ゆスにイ

ウズベキスタンの民族舞踊ステージ
〜シルクロードの風を感じて〜

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）

販売中！

胡旋舞とも呼ばれるダイナミックな回転と華やかな衣装をお楽しみください。

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

開場 13:30 開演 14:30

12/15 〜Vol.114

大人

1,000円
(当日) 1,500円
高校生以下
500円

（隔月15日発行）
2020年12月15日

※未就学児は入場できません。

全席指定】 定員 326名

Copyright ⓒ 2008〜2020 by YUTOROGI All rights reserved

大ホール

ゆスにイ

伝統文化交流事業inゆとろぎ

小ホール・レセプションホール・交流ひろば 他
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/17●

11:00〜14:00

販売中！

開演 14:00

ゆとろぎで新春を楽しみませんか

お正月を遊ぼう！

笑いどころ満載で、はじめてでも楽しめる演目「操り三番叟」と「茶壷」を上演
します。この機会に、ぜひ歌舞伎をお楽しみください。

開場 13:00

出演:ウズベキスタン ダンス アンサンブル ウズベギム

書初め
初生け
日本舞踊
（公演)
コマまわし
けん玉 など

茶壷

操り三番叟

※写真は既公演よりイメージ。出演俳優は異なります。

大人

1,500円

シニア

1,200円 ※公演当日までに70歳以上の方

高校生以下 500円 ※未就学児は入場できません。

開場 13:30
開演 14:00

全席指定】 定員 116名

※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17回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

活動大写真

｢忠魂義烈

12/15

12/15(火)
販売開始

無声映画への誘い〜

販売開始

＜出演＞伊井蓉峰 他

3

開場 13:30

土 開演 14:00
●

500円
116名

/28

全席指定】

※未就学児は入場できません。

正式ロゴマーク

オレンジ

主催：武蔵野美術大学芸術文化学科

羽村市生涯学習センター

共催：羽村市教育委員会

ゆとろぎ

☎042-570-0707

12/15(火)
受付開始

舘野鴻作品展

〜小さな命の美しさ 虫の息遣いがきこえる〜

/17●〜28●

2

10:00〜17:00

※2/22(月)休館

※最終日は16:00まで

「がろあむし」

無料

新作「がろあむし」を含めた絵本原画や昆虫の標本等を展示します。
舘野 鴻 (たての ひろし) さんの描く昆虫の世界をお楽しみください。
ギャラリートーク ２/27(土) 14:00〜15:30 小ホール 入場無料
定員⁚60名(先着順) 受付⁚2/2(火)から、ゆとろぎ窓口、電話にて受付開始

無料

/16 ● 〜27●

12

※詳しくは「広報はむら」12/15号をご覧ください。

※公演によって販売所が異なります。

10:00〜17:00

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

学科カラー

C 0% M 50% Y 100% K 0%

13:30〜15:30

多摩川︾ 写(真 )
大西 瑠夏

展覧会「まなざし ― 感じて、広がっていく―｣
R 243 G 151 B 0 ／ #F39700

南京玉すだれ
かっぽれ

展示室・２階廊下 他

羽村ゆとろぎアーツプロジェクト2020

武蔵野美術大学 芸術文化学科

詩吟
書道吟

定員：30名（先着順) 参加費：500円
講師：翁長 久 オナガ ヒサシ さん（総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課長）

ゆスに

武蔵野美術大学芸術文化学科の学生たちが、｢羽村」の文化・生活・自然などの様々な
魅力に触発されて制作した絵画・写真・立体ほかの作品を紹介します。

12:00〜12:45

先端テクノロジー講座

2

★当日は、弁士の語りに加えてギターまたは三味線の生演奏でご案内いたします★

展示室

ゆとろぎ
邦楽サロンコンサート

現代魔法の生活ツール、携帯電話・スマホはどのように進化してきたか？
とりわけ5G（ファイブジー）について、総務省移動通信課から講師を
お招きし、日本のとりくみの現状と未来について学びます。

豪華映画・演劇人総出演！

入場料
定 員

無料

驚くべき携帯電話の進化…
モバイル通信の歩みと5G

66

実録忠臣蔵｣（1928年公開作品）

＜監督＞マキノ省三
＜弁士＞澤登 翠

/13

講座室１

後援：羽村市教育委員会

第67回 羽村ゆとろぎ寄席 3/6 14:00 開演

〜第２回

販売中！

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

︻落語︼桂 しん乃

︻落語︼三遊亭 金の助

︻落語︼
︵ゲスト︶
三遊亭 笑遊

〜仲入り〜
︻漫才︼おせつと きょうた

/23 ●
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小ホール

ゆスに

文化庁委託事業「令和2年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

︻落語︼瀧川 鯉八

小ホール

全席指定】 定員 414名

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

はじめてでも楽しめる！やさしい歌舞伎
1

(前売)

※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︑変更や中止の場合があります︒

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

マークは羽村市教育委員会主催・共催事業
問合せは

令和3年1月10日(日)〜17日(日)

開催日時

1/10(日)
11:00〜14:00

第83回ゆとろぎ

1/10(日)
12:00〜12:45

伝統文化交流事業inゆとろぎ

会

主催・共催・後援
タイトル

初春にふさわしい南京玉すだれ、詩吟の朗詠、かっぽれをお楽しみください。

小ホール 出演：手品サークル羽、詩吟サークル西吟会（書道吟：羽村市書道連盟 田村好）、羽村かっぽれさくら会
主催：羽村市文化協会

開催日時

1/10(日)10:30〜11:30
2/14(日)
〃

子ども映画会

第66回羽村ゆとろぎ寄席

1/23(土)
開場13:30
開演14:00（16:00終演予定)

舘野鴻作品展

2/17(水)〜28(日)
※2/22(月)休館

〜小さな命の美しさ
虫の息遣いがきこえる〜

10:00〜17:00

※最終日は16:00まで

ウズベキスタンの
民族舞踊ステージ

〜シルクロードの風を感じて〜

大ホール

会

11/11(水)〜12/25(金)
9:00〜22:00

第38期ゆとろぎ美術館

内容・入場料・問合せ等

小ホール 書初め、初生け、けん玉、コマまわし、日本舞踊（伝統文化日本舞踊こども教室発表会）など日本のお正月らしい遊びや文化の催しで
交流ひろば す。お子様から年配の方まで、どなたでもお楽しみいただけます。なお、日本舞踊は、13:00〜14:00に小ホールで公演します。
参加費：無料【直接会場へ】※新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、初釜は実施しません。
他

1/17(日)
開場13:00
開演14:00(16:00終演予定)

はじめてでも楽しめる！
やさしい歌舞伎

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

ゆとろぎで
お正月を遊ぼう！
邦楽サロンコンサート

保

2/20(土)
開場13:30
開演14:30(16:30終演予定)

第17回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑 3/13(土)
第２回 活動大写真 無声映画への誘い 開場13:30

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】定員：110名(先着順)

歌舞伎では、現在も400ほどの演目が上演されています。その中から、笑いどころ満載で、はじめてでも楽しめる演目「操り三番叟」と
「茶壷」を上演するほか、「操り三番叟ができるまで」と題して、伝統的な化粧や着付けなど、楽屋での様子を分かりやすい解説付きで
ご覧いただきます。この機会に、ぜひ歌舞伎をお楽しみください。出演（予定）：一越和城、千川貴楽、花柳忠彦、帆之亟
入場料：大人1,500円 シニア1,200円※公演当日までに70歳以上の方 高校生以下500円 【全席指定】定員：414名
※未就学児は入場できません。 ･ ･ ･ 【販売中】

場

内容・入場料・問合せ等

１階 林航平さんの粘土作品を展示
１階ロビー ２階 伊賀敢男留さんの絵画作品を展示
２階廊下 『アールブリュット立川』展等、多くの作品展に出展経験をお持ちの二人の作品を展示しております。どうぞご覧ください。

講座室1

1/10(日)：「笠地蔵（まんが日本昔ばなし）」、「はらぺこあおむし・だんまりこおろぎ・ごちゃまぜカメレオン（エリック・カールコ
レクション1）」、「小さなバイキングビッケ 北極の冒険」 定員：40名
2/14(日)：「ムーミン おじさんは手品師？」、「ちびまる子ちゃん まる子たち1年生の世話をやく」、「チップとタップ もぐらを
つかまえろの巻」 定員：40名
※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】

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】桂しん乃、【落語】三遊亭金の助、【落語】(ゲスト)三遊亭笑遊、【漫才】おせつときょうた、【落語】瀧川鯉八
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：116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67回羽村ゆとろぎ寄席」3/6(土)14:00開演【12/15(火)販売開始】

展示室
2階廊下
他

新作「がろあむし」を含めた絵本原画や昆虫の標本等を展示します。昆虫の標本や絵本のラフスケッチ、実際に使用している画材、観察
ノートなども展示します。長い年月をかけて描き上げられた美しい原画の数々を直接鑑賞できる貴重な機会です。舘野鴻（たての ひろ
し）さんの描く昆虫の世界をお楽しみください。入場無料
■ギャラリートーク 2/27(土)14:00〜15:30 会場：小ホール 入場無料 定員：60名(先着順) 申込方法：ゆとろぎ窓口、電話にて
受付。受付期間：2/2(火)から。

大ホール

本場でも評価される「ウズベギム」の本格的なダンスをお届けします。日本では見る機会の少ないウズベキスタン舞踊であり、異国情緒
あふれる華やかな衣装と細やかで感性豊かな表現、そしてダイナミックな回転をお楽しみいただけます。
出演：ウズベキスタン ダンス アンサンブル ウズベギム 入場料：大人(前売)1,000円 (当日)1,500円 高校生以下500円
【全席指定】定員326名 ※未就学児は入場できません。 ･ ･ ･ 【販売中】
大好評の無声映画 第二弾。今回の作品は日本人の心を揺さぶるご存知「忠臣蔵」。前回に続き、活動弁士

「忠魂義烈 実録忠臣蔵」

開演14:00(16:00終演予定)

パソコン講座

2月：2/5・12・19・26
3月：3/5・12・19・26
【金/各月4回】
【午前 10:00〜12:00
【午後 13:30〜15:30

澤登翠さんのご案内がありま

小ホール す。さらにギターまたは三味線の生演奏も入ります。監督：マキノ省三、出演：伊井蓉峰、他、豪華映画・演劇人総出演。
入場料：500円【全席指定】定員：116名

講座室2

※未就学児は入場できません。

･

･

【12/15(火)販売開始】

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。
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に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
2月講座分は1/28(木)、3月講座分は2/25(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

開催日時

子育てママのフリータイム

保

先端テクノロジー講座

「驚くべき携帯電話の進化…
モバイル通信の歩みと5G」

《一般利用》 2020.12〜2021.2
開催日時

12/26(土)
開場13:30
開演14:00

会

12/25(金)・1/13(水)・
1/22(金)・2/10(水)
10:00〜12:00
2/28(日)
13:30〜15:30

タイトル・会場・入場料

等

Flute&Bassoon special concert
〜冬の調べ〜
小ホール／入場料1,500円／要申込（問合せ先）
定員116名

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受付／利用料：お子さん1人につき
1回500円(おやつなし)

講座室1

総務省移動通信課から講師をお招きし20世紀後半から21世紀初めに急速に進化したモバイル(移動)通信の進化、とりわけ5G（ファイブ
ジー）について、日本のとりくみの現状と未来について学びます。
講師：翁長久(オナガヒサシ)さん（総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課長） 対象：一般市民／定員：30名(先着順)／参加費：500円
／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12/15(火)から・市外12/22(火)から2/24(水)まで。

問合せ先
羽村市音楽団(はおん）
洞谷
℡080-5863-1516

開催日時

※詳しくは各問合せ先へお願いします。

タイトル・会場・入場料

等

1/6(水)〜1/9(土)
写真展「フクシマ復興の記録と記憶」
10:00〜16:00
（最終日は15:00まで） 展示室／入場無料／直接会場へ
1/6(水)
13:00〜16:00
（開場12:30）

映画「奪われた村」、講演会
小ホール／入場無料／直接会場へ／定員70名

問合せ先

はむら復興サポート
倉地
℡080-6625-3074

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。
６）感染が発生した場合、保健所等の公的機関へ情報提供するため、公演・展示会・講座等にお越しになる方全員の名前と連絡先を収集して
います。
＊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。

