※

阿山隆之の世界展 2/19●〜3/1●

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）

公開制作

発行
編集

アール・ブリュット立川に2015年より毎年
出品。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。

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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﹁水牛と鳥﹂

第

63

回 羽村ゆとろぎ寄席

販売中！

開場 13:30
開演 14:00

大ホール

ゆとろぎ大ホールステージ体験
ゆとろぎの舞台で演奏等ができます。
演奏、コーラス、演劇、ダンスetc.…みなさまのご応募をお待ちしています。

/4 ● 18:30〜21:00 5

4

10:00〜17:00

参加費：１区分(25分) 2,000円
（連続２区分 55分まで申込み可能）

大人 (前売) 1,000円 (当日) 1,200円
高校生以下 500円

客席
入場無料

※両日とも 反響板あり
※両日ともにピアノ(スタインウエイ D274)は使用可能です。
※入場料・指導料徴収など営利目的でのご利用はできません。

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

申込み 2/16

後援：羽村市教育委員会

★応募締切り後、内容の確認・調整を行います。
応募多数の場合は抽選。

活躍中の桂竹千代、ファンが多い事で有名な春風亭愛橋、紙切りの林
家喜之輔、若手の立川幸太が楽しませてくれます。

小ホール

〜 3/11

ゆとろぎ窓口または市役所電子申請サービスにて

本格派の古典の演者として知られている三遊亭圓馬、メディアにて

客席は一般公開（入退場自由／無料)。いろんなパフォーマンスをお楽しみに♪

小ホール

第31回ゆとろぎ映画劇場

ゆ

第14回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

「グレイテスト・ショーマン」（2017年公開作品） 「麗しのサブリナ」（1954年公開作品）
うるわ

日本語字幕・日本語吹替え

/29

2

土
/14●

3

主題歌「This is Me」は
第75回 ゴールデングローブ賞 受賞

無料

※当日は、羽村市在住のピアニスト 櫻井 三津子さんと濱 智子さんによる
ピ ア ノ 連 弾 演奏 を 予 定 し て い ま す 。 ご 期 待 く だ さ い 。

※未就学児は入場できません。

＜監督＞ マイケル・グレイシー
＜出演＞ ヒュー・ジャックマン／ザック・エフロン／ミシェル・ウィリアムズ 他

大ホール

国立音楽大学オーケストラ演奏会

5

第36期 ゆとろぎ美術館
9:00〜22:00

ゆ

名曲の贈りもの

/9

１階ロビー ２階廊下

/2●〜 /26

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
アカデミー賞衣装デザイン賞受賞

【全席自由】(先着252名）
直接会場へお越しください。

3

開場 13:30

入場無料
要入場券

入場券は、2/29 ㈯ 9 : 0 0よりゆとろぎ窓口にて配布

開場 13:30
開演 14:00 (16:00終演予定)

2

無料

「しまうま」

ゆスマに
︻落語︼立川 幸太

︻落語︼桂 竹千代

/7

︻落語︼︵ゲスト︶
三遊亭 圓馬

〜仲入り〜
︻紙切り︼林家 喜之輔

︻落語︼春風亭 愛橋

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」

3

(最終日
15:00まで)

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。

Copyright ⓒ 2008〜2020 by YUTOROGI All rights reserved

小ホール

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。

10:00〜
17:00

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︒

展示室 ほか

開場 13:00
開演 13:30

4/18(土)
鑑賞券配付開始

曲目：チャイコフスキー／交響曲第４番 ヘ短調 作品36 ほか

無料

指揮：工藤俊幸

ゆとろぎ所蔵作品

管弦楽：国立音楽大学オーケストラ

入場無料（要鑑賞券）【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

工藤俊幸

ゆとろぎ協働事業の企画運営に参加しませんか

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。

※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

ゆとろぎ協働事業運営市民の会をご存知ですか？生涯学習センターゆとろぎで実施される「教
育委員会主催生涯学習事業」の企画運営に参画している市民ボランティア組織です。活動内容は、
ゆとろぎのホール公演、講座、展示、情報発信の企画・運営と、催し物をサポートするレセプシ
ョニスト、舞台操作、植栽管理があります。｢市民の興味がある学びとは？｣「ゆとろぎをより行
きたくなる施設にしたい」等会員は知恵や経験を出し合って楽しく活動しています。関心のある
方は、ぜひ一度覗いてみてください。問合せ先：市民の会事務局（ゆとろぎ内）

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

会

2/19(水)～3/1(日)
10:00～17:00
（最終日15:00まで)

第31回ゆとろぎ映画劇場

場

内容・入場料・問合せ等

展示室

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
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。
入場無料
■会場には、阿山隆之さんの作った「魚」と「葉っぱ」のハンコと用紙を用意しています。自由にハンコを押してお持ち帰りできます。
■公開制作／2/22(土)14:00～15:00入場無料【直接会場へ】作品の制作過程、作業の様子を間近で見ることができます。

小ホール

主人公P.T.バーナムは、19世紀半ばのアメリカでショービジネスの原点を築いた伝説の興行師。妻への一途な愛を糧に夢を追いかけた彼
は、差別や偏見の中で立ち尽くしていたエンターテイナーたちにスターになれる場所を提供し、エポックメーキングなショーを創造した
ことで知られている。そんな彼のドラマティックなサクセスストーリーを彩る主題歌「This is Me」は第75回ゴールデングローブ賞の主
題歌賞を受賞した。
監督：マイケル・グレイシー／出演：「レ・ミゼラブル」のヒュー・ジャックマン、「ヘアスプレー」のザック・エフロン、
「マンチェスター・バイ・ザ・シー」のミシェル・ウィリアムズ 他
日本語字幕・日本語吹替え
入場無料【直接会場へ】／先着:252名 ※未就学児は入場できません。
恒例の羽村ゆとろぎ寄席で、心ゆくまで笑いましょう！【落語】立川幸太 【落語】桂竹千代 【落語】(ゲスト)三遊亭圓馬
【紙切り】林家喜之輔 【落語】春風亭愛橋
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】
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 問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

「グレイテスト・ショーマン」

2/29(土)
開場13:30
開演14:00(16:00終演予定)

第63回羽村ゆとろぎ寄席

3/7(土)
開場13:30
開演14:00（16:00終演予定)

小ホール

子ども映画会

3/8(日)
開演10:30（11:30終演予定)

小ホール ※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】

（2017年公開作品）

開場13:30
開演14:00(16:00終演予定)

（1954年公開作品）

ゆとろぎ大ホール
ステージ体験

3/8(日)：「ゆかいな太陽」、「ミッキーマウスのおたんじょう日パーティ」、「空飛ぶカバン」
「ローマの休日」に続くオードリー・ヘプバーンの主演第２作。現代版シンデレラと呼べるストーリー。オスカーを獲得したイーデス・
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です。

第14回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑 3/14(土)

「麗しのサブリナ」

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

阿山隆之の世界展

保

4/4(土)18:30～21:00
4/5(日)10:00～17:00

名曲の贈りもの
国立音楽大学
オーケストラ演奏会

5/9(土)
開場13:00
開演13:30(15:30終演予定)

パソコン講座

4月：3・10・17・24
5月：1・8・15・29
【金/各月4回】
【午前】10:00～12:00
【午後】13:30～15:30

小ホール

当日は、羽村市在住のピアニスト 櫻井三津子さんと濱智子さんによるピアノ連弾演奏を予定しています。
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布します。一人1枚まで。定員252名に達し次第、配布を締め
切ります。※未就学児の入場はできません。

大ホール

ゆとろぎ大ホールの舞台で演奏等ができます。さまざまなパフォーマンス（ピアノ、朗読、踊り、演劇等）の体験希望者を募集します。4
日、5日とも反響板ありのステージです。ピアノ(スタインウェイD274)をご使用いただけます。※電気楽器、アンプ等の持込みは可能です。
対象：小学生以上。本趣旨に賛同し実施内容及び注意事項を守っていただける方。小・中学生は保護者同伴でお願いします。※入場料・
指導料徴収など営利目的でのご利用はできません。
参加費：1区分(25分)2,000円(連続2区分55分まで申込み可能)／申込み：2/16(日)～3/11(水)、ゆとろぎ窓口、または市役所電子申請
サービスにて受付。応募多数の場合は抽選。
※観覧(客席)は入場無料、入退場自由です。

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
管弦楽：国立音楽大学オーケストラ
曲目：ショスタコーヴィチ／祝典序曲作品96、チャイコフスキー／交響曲第4番へ短調作品36 ほか ※曲目は変更になる場合があります。
入場無料(要鑑賞券) ※鑑賞券は4/18(土)よりゆとろぎ窓口にて配付開始（一人3枚まで）。定員854名。
【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 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

4月：「Wordとパソコンの基礎」タッチタイピング・文字の編集・データ整理の方法・知っていると便利な機能を学びます。
5月：「Word中級」図形・表・テキストボックス・ワードアートの基礎と応用を学びます。
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（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。
〒205-0001 羽村市小作台3-5-8 並木一夫
※４月講座分は3/26(木)、5月講座分は4/23(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

2/28(金)・3/11(水)
3/27(金)
10:00～12:00
3/8(日)
①13:00～14:30
②15:00～16:30
のどちらか

子育て・孫育て講座

「心を育む絵本の
読み聞かせ」

《羽村市立小・中学校定期演奏会》
開催日時

タイトル・会場・入場料

会

場

内

容

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

創作室1

絵本の読み聞かせは子どもの豊かな想像力や感受性を育むだけでなく、読み手の大人にも感情や行動に良い効果があると言われていま
す。ぜひ子どもと大人の可能性を開く“読み聞かせ”について学んでみませんか。
お子さんと、ご家族で“読み聞かせ”を体験していただきます。
講師:景山聖子さん(一般社団法人 JAPAN絵本よみきかせ協会 代表理事)／定員:各回20組(先着順)／対象:一般(市内優先)／参加費:無料／
申込み:市内2/2(日)～、市外2/9(日)～ゆとろぎ窓口、電話にて受付

2/22(土)
開場12:30
開演13:00

等

問合せ先

武蔵野小学校吹奏楽団 第36回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

2/29(土)
開場13:00
開演13:30

開催日時

※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

武蔵野小学校 樋口
℡042-555-6904

3/20(金・祝)
開場13:00
開演13:30

羽村西小学校金管バンド部 第32回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

松林小学校金管バンド 第6回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

松林小学校 藤宮
℡042-554-7800

3/22(日)
開場14:20
開演15:00

羽村第一中学校吹奏楽部 第36回定期演奏会
羽村第一中学校
大ホール／入場無料／要整理券（詳しくは、問合せ先 吹奏楽部顧問
発行のチラシ・ポスターをご覧ください）
℡042-554-2012

3/1(日)
開場12:30
開演13:00

小作台小学校ジュニアバンド 第30回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

小作台小学校 小山田
℡042-554-1431

3/26(木)
開場17:00
開演17:30

羽村第二中学校合唱部 第9回定期演奏会
小ホール／入場無料/直接会場へ

羽村第二中学校 伊福
℡042-554-2041

3/14(土)
開場12:30
開演13:00

栄小学校金管バンド部 第16回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

栄小学校 浜中
℡042-554-2024

3/28(土)
開場13:00
開演13:30

羽村第二中学校吹奏楽部 第10回はるかぜコンサート
大ホール／入場無料／直接会場へ

羽村第二中学校 吉田
℡042-554-2041

3/15(日)
開場13:00
開演13:30

羽村東ジュニアオーケストラ 第30回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

羽村東小学校 中村
℡042-554-5663

3/29(日)
開場13:30
開演14:00

羽村第三中学校吹奏楽部 第13回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

羽村第三中学校 和田
℡042-555-5131

《一般利用》 2020.2～2020.4
開催日時

タイトル・会場・入場料

等

問合せ先

開催日時

羽村西小学校 東海林
℡042-554-2034

※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

2/23(日) 開場13:00
開演13:30

新華集動
小ホール／要チケット(1,000円)／定員250名

和太鼓蝶華～Joker～
℡080-2390-0213

2/27(木)・3/5(木)・
3/12(木)・4/9(木)
9:20～11:40

マイフレンド社交ダンスパーティー
小ホール／入場有料／直接会場へ

マイフレンド 神尾
℡080-6510-3622

「難異抄をひらく」アニメ映画上映会
小ホール／入場料1,000円（高校生以下300円）
障害者手帳割引有／直接会場へ

(株)チューリップ企画
℡0120-901-267

3/19(木)
15:30～17:00

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AB／要申込／参加費無料
定員7組

ヒッポファミリークラブ
℡090-4523-0293

音楽の森.K 第7回ミニ・コンサート
小ホール／入場無料／直接会場へ

(株)音楽の森.K 渡辺
℡042-555-5927

3/26(木)～29(日)
10:00～17:00
(初日12:00から
最終日16:00まで)

水彩画パレット第4回作品展
展示室／入場無料／直接会場へ

水彩画パレット 小澤
℡042-555-9048

第42回水彩画グループ展
展示室／入場無料／直接会場へ

水彩画グループ 岩倉
℡042-555-2658

4/12(日)
開場13:30
開演14:00

ロボット教室 西多摩ロボットコンテスト
レセプションホールAB／見学無料／要予約

ロボット教室 武田
℡042-578-9553

3/1(日)

①開場10:00
開演10:30
②開場13:30
開演14:00

3/8(日)
14:00～20:00
3/20(金・祝)・22(日)
10:00～22:00
3/10(火)～15(日)
9:00～17:00
(最終日16:00まで)

押見

3/12(木)
①開場14:30
開演15:00
②開場18:30
開演19:00

とよのみさこwith橘光一 ドリームライブ
トミ企画
小ホール／要申込／入場料3,000円（小中学生無料）
℡090-6688-8478
／定員各回70名

船津

