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劇団わらび座公演
生命の本質・人間の愛憎を
壮大なスケールで描いた名作の舞台化

中根喜作遺作展
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。各地に散在の襖（ふすま）や掛け軸などの揮毫作品を初めて一
堂に集め、昭和 30 年代の羽村市川崎の風景を書き写した水彩画も紹介。

■５月 20 日（水）
〜31 日（日）
10：00〜17：00（最終日は 16：00 閉場）
■５月 24 日（日）ギャラリートーク
■入場無料

アート in はむら Ⅸ
アートフェスティバル

西多摩を拠点に旺盛な創作活動を展開する美術作家の作品をゆとろぎ全館
に展示。絵画・彫刻・立体オブジェなど現代アートを一覧できる絶好の機会。

■６月 23 日（火）
〜７月５日（日）

10：00〜22：00（最終日は 16：00 閉場）

■６月 2８日（日）

□ワークショップ
10：00〜12：30
□ギャラリートーク 14：00〜16：00

■入場無料

開場 14：30 ／開演 15：00
※未就学児の入場はできません。保

ゆとろぎ美術館

一般 4,000 円／高校生以下 2,000 円

ト
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発

（10 枚以上同時購入の場合 500 円引き） ゆ ス マ に

第８期（７月〜９月）
第９期（12 月〜２月）
第 10 期（３月〜５月）

ゆとろぎ全館を 美術館 にみたてて、さまざまなジャンルのアートを年
３回展示。第８期は羽村市在住の書家９名の作品を一堂に紹介。入場無料

羽村市文化協会主催

羽村市美術・工芸代表者展
絵画・写真・生け花・ニットの部

５月６日（水）
〜10 日（日）／入場無料
10：00〜17：00

※問合せ：☎042-579-1385 渡部
羽村市文化協会設立５周年記念事業として、協会加盟
団体・サークルの指導者及び代表者の作品を展示。
※チケットは各公演の４ヶ月前の同日から販売します。販売初日はゆとろぎ窓口のみで、
翌日以降は下記でも販売します（公演によって販売所が異なります）。
ゆ ゆとろぎチケットカウンター（9：00〜17：00・月曜休館） ☎042-570-0707
ス 羽村市スポーツセンター（9：00〜17：00・月曜休館） ☎042-555-0033
マ マルフジ青梅・羽村・福生市内 10 店舗のサービスカウンター

に 西多摩新聞社チケットサービス ☎フリーダイアル 0120-61-3737
ヤ ヤマハ・ミュージック西東京立川店 ☎042-523-1431
く 国立楽器国立店 ☎042-573-1111
ぴ チケットぴあ（10：00〜21：00） ☎0570-02-9999

ゆとろぎ
☎042-570-0707

保

マークのあるイベントは一時保育︵有料・要予約︶が用意されています︒問合せ・申込みはゆとろぎへ︒

ゆとろぎギャラリー

東京都羽村市緑ヶ丘 1-11-5〒205-0003 ※羽村駅から徒歩７分
☎042-570-0707 FAX 042-570-6422
http://www.city.hamura.tokyo.jp
※受付時間 9：00〜17：00 ※月曜日（祝日をのぞく）休館
※駐車場に限りがあります。ご来場の際はコミュニティーバス
「はむらん」
（図書館前下車）をご利用ください。

※
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羽村市生涯学習センターゆとろぎ

５ 月以降のイベント日程
会場

開催日

時間

のマークは、羽村市教育委員会が主催する
イベントです。
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

5/16（土）

小ホール

5/10（日）

開場 14：30
開演 15：00

10:30～
11:30

備考

名曲の贈り物
国立音楽大学オーケストラ演奏会
指揮：工藤俊幸 ソプラノ独唱：盛田麻央

プログラム（予定）エルガー「威風堂々」／～楽器のお話～／アンダ
ーソン「トランペット吹きの休日」「タイプライター」「舞踏会の美女」／
プッチーニ歌劇『トスカ』より「歌に生き、恋に生き」／歌劇『ジャンニ＝
スキッキ』より「私のお父さん」／ドヴォルザーク「新世界より」（全曲）
入場料：一般 500 円、高校生以下 200 円 （発売日未定）
ゆ、に、ＮＰＯ法人青梅の青少年を育てる会
主催：㈶青梅佐藤財団、共催：羽村市教育委員会

＜問合せ＞
NPO 法人 青梅の青少年を
育てる会 ☎090-5195-3030
ゆとろぎ ☎042-570-0707

第 2１回
羽村ゆとろぎ寄席

出演：神田京子（講談）、鈴々舎馬るこ（落語）、笑福亭羽光（上方落
語・鶴光の弟子！）
入場料：前売り 1,000 円 当日 1,200 円 団体（5 枚以上） 800 円
（全席自由）※未就学児入場不可
ゆ、マ、ス、に

＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

上映作品：「心の花たば」、「一寸法師」、「森のなかまたち」、「ミッキ
ーマウスと魔法の帽子」（都合により変更の場合あり）

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

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

大ホール

ゆとろぎホール

5/17（日）

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）

内容

保

開場 13:00
開演 13:30

保

保

子ども映画会

展示室

ギャラリー

講座室２
創作室１

アカデミア

4/15（水）
～26（日）

10:00～
17:00

いとうひろし 絵本原画展
※最終日は 16:00 まで

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児入場不可。（一時保育の受付はしめ
きりました。）

5/6（水）
～10（日）

10:00～
17:00

羽村市美術・工芸代表者展第 1 期
～絵画・写真・生け花・ニットの部～

羽村市文化協会設立 5 周年記念事業として、日ごろ活躍している団
体・サークルの指導者及び代表者の作品を展示します。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-579-1385 渡部

5/12（火）
～17（日）

10:00～
17:00

透明水彩画と油彩画の三人展
（坂本 稔・川島 肇・城 聖一）

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 坂本

5/20（水）
～31（日）

10:00～
17:00

中根喜作遺作展

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、翁自身が描いた水
彩画や写真も紹介します。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

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（応募多数の場合は抽
選） 講師：深澤邦弘さん（元都立高校国語科教諭）
受講料：5,000 円（全 10 回分）

※受講申込みは
往復はがきでゆとろぎへ
【4/23（木）必着】
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

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。 定員：20 名（応募多数の場合は抽選）
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ー）
受講料：5,000 円（全 10 回分）

※受講申し込みは
往復はがきでゆとろぎへ
【4/29（水）必着】
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

5/7・14・21・28
（～9/17 全 10 回
毎週木曜日）

5/13・20・27
（～7/15 全 10 回
毎週水曜日）

大ホール

チケット販売

6/20（土）

参加者募集

講座室２

6/5・12・19・26
（毎週金曜日）

6/9・23・7/7・21
（全 4 回火曜日）

創作室１

6/24（水）

13:30～
15:30

13:30～
15:00

開場 14:30
開演 15:00

[午前]
10：00～
12：00
[午後]
13：30～
15：30

※最終日は 16:00 まで

※最終日は 16:00 まで

「源氏物語」と
「枕草子」の世界

保

「心と体の健康」シリーズ
リラックス ピラティス

劇団わらび座公演
ミュージカル
「火の鳥」

パソコン講座
「Excel 応用」

保

保

保

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 ※未就学児入場不可
ゆ、ス、マ、に

＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

Excel 中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
しています。関数を使って生活に役立つ応用例を学習します。定員：各 20 名（先着順）
講師：船橋 瑛さん（「パソコンなかま」インストラクター）
受講料：午前・午後共通 2,000 円（全 4 回分）パソコンをお持ちの方はご持参ください。

＜問合せ・申込み＞
※往復はがきで下記へ（午前・
午後の希望と、パソコン持参の
有無を明記のこと）
〒205-0001
羽村市小作台３－５－８
並木一夫 【5/15(金)必着】
☎042-554-1489
※受講申し込みは
往復はがきでゆとろぎへ
【5/26（火）必着】
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

＜申込み＞
電話または直接ゆとろぎへ
ゆとろぎ ☎042-570-0707

10:00～
12:00

かしこいインターネット
保
活用講座

日々の生活の中で、インターネットを安全にかつ簡単に活用する術を丸ごとご紹介。
参加者自身のライフスタイルへの応用も取り入れてワークショップスタイルで進行しま
す。無線 LAN 付ノートパソコンなら持込ＯＫです。定員：20 名（応募多数の場合は抽
選） 講師：佐藤亜夫さん、池田賢三さん（多摩 IT ネット） 受講料：2,000 円（全 4 回分）

9:30～
11:30

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

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）

保

※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

