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ギャラリートーク＆
ヴァイオリン演奏

（隔月15日発行）
2019年6月15日

ゆスマにイ 保

/31●

7

新しい表現に挑戦し続ける「デフ・パペットシアター

(原則、保護者の同伴をお願いします)

・ひとみ」ならではの世界をお楽しみ下さい。

参加費：500円 (材料費)
講 師：山﨑美樹 (ヤマサキ ミキ)さん(美術作家）

ろう者と聴者が共につくる日本で唯一のプロの人形劇団

出演：デフ・パペットシアター・ひとみ
販売中！

かわむし

〜川虫で釣る伝統漁法〜

(当日) 2,000円

/21●

7
ゆスマにイ 保

越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能
6
●

/22

開演 17:00

販売中！
越中八尾おわら風の盆

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

※雨天の場合は中止
※受付開始：6/15㈯

対象：市内在住の小学生 (保護者の同伴が必要です)
講師：ゆとろぎ協働事業運営市民の会 植栽管理
美原里山保存会

ゆ

第12回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

（1956年公開作品）

入場券は、8/3㈯9:00より
ゆとろぎ窓口にて配布

大ホール

神津善行

崑

/17

8

『ビルマの竪琴

土
●

入場無料
要入場券

開場 13:30
開演 14:00 (16:00終演予定)
※未就学児は入場できません。

＜出演＞ 三國連太郎／安井昌二／北林谷栄／西村晃／三橋達也 他

ゆ
企画・解説

終戦後の若者を熱狂させた
7
/13 JAZZヒットパレード
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。

後援：羽村市教育委員会

神津善行

秋満義孝

鈴木直樹

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

今年の子ども体験塾は「 アートであそぶ夏休み !」
日程 8/2(金)〜8/12(月･祝)
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
らん」(図書館・ゆとろぎ下車）等公共交通機関をご利用ください。
※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。

※詳しくは、「広報はむら」6/1号をご覧ください。

※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(9:00〜20:00 月曜休館）☎042-570-0707 マ マルフジ青梅 羽村 福生市内6店舗のサービスカウンター
ス 羽村市スポーツセンター(9:00〜17:00 月曜休館）☎042-555-0033 に 西多摩新聞社チケットサービス(土日定休）☎0120-61-3737
イ インターネット販売（カンフェティ）https://www.confetti-web.com/ ➡
保 マークのあるイベントは､一時保育(有料 8日前までに要手続き)が利用できます｡申込みはゆとろぎへ

■ URL https://www.hamura-tokyo.jp FAX 042-570-6422 ※羽村駅から徒歩8分 ※受付時間 9:00〜20:00 ※月曜日(祝日をのぞく)休館

詳細は裏面をご覧ください

主催：文化庁、公益社団法人 落語芸術協会

第 回 羽村ゆとろぎ寄席

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。

︻落語︼三遊亭 あら馬

販売中！

ゆスマに
︻落語︼笑福亭 羽光

︵ゲスト︶
三遊亭 とん馬
︻落語︼

開場 13:30
開演 14:00

〜仲入り〜

7

︻漫談︼ねづっち

/6

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

小ホール

柏木野神代神楽
(東京都指定無形民俗文化財)

9:30〜11:40

昨年の様子

小ホール

＜監督＞ 市川

※未就学児は入場できません。

無料

さかな釣りは川の自然にふれ、観察し、その成り立ちを学べる
素晴らしい遊びです。自然ゆたかな多摩川で、家族といっしょ
に夏休みの思い出をつくりましょう。

(4歳未満の膝上鑑賞は無料)

大人 500円
高校生以下 100円

作品はイメージです

多摩川 みんなで遊ぶ釣り体験

４歳〜高校生以下 500円

【全席指定】

6/15(土)
受付開始

多摩川の自然体験

開場 13:30 開演 14:00 【全席自由】

開場 16:30

保

午前の部 10:00〜12:00
午後の部 14:00〜16:00
※どちらか選んでください

創作室1
対 象：市内在住在学の小学1〜3年生

伝統文化交流事業inゆとろぎ

先着20名

新聞紙で作る海の生き物

脚本・演出：立山ひろみ

になったにんげん達と河童をめぐる物語。人形劇の

大ホール

講師：かとうかずみさん
参加費：300円(材料費)

夏休み子ども工作教室

河童と子どもたち、そしてある少女との交流、大人

大人 (前売) 1,500円

/13● 10:00〜12:00

7

演奏：二又みづきさん

ギャラリートーク

人形劇「河の童− かわのわっぱ −」

/7●

ようかい

「電線でケーブル妖怪をつくろう！」

/7● 14:00〜16:00

人形劇がつなぐ、人と人との絆

7

子どものためのワークショップ

13:30〜14:00

7

Copyright ⓒ 2008〜2019 by YUTOROGI All rights reserved

原作：火野葦平「河童曼荼羅」

無料

9:00〜22:00（創作室１は9:00〜17:00、屋上は10:00〜17:00)
最終日16:00まで ※7/8(月)は休館日

羽村市教育委員会
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

小ホール

現代アートをゆとろぎ全館に展示します

/3●〜15 月・祝

7
発行
編集

保

19th アート in はむら展

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）

※ 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︒

全館

イベント日程
主催・共催・後援
タイトル

マークは羽村市教育委員会主催・共催事業
問合せは

第76回
ゆとろぎサロンコンサート

会

6/22㈯
開場16:30
開演17:00（19:00終了予定)

6/23㈰
12:00～12:45

番外編 神田紅純講談独演会

7/3㈬～15(月·祝)
9:00～22:00
創作室1 9:00～17:00
屋 上 10:00～17:00

19thアートinはむら展

場

第60回 羽村ゆとろぎ寄席
人形劇
｢河の童－かわのわっぱ－」保

7/7㈰
開場13:30
開演14:00（15:20終了予定)

神津善行

企画・解説

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

大ホール

創作室1

神田紅門下の神田紅純さんによる講談を聴いてみましょう。ご家族、ご友人お誘いあわせのうえお気軽にお出かけ下さい。
出演：講談師 神田紅純（カンダ コウジュン）（日本講談協会・公益社団法人落語芸術協会 所属）
主催：羽村市文化協会 共催：羽村市教育委員会・羽村市音楽連盟
入場無料【直接会場へ】 問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

全 館

多摩地区で活躍しているアーティストの現代アートをゆとろぎ全館に展示します。入場無料
・ヴァイオリン演奏 7/7㈰13:30～14:00 出演：二又みづき（フタマタ ミヅキ）
・ギャラリートーク 7/7㈰14:00～16:00 展示室からスタートし、作家の解説を聞きながら、館内の展示場所を回ります。
・子どもためのワークショップ 7/13(土)10:00～12:00「電線でケーブル妖怪（ようかい）をつくろう！」／定員：20名(先着)／参加
費：300円(材料費)／会場：展示室 【直接会場へ】対象：幼児～小学生 ※小学3年生以下は保護者同伴

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
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】
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

小ホール

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歳～高校生以下500円（4歳未満の膝上鑑賞は無料）【全席自由】ゆ・ス・マ・に・イ

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
を予定しています。どうぞお楽しみに。
主催：公益財団法人青梅佐藤財団 入場料：2,000円【全席自由】＊未就学児は入場できません。ゆ
問合せ：NPO法人多摩の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030

小ホール 7/14㈰：「いたずら子リスとドナルドダック」、「がんばれスイミー」、「ジャングル大帝 飢えたサバンナ」
講座室1 8/ 4 ㈰：「心の花たば」、「七夕ものがたり」、「小さなバイキングビッケ ハルバルの宝箱」

7/14㈰
8/ 4 ㈰
10:30～11:30

子ども映画会

内容・入場料・問合せ等
「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・イ【販売中】
＊未就学児は入場できません。

(最終日16:00まで）

7/6㈯
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定)

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

開催日時

越中八尾おわら風の盆と
西多摩の郷土芸能
保

保

※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】

第12回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑 8/17㈯

｢ビルマの竪琴」

開場13:30
開演14:00（16:00終了予定)

パソコン講座

8月：2・9・16・23
9月：8/30・9/6・13・20
【金/各月4回】
【午前】10:00～12:00
【午後】13:30～15:30

小ホール

太平洋戦争末期、ビルマからタイへ逃れようとする井上部隊は、井上隊長以下皆音楽好きで、特に水島上等兵の弾く竪琴は疲れ切った隊
員たちの心の癒しでもありました。
やがて戦争が終わり、井上部隊はムドンの収容所へ送られることになりました。水島上等兵は一人戦争終結を信じず立てこもる岡本隊の
説得に派遣されますが、彼の説得は聞き入れられず隊は全滅します。その後水島上等兵は行方不明となり、井上隊長は水島上等兵の安否
を気遣うのでした。
アカデミー外国語映画賞にノミネートされた日本映画の名作です。
入場無料（要入場券）
※入場券は8/3(土)9:00より、ゆとろぎ窓口にて配布します。一人一枚まで。定員252名に達し次第、入場券の配布を締め切ります。
※未就学児は入場できません。

講座室2

8月：イラストと写真の取り込みおよび加工。
9月：音楽付きのスライドショー（ムービーメーカーまたはパワーポイント使用予定）
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（8・8.1・10など）を明記して下記
へ。XP・VISTA・７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
８月講座分は7/25㈭、9月講座分は8/22㈭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、今回の講座の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

保

多摩川
みんなで遊ぶ釣り体験

7/21㈰
9:30～11:40
※雨天の場合は中止

～川虫で釣る伝統漁法～
夏休み子ども工作教室

｢新聞紙で作る
海の生き物」

《一般利用》 2019.6～8
開催日時

6/28㈮・7/10㈬・
7/26㈮・8/14㈬・
8/23㈮
10:00～12:00

保

7/31㈬
①10:00～12:00
②14:00～16:00

タイトル・会場・入場料

等

会

場

図書館
保育室

内

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歳6か月～未就学児のお子さんの保護者の方／申込み:各利用日の3か月前から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

釣りは川の自然に触れ、観察し、その姿や成り立ちを学べる素晴らしい遊びです。自然豊かな多摩川で、川虫で釣る伝統漁法を学び、実
際に体験して魚釣りの楽しさを感じていただきます。家族の方々といっしょに夏休みの思い出をつくりましょう。
多摩川 講師：ゆとろぎ協働事業運営市民の会 植栽管理、美原里山保存会
(いこいの
対象：市内在住の小学生（保護者の同伴が必要です)／定員：30名（先着順） 参加者には、事前に開催案内(会場・持ち物等記載)を通
里近辺)
知いたします。／参加費：無料／申込み：6/15㈯～7/13㈯に、「住所・氏名・年齢・電話番号・保護者名」を、電話またはゆとろぎ窓
口へお申込みください。

創作室1

新聞紙、紙袋、ビーズや毛糸などの材料を使って海の生き物を作ります。
講師：山㟢美樹(ヤマサキ ミキ)さん（美術作家） 対象：市内在住在学の小学1～3年生 ※原則、保護者の同伴をお願いします。
定員：①午前24名 ②午後24名 ※どちらか選んでください。
参加費：500円(材料費)／持ち物：新聞紙朝刊１部、はさみ、作品を持ち帰る袋／申込み：ゆとろぎ窓口、はがき、電子申請サービスで
受付／締切：7/12㈮申込み多数の場合は抽選。受講決定者へ案内を通知いたします。 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：お子さん1人につき1回500円／申込み:7/19㈮17:00までゆとろぎ窓口にて

問合せ先

開催日時

6/20㈭・7/5㈮・
8/30㈮
9:20～11:40

マイフレンド・社交ダンスパーティー
小ホール／入場料有／直接会場へ
マイフレンド 神尾
ボールルームダンスで明るく、姿勢のよい身体造りをし ℡080-6510-3622
ましょう。パーティー形式でダンスの集いを行います。

6/22㈯
開場13:45
開演14:00

チャリティコンサート“希望への架け橋”Vol.15
音楽の贈りもの 江久保千英
小ホール／入場無料／今回は土曜日開催です。お間違
℡090-1207-0703
えなく！

6/23㈰
開場13:30

｢みんなの憲法」完成上映会と新井勝紘氏講演
憲法を勉強する会 羽村幸子
開演14:00 レセプションホール／入場無料／直接会場へ（定員80名） ℡090-6792-4784

※お問合せは各問合せ先へお願いします。

タイトル・会場・入場料

等

問合せ先

7/7㈰
開場13:30
開演14:00

Spock Piano Mates
45周年記念 七夕コンサート
大ホール／入場無料／直接会場へ

Spock Piano Mates
℡080-5460-5517

7/12㈮
開場17:40
開演18:00

都立青梅総合高校和太鼓部農林太鼓第12回定期公演
大ホール／入場無料／直接会場へ

都立青梅総合高校和太鼓部
渡邉文一
℡0428-22-7604

7/14㈰
開場13:30

第28回羽村フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会
開演14:00 大ホール／入場無料／直接会場へ／全席自由席

羽村フィルハーモニー管弦楽団
峰 義一 ℡0428-31-8632

7/15(月·祝)
開場16:30
開演17:00

プティ・アンジュバレエスタジオ
第8回発表会
大ホール／入場無料／入場整理券要（当日券あり）

7/21㈰
開場15:40
開演16:00

斉藤バレエスタジオ発表会
斉藤バレエスタジオ
大ホール／入場無料／チケット、入場料はありません
℡090-1854-7495
のでお気軽におでかけ下さい。

6/25㈫～6/30㈰
10:00～17:00
初日12:00から
最終日16:00まで

第６回透明水彩画と油彩画の三人展
展示室／入場無料
彩遊会 坂本稔
多摩の四季を中心とした風景と花・果物の静物を描く
℡042-554-1206
三人（川島肇、城聖一、坂本稔）の作品展です。今回
で第６回、１０年目の三人展となります

7/6㈯
14:30～16:00

羽村市学校保健会定期総会 特別講演会
羽村市学校教育課 学務係
7/25㈭
｢スマホ社会の落とし穴」
℡042-555-1111（内線357） 開場13:45
レセプションホール／入場無料／直接会場へ（定員100名）

7/6㈯
開場13:30
開演14:00

暑中お見舞い申し上げます！
はむら女声コーラス サマー・コンサート
はむら女声コーラス
大ホール／入場無料／入場券が必要です。入場券につ
℡080-6713-7343
いては問合せ先にご連絡ください。皆様お誘い合わせ
のうえご来場ください

7/6㈯
13:00～16:00

DVD上映会「遺伝子組み換えルーレット」
学習室２／入場無料／直接会場へ（先着30名）

松井

8/3㈯
開場16:00
開演17:00

エコライフ羽村 倉地篤子
℡042-570-7370

8/14㈬
開場13:30

社会を明るくする運動 羽村市大会
開演14:00 小ホール／入場無料／直接会場へ

西尾

プティ・アンジュバレエスタジオ
℡0428-21-5688
斉藤

羽村市社会福祉課庶務係
℡042-555-1111（内線112）

LIFriends FINALワンマンツアー
共に歩む道～ゆとろぎ大ホール～
㈱トイル＆モイル
大ホール／入場料有／申込先：イープラス0570-06℡03-3470-1970
9911（受付10:00～18:00）
5歳未満入場不可／全席自由席／整理番号順での入場
Bano Ballet 勉強会
開演14:00 大ホール／入場無料／直接会場へ

Bano Ballet 鷲頭正子
℡080-4185-7575

