舘野鴻作品展

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）

〜小さな命の美しさ 虫の息遣いがきこえる〜
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発行
編集

※2/22(月)休館

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

10:00〜17:00

2/15 〜Vol.115

※最終日は16:00まで

（隔月15日発行）
2021年2月15日

予定。舘野 鴻 さんの描く昆虫の世界をお楽しみください。

大ホール

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) ゆとろぎ窓口、電話にて受付中。
定員になり次第受付終了。

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〜

胡旋舞とも呼ばれるダイナミックな回転と異国情緒あふれる
華やかな衣装をお楽しみください。

/20

大人

(前売)
(当日)

販売中！

開場 13:30 開演 14:30

大ホール

伝統文化交流事業inゆとろぎ

はじめてでも楽しめる！やさしい歌舞伎
【延期開催】

【延期について】
本公演は、１月17日(日)に開催を予定しておりましたが、新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止のため、延期させていただいております。
既にチケットをご購入いただいている方は、お手持ちのチケットで
入場できますので、当日会場にお越しください。

開場 13:00
開演 14:00

【払い戻しについて】
延期に伴い、ご希望の方に払い戻しをさせていただきます。令和３
年２月28日(日)午後５時までに「チケット」及び必要書類等（裏面
参照）をゆとろぎ窓口へお持ちください。
※延期や払い戻しの詳細はお問い合わせください。
※払い戻しにより空席となった席は、３月２日(火)午前９時より再販
売します。(座席の変更はできませんので、ご了承ください。）
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1,000円
1,500円

高校生以下
500円
※未就学児は入場
できません。

販売中！

全席指定】

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。

定員 326名
出演 : ウズベキスタン ダンス アンサンブル ウズベギム

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︼柳家 ふくびき

︻落語︼昔昔亭 昇

︻落語︼ ゲ(スト柳) 家 蝠丸

開場 13:30
開演 14:00

〜仲入り〜
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︻音曲︼桂 小すみ

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 鯉橋

小ホール

67

販売中！

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

１階ロビー ２階廊下

後援：羽村市教育委員会

/10● 〜3/14

第39期 ゆとろぎ美術館 2
ゆとろぎ所蔵作品、舘野鴻氏原画の大型作品

無料
ゆとろぎ所蔵作品

(縦2m×横6m)
｢つちはんみょう」

小ホール
〜第２回

活動大写真

｢忠魂義烈

無声映画への誘い〜

＜監督＞マキノ省三
＜出演＞伊井蓉峰 他
＜弁士＞澤登 翠

土
/13●
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販売中！

（1928年公開作品）

豪華映画・演劇人総出演！

入場料 500円 全席指定】

澤登

★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★

大ホール

名曲の贈りもの

国立音楽大学オーケストラ演奏会
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開場 12:30
開演 13:30

鑑賞券
4/16(金)配付開始

入場無料（要鑑賞券） 定員：414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

※公演によって販売所が異なります。

「学習文化部会」

「展示部会」

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

翠

詳細は裏面をご覧ください

☎042-570-0707

実録忠臣蔵｣

開場 13:30 定 員 116名
開演 14:00 ※未就学児は入場できません。

ゆとろぎ協働事業運営市民の会をご存じですか？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・
舞台サポート・植栽管理があります。「市民の興味がある学びとは？」「ゆとろぎへ行きたくなる
「芸術鑑賞部会」
企画を考えたい」等、会員はアイディアや経験を出し合い、話し合って楽しく活動しています。関
心のある方は、是非一度のぞいてみてください。問合せ先：市民の会事務局（ゆとろぎ内 ℡042‑570‑0707）

ゆとろぎ

全席指定】 定員 414名

第17回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

「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

「がろあむし」

新作「がろあむし」を含めた絵本原画や昆虫の標本、観察ノート、原画をもと
に作成した大きなターポリン(タペストリーのようなもの)など魅力的な展示を
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入場無料

※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︑変更や中止の場合があります︒

展示室・２階廊下 他

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

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

会

場

内容・入場料・問合せ等

展示室
2階廊下
他

新作「がろあむし」を含めた絵本の原画を展示します。原画以外にも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
記録ノートや原画をもとに作成した大きなターポリン(タペストリーのようなもの)など魅力的な作品を展示します。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)／申込み：ゆとろぎ窓口、電話にて受
付中。定員になり次第受付終了。

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】

展示室

羽村市文化協会加盟団体による、俳句・日本刺繍・ニット・パッチワーク・いけ花・陶芸・書道等の作品を展示します。入場無料
■初めの一歩体験教室 3/6(土)、7(日)10:00〜15:00／会場：創作室1・2 他／内容：ニット・俳句・玉すだれ・手品・詩吟 他／材料
費実費負担あり【直接会場へ】※実施内容により日時が異なります。 問合せ：羽村市文化協会 鶴我 ℡042-554-7664

〜シルクロードの風を感じて〜

2/20(土)
開場13:30
開演14:30(16:30終演予定)

羽村市文化協会設立
15周年記念事業

3/4(木)〜7(日)
10:00〜16:00

第67回羽村ゆとろぎ寄席

3/6(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

3/7(日)10:30〜11:30

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】

※初日は13:00〜
※最終日は15:00まで

「みぢかな一歩展」

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

「忠魂義烈 実録忠臣蔵」

やさしい歌舞伎

【延期開催】

名曲の贈りもの

国立音楽大学
オーケストラ演奏会

3/7(日)：「ドナルドダックのテストパイロット」、「彦一とんちばなし」、「リボンの騎士

王子と天使」

･ 【販売中】

定員：126名

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

※未就学児は入場できません。

･

･

【販売中】

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、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。出演（予定）：一越和城、千川貴楽、花柳忠彦、帆之亟
･ ･ ･ 【販売中】
【払い戻しについて】
延期に伴い、ご希望の方に口座振込みにて払い戻しをさせていただきます。
下記必要書類等をゆとろぎ窓口にご持参のうえ、お手続きをお願いします。
必要書類等：チケット、印鑑(認印)、口座情報のわかる物(通帳等) ※チケットが無い場合は返金できません。
受付期間：令和3年2月28日(日)までの午前9時〜午後5時(祝日を除く月曜休館)

3/14(日)
開場13:00
開演14:00(16:00終演予定)

大ホール

５/８(土)
開場12:30
開演13:30(15:30終演予定)

大ホール ぎ窓口で配付開始。定員414名【全席指定】

4月：4/2・9・16・23
5月：5/7・14・21・28
【金/各月4回】
【午前 10:00〜12:00
【午後 13:30〜15:30

パソコン講座

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】柳家ふくびき、【落語】昔昔亭昇、【落語】(ゲスト)柳家蝠丸、【音曲】桂小すみ、【落語】瀧川鯉橋
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】 ※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 後援：羽村市教育委員会 問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

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

開演14:00(16:00終演予定)

伝統文化交流事業inゆとろぎ
はじめてでも楽しめる！

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

舘野鴻作品展

保

『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。曲目未定。入場無料（要鑑賞券）4/16(金)からゆとろ
※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3/25(木)、5月講座分は4/22(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

杏林大学公開講演会

2/26(金)・3/10(水)・
3/26(金)
10:00〜12:00

先端テクノロジー講座

国際理解講座

《一般利用》 2020.12〜2021.2
タイトル・会場・入場料

等

開催日時

「小学校時代の過ごし方が、なぜ人生を
左右する程重要なのか？」に関する意見発表 2/24(水)
講座室1B／入場無料／定員13名
要申込（問合せ先）※開催日の3日前まで受付

容

※定員になり次第受付終了。

3/13(土)
13:30〜15:30

「アフリカ現代美術から迫る
アフリカの社会と文化」

図書館
ゆとろぎ
保育室

内

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)

レセプショ 講師：石井博之(イシイヒロユキ)さん（杏林大学保健学部教授）
ンホール 対象：一般市民／定員：48名(先着順)／受講料：無料／申込み方法：ゆとろぎ窓口、電話、電子申請サービスにて受付中。

2/28(日)
13:30〜15:30

「驚くべき携帯電話の進化…
モバイル通信の歩みと5G」

場

理学療法に長く携わってきた講師より、継続しながら無理のない健康づくりのポイントをお話しいただきます。

2/24(水)
15:00〜17:00

「運動の魅力と効能〜自分の体と仲良く
して充実した人生を送るために〜」

会

10:20〜11:50

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)／受講料：500円
／申込み方法：ゆとろぎ窓口、電話、電子申請サービスにて受付中。／受付期間：2/24(水)まで。 ※定員に達している場合があります。

講座室1

在南アフリカ日本大使館専門調査員の経験を持つ講師より、アフリカ現代美術の紹介と、表現文化の中に抽象化されたアフリカ人の日々の暮
らしや文化を紹介していただきます。
講師：吉田栄一(ヨシダエイイチ)さん（横浜市立大学国際教養学部教授）
対象：一般市民／定員：30名(先着順)／受講料：無料／申込み方法：ゆとろぎ窓口、電話、電子申請サービスにて受付中。※定員になり次第
受付終了。

問合せ先
橋本 唯隆
℡042-579-2640
Mail hsmtto@yahoo.co.jp

タイトル・会場・入場料

等

「音楽の贈りもの チャリティコンサート
vol.17 希望への架け橋」

※詳しくは各問合せ先へお願いします。

小ホール／入場無料(募金あり)／定員116名／直接会場へ

開催日時

3/14(日)

開場 13:30
開演 14:00

問合せ先

音楽のおくりもの
井上
℡042-554-8913

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。

