田中友佳子絵本原画展

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）
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田中友佳子トークイベント 〜田中友佳子 絵本の世界を語る〜
9/6(日)13:00〜14:30 レセプションホール 定員⁚40名 (先着・事前予約制)
受付⁚8/15(土)より羽村市図書館にて受付開始（市外の方は8/19(水)より受付）
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開場 13:00

/2●
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開演 14:00

販売中！
大人

/21●
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「心に響く命の音」と称される左手による深い音楽性と卓越した演奏を、トークと
共にお楽しみください。

大ホール

ゆ

国立音楽大学ブラスオルケスター演奏会
開場 12:30
10

/4

/20●

開場 18:00

8/19 ㈬ 配付開始
１人３枚まで

ゆ

開場 13:00
開演 14:00
坂田美子

アートのある日常 /29

ゆとろぎ

☎042-570-0707

ゆとろぎ趣味講座

カメラと写真が楽しくなる…被写体別写真撮影入門
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31

●・

10:00〜12:00

/3

11

●・

㊗
●●

市内8/15㈯〜
市外8/22㈯〜
受付開始

参加費：1,800円 (全３回分)

講師：服部 考規 (ハットリ タカノリ)さん (フリーカメラマン・プロ写真家)

レセプションホール

ゆとろぎ身近なサイエンス講座

「からだを守る免疫…感染症を防ぐしくみ」
人類と病原体とのたたかいの中で獲得された免疫のしくみを
やさしく学びます。

/25

10

13:30〜15:30
参加費：500円

市内8/15㈯〜
市外8/22㈯〜
受付開始

講師：田口 晴彦 (タグチ ハルヒコ)さん (杏林大学 保健学部教授 免疫学 )

無料

まで 9:00〜 １階：伊藤タダオ・鈴木 斉
開催 22:00 ２階：大野美代子・田代由子 地下：田代敦丕・原田丕・原田光代

※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

マルフジ千ケ瀬店・東青梅店・羽村店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
①「カンフェティ」https://www.confetti-web.com/
※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
②「ゆとろぎオンラインチケット」http://www.cnplayguide.com/city̲hamura̲tokyo/
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。
■ 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

〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘1-11-5

詳細は裏面をご覧ください

羽村市生涯学習センター

講座室１他

ダニエル・ゲーデ(Vn)

主催：公益財団法人
青梅佐藤財団
定員 283名 ※未就学児は入場できません。

地下 １階ロビー ２階廊下

ゆとろぎ美術館

日本の近代文学「明治の文豪から…森鷗外」

/3

8/16 ㈰
販売開始
藤舎千穂

ゲスト：安宅浩司

ゆとろぎ文学講座

10

/24●

弥次喜多凸凹江戸道中記

入場料：2,000円【全席指定】

講座室１

栗コーダーカルテット

デジタルカメラとスマホカメラの最新の知識を学びます。

10

おかしなおかしなものがたり

加賀美幸子

全席指定】 定員 222名

参加費：1,000円 (全２回分)
講師：大塚 美保 (オオツカ ミホ)さん (聖心女子大学 現代教養学部 日本語日本文学科教授)

井出 詩朗

ゆ

企画・構成・台本・解説・雑務

開場 13:00
開演 14:00

大人 (前売) 2,000円 (当日) 2,500円
高校生以下 1,000円 ※未就学児は入場できません。

開演 19:00

入場無料 (要鑑賞券)【全席指定】定員 283名
※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

第37期

8/15㈯
販売開始

/13●・20● 13:30〜15:30

市民コンサート

大出俊

ゆス にイ

受付中！ 9

開演 13:30

メランデ・ピアノ四重奏団演奏会
10
火

中村メイコ

後援：羽村市教育委員会

森鷗外の代表作〝舞姫〟を中心に鷗外文学の魅力を学びます。

8/18 ㈫ 配付開始
指揮：井出 詩朗
１人３枚まで
入場無料 (要鑑賞券)
全席指定】定員 283名 ※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

朗読喜劇

主催：文化庁、公益社団法人 落語芸術協会

NHK Eテレ「ピタゴラスイッチ」でおなじみのバンドが再来!!

※未就学児は入場できません。

神津善行

高校生以下 500円

※未就学児は入場できません。

栗コーダーカルテットコンサート

500円

全席指定】定員 222名

大ホール

(当日) 1,200円

大ホール

(当日) 2,000円

大ホール

全席指定】 定員 77名

第65回 羽村ゆとろぎ寄席 12/5 ● 14:00〜 8/15㈯より販売開始

(前売) 1,500円

高校生以下

64

販売中！

大人 (前売) 1,000円

開場 18:00
開演 18:30

第 回 羽村ゆとろぎ寄席

〜心に響く命の音〜

落語︼桂 南之助

左手のピアニスト 智内威雄

落語︼山遊亭 くま八

お

講談︼ ゲ(スト 神
)田 紅

な い た け

ゆスに

文化庁委託事業「2020年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
バイオリン漫談︼
マグナム小林

ち

小ホール

〜仲入り〜

ゆスにイ

落語︼春風亭 愛橋

大ホール

/27

「かっぱのかっぺいと
おおきなきゅうり」

「こんたのさかなつり」

※9/ 7●
ま 休館

「かっぱのかっぺいとおおきなきゅう
り」と８月に出版の新作絵本「こんた
のさかなつり」の原画を展示します。
原画の世界をお楽しみください。

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

9

無料

※イベントは新型コロナウィルス感染症対策を講じた上で実施いたしますが︑やむを得ず変更や中止となる場合があります︒

展示室

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

田中友佳子絵本原画展

9/2(水)〜13(日)
※9/7(月)休館
10:00〜15:00

子ども映画会

9 /6(日)10:30〜11:30
10/4(日)
〃

第81回 ゆとろぎサロンコンサート

9/19(土)
17:00〜17:45

左手のピアニスト

9/27(日)
開場13:00
開演14:00(16:00終演予定)

智内威雄

〜心に響く命の音〜

9 /6(日)：「古屋のもり(まんが日本昔ばなし)」、「おおきなかぶ」、「シンドバットの冒険(世界の童話第25話)」

小ホール 10/4(日)：「ムーミン消えないお化け」、「クマのプーさんきせつってなあに」、「モチモチの木」 定員：40名
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】
「ハワイアンの夕べ」みなさま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

第64回羽村ゆとろぎ寄席
国立音楽大学
ブラスオルケスター
演奏会

10/4(日)
開場12:30
開演13:30(15:30終演予定)
10/20(火)
開場18:00
開演19:00(21:00終演予定)

メランデ・ピアノ
四重奏団演奏会

展示室

内容・入場料・問合せ等
絵本作家田中友佳子さんの「かっぱのかっぺいとおおきなきゅうり」と８月に出版の新作絵本「こんたのさかなつり」の原画を展示しま
す。原画の世界をお楽しみください。入場無料
■田中友佳子トークイベント 〜田中友佳子 絵本の世界を語る〜
9/6(日)13:00〜14:30 会場:レセプションホール 入場無料 定員：40名(先着・事前予約制) 申込み：8/15(土)から羽村市図書館本
館窓口、電話にて受付。市外の方は8/19(水)から受付。羽村市図書館℡042-554-2280

交流ひろば 市音楽連盟 入場無料【直接会場へ】※雨天の場合、小ホールにて実施します。

10/2(金)
開場18:00
開演18:30（20:30終演予定)

市民コンサート

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4人）
利用希望の方は、ゆとろぎへお申し込みください。
(利用日の前日正午しめきり）

ゆとろぎ ℡042−570−0707まで

開催日時

「ハワイアンの夕べ」

保

朗読喜劇
おかしなおかしなものがたり

弥次喜多凸凹江戸道中記

10/24(土)
開場13:00
開演14:00(16:00終演予定)

栗コーダーカルテット
コンサート

11/21(土)
開場13:00
開演14:00(16:00終演予定)

パソコン講座

10月：2・9・16・23
11月：10/30・11/6・
13・20
【金/各月4回】
【午前】10:00〜12:00
【午後】13:30〜15:30

定員：84名

共催：羽村市教育委員会、羽村

大ホール

「心に響く命の音」と称される左手の深い音楽性と卓越した演奏を、トークと共にお楽しみください。リラックスしながら聴く本格的な
演奏会です。出演：智内威雄(チナイタケオ) 演演奏曲：シューベルト／アヴェマリア、J.S.バッハ＝ブラームス編／シャコンヌ、スクリ
ャービン／前奏曲と夜想曲、宮沢賢治(黒澤健編)／星巡りのうた ほか ※プログラムは変更になる場合があります。入場料：大人(前売)
1,500円 (当日)2,000円 高校生以下500円 【全席指定】定員：222名 ※未就学児は入場できません。 ･ ･ ･ 【販売中】

小ホール

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】桂南之助、【落語】山遊亭くま八、【講談】(ゲスト)神田紅、【バイオリ
ン漫談】マグナム小林、【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【全席指定】定員：77名
※未就学児は入場できません。 ･ ･ 【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 ■「第65回羽村ゆとろぎ寄席」12/5(土)開演14:00【8/15(土)販売開始】

大ホール

今回は「ヨーロッパの吹奏楽の源流を辿って」をテーマに開催します。指揮：井出詩朗 曲目：モーツァルト／セレナード第12番、L.V.
ヴェートーベン／ヨルク軍団行進曲 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)8/18(火)からゆとろぎ窓口にて配付開始（1人3枚まで）【全席指定】定員：283名 ※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

大ホール

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団前コンサート・マスターであるダニエル・ゲーデと夫人、兄弟で編成されたピアノ四重奏団です。
出演：ダニエル・ゲーデ(ヴァイオリン) ほか 曲目：スーク／ピアノ四重奏曲イ短調 作品1 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)8/19(水)からゆとろぎ窓口にて配付開始（1人3枚まで）【全席指定】定員：283名 ※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

大ホール

『神津善行 企画・構成・台本・解説・雑務』
神津善行先生ゆかりの素晴らしいゲストによる朗読喜劇。今回は徳川家康を主人公として、十返舎一九の「東海道中膝栗毛」をモチーフ
とした『弥次喜多凸凹江戸道中記』をお送りします。時の移り変わる狭間に生じる音楽の変化の面白さをご堪能いただきながら、江戸・
東京の持つ歴史をご鑑賞ください。出演：神津善行、中村メイコ、大出俊、加賀美幸子、藤舎千穂、坂田美子 入場料：2,000円【全席
指定】定員：283名 ※未就学児は入場できません。 【8/16(日)販売開始】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

大ホール

映画、テレビ、CMなどの楽曲で知られる栗コーダーカルテット。昨年、結成25周年を迎えたバンドのほのぼのとしたコンサートをお楽
しみください。出演：栗コーダーカルテット、（ゲスト）安宅浩司 曲目：小組曲「ピタゴラスイッチ」、帝国のマーチ「ダースベーダー
のテーマ」、マヨネーズ第ニ番 ほか 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】定員：222名
･ ･ ･
＊未就学児は入場できません

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・疑問解決等を学びます。
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。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9/24(木)、11月講座分は10/22(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

子育てママのフリータイム

開催日時

保

ゆとろぎ文学講座

日本の近代文学
「明治の文豪から…森鷗外」

ゆとろぎ趣味講座

「カメラと写真が楽しくなる…
被写体別写真撮影入門」

ゆとろぎ身近なサイエンス講座

「からだを守る免疫…
感染症を防ぐしくみ」

8/30(日)
開場13:00
開演13:30

場

内

容

図書館
ゆとろぎ
保育室

子育て中の保護者の皆さまが図書館やゆとろぎを利用される間、ゆとろぎ保育室でお子さんをお預かりします。読書をしたり、お子さんに
読んであげる本を選んだり、ゆとろぎでの調べものやママ友との交流などにご利用ください。定員:4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ヶ月前の1日から前日の12:00までにゆとろぎ窓口にて／利用料:お子さん1人につき1回500
円(おやつなし)

9/13(日)・20(日)(全２回)
講座室1
13:30〜15:30

日本の近代文学を切り開いた文豪森鷗外は、陸軍軍医にして文学者という２つの生涯を生きた人で、国家の近代化のなかでの苦悩と挫折
と諦念を文学の中で表現しました。鷗外は文芸活動の幅も広く、小説、翻訳（詩、戯曲、小説）、評論で数々の優れた作品を残していま
す。この講座では、森鷗外の代表作〝舞姫〟を中心に鷗外文学の魅力を学びます。 講師：大塚美保(オオツカミホ)さん（聖心女子大学
現代教養学部 日本語日本文学科教授）／対象：一般／ 定員：30名(先着順) ／参加費：1,000円 (全2回分)／申込方法：ゆとろぎ窓口、
電話、電子申請サービスにて受付／受付期間：市内7/15(水)から・市外7/22(水)から9/12(土)正午まで。

8/28(金)・9/9(水)・
9/25(金)・10/14(水)
10:00〜12:00

10/3(土)・31(土)・
11/3(火・祝）(全３回)
10:00〜12:00

1日目「風景写真」 最近のデジタルカメラとスマホカメラの進化の紹介と設定の基本。風景の切りとり方。絞りとシャッター速度。風
景撮影の時間と天候。四季の自然を捉える。白潰れ・黒潰れと偏光（PL）フィルターなど。講師の風景写真作品の紹介と撮り方の解説。
１日目は講義のみ。
２日目「人物撮影」 人物撮影のテクニック。光の種類（順光、逆光、斜光、曇天光、輝き、反射光、木漏れ日、プリズム光、照明光）
講座室1・ の解説。3階和室の内と外で人物撮影実習。
和室(実習)・ 3日目「マクロ撮影」 花・朝露などのマクロ撮影入門…マクロレンズの使い方、マクロレンズなしのカメラでのマクロ撮影（デジタル
屋上(実習) カメラとスマホカメラ）。マクロでの明暗差・前ボケ・後ボケを使った表現、光のまるボケ。立体感の表現など。講座室または屋上花壇
でのマクロ撮影実習。
講師：服部考規(ハットリタカノリ)さん（フリーカメラマン・プロ写真家） 対象：一般／定員：20名（先着順）／参加費：1,800円
（全3回分）／申込方法：ゆとろぎ窓口、電話、電子申請サービスにて受付／受付期間：市内8/15(土)から・市外8/22(土)から10/2(金)
正午まで／持ち物：デジタルカメラ又はスマホカメラ（両方でも可）、三脚（任意）

10/25(日）
13:30〜15:30

レセプショ 免疫のしくみ ②自然免疫と獲得免疫 ③免疫とワクチン ④〝新型コロナウイルス感染症〟についてやさしく学びます。
ンホール 講師：田口晴彦(タグチハルヒコ) さん（杏林大学保健学部教授【免疫学】） 対象：一般／定員：48名(先着順)／参加費：500円／申込

《一般利用》 2020.8〜2020.10
開催日時

会

タイトル・会場・入場料

人間のからだに備わっている免疫のしくみは、人類と病原体とのたたかいのなかで獲得されてきました。①人類の感染症とのたたかいと
方法：ゆとろぎ窓口、電話、電子申請サービスにて受付／受付期間：市内8/15(土)から・市外8/22(土)から10/24(土)正午まで。

等

第34回音楽発表会
小ホール／入場無料／直接会場へ

問合せ先
音楽サークルどるちぇ
井上 寛子
℡042-554-8913

開催日時
9/6(日)
開場13:30
開演14:00

※お問合せは各主催者へお願いします。

タイトル・会場・入場料

等

おそきウィンドアンサンブル青樹
第三回演奏会
大ホール／入場料500円／要申込(メール)

問合せ先

演奏会実行委員
Mail
yy.h1bs.ytths.1969@gmail.com

ゆとろぎに来館される皆様へのお願い
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来館される皆様には下記の注意事項を守り、ご承諾の上イベントにご参加いただ
きますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
１）入館前に必ず、入口で手指の消毒または液体せっけんを使用した手洗いをお願いします。
２）来館される方は、必ず当日自宅で検温を実施し、体調がすぐれない（体温３７.５℃以上または平熱比１℃超過、咳、のどの痛みなどの症状
がある）場合には来館を控えてください。
３）当日会場で検温を行うイベントもございます。検温の結果によっては、参加をお断りする場合があります。
４）過去２週間以内に感染が引き続き拡大している国への渡航歴がある場合は、来館を見合わせてください。
５）マスクを着用のうえ、ご来館ください。着用されていない場合、イベントへの参加をお断りすることもあります。
＊イベント実施にあたり、新型コロナウイルス感染症対策として、通常より定員数を減らしています。
＊新型コロナウイルス感染症拡大の状況によっては、やむを得ずイベントを中止する場合もございますので、あらかじめご了承ください。

