※

情熱のフラメンコinゆとろぎ

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）

― 魂の響き―

世界で活躍し、活動40周年を迎える入交恒子さんがフラメンコの真髄に迫ります。

発行
編集
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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

全席自由】
大人 1,500円 (当日 2,000円) 高校生以下 800円
シニア券 1,200円（当日 1,600円）

12/15 〜Vol.108
（隔月15日発行）
2019年12月15日

＊公演当日までに70歳以上の方

親子券 2,000円（当日 2,500円）

※未就学児は入場できません。

Copyright ⓒ 2008〜2019 by YUTOROGI All rights reserved

バイレ……入交 恒子 パコ・ドミンゲス
ギター……高橋 紀博 小原 正裕
ピアノ……歳森 今日子
カンテ……井上 泉 ディエゴ・ゴメス エル・プラテアド
パーカッション……朱雀 はるな 他

岩手で受け継がれる祈りの舞
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鬼剣舞・獅子躍・念仏剣舞

ホワイエ・交流ひろば
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「郷土芸能の宝庫」ともされる岩手県より、選りすぐりの芸能を公演します。
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開場 10:30
開演 11:00

1

販売中！

【全席指定】大人 1,500円

ゆとろぎで新春を楽しみませんか

11:00〜14:00

高校生以下 500円

鬼剣舞

金津流浦浜獅子躍

浦浜念仏剣舞

腰部に太鼓を持ち、自ら囃し、
自ら歌い躍ります。

激しい戦いを演ずるなど豪 放
らいらく

磊 落な舞です。

（昨年の様子）

レセプションホール

ピアノ＆サクソフォン
デュオコンサート 〜心躍る音の世界へ〜
2
販売中！

21世紀に入り人間の脳に置き換わるAI（人工知能）による自動運転
システムなど新聞、雑誌、テレビでは毎日のようにAIのニュースが報
道されています。AIがそもそも何なのか、わかりやすく学びます。

/9 ● 13:30〜15:30

2

開演 14:00

【全席自由】

出演：中野翔太(Pf） 田中拓也(Sax）

第14回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

主催：羽村市教育委員会
中野翔太 ©Yuuji
共催：一般財団法人 地域創造
制作協力：一般社団法人 日本クラシック音楽事業協会

田中拓也 ©井村重人

〒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。

後援：羽村市教育委員会

14:00〜 12/15

より販売開始

入場券は、2/29㈯ 9:00より
ゆとろぎ窓口にて配布

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。

＜監督＞ビリー・ワイルダー ＜出演＞オードリー・ヘプバーン／ハンフリー・ボガード／ウィリアム・ホールデン 他

展示室

阿山隆之の世界展 2/19●〜3/1
アール・ブリュット立川に2015年より毎年出品。
秀逸な才能の持ち主である阿山隆之さんの作品を
展示。

10:00〜17:00(最終日 15:00まで)

無料

公開制作

日時 ２/22(土) 14:00〜15:00
会場 展示室
無料 直接会場へお越しください。
「水牛と鳥」

※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

☎042-570-0707

62

回 羽村ゆとろぎ寄席

ゆとろぎ

12/15(日)

より販売開始

第

第63回 羽村ゆとろぎ寄席 3/7

︻落語︼春風亭 かけ橋

全席自由】※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

羽村市生涯学習センター

︻落語︼桂 伸三

︻落語︼
︵特別ゲスト︶
桂 幸丸

〜仲入り〜
︻和妻︼きょうこ

︻落語︼三遊亭 遊馬

大人 (前売) 1,000円 (当日) 1,200円
高校生以下 500円

「麗しのサブリナ」
（1954年公開作品）

ゆスマに

土
/14●

3

うるわ

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」

開場 13:30
開演 14:00

無料

小ホール

※未就学児は入場できません。

/15

12/15(日)
受付開始

講師：粂野 文洋 さん（日本工業大学 先進工学部 情報メディア工学科教授）

大人 1,000円 小中学生 500円

2

保

先端テクノロジー講座

AI (人工知能) 抜きには生活できない…AIを知ろう

/8

小ホール

南京玉すだれ・詩吟・書道吟・
かっぽれ

ごうほう

公共ホール音楽活性化事業

開場 13:30

12:00〜12:45

初釜
書初め
初生け
コマまわし
けん玉 など

威嚇的な鬼のような面をつけ
て踊る勇壮な舞です。

無料

初釜のみ有料

ゆとろぎ
邦楽サロンコンサート

お正月を遊ぼう！

※未就学児は入場できません。

小ホール

販売中！

出演予定者

大ホール 伝統文化交流事業 in ゆとろぎ
お

開場 13:30
開演 14:00

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︒

大ホール

イベント日程
ゆとろぎ伝統文化ウィーク
タイトル

保

マークは羽村市教育委員会主催・共催事業
問合せは

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

令和2年1月5日(日)～12日(日)

開催日時

会

場

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）

内容・入場料・問合せ等

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

伝統文化交流事業inゆとろぎ

鬼剣舞・獅子躍・念仏剣舞 保

1/5(日)
開場10:30
開演11:00（13:00終了予定)

ゆとろぎでお正月を遊ぼう！

1/12(日)
11:00～14:00

岩手で受け継がれる祈りの舞

第80回ゆとろぎ邦楽
サロンコンサート

タイトル

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

初釜（お茶）、書初め、初生け、コマまわし、けん玉など日本のお正月らしい文化や遊びの催しです。お子様から年配の方まで、どなた
参加費：無料（初釜のみ100円）
【直接会場へ】
初春にふさわしい詩吟の朗詠、南京玉すだれ、かっぽれをお楽しみください。

ホワイエ

出演：手品サークル羽、詩吟サークル西吟会（書道吟 書道連盟
主催：羽村市文化協会

田村好）、羽村かっぽれさくら会

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】

開催日時

会

1/12(日)10:30～11:30
2/ 9(日)
〃

子ども映画会

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【販売中】

ホワイエ等 でもお楽しみいただけます。

1/12(日)
12:00～12:45

主催・共催・後援

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

大ホール 切に伝えられてきた祈りの舞です。

場

内容・入場料・問合せ等
1/12(日)：｢ネズミさんのおんがえし｣、｢ムーミン

消えないおばけ｣、｢百目のあずきとぎ｣

小ホール 2/ 9(日)：｢ぼくときどきぶた｣、｢まいごのテントウムシ｣、｢豆象武勇伝｣
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】

世界で活躍し、活動40周年を迎える入交恒子さんが、フラメンコ本来の伝統的なスタイルの曲を中心に独自の感性で創作した曲とで構成
し、フラメンコの魅力の深さと広がりを紹介します。ドラマティックな展開に「ole（オレー）」の掛け声とともにお楽しみください。
出演予定者

情熱のフラメンコ
inゆとろぎ
―魂の響き―

保

2/1(土)
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定)

大ホール

バイレ（踊り）…入交恒子、パコ・ドミンゲス
ギター…高橋紀博、小原正裕
ピアノ…歳森今日子

カンテ（唄）…井上泉、ディエゴ・ゴメス、エル・プラテアド
パーカッション…朱雀はるな、他

入場料：大人1,500円（当日2,000円）高校生以下800円

シニア券1,200円（当日1,600円）＊公演当日までに70歳以上の方

親子券2,000円（当日2,500円）
【全席自由】＊未就学児は入場できません。ゆ･ス･マ･に･イ【販売中】
全国で活躍する若手アーティストが魅せる迫力の演奏をお楽しみいただけます♪

ピアノ＆サクソフォン
デュオコンサート

出演：中野翔太（Pf）、田中拓也（Sax）

2/8(土)
開場13:30
開演14:00

～心躍る音の世界へ～

小ホール 演奏曲目：森の静けさ（ドヴォルザーク）、熊蜂の飛行（リムスキー＝コルサコフ）、ラプソディ・イン・ブルー（ガーシュウィン） ほか
入場料：大人1,000円

小中学生500円【全席自由】※未就学児は入場できません。ゆ･ス･に･イ【販売中】

主催：羽村市教育委員会

共催：一般財団法人地域創造

制作協力：一般社団法人日本クラシック音楽事業協会

恒例の羽村ゆとろぎ寄席で、心ゆくまで笑いましょう！

2/15(土)
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定)

第62回羽村ゆとろぎ寄席

【落語】春風亭かけ橋

小ホール

【落語】桂伸三

【落語】
（特別ゲスト）桂幸丸

【和妻】きょうこ

【落語】三遊亭遊馬

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【12/15㈰販売開始】主催：文化庁、公益社団法人落語芸術協会
問合せ：ゆとろぎ

℡042-570-0707

後援：羽村市教育委員会

■「第63回羽村ゆとろぎ寄席」3/7(土) 開演14:00【12/15(日)販売開始】
アール・ブリュット立川に2015年より毎年出品、パリで開催された2018アール・ブリュットジャポネ展に出品。秀逸な才能の持ち主で

2/19(水)～3/1(日)
10:00～17:00

阿山隆之の世界展

展示室

（最終日15:00まで)

ある阿山隆之さんの作品を展示。既成概念にとらわれない自由な発想、魂に直接語りかけてくる力強い作品をご覧ください。

会場には、阿山さんの作った「魚」と「葉っぱ」のハンコを用意しています。自由にハンコを押してお楽しみください。入場無料
■公開制作／2/22(土)14:00～15:00入場無料【直接会場へ】

「ローマの休日」に続くオードリー・ヘプバーンの主演第2弾。現代版シンデレラと呼ばれるストーリー。オスカーを獲得したイーディ
ス・ヘッド女史の華麗な衣装、加えて豪華な共演者など、ロマンティック・コメディーの要素を持った素敵な作品。富豪ララビー家の運

第14回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑 3/14(土)

「麗しのサブリナ」

開場13:30
開演14:00(16:00終了予定)

（1954年公開作品）

転手の娘サブリナは、ララビー家の次男に失恋し、傷心のうちにパリに立つ。二年後帰国したサブリナは、パリ・モードから振り出した

小ホール ような美女に変身していた…。監督は「ローマの休日」のビリー・ワイルダー。共演は「カサブランカ」のハンフリー・ボガード、「慕
情」のウィリアム・ホールデンの豪華な共演陣。入場無料（要入場券）

※入場券は2/29(土)9:00より、ゆとろぎ窓口にて配付します。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。

2月：7・14・21・28
3月：13・20・27
【金/3月のみ3回】
【午前】10:00～12:00
【午後】13:30～15:30

パソコン講座

2月：「Excel応用１」では表計算・グラフの実習および関数（IF/SUMIF/PHONETICその他）を学びます。
3月：「Excel応用２」では条件付き書式・セルの書式設定・ExcelとWordとの融合などを学びます。

講座室2

受講料：2,000円（4回分/午前・午後共通）※3月は3回のため1,500円／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（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
※2月講座分は1/30(木)、3月講座分は2/27(木)必着

主催：パソコンなかま

羽村市小作台3-5-8

問合せ：並木 ℡042-555-1489

並木一夫

電子申請QRコード➡

《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
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

会

12/27(金)・1/ 8 (水)
1 /24(金)・2/12(水)
10:00～12:00

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
申込締切となります／利用料:お子さん1人につき1回500円

※1/8(水)ご利用日のみ12/27(金)が

①そもそもAIって何なのか？…人間の脳とAIの違い、産業革命の機械による自動化との違い②AI進化の歴史…3つのブームの特徴と内
容、21世紀の機械学習とディープラーニング（深層学習）の違い③身近なAIの紹介…AIスピーカーや自動運転、ポケトークなど④AIへ

先端テクノロジー講座

AI(人工知能)抜きには生活
できない…AIを知ろう 保

レセプ
ション
ホール

2/9(日)
13:30～15:30

の素朴な疑問…AIに仕事を奪われないか？AIは人間を越えるのか？

講師：粂野文洋(クメノフミヒロ)さん(日本工業大学先進工学部情報メディア工学科教授)

対象：一般／定員：70名／参加費：無料／申

込み：ゆとろぎ窓口、電話、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12/15(日)から・市外12/22(
日)から、2/8(土)まで。

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2/1(土)17:00までにゆとろぎ窓口へ。

《一般利用》 2019.12～2020.2
開催日時

12/21(土)
開場9:30
開演10:00
12/22(日)
開場13:30
開演14:00
12/22(日)
開場13:45
開演14:00
1/5(日)
開場13:15
開演13:30

タイトル・会場・入場料

等

クリスマスまんが映画会
小ホール／入場料500円／直接会場へ（当日券のみ）

問合せ先
(株)エムアイ企画
℡03-6383-4451

開催日時
1/26(日)
開場17:00
開演17:30

第３回西多摩・子どもオペラ教室2019成果発表公演 西多摩・子どもオペラによる街
大ホール／入場料1,000円（中学生以下500円）／要 づくりの会 瀧上美保
2/9(日)
申込
℡0428-25-1115
開場9:15
開演9:40
チャリティーコンサート希望へのかけ橋 Vol.16
音楽のおくりもの 井上寛子
小ホール／入場無料（チャリティー募金有）

℡042-554-8913

新春うたごえ大合唱
小ホール／入場無料／直接会場へ

歌声喫茶 吉田
℡070-2172-2622

2/9(日)
開場12:30
開演13:00

※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

Bano Ballet 第4回発表会
大ホール／入場無料／直接会場へ

Bano Ballet 鷲頭
℡080-4185-7575

はむすぽ発表会
大ホール／入場無料／直接会場へ

はむすぽ 吉田 鈴木
042-519-5712
(火～金 14:00～17:00)

西多摩母親大会「人権としての社会保障」
（仮題）
小ホール／入場券500円／事前申込（当日券あり）

西多摩母親大会連絡会
℡090-3688-1223

小野

