽光

4/16 ㈫
販売開始

7

ゆスマに
︻落語︼三遊亭 あら馬

※未就学児は入場できません。

出 演：デフ・パペットシアター・ひとみ

柏木野神代神楽
（東京都指定無形民俗文化財）

︻落語︼
︵ゲスト︶三遊亭 とん馬

〜仲入り〜

土

︻漫談︼ねづっち

/6

越中八尾おわら風の盆

文化庁委託事業「2019年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業
︻落語︼昔々亭 慎太郎

7

4/16 ㈫
販売開始

ろう者と聴者が共につくる

※未就学児は入場できません。

小ホー
ール

ゆスマに保

人形劇「河の童−かわのわっぱ−」

越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能

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

4/23㈫〜6/16㈰
10:00〜17:00

第14回
羽村市美術・工芸展

(各期の初日は13:00から、最終日
は16:30まで)

5/5㈰
6/9㈰
10:30〜11:30

子ども映画会

5/11㈯
開場13:00
開演13:30

国立音楽大学
オーケストラ演奏会

越中八尾おわら風の盆と
西多摩の郷土芸能

保

7/6㈯
開場13:30
開演14:00(16:00終了予定)

第60回 羽村ゆとろぎ寄席

人形劇
「河の童−かわのわっぱ−」

神津善行

6/22㈯
開場16:30
開演17:00(19:00終了予定）

保

企画・解説

7/7㈰
開場13:30
開演14:00(15:20終了予定)

7/13㈯
開場13:30
開演14:00

終戦後の若者を熱狂させた
JAZZヒットパレード

6月：7・14・21・28
7月：5・12・19・26
【金/各月4回】
【午前】10:00〜12:00
【午後】13:30〜15:30

パソコン講座

会

場

展示室

小ホール
講座室1

内容・入場料・問合せ等

羽村市で活動中の羽村市文化協会会員31団体1個人による、秋の文化祭に匹敵する大々的な作品展です。各期、作品を入れ替え
て展示します。第１期4/23㈫〜28㈰絵画の部（油彩画、パステル画 他）／第2期 5/14㈫〜19㈰書と篆刻の部／第3期 5/21㈫
〜26㈰絵画の部（日本画、水墨画、水彩画 他）／第4期 6/4㈫〜9㈰写真の部／第5期 6/11㈫〜16㈰陶芸の部
主催:羽村市文化協会 後援:羽村市教育委員会
入場無料【直接会場へ】 問合せ:市野 ℡090-5510-0191
5/5㈰：
「トム＆ジェリー ジキル」、
「みなしごハッチ」、
「アリババと40人の盗賊」
6/9㈰：
「熊と狐『まんが日本昔話』」、
「くまのプーさん イーヨーのおたんじょうび」、
「草原の少女ローラ
家」※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】

大きな森の小さな

大ホール

今年も、
『名曲の贈りもの 国立音楽大学オーケストラ演奏会』をゆとろぎで開催します。指揮：工藤俊幸、独奏：相川悠希（フル
ート）
・田中渚（ハープ）、管弦楽：国立音楽大学オーケストラ
演目：歌劇「ウィリアム・テル」序曲（G.ロッシーニ作曲）、フルートとハープのための協奏曲ハ長調K.299より第一楽章（W.A.モー
ツァルト作曲）、交響曲第６番ロ短調「悲愴」
（Ｐ.Ｉ.チャイコフスキー作曲）※演目は変更になる場合があります。
入場料：大人1,000円、高校生以下無料
【全席指定】 ゆ 【販売中】※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
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

大ホール

「越中八尾おわら風の盆」は、街中を編み笠を深くかぶった踊り子さんが、唄、三味線、胡弓、太鼓に合わせて情緒豊かに踊りま
す。富山県民謡越中八尾おわら保存会のみなさんが一足早く羽村にて演じます。
西多摩の郷土芸能は檜原村の柏木野神代神楽保存会のみなさんが出演します。
「柏木野神代神楽」は、東京都より無形民俗文化
財の指定を受け継承しています。
入場料：大人500円 高校生以下100円【全席指定】 ゆ ・ ス ・ マ ・ に 【販売中】
＊未就学児は入場できません。

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］三遊亭 あら馬、
［落語］笑福亭 羽光、
［落語］
（ゲスト）三遊亭 とん馬、
［漫談］ねづっち、
［落語］昔々亭 慎太郎
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（4/16㈫から販売開始）
【全席自由】＊未就学児は入場できま
せん。 ゆ ・ ス ・ マ ・ に 問合せ:ゆとろぎ ℡042-570-0707

小ホール

河童とこどもたちそしてある少女との交流、おとなになったにんげん達の物語です。
異なる世界に生きている河童と人間が「共にいきる」とは？ろう者と聴者が共に楽しめる「デフ・パペットシアター・ひとみ」ならで
はの世界をお楽しみください。
出演：ろう者と聴者が共につくる「デフ・パペットシアター・ひとみ」
入場料：大人（前売）1,500円 （当日）2,000円 4才〜高校生以下500円(4才未満の膝上鑑賞は無料) 【全席自由】 ゆ ・ ス ・
マ・に
＊「手話で楽しくコミュニケーションワークショップ」
（6/2㈰10:00〜）チラシ参照

大ホール

終戦から２年が経つと、日本にも多くのジャズ演奏家が育ち、小編成のコンボバンドが数多く誕生、第一次ジャズブームを起こし
ます。今回は当時流行した曲を当時のコンボバンドの編成で再現します。当日は曲目のリストをお配りし、皆様のリクエストにお
応えします。出演：神津善行（お話）、秋満義孝（ピアノ）、鈴木直樹（クラリネット＆サックス）、他に歌手、当時の名プレイヤーゆ
かりの演奏者の出演を予定。どうぞお楽しみに。
入場料：2,000円（4/16㈫からゆとろぎ窓口で販売）
【全席自由】※未就学児は入場出来ません ゆ
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

講座室2

６月:「Word応用１」イラストとワードアートの描き方の基礎・写真のパソコンへの取り込み方法・表作成の基礎と応用
などを学びます。
７月:「Word応用２」イラストや写真入り名刺・栞・日記およびフォトアルバムの作成。表を利用したハガキなどのあて
名書きなどを学びます。
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。
〒205-0001 羽村市小作台3-5-8 並木一夫
６月講座分は5/30㈭ 、７月講座分は6/27㈭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

楽しさ体験…ゲームだけ
じゃないScratch
（スクラ
ッチ）
プログラミング！

ゆとろぎ文学講座「明治
の文豪から…夏目漱石」

開催日時

4/26㈮・5/8㈬・
5/24㈮・6/12㈬
保 10:00〜12:00

会

場

図書館
保育室

内

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17:00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

5/19㈰・26㈰、6/2㈰・
講座室２
16㈰（全4回）
保 13:30〜15:30

１回目：ＵＳＢからScratch（スクラッチ）の学習環境づくり、使い方、Scratch画面構成についての説明。講師が作成したゲーム以
外の算数・国語・音楽プログラミングサンプルの紹介の中で画面操作実習。
２回目：Scratch（スクラッチ）でプログラム作り①
掛け算九九の表づくり（小学3年生までの算数から）、図形についてのプログラム紹介と加工・実習。
３回目：Scratch（スクラッチ）でプログラム作り②
あいうえお」アニメづくり
（小学3年生までの国語から）と加工・実習。
ドレミ音階設定・譜面づくり、楽器演奏、加工・実習。
４回目：２回目・３回目の内容を基礎に算数・国語・音楽に関する各自の作品作成と発表。まとめと講評。
講師：日渡輝美（ヒワタシテルミ）さん(合同会社ポンテフェリーチェ代表)
対象：市内、近隣市町村の小学４〜６年生（羽村市民優先)＊保護者の見学可／定員：20名／受講料（教材費含む）
：2,600円／持
ち物：ノートパソコンWindows7以上／申込み：ゆとろぎ窓口、電話、市役所電子申請サービスで受付／締切：5/7㈫。申込み多
数の場合は抽選。※受講決定者へ案内を通知致します。
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／申込み5/10㈮17:00までにゆとろぎ窓口まで。

6/8㈯・15㈯（全2回）
13:30〜15:30
保

1回目：夏目漱石の代表作の中から「坊ちゃん」をとりあげ漱石の小説の世界を学びます。
2回目：
「坊ちゃん」の続きと、
「私の個人主義」を中心に評論の世界を学びます。
講師：佐藤裕子（サトウユウコ）さん（フェリス女学院大学教授）
対象：一般（羽村市民優先）／定員：70名／受講料：1,000円／申込み：ゆとろぎ窓口、電話、市役所電子申請サービスで受付。締
切:5/25㈯申込み多数の場合は抽選
※受講決定者へ案内を通知致します。
その際、講師に聞きたいことなど、質問を受け付けます。受講5日前までにご連絡下さい。
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／申込み5/31㈮17:00までにゆとろぎ窓口まで。

講座室1

《一般利用》 2019.4〜2019.6
開催日時

容

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

4/26㈮・5/17㈮・
6/20㈭
9:20〜11:40

マイフレンド・社交ダンスの集い
小ホール／入場料有／直接会場へ
ボールルームダンスで明るく姿勢のよい身体造りをしま
しょう。パーティー形式でダンスの集いを行います。自由参
加。

マイフレンド 神尾
℡080-6510-3622

5/4㈯
開場13:30
開演14:00

初夏の音楽会
小ホール／入場無料／直接会場へ／終演予定15:30

4/28㈰
開場15:30
開演16:00

さやかバレエスタジオ第７回発表会Spring Performance
大ホール／入場無料／入場整理券が必要です。当日整理券
もございます。
愛らしいバレリーナたちが一生懸命踊ります。どうぞご家
族・ご友人の方をお誘い合わせのうえご来場ください。

さやかバレエスタジオ 小山
℡042-555-8683

5/26㈰
開場13:30
開演14:00

音楽朗読劇「星の王子さま」
小ホール／入場料有:（大人）1,000円、
（高校生以下）500円 朗読ことほぎ 山本
／チケット取扱い:ゆとろぎ1階レストランコナモーレ℡042- ℡070-4099-3760
579-4623

5/2㈭〜5㈰
10:00〜17:00（初
日12:0 0から、最
終日16:00まで。）

水彩画サークル萌 第19回作品展
展示室／入場無料／直接会場へ

水彩画サークル萌 今村
℡042-555-3019

6/2㈰
開場10:30
開演11:00

松乃扇流 創作新舞踊まつり
大ホール／入場無料／直接会場へ

重松音楽教室 重松
℡080-6776-6768

松乃扇流 松瀬
℡042-554-6610

