発行
編集

保

福田岩緒絵本原画展

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）

〜絵本の中の子どもたち〜

無料

あきる野市在住、
『がたたん たん』(文・やすいすえこ、出版・ひさかたチャイルド）で第12回
絵本にっぽん賞受賞作家。
「ええことするのは ええもんや」と新作絵本「夏と おとうとと」の原画を展示します。絵本
になる前の原画の世界をお楽しみ下さい。
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9

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
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小ホール

〜活動大写真

第13回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

「番場の忠太郎
＜監督＞ 稲垣

浩

「ええことするのは

無声映画への誘い〜

瞼の母」（1931年公開作品）

＜出演＞ 片岡

千恵蔵・山田

五十鈴

他

＜弁士＞ 澤登

「夏と

大ホール

羽村市文化祭特別企画

ゆとろぎオペラ「カルメン」

翠

★今回は無声映画のため、日本最高の弁士 澤登 翠がご案内致します★

日
/17●

オーケストラの生演奏、羽村市ゆかりのプロの声楽家、公募による市民合唱団とフラメンコの
踊りを交えたオペラの名作「カルメン」を上演します。
ぜひ、ご鑑賞ください。

11

開場 13:30

第50回記念

ええもんや」

9/23(月・祝) 14:00〜16:00
児童文学講演会 (展示室) 無料

おとうとと」

/4 月・休

11

開演 14:00

開場 13:30

8/16(金)
販売開始

9/1(日)
販売開始

開演 14:00

大人 (前売) 1,800円 (当日) 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。

ー出

演ー

カルメン
田村由貴絵
ドン・ホセ
西岡慎介
ミカエラ
岩崎由美恵
エスカミーリョ 大井哲也 ほか
エルムンドとフラメンコの仲間たち
ゆとろぎオペラ合唱団
ー演

奏ー

指揮
久世武志
羽村フィルハーモニー管弦楽団

入場料 500円【全席指定】

合唱指導 大井哲也

※未就学児は入場できません。

昨年度ゆとろぎオペラ「魔笛｣

※未就学児は入場できません。

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】

羽村ゆとろぎ寄席 特別公演

︻落語︼立川 幸七

︻落語︼桂 竹紋

開演 18:30

神田 松鯉

販売中！

︻講談︼
︵特別ゲスト︶

〜仲入り〜

︻三味線漫談︼藤本 芝裕

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」

/4 ●

︻落語︼春風亭 昇りん

︵曲師 玉川 みね子︶

開演 18:30

10

開場 18:00

大人 (前売) 2,000円 (当日) 2,500円
高校生以下 1,000円 【全席指定】
※未就学児は入場できません。
※完売の場合があります。

︻落語︼立川 吉幸

小ホール

︻浪曲︼玉川 大福

開場 18:00

販売中！

︻落語︼三遊亭 遊雀

/13●
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︻ 太神楽曲芸︼丸一 小助・小時

十五夜はゆとろぎで大笑い！
︻落語︼春風亭 昇太

大ホール

61

後援：羽村市教育委員会

市民コンサート

ウィーン・フーゴ・ヴォルフ三重奏団演奏会

開場 18:30 開演 19:00

入場無料

音楽を通じた羽村市とキルギス共和国の友好親善の催しを開催します。

/18

開場 15:30 大人 1,000円
開演 16:00 ４歳から高校生 300円
【全席指定】
チケット販売中
※ ４歳未満の膝上鑑賞は無料

三田りょう

※ 完売の場合があります。

グルム・カシィムバエヴァ

キルギスの伝統や暮らしが感じられる展示

/14 〜18

8

遊牧民の伝統的な移動住居「ユルタ」や民族衣装などを展示し、
交流事業としてワークショップなど行います。

9:00〜17:00(最終日 19:00まで)

主催：羽村市・羽村市教育委員会

後援：キルギス共和国大使館

ゆとろぎ身近なサイエンス講座

台風・集中豪雨はなぜ起こる…天気予報の最前線
近年『異常気象』による災害が各地で起こるようになりました。気象予報と研
究の最前線におられる気象庁の講師をお招きして、
『台風・集中豪雨がなぜ起
こるか』に焦点をあて学びます。

/14

9

入場無料

13:30〜15:30

8/15(木)
受付開始

「気象庁提供」
「台風第24号（2018年9月30日）」

☎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。

― 日本・オーストリア修好150周年記念―

子ども国際交流音楽祭コンサート
入場料 1,000円

要鑑賞券

ゆとろぎ

多摩・島しょ広域連携活動助成事業 子ども体験塾

大ホール【全席指定】(1階席のみ)

9/1(日)

※未就学児は入場できません。

令和元年度

販売中！

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団のメンバーによる木管五重奏
で、音楽の都から名曲の数々をお送りします。

【全席指定】 鑑賞券配布開始

主催：公益財団法人 青梅佐藤財団、NPO法人 多摩の青少年を育てる会

羽村市生涯学習センター

羽村市・キルギス共和国友好親善コンサート〜草原の風を感じて〜

※未就学児は入場できません。

グスタフ・リヴィニウス(Vc) ダニエル・ゲーデ(Vn)
オリヴァー・トレンドゥル(Pf)

羽村市・檜原村・奥多摩町在住の小学生
から18歳までの方、無料招待（詳細は裏
面参照）

/14 月・祝
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開場 16:30 開演 17:00

昨年のコンサート

主催：子ども国際交流音楽祭実行委員会

※公演によって販売所が異なります。

ゆとろぎチケットカウンター(9:00〜20:00 月曜休館）☎042-570-0707

マルフジ青梅 羽村 福生市内6店舗のサービスカウンター

羽村市スポーツセンター(9:00〜17:00 月曜休館）☎042-555-0033

西多摩新聞社チケットサービス(土日定休）☎0120-61-3737

インターネット販売（カンフェティ）https://www.confetti-web.com/ ➡
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

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の前コンサートマスター
であるダニエル・ゲーデにより結成されたピアノ三重奏団。
世界を魅了する音楽をゆとろぎでお楽しみください。

/27

主催：羽村市・羽村市教育委員会・第50回羽村市文化祭実行委員会

レセプションホール
講師：永井 佳実（ナガイ ヨシミ）さん（気象庁 東京管区気象台 気象防災情報調整官）

大ホール

10

ピアノ 成瀬和子

大ホール・展示室

8

※ 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

イベント日程
第50回

羽村市文化祭

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

会

10/5(土)～11/4(月・休)
10:00～17:00

～つなごう 令和へ
未来へ 羽村の文化～

11/4(月・休)
開場13:30
開演14:00（16:30終了予定）

ゆとろぎオペラ

「カルメン」

主催・共催・後援
タイトル

全

第77回ゆとろぎサロンコンサート 8/17(土)

｢ハワイアンの夕べ」

会

羽村市文化祭第50回を記念して、市民手作りによるオペラの名作「カルメン」を上演します。出演：羽村市ゆかりのソリスト（田村由貴
絵、西岡慎介、岩崎由美恵、大井哲也）と公募の市民合唱団「ゆとろぎオペラ合唱団」、羽村フィルハーモニー管弦楽団、エルムンドと
フラメンコの仲間たち。
入場料：大人(前売)1,800円 (当日)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【9/1(日)販売開始】先着
順(1人4枚まで）主催：羽村市・羽村市教育委員会・第50回羽村市文化祭実行委員会

場

小ホール

内容・入場料・問合せ等
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）
※入場券はゆとろぎ窓口にて配布中。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。
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

大ホール
展示室

[友好親善コンサート] 羽村市は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会で、キルギス共和国男子柔道ナショナルチームの事前
トレーニングキャンプ地になります。キャンプ受入れに向けて羽村市とキルギス共和国友好親善の催しを開催します。出演者：三田りょ
う（あきるの市在住演歌歌手／羽村市・キルギス共和国友好親善ボランティア大使）／グルム・カシィムバエヴァ（キルギス共和国在住歌
手）／キルギス民族楽器コムズ演奏者 他。入場料：大人1,000円 ４歳から高校生300円【全席指定】※４歳未満の膝上鑑賞は無料【販売
中】※完売の場合があります。
[キルギスの伝統や暮らしが感じられる展示] 8/14(水)～18(日) 9:00～17:00（最終日19:00まで）遊牧民の伝統的な移動住居「ユル
タ」や民族衣装などを展示し、ワークショップなどの交流事業を行います。主催：羽村市・羽村市教育委員会 後援：キルギス共和国大使館

創作室1

マリンバとピアノの共演をお楽しみ下さい。曲目：フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン、木星、アルハンブラの思い出、カルメン組曲、他
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

第78回ゆとろぎサロンコンサート 9/1(日)

｢夏の夜空」

館

（雨天時 創作室１）

8/18(日)
開場15:30
開演16:00（18:00終了予定)

～草原の風を感じて～

内容・入場料・問合せ等
羽村市文化祭50回を記念して、特別企画を始め市内小中学生音楽フェスティバルを皮切りに、市内で活動する文化団体（ホール部門50団
体、展示部門30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。入場無料（ゆとろぎオペラ「カルメン」のみ有料）
［ホール部門］ ＊10/5(土) 小中学生音楽フェスティバル（大ホール） ＊10/19(土)合唱(大ホール)、芸能他(小ホール) ＊10/20(日)洋
楽器(大ホール)＊10/26(土)日舞(大ホール)、体験教室(レセプションホール) ＊10/27(日)洋舞(大ホール)、芸能他(小ホール)
＊11/2(土)洋舞(大ホール)、体験教室(交流広場・レセプションホール) ＊11/3(日)邦楽(大ホール)
[展示部門] ＊第1期【東・西洋的な表現】 10/16(水)～20(日) ＊第2期【東洋的な表現】 10/23(水)～27(日) ＊第3期【西洋的な表現】
10/30(水)～11/3(日)
【特別企画】 文化祭50回記念「指導者展」(展示室） 10/11(金)～10/14(月･祝)
「わたしの夢」展（地階廊下）10/11(金)～11/3(日) わたしの夢を描いた絵手紙、書などの作品展示
[OYAJIバンドフェスティバル]（小ホール） 10/12(土) 出演：青梅線沿線、姉妹都市北杜市のバンドと、篠笛の会
[文化講演] 10/26(土) 「親日国キルギス共和国の人々と草原のシルクロード」 講師：中島利博さん(東京医科大学教授、キルギス共和国
顧問、名誉領事)(先着250名）
[音楽公演] ゆとろぎオペラ「カルメン」11/4(月･休)
主催：第50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
【その他、詳しくは広報はむら10/1号・10/15号、イベントガイド10/15号をご覧ください】

交流ひろば 夏の夕暮れに、ハワイアンバンド「Sing Aloha Friends」による演奏をお楽しみください。主催：羽村市文化協会 共催：羽村市教育委

17:00～17:45

羽村市・キルギス共和国
友好親善コンサート

場

大ホール

開催日時

第12回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑 8/17(土)
開場13:30
｢ビルマの竪琴」
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

第50回羽村市文化祭

保

12:00～12:45

子ども映画会

9 /8(日)10:30～11:30
10/6(日)
〃

小ホール 9 /8(日)：｢セロ弾きのゴーシュ」｢貧乏神と福の神」｢ピコリーノの冒険 のらいぬのアリロード」
講座室1 10/6(日)：｢プーさんと大あらし」｢ドナルドダックの防火訓練」｢母をたずねて三千里」

羽村ゆとろぎ寄席
特別公演

9/13(金)
開場18:00
開演18:30（20:30終了予定)

大ホール 入場料：大人(前売)2,000円 (当日)2,500円 高校生以下1,000円【全席指定】＊未就学児は入場できません。ゆ･ス･マ･に･イ【販売中】※完売の

福田岩緒絵本原画展

9/18(水)～9/29(日)
10:00～17:00

～絵本の中の子どもたち～

※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】

十五夜はゆとろぎで大笑い！［落語］春風亭昇りん、［浪曲］玉川大福（曲師 玉川みね子）、［落語］三遊亭遊雀、［太神楽曲芸］丸一小助・小
時、［落語］春風亭昇太
場合があります。

展示室

（最終日16:00まで)

10/4(金)
開場18:00
開演18:30（20:30終了予定)

第61回 羽村ゆとろぎ寄席

令和元年度 多摩・島しょ広域連携
10/14(月・祝)
活動助成事業子ども体験塾

子ども国際交流
音楽祭コンサート

開場16:30
開演17:00（19:00終了予定)

市民コンサート

10/27(日)
開場18:30
開演19:00

ウィーン・フーゴ・ヴォルフ
三重奏団演奏会

第13回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑 11/17(日)
活動大写真 無声映画への誘い
開場13:30

｢番場の忠太郎 瞼の母」

開演14:00（16:00終了予定)

パソコン講座

10月：9/27･10/4･11･18
11月：10/25･11/1･8･15
【金/各月4回】
【午前】10:00～12:00
【午後】13:30～15:30

あきる野市在住、「がたたん たん」(文：やすいすえこ、出版：ひさかたチャイルド)で第12回絵本にっぽん賞受賞作家。「ええことするのは
ええもんや」と新作絵本「夏と おとうとと」の２作品の原画を展示します。児童文学講演会では、福田岩緒さんから直接お話を伺います。
児童文学講演会／9/23(月･祝)14:00～16:00入場無料【直接会場へ】
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］立川幸七、［落語］桂竹紋、［講談］(特別ゲスト)神田松鯉、［三味線

小ホール 漫談］藤本芝裕、［落語］立川吉幸 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

大ホール

第Ⅰ部：羽村市・檜原村・奥多摩町の中学生を中心に編成される音楽祭合唱団による歓迎演奏と音楽の都ウィーンの一流音楽家たちとの
交流演奏を行います。また、西多摩出身の若手音楽家の歓迎演奏を予定しています。
第Ⅱ部：ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団メンバーによる木管五重奏による演奏をお楽しみください。
入場料：大人1,000円【全席指定】（1階席のみ）＊未就学児は入場できません。ゆ ※羽村市・檜原村・奥多摩町在住の小学生から18
歳までの方、及びその同伴保護者1名を無料ご招待（先着400名）発売日より9/6(金)までゆとろぎ窓口で申込み受付。
主催：子ども国際交流音楽祭実行委員会 ゆとろぎ℡042-570-0707

大ホール

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団の前コンサートマスターであるダニエル・ゲーデにより結成されたピアノ三重奏団の演奏をゆとろ
ぎでお楽しみください。出演／ピアノ：オリヴァー・トレンドゥル、ヴァイオリン：ダニエル・ゲーデ、チェロ：グスタフ・リヴィニウ
ス、ヴィオラ：山寺明子（特別出演）曲目：ブラームス／ピアノ三重奏曲 第２番ハ長調、ブルッフ／ピアノ三重奏曲 8つの小品、オナゲ
ル／ヴァイオリンとチェロのためのソナティナより“アレグロ”ほか。※曲目は変更になる場合があります。
入場料：無料※要鑑賞券（9/1(日)からゆとろぎ窓口で配布・１人４枚まで）※未就学児は入場できません【全席指定】ゆ
主催：公益財団法人青梅佐藤財団 ＮＰＯ法人多摩の青少年を育てる会℡090-5195-3030 ゆとろぎ℡042-570-0707

小ホール

股旅物で有名な劇作家、長谷川伸の代表作。幼くして別れた母を捜し長い年月をかけてやっと母と対面するが、賭博に身を落とした忠太郎
の姿に母は息子を語る詐欺師と勘違いし、忠太郎を追い返す。「おいら、両の瞼を閉じると幼いころ別れた母の姿が浮かんでくるんだ」と
いうセリフで有名な作品。原作：長谷川伸、監督：稲垣浩、出演：片岡千恵蔵 山田五十鈴 他 ★今回は無声映画のため日本最高の弁士:
澤登翠（サワトミドリ）がご案内いたします。入場料：500円 ※未就学児は入場できません【全席指定】ゆ

講座室2

10月「インターネット」インターネットを利用して地図・観光案内・時刻表・イラストの取り込み・疑問解決、他。
11月「年賀状の作成」Windowｓ版で作成した住所録を使った宛名面の作成。自作の写真、イラストを利用した裏面の作成。
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には対応不可。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 10月講座分は9/19(木)、11月講座分は10/17(木)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

ゆとろぎ身近なサイエンス講座

｢台風・集中豪雨はなぜ起こる
保
…天気予報の最前線｣

8/23(金)･9/11(水)･
9/27(金)･10/9(水)
10:00～12:00

開催日時

タイトル・会場・入場料

場

図書館
保育室

内

等

OME TAIKO FES（和太鼓リズムカンパニー発表会）
開演13:30 小ホール／入場無料／全席自由（定員252名）

問合せ先

萩野
℡090-8770-0613

8/30(金)
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
℡080-6510-3622

8/31(土)
14:30～17:00

第34回音楽発表会
小ホール／入場無料

音楽サークルどるちぇ
井上寛子 ℡090-9856-8633

9/1(日)
開場15:00

和太鼓JZ（ジェイズ）単独公演 [革命]
開演16:00 小ホール／入場料有／定員252名

9/11(水)
14:00～16:00

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

21世紀を迎え地球環境が激変し、日本各地で『異常気象』による災害が各地で起こるようになりました。とりわけ台風・集中豪雨の被害
は甚大です。この台風・集中豪雨がなぜ起こるのかに焦点をあて、気象学の最先端の知識から学び、毎日の生活に役立つ講座です。
レセプショ
講師：永井佳実(ナガイヨシミ)さん （気象庁 東京管区気象台 気象防災情報調整官）対象：一般／定員：70名／受講料：無料 申込
ンホール
み：ゆとろぎ窓口、電話、市役所電子申請サービスにて申込み。市内8/15(木)～、市外8/22(木)～【先着順】
一時保育：対象／1歳6ヶ月～未就学児。定員／4人（先着順／費用700円）申込み／9/6(金) 17:00までにゆとろぎ窓口へ

9/14(土)
13:30～15:30

《一般利用》 2019.8～2019.10
8/25(日)
開場13:00

会

萩野
℡090-8770-0613

開催日時
9/18(水)
開場9:30 開演10:00

※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
公益社団法人自彊術普及会立川支部
小ホール／入場無料／直接会場へ

等

問合せ先

40周年記念大会 公益社団法人自彊術普及会立川支部
沖悦子 ℡0428-22-3566

9/22(日)
開場12:00

第三回やまぶき会 歌謡教室発表会
開演12:30 小ホール／入場無料／直接会場へ

9/29(日)
開場10:30

第57回都山流尺八定期演奏会
西海谷梦山
開演11:00 大ホール／入場無料／直接会場へ／定員660名
（1階席のみ） ℡042-552-5168

10/10(木)
発達障害に関する啓発講演会「子どもの心の発達を寄り 羽村市子育て相談課 相談係
添いつつ支える」／小ホール／入場無料／定員200名
℡042-555-1111（内線694） 10:30～12:00

家族で参加できる多言語ワークショップ＆講座
レセプションホール／入場無料／定員10組

やまぶき会 藤原政子
℡090-7254-6791

ヒッポファミリークラブ
船津百合子 ℡090-4523-0293

