※

神津善行先生を囲む会
開場13:30 開会14：００
小ホール（定員２００名）
申込み：６月16日（火）午前９時から電話または
直接ゆとろぎへ
神津善行先生の音楽・文化講演会は日本各地で開催され、その講座内容は、多くのメディ
アでもたびたび紹介されております。このたび「ゆとろぎ」を会場にして講座開設の準
備が整い、先生のご好意で講座開設に先立って先生の「講座への想い」をお聴かせいた
だけることになりました。当日は、石垣清美さんの素晴らしいお箏の演奏もお楽しみい
ただけます。みなさまのご参加をお待ちしております。
主催：財団法人青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会 協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会

羽村チャリティコンサート

入場料：1000円
プログラム：ハイドン「ピアノソナタ第44番ト短調」／
クルターグ「マルタのための花」／ベートーヴェン「ピ
アノソナタ第32番op.111 など

主催：財団法人青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会
後援：青梅市教育委員会 福生市教育委員会 あきる野市教育委員会 瑞穂町教育
委員会 日の出町教育委員会 檜原村教育委員会 奥多摩町教育委員会
協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会

名曲の贈り物

開場13:00開演13：30
大ホール（全席指定）
入場料：一般５００円、高校生以下２００円
チケット発売：7／21（火）～
7／22（水）～
指揮：三浦 徹
クラリネット独奏：武田忠善
プログラム：（予定）
ホルスト「組曲『惑星』より「木星」／～楽器のお話～／ビンジ「コルネット・
カリヨン」／リムスキー＝コルサコフ「熊ん蜂の飛行」／コーフィールド「トロ
ンボナンザ」／バウダック＆ ハッガート「サウスランパート・ストリート・パ
主催：財団法人青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会
協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会

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。

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

７ 月以降のイベント日程
会場

開催日
7/4（土）

時間
開場 10:30
開演 11:00

のマークは、羽村市教育委員会が主催する
イベントです。

保

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

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
昨年大好評だった「0 才からのクラシック」。今年も親子で楽しめるコン
サートを開催します。動物たちが活躍する、本格的なクラシックコンサ
ートです。〔全席指定〕入場料：一般 1,500 円、高校生以下 800 円

親子のためのクラシックコンサート
音楽の絵本

備考
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

ゆ、ス、マ、に

大ホール

ゆとろぎホール

小ホール
展示室

ギャラリー

展示室ほか

7/11（土）

開場 13：30
開演 14：00

歌の会メロディー
20 周年記念コンサート

プログラム：三つの抒情、カルメン、シンコペーティッドクロック、アメイ
ジンググレイス、手紙、愛燦燦 ほか

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎ 0428-24-5393 瀧田

7/12（日）

開場 13：30
開演 14：00

羽村フィルハーモニー管弦楽団
第 18 回定期演奏会

曲目：メンデルスゾーン 序曲「ルイ・ブラス」、モーツァルト 交響曲第
35 番「ハフナー」、ドボルザーク 交響曲第 9 番「新世界より」 ほか

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎ 042- 536-4282 棚田

チャリティコンサート

7/26（日）

開場 13：00
開演 13：30

私たちの身近なところで、指導・伴奏者として地道な音楽活動を続け
ている人たちにスポットをあてるコンサートです。〔全席自由〕
入場料：一般 1,000 円 小・中学生 500 円（うち一部を羽村市社会福
祉協議会に寄付）チケット販売：ときわ堂（五ノ神本店・栄町店）

＜問合せ＞
☎ 090-6300-6786 細井

7/11（土）

開場 18：00
開演 18：30

第 22 回
羽村ゆとろぎ寄席

出演：三遊亭白鳥（真打）新作の鬼才、白鳥さんの独演会です。
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）ゆ、マ、ス、に

＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

7/12（日）

10:30～
11:30

子ども映画会

「いじわる狐 ランボーのなみだ」、「ぎろろんやまと 10 ぴきのかえ
る」、「七夕さま おりひめとひこぼし」、「ゆかいな太陽」（都合により
変更する場合あり）

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

保

音楽の贈り物 vol.3
ピアノ・声楽・ハープ

和室

アカデミア

6/23（火）～
7/5（日）

10:00～
22:00

アート in はむら展Ⅸ
アートフェスティバル
＊最終日は 16：00 まで

ゆとろぎを美術館に見立て、多摩地区在住アーティストたちの作品を
館内に展示します。6 月 28 日（日）にはアーティストによるギャラリート
ーク（14：00～16：00）も行います。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

7/15（水）～
19（日）

10:00～
18:00

第 35 回水彩画グループ展
＊最終日は 16：00 まで

風景画、静物画、ハガキ絵等約 40 点を展示します。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-554-6287 市野

9:30～
12:00

子育て中のお母さんのため
の講座シリーズ No．2
「ママも変身！ゆかた美人」

基本的なゆかたの着付けを学び、子どもと一緒に楽しい夏を過ごしま
しょう。※持ち物：ゆかた、下着（着物用ワンピースまたは肌じゅばん
と裾よけ）、半巾の帯、腰ひも 2～3 本、襟芯、帯板、だて締め、履物、
敷物 定員：15 名 講師：富岡 輝江さん（ハクビ京都着物学院教授
会所属） 受講料：1,000 円（全 2 回分）

※受講申し込みは
往復はがきでゆとろぎへ
【6/26（金）必着】
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

保

羽村が育んだオペラ歌手の素敵な歌声をはむらの風に乗せてお届けします。
出演：岩崎由美恵（ソプラノ）、大井哲也（バリトン）、大舘光広（テノール）、小田
切洋子（ピアノ）（全席指定）入場料：一般前売り 1,000 円、当日 1,500 円、高校
生以下 500 円 ゆ、ス、マ、に ＊未就学児は入場できません。

＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

保

新進音楽家を登用し育成を図るフレッシュ名曲コンサートを羽村で開催しま
す。指揮：梅田俊明 ピアノ：前山仁美、川田健太郎 演奏：日本フィルハーモ
ニー交響楽団（全席指定）入場料：一般前売り 2,000 円、当日 3,000 円、高校生
以下 1,000 円 ゆ、ス、マ、に ＊未就学児は入場できません。

7/3・10（金）

8/2（日）

8/23（日）

開場 15：00
開演 15：30

羽村ゆかりの音楽家たち
はむらの風コンサート

開場 17：30
開演 18：00

フレッシュ名曲コンサート
2 大ピアノ協奏曲の夕べ

大ホール

チケット販売

名曲の贈り物

9/26（土）

10/4（日）

小ホール

7/10（金）

講座室２

参加者募集

8/7・14・21・28
（毎週金曜）

交流ひろば

8/8（土）

開場 13：00
開演 13：30

開場 14：30
開演 15：00

14：00～
16：00

午前 10：00
～12：00
午後 13：30
～15：30

19:00～
21:00

国立音楽大学
ブラスオルケスター演奏会

保

指揮：三浦 徹
クラリネット独奏：武田忠善

ゆとろぎライブ
チェロ三昧

保

神津善行先生を囲む会
箏演奏 ： 石垣清美

パソコン講座「Word 初級」
午前コース・午後コース

保

「世界の“今”を知る」
シリーズ第 1 回
「中国雲南省編～山岳地帯に
暮らす少数民族の子どもたち～」

保

プログラム（予定）ホルスト「組曲『惑星』より「木星」／～楽器のお話
～／ビンジ「コルネット・カリヨン」／リムスキー＝コルサコフ「熊ん蜂
の飛行」／～マーチ・イン・マーチ～／ビリック「ブロック M」／リーマ
ン「ベルギー落下傘兵行進曲」／上岡洋一「秋空に」／ウェーバー「クラ
リネット小協奏曲」／ガーシュイン「キューバ序曲」入場料：一般 500 円、
高校生以下 200 円（全席指定）
主催：㈶青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会 協力：ゆとろぎ協働事
業運営市民の会 チケット発売：7 月 21 日（火）午前 9 時よりゆ、
7 月 22 日（水）よりに ＊未就学児は入場できません。
温かみのある癒しの音色。チェロの魅力を存分に味わっていただける、チェロ
クワァルテットの公演です。国内外で活躍している 4 人のチェリストが、クラシッ
クからポピュラーまでの音楽を、超絶技巧的な演奏を交えて、親しみを込めて
お届けします。 演奏：海野幹雄、灘尾彩、高橋麻里子、丸山泰雄
〔全席指定〕入場料：一般前売り 1,000 円、当日 1,500 円、高校生以下 500 円
7 月 4 日（土）午前 9 時よりゆ、5 日（日）よりス、マ、6 日（月）より
に ＊未就学児は入場できません。
10 月下旬から 12 月にかけて、ゆとろぎ大ホールでは、全３回の≪神津先生の
音楽・文化講座≫が予定されています。今回はそれに先駆けて、神津先生か
らみなさまに「講座への想い」をお話しいただきます。世界的にご活躍の箏奏
者・石垣清美さんの演奏もまじえて『感動を伴う音楽との出会い』をあなたに。
邦楽はあまり…と敬遠されてきた方にこそお勧めの、お得な機会です。
参加費：無料 定員：２００名 主催：（財）青梅佐藤財団
共催：羽村市教育委員会 協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会
ローマ字入力方式で文書入力できる方を対象にした講座です。一般的な資料
づくりのための文書編集技法を学びます。
定員：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・午後各コース 2,000 円（全 4 回分） ＊申込みの際は、往復はがき
に住所、氏名、年齢、電話番号、午前・午後の希望、パソコン持参の有無、一
時保育利用有無を明記してください。
現代中国の“知られざる一面”を知ることによって“貧しさ”や“豊かさ”の本質を
考えましょう。定員：70 名
講演にあわせて、8/6（木）～8/9（日）展示室にて、雲南省の子どもたちが撮影
した家族や友達の写真と民族衣装等を展示します。（10:00～17:00・最終日は
16:00 まで） 講師：初鹿野 恵蘭さん（NPO 法人日本・雲南聯誼協会理事長）

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

＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

＜問合せ＞
NPO 法人青梅の青少年を育て
る会 ☎090-5195－3030
＜申込み＞6/16（火）9 時～
お電話または直接ゆとろぎへ
☎042-570-0707
＜問合せ・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 【7/15（水）必着】
☎042-554-1489 並木

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

※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

