※

劇団わらび座

ミュージカル
6/20（土）

奈良時代を舞台に、火の鳥という永遠
の生命に導かれていく人間再生のドラマ
-手塚治虫生誕80周年を記念してわらび
座が贈る不朽の名作を、ミュージカルで
お楽しみください。

4/3(金)前売り開始

保

原作

手塚治虫

開場14:30/開演15:00
会場 大ホール 全席指定
一般4,000円、高校生以下2,000円（10枚以上
同時購入で1枚につき500円引き）
ゆ
チケット 4/3(金）から
ス マ
4/4(土)から
4/6(月)から
に

第6回 風のおわら
４/４(土）
門外不出といわれる伝統
芸能、「越中おわら」。「富山
県民謡越中八尾おわら保
存会」により、三味線と胡弓
の奏でる 哀調の音色に 合
わせた唄と踊りが披露され
ます。

■富山県民謡越中八尾おわら保存会による公演
ステージ第1部（大ホール・有料）
16:45～17:45
町流し（ゆとろぎ通り・無料※雨天中止） 18:30～19:00
ステージ第2部（大ホール・有料）
19:30～20:30
■羽村市舞踊連盟による公演 (入場無料）
ステージ（小ホール）
16:45～17:45
町流し（ゆとろぎ通り・雨天決行）
18:00～18:30

会場：大ホール 全席指定
出演：富山県民謡越中八尾おわら保存会
＜公演についての問合せ＞
入場料：大人1,000円、高校生以下500円、 第6回風のおわら実行委員
チケット： ゆ
に
会事務局
※チケット販売についてはゆとろぎにお問 （産業活性化推進室内
い合わせください。
TEL555-1111）
※未就学児の入場はできません。

「源氏物語」と「枕草子」の世界
１０００余年も前に書かれた古典
の世界を一緒に散策してみません
か。『源氏』「桐壺」の巻の通読
を柱に、『枕』を初めから、ゆっ
くりと今を生きる感覚で読んでい
きます。
保

日 時：5/7（木)～9/17
（木）毎月第1・3の
木曜日13:30～15:30
会 場：講座室2
受講料：5,000円（全10回
分）
申込み：往復はがきでゆ
とろぎへ（4/23
（木）必着）

4.15(水)～26(日)
10:00～17:00
(最終日は16:00)
会場 展示室
入場無料
「ルラルさんのじてんしゃ」「おさるのまねっこ」2作
品の原画を展示します。製本絵本とは違う原画の美しさ
をお楽しみください。
いとうひろしギャラリートーク
保
絵本の育て方 絵本を読むこと・つくること
日時： 4.18(土) 14:00～16:00
会場： 展示室 14:00～ボランティアによるよみ聞かせがあります。
問合せ：羽村市図書館 TEL042-554-2280

マークのあるイベントは、一時保育が利用できます。問合せ・申込みはゆとろぎへ。

保

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

４ 月以降のイベント日程
会場

開催日

時間

大ホール

ゆとろぎ ホール

小ホール

4/4（土）

16：45～
20:30

4/19（日）

開場 14:00
開演 14:30

4/29（水・祝）

開場 11:30
開演 12:30

講座室１

4/12（日）

10:00～
17:00

本欄には、羽村市・羽村市教育委員会・羽村市文化協会
の主催・後援・共催・協力事業のほか、個人・団体が主催
する事業もその主催者の希望によって掲載しています。

タイトル

大ホール

チケット販売

講座室 ２

参加者募集

＜問合せ＞
☎042-555-1111
（内線 659・664・665・669）
羽村市役所産業活性化推進室
第 6 回風のおわら実行委員会
事務局

宇賀神弘子バレエスタジオ
宇賀神弘子バレエスタジオ
第 8 回発表会

「眠れる森の美女」より、オーロラ姫の結婚 ほか
ゲスト：リーガン・ゾウ、下島功佐

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎04-2947-3055 宇賀神

いまこそホント
いまこそホントの
ホントの介護を
介護を始めようセミナー
めようセミナー

三好春樹さん、高口光子さんによる、これからの高齢者介護について、元気
がもらえる目からウロコの講演会。参加費：2,000 円

＜問合せ・申込み＞
※FAX で下記へ
☎042-588-7252
西多摩地域ケア研究会

子ども映画会
ども映画会

上映作品未定

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

4 月 23 日の「子ども読書の日」にあわせ、羽村市図書館とタイアップして行い
ます。幼児から小学校低学年以下対象の絵本、「ルラルさんのじてんしゃ」「お
さるのまねっこ」2 作品の原画を展示します。製本絵本とは違う原画の美しさを
お楽しみください。
4/18（土）には、図書館ボランティアによる絵本の読み聞かせ（13：30～）と、い
とうひろしさんのギャラリートーク（14：00～16：00）を行います。ギャラリートー
クは未就学時の入場はできませんので、一時保育をご利用ください。ご希望
の方は 4/2（木）10：00 から 4/12（日）17：00 までに図書館へお申込みくださ
い。（先着 15 人／利用料・おやつ代 50 円）

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707
図書館 ☎042-554-2280

地元に住む三人による多摩の風景と花、果物等の静物を題材にした透明水
彩画と油彩画の作品展です。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-554-1206

羽村市出身で教職の傍ら書家として活躍した中根喜作翁（号・玉陽）の遺作
展。昭和 30 年代の羽村市川崎の風景を、翁自身の写真や水彩画で紹介しま
す。

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

原作は手塚治虫の漫画「火の鳥」。古代から未来までの時空の中で、地球や宇宙を舞台に生命
の本質・人間の愛憎を壮大なスケールで描いた名作です。その原作をわらび座が歌と芝居で表
現します。（全席指定）
入場料：一般 4,000 円、高校生以下 2,000 円、10 枚以上同時購入で 1 枚につき 500 円引き 4 月
3 日（金）午前 9 時からゆ、4 日（土）からス、マ、6 日（月）からに

＜問合せ＞
ゆとろぎ☎042-570-0707

Excel 初級講座を受講された方、または同等レベルの知識や技能を有する方を対象にした講座で
す。「グラフ機能」「データベース機能」を学習します。定員：15 名（先着順）
講師：パソコンなかま 受講料：2,000 円

＜問合せ＞
☎042-554-1489 並木
＜申込み＞
※往復はがきで下記へ
〒205-0001
羽村市小作台３－５－８
並木一夫 【4/15 必着】

１０００余年も前に書かれた古典の世界を一緒に散策してみませんか。『源氏』「桐壺」の巻の通
読を柱に、『枕』を初めから、ゆっくりと今を生きる感覚で読んでいきます。 定員：30 名
講師：深澤邦弘さん（元都立高校国語科教諭） 受講料：5000 円（全 10 回分）

※往復はがきでゆとろぎへ
【4/23（木）必着】

※往復はがきでゆとろぎへ
【4/29（水）必着】

いとうひろし 絵本原画展
※最終日は 16:00 まで

保 ）

透明水彩画と
透明水彩画と油彩画の
油彩画の三人展
（坂本 稔・川島 肇・城 聖一）
聖一）

5/20（水）
～31（日）

10:00～
17:00

中根喜作遺作展

5/1・8・15・22
毎週金曜日

5/7～9/17
毎月第 1・3 木曜日

5/13～7/15
創作室１

第 6 回 風のおわら

門外不出といわれる伝統芸能、「越中おわら」。
4 月 4 日（土）、生涯学習センターゆとろぎで、「富山県民謡越中八尾おわら保
存会」により、三味線と胡弓の奏でる哀調の音色に合わせた唄と踊りが披露
されます。
出演 富山県民謡越中八尾おわら保存会
入場料：一般 1,000 円 高校生以下 500 円
■ 富山県民謡越中八尾おわら
富山県民謡越中八尾おわら保存会
おわら保存会による
保存会 による公演
による公演（
公演（有料）
有料）
・ステージ第 1 部（大ホール）16：45～17：45
・町流し（ゆとろぎ通り）18：30～19：00 ※雨天決行（無料）
・ステージ第２部（大ホール）19：30～20：30
■ 羽村市舞踊連盟による
羽村市舞踊連盟による公演
による公演（
公演（無料）
無料）
・ステージ（小ホール）16：45～17：45
・町流し（ゆとろぎ通り）18：00～18：30

10:00～
17:00

毎週水曜日

6/24（水）

開場 14:30
開演 15:00

10:00～
12:00

のマークは、イベントの際に「一時保育（1 歳
半～就学前）」が利用できます（有料・要予
約・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）

備考

5/12（火）
～17（日）

6/20（土）

保

内容

（ギャラリートークのみ

展 示室

ギャラリー

4/15（水）
～26（日）

10:30～
11:30

のマークは、羽村市教育委員会が主催する
イベントです。

※最終日は 16:00 まで

※最終日は 16:00 まで

劇団わらび
劇団わらび座公演
わらび座公演
ミュージカル
「火の鳥」

パソコン講座
パソコン講座
「Excel 中級」
中級」

保

保

13:30～
15:30

「源氏物語」
源氏物語」と
「枕草子」
枕草子」の世界

13:30～
15:00

「心と体の健康」
健康」シリーズ
リラックス ピラティス
保

心と体を開放し、いきいきと毎日を過ごしていく活力を生み出しましょう。
講師：山本美由紀さん（ヨガ、ピラティス、エアロビクスインストラクター）
受講料：5000 円（全 10 回分）

子育て
子育て中のお母
のお母さんのための
講座シリーズ
講座シリーズ No.1
「図書館ボランティア
図書館ボランティアの
ボランティアの
保
ハーブ教室
ハーブ教室」
教室」

ハーブの種類とその効能を知り、栽培の仕方を学びます。子育ての手を休めてゆったりとした時
間を過ごしましょう。対象：子育て中の母親 定員：25 名（先着順）
講師：浜中久美子さん他（ボランティアグループ ハーブはむら）
参加費：500 円（含・材料費）

9:30～
11:30

保

定員：20 名

※4/2（木）午前 9 時から、
電話または直接ゆとろぎへ

※受講申し込みの往復はがきには「講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・一時保育の希望の有無（有の場合はお子さんの人数）を明記してください。
窓口で申し込む場合は、日本郵便通常はがき（１枚）をお持ちください。 〔申込み・問合せ〕 ゆとろぎ 〒205-0003 羽村市緑ヶ丘 1-11-5 ☎042-570-0707

♪ ２００９年度
２００９年度

佐藤財団プレゼンツ
佐藤財団プレゼンツ コンサート予告情報
コンサート予告情報

昨年秋、大好評を博した「ウィーン・フーゴ・ヴォルフピアノ三重奏団コンサート」を主催した青梅の佐藤財団から、今年度もゆとろぎで素敵な
コンサートの企画をいただいています。詳細は決定次第、来月以降のイベントガイドでご紹介していきますので、お楽しみにお待ちください。
５/１６（土） 13:30 開演 国立音楽大学オ
国立音楽大学オーケストラ公演
ーケストラ公演 入場料：一般 500 円、高校生以下 200 円 発売日未定
６/２３（火） 19:00 開演 チャリティーコンサート「
チャリティーコンサート「マリノ・
マリノ・フォルメンティピアノリサイタル」
フォルメンティピアノリサイタル」 入場料：1000 円（全席指定）
９/２６（土） 13:30 開演 国立音楽大学ブラスバンド
国立音楽大学ブラスバンド公演
ブラスバンド公演 入場料：

