※

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

10/15 〜Vol.107
（隔月15日発行）
2019年10月15日

/9 ・10

9:30〜
11:00〜15:00

開場 13:30

小ホール

※未就学児は入場できません。
出演：神津善行 鬼束大我 他
14:00
主催：公益財団法人 青梅佐藤財団

「番場の忠太郎

第35期 ゆとろぎ美術館

神津善行 © 高橋慎一

＜出演＞ 片岡

販売中！

瞼の母」（1931年公開作品）

千恵蔵・山田

五十鈴

日
/17●

開場 13:30

/6●〜12/25

11

１階

他

＜弁士＞ 澤登

翠

/30

【全席指定】大人 1,500円

橋本俊宜「THE WORLD OF EDEN２｣

/5

1

高校生以下 500円

※未就学児は入場できません。
※広報はむら10月15日号もご覧ください。

鬼剣舞

講座室１

開場 10:30
開演 11:00
10/15(火)
販売開始

14:00〜17:00

対 象：高校生以上
参加費：3,500円（材料費含む）
講 師：里舘 志麻さん（ラ・プース代表）

古代ギリシャをひもとく

〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘1-11-5

13:00〜16:00

10/15(火)
受付開始

講師：川瀬 真さん (横浜国立大学成長戦略研究センター 客員教授)

ゆとろぎ市民生活講座

無料

10/15(火)
受付開始

複雑に発展したカードのちがいとキャッシュ
レス社会の明暗の話と、その賢い利用方法を
学びます。

/22

12

講師：大川 昌利さん（杏林大学総合政策学部長・教授） 13:30〜15:30

10/15(火)
受付開始

※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

（國學院大學 文学部史学科 教授）

※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。

/24●

11

無料

「キャッシュレス社会」 無料
カードのちがいと使い方を学ぶ

アテネ や スパルタ など都市国家ポリスの
盛衰から古代ギリシャの歴史に迫ります。

☎042-570-0707

ゆとろぎ協働事業運営市民の会公開講座

いろいろな音楽活動の歌、音楽、演奏に関わるあなた、
思わぬトラブルに巻き込まれない様に、著作権の基礎、
特に音楽についての常識を身につけましょう。

講座室１

よみがえる古代ギリシャの魅力
〜都市国家ポリスのすべて〜

ゆとろぎ

浦浜念仏剣舞

知ると安心『音楽の著作権』のこと

受付開始

対象：中学生以上
講師：古山 正人さん

金津流浦浜獅子躍

情報発信公開講座

世界史講座

羽村市生涯学習センター

伊藤タダオ「スケルトン｣

開演 14:00

11

14:00〜16:00

橋本 俊宜

※未就学児は入場できません。
※完売の場合があります。

クリスマスからお正月まで玄関を彩る、
ヒバの香りが楽しめるあなただけの
オリジナルリースづくり
10/15(火)

/21

9:00〜
22:00

鬼剣舞・獅子躍・念仏剣舞

入場料 500円【全席指定】

２度楽しめる☆クリスマスリース

12

２階

無料

岩手で受け継がれる祈りの舞

趣味講座

作品はイメージです

伊藤 タダオ

「白い記憶」

大ホール 伝統文化交流事業 in ゆとろぎ

11

SNS映

10:00〜17:00(最終日 15:00まで)

１階ロビー ２階廊下

★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★

す！
えしま

無料

子どものためのワークショップ
「サンタクロースをつくろう！」

無声映画への誘い

第13回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

浩

※12/9(月)休館日

12/14(土) 14:00〜16:00 無料 (先着20名)

活動大写真

＜監督＞ 稲垣

入場無料

後援：羽村市・羽村市教育委員会・羽村市文化協会

/4●〜15

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

入場料 2,000円【全席指定】 10/15(火)
販売開始

開演

10/16(水)〜20(日)
10/23(水)〜27(日)
10/30(水)〜11/3(日)

詳細裏面

12

― 戦後ジャズ全盛時代の再現―

講座室１

第１期【東・西洋的な表現】
第２期【東洋的な表現】
第３期【西洋的な表現】

示

/4 月・休

11

小中学生音楽フェスティバル
合唱、芸能他
10/20(日) 洋楽器
日舞
10/27(日) 洋舞、芸能他
洋舞、フォークダンス、盆踊り
邦楽

羽村市在住で、広く多摩地域で活躍されている作家。
ダイナミックかつ繊細な作品を展示。

JAZZヒットパレード（第２弾）

創作室１

展

企画・解説

/15

羽村の文化〜

伊藤タダオ セラミックアート展

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

12

未来へ

展示室

11

神津善行

10/ 5(土)
10/19(土)
10/26(土)
11/ 2(土)
11/ 3(日)

主催：第50回羽村市文化祭実行委員会

～おいでよ！ゆとろぎのあそびの森へ～

大ホール

令和へ

その他、詳しくは裏面・広報はむら10/15号をご覧ください

子どもフェスティバル

｢体験・あそびのひろば」の
ボランティア募集【詳細裏面

〜つなごう

特別企画 ・｢指導者展｣
10/11(金)〜14(月･祝)
・｢わたしの夢展｣
10/11(金)〜11/3(日)
・OYAJIバンドフェスティバル
10/12(土) (整理券要･先着250人)
・文化講演｢キルギス共和国を知る 10/26(土) (整理券要･先着250人)
〜キルギス共和国の人々と暮らし〜｣
・音楽公演｢ゆとろぎオペラ カルメン ｣ 11/ 4(月･休) ※チケットは完売しました。

青少年健全育成の日事業

11／9(土)

ホール

体験教室

Copyright ⓒ 2008〜2019 by YUTOROGI All rights reserved

全館

羽村市文化祭

第50回記念 羽村市文化祭 10/5●〜

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）

発行
編集

第50回記念

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

マークは羽村市教育委員会主催・共催事業
問合せは

開催日時

第50回記念羽村市文化祭
～つなごう 令和へ
未来へ 羽村の文化～

会

10/5(土)～11/4(月・休)

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

場

内容・入場料・問合せ等

館

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
[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) ＊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)、フォークダ
ンス・盆踊り(交流ひろば) ＊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)書道、篆刻、水彩画、水墨画 ＊第2期(東洋的な表現)10/23(水)～27(日)油彩画、
日本画、水墨画、写真、陶芸、手工芸他、茶道(10/27(日)のみ) ＊第3期(西洋的な表現)10/30(水)～11/3(日)華道、写真、手工
芸、水彩画、油彩画他
[体験教室]＊書道10/19(土)・20(日) ＊チョークアート10/23(水)～27(日) ＊ニット10/25(金)～27(日) ＊マジック・詩吟10/26(土)
＊生け花11/2(土) ＊日舞・フォークダンス11/2(土)
[特別企画][指導者展]10/11(金)～10/14(月・祝)(展示室)文化祭参加団体の指導者作品展示「絵画、書道、篆刻、陶芸」併設：過去(15回～49
回)の記録集の展示
[わたしの夢展]10/11(金)～11/3(日)(地階廊下)未来への夢、夢を描いた絵手紙サイズの書、絵、貼り絵、俳句などの作品の展示
[OYAJIバンドフェスティバル]10/12(土)(小ホール) 出演：北杜篠笛会(北杜市)、ブラス５(北杜市)、ヤマタニシ、ほぼ中原家、
VIVA DE FUNK、ハイブリッドジャズオーケストラ
[文化講演]「キルギス共和国を知る～キルギス共和国の人々と暮らし～」10/26(土)(小ホール)
[音楽公演]ゆとろぎオペラ「カルメン」11/4(月・休)(大ホール)完売 [その他、詳細は広報はむら10/15号をご覧ください]
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 問合せ ゆとろぎ℡042-570-0707
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。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 ＊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。
■「体験・あそびのひろば ボランティアスタッフ募集！」
高校生以上の方で、体験・あそびのひろばの各種コーナーの講師の手伝いなどに協力していただける方を募集しています。 10/16(水)～
10/31(木)までに電話もしくは直接ゆとろぎへご連絡ください。

11/ 9(土) 9:30～15:00
11/10(日)10:00～15:00

全

館

開催日時

会

場

主催・共催・後援
タイトル

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

第50回記念羽村市文化祭／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

保

内容・入場料・問合せ等

子ども映画会

11/10(日)10:30～11:30
講座室1
12/ 8(日)
〃

11/10(日)：｢ミッキーマウスのバンドコンサート｣、｢とうきちとむじな」、｢眠りの精｣
12/ 8(日)：｢ミッキーマウスのメリークリスマス｣、｢鉢かつぎ姫 日本むかし話｣、｢ひとりぼっちのケン｣
※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】

Solo-Ensemble Viebarto

クリスマスコンサート

12/1(日)
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定)

大ホール

音楽大学を卒業した優秀な若手音楽家を中心に結成された女声声楽アンサンブル。主な曲目：からたちの花、アヴェ・マリアほか、日本
の歌やクリスマスソングなど。海外公演にも多数出演しているSolo-Ensemble Viebarto（ソロ・アンサンブル・ヴィエバルト）の華麗
な歌声をお楽しみください。※曲目は変更する場合があります。入場料：大人1,500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】

伊藤タダオ
セラミックアート展

12/4(水)～15(日)
10:00～17:00

展示室

羽村市在住で、広く多摩地域で活躍されている作家。ダイナミックかつ繊細な伊藤タダオさんの造形作品を展示します。入場無料
■子どものためのワークショップ「サンタクロースをつくろう！」12/14(土)14:00～16:00／定員:20名(先着順)／対象:幼児・小学生／
会場:展示室／参加費:無料【直接会場へ】※小学3年生以下は保護者の同伴をお願いします。

～華麗なる歌声と名曲とともに～

（最終日15:00まで）

12/14(土)

第79回ゆとろぎサロンコンサート 12:00～12:45
神津善行 企画・解説
12/15(日)

創作室1

「JAZZヒットパレード」の第２弾！華やかなジャズ全盛時代を再現します。ジャズ、ルンバ、サンバ、ボサノバなど、またドラム合戦

JAZZヒットパレード（第２弾）

開場13:30
開演14:00

伝統文化交流事業inゆとろぎ
岩手で受け継がれる祈りの舞

1/5㈰
開場10:30
開演11:00(13:00終了予定)

―戦後ジャズ全盛時代の再現―

鬼剣舞・獅子躍・念仏剣舞 保

大ホール の演奏もあります。主催：公益財団法人青梅佐藤財団 入場料：2,000円【全席指定】※未就学児は入場できません。ゆ (10/15(火)販
売開始）問合せ：ＮＰＯ法人多摩の青少年を育てる会℡090-5195-3030

12月：11/29・12/6・13・20
1 月：1/10・17・24・31
【金/各月4回】
【午前】10:00～12:00
【午後】13:30～15:30

パソコン講座

今回は「ラテン・カーニバル」です。出演：法政大学ギタークラブOBバンド 皆様お誘いあわせのうえお気軽にお越しください。
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】

ゆとろぎ℡042-570-0707

大ホール

岩手県では今もなお多くの郷土芸能が存在し、伝承している団体の数は日本有数です。その中から、岩手県北上市に伝わる「鬼剣舞(おに
けんばい)」、大船渡市に伝わる「金津流浦浜獅子躍｣・｢浦浜念仏剣舞」をゆとろぎにて公演します。神事・供養・地域の慣習として大切
に伝えられてきた祈りの舞です。出演：岩手県立北上翔南高等学校鬼剣舞部・金津流浦浜獅子躍保存会・浦浜念仏剣舞保存会
入場料：大人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･イ【10/15(火)販売開始】

講座室2

12月「Excel基本」Excelの基本・表計算とグラフ１を学びます。
1 月「Excel中級」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・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 12月講座分は
11/21(木）、1月講座分は12/26(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

情報発信公開講座

11/13(水)・11/22(金)
12/11(水)・12/27(金)
10:00～12:00
11/24(日)
13:00～16:00

知ると安心
『音楽の著作権』のこと
趣味講座

２度楽しめる
☆クリスマスリース

11/30(土)

保 14:00～17:00

世界史講座

「古代ギリシャをひもとく」保
『キャッシュレス社会』
カードのちがいと
保
使い方を学ぶ

12/21(土)
14:00～16:00

12/22(日)
13:30～15:30

《一般利用》 2019.10～2019.12
開催日時

11/14(木)
11/28(木)
12/12(木)
9:20～11:40
11/17(日)
開場14:00
開演14:30
11/17(日)
10:00～12:00
11/21(木)
開場18:30
開演19:00

会

タイトル・会場・入場料

等

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

場

内

図書館
保育室

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

講座室１

いろいろな音楽活動である歌、音楽、演奏を行う場合「著作権」の基本的な知識を学び、安心して活動することが望まれます。著作権の
基礎について学ぶとともに、バンドなどによる音楽の演奏、楽譜の複製配付、ＰＣ・スマホによる音楽の送信等の音楽の利用において注
意すべき事項やトラブルを回避する方法等について学びます。講師：川瀬真(カワセマコト)さん(横浜国立大学成長戦略研究センター客員
教授)／対象：一般(市内優先)／定員：50名／参加費：無料／申込み：ゆとろぎ窓口、電話、電子申請サービスにて受付【先着順】※定
員になり次第締切り／受付期間：市内10/15(火)から・市外10/22(火)から、11/20(水)まで。※一時保育:無

創作室1

自分だけのオリジナルのクリスマスリースを作ります。お正月まで飾れる工夫、アレンジを学びます。講師：里舘志麻(サトダテシマ)さ
ん（ラ・プース代表）対象：高校生以上／定員：20名／参加費：3,500円(材料費含む)／持ち物:花ばさみと細めのワイヤーがきれるハサ
ミ、雑巾／申込み：ゆとろぎ窓口、電話、市役所電子申請サービスにて受付（先着順）※定員になり次第締切り／受付期間：10/15(火)
～11/20(水)※最少催行人数10名に達しない場合中止となる場合もございます。
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11/22(金)17:00までにゆとろぎ窓口へ。

講座室1

古代の都市国家はどのようなものだったのか。都市国家ポリスの発展と衰退から、彫刻、哲学、政治など西洋文明発祥の地、古代ギリシ
ャの歴史に迫ります。講師：古山正人(フルヤママサト)さん(國學院大學文学部史学科教授）対象：中学生以上／定員：50名(先着順)／参
加費：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受付。市内10/15(火)から、市外10/22(火)から
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12/13(金)17:00までにゆとろぎ窓口へ。

講座室1

◇広がるキャッシュレス社会「世界と日本の現状」◇通貨とカードの関係を簡単に紹介 ◇キャッシュレス化の歴史と決済・送金カード
の進化 ◇キャッシュカード、クレジットカード、デビットカード、電子マネーの違い ◇キャッシュレス社会のメリット、デメリット ◇
市民生活でどういう点に注意したらよいか 講師：大川昌利(オオカワマサトシ)さん(杏林大学総合政策学部長・教授） 対象：一般／
定員：70名／参加費：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受付。先着順(定員になり次第締切り）市内
10/15(火)から、市外10/22(火)から
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12/14(土)17:00までにゆとろぎ窓口へ。

問合せ先
マイフレンド 神尾
℡080-6510-3622

開催日時
11/30(土)
開場13:00
開演13:30

12/1(日)
開場13:30
～あなたへの音楽処方～二又みづきファーストミニコ
二又みづき
開演14:00
ンサート／大ホール／入場料有／全席自由(定員500人
futamata.mizuki@gmail.com
)／未就学児不可
12/4(水)
養育家庭（ほっとファミリー）体験発表会
羽村市子ども家庭支援センター 開場12:30
開演13:00
レセプションホール／入場無料／直接会場へ
℡042-578-2882
引きこもりについて～発達障害との関連も含め～
小ホール／入場無料／直接会場へ

容

医療法人財団岩尾会
東京海道病院
℡0428-32-0111

12/7(土)
13:00～16:00

※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

等

問合せ先

第19回シンフォニエッタ青梅定期演奏会
小ホール／入場無料／全席自由／直接会場へ

シンフォニエッタ青梅
℡0428-23-6732

PASTIME(英語で朗読・朗読劇)第4回発表会
レセプションホール／入場無料／未就学児不可

PASTIME 村田
℡042-555-5358

青梅市文化祭日本舞踊公演
大ホール／入場無料

青梅市日本舞踊連盟
花柳名々美
℡0428-24-3906

松川晃

DVD上映会「第4の革命」―100%再エネへのシフト
エコライフ羽村 倉地篤子
は可能だ―
℡042-570-7370
学習室１／入場無料／直接会場へ

