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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。

保

隠された世界

櫻井保秋回顧展
８／ 26( 水 )〜９／６( 日 )※8/31（月）は休館
10：00〜17：00（最終日 16：00 閉場）

ゆとろぎ展示室（入場無料）

羽村を拠点に西多摩の風景、伝統芸能を撮り続け、代表的作品集『玉川上水』
を残して２００２年に惜しまれつつ逝った写真家・櫻井保秋の知られざる世界
―― 若き日の指揮者・小澤征爾、俳優・平幹二郎、長門勇、加藤剛など、スチルフォ
トグラファーとしての 櫻井保秋の鋭い感性が蘇る。

羽村ゆかりの音楽家たち

保

※未就学児童は
入場できません。

はむらの風コンサート

開場 15：00

８／２（日）開演 15：30
＜入場料＞

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）

一般

前売り 1,000 円
当日 1,500 円
高校生以下
500 円

フレッシュ名曲コンサート
２大ピアノ協奏曲の夕べ

ピアノ：前山仁美、川田健太郎／指揮：梅田俊明
演奏：日本フィルハーモニー交響楽団

国立音楽大学
ゆとろぎライブ
ブラスオルケスター
チェロ三昧
演奏会

「チェロをじっくり聴いてみたい、チェロの癒し
の音を聴きたい」そんな声にお応えして、国内外
で活躍中の４人のチェリストを招聘。クラシック
からポップスまで、ときに超絶的技巧を交えてお
届けします。秋の好日、心ゆくまで チェロ三昧
しませんか。

ホルストの組曲『惑星』より「木星」、リムスキー・
コルサコフ作曲「熊ん蜂の飛行」
、マーチの名曲
など、ブラスならではの軽快な音楽です。
（主催：
（財）青梅佐藤財団／共催：羽村市教育委員会）

9 ／ 26（土） ＜入場料＞
一般
開場 13：00
開演 13：30
保 ※未就学児童は
入場できません。

高校生以下

10／4
（日）＜入場料＞
一般 前売り 1,000 円

500 円
200 円

開場 14：30
開演 15：00
保 ※未就学児童は
入場できません。

当日
高校生以下

1,500 円
500 円

経済発展の恩恵から取り残された雲南省の少数民族。人々は貧しい中
にも子どもたちの教育に未来を託している。少数民族の子どもたちが
撮影した日常の風景と学校建設支援活動の講演を通して、真の豊かさ、
貧しさを考える。

■写真展『小さなカメラマン』
10：00〜17：00
８／６( 木 )〜９( 日 ) （最終日は
16：00 閉場）
（入場無料）
ゆとろぎ展示室

■講演会 ８／８（土）19：00〜21：00
は じ か の けいらん

第 10 回ゆとろぎ映画劇場
職を失い失意のチェリストが故郷で見つけた生きるための仕事……
旅立ちの儀式を通して「生」の喜びを描いた、心に沁みる逸品。

おくりびと

第 81 回米国アカデミー賞外国語映画賞受賞作品
出演：本木雅弘・広末涼子・山崎 努ほか
監督：滝田洋二郎 脚本：小山薫堂 音楽：久石 譲

８／２9（土）開場 17：30
ゆとろぎ大ホール
保

※未就学児童は入場できません。

開演 18：00

定員 850 人（先着順）
入場無料

講師：初鹿野恵蘭さん（日本雲南聯誼協会理事長）
ゆとろぎ交流広場（入場無料）

作って遊ぼう！
夏休み親子体験

※チケットは原則として各公演の３ヶ月前の同日からゆとろぎ窓口で販売。翌日以降、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
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
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
ぴ チケットぴあ（10：00〜21：00） ☎0570-02-9999
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

新講座﹃世界の 今 を知る﹄ 第２回

当日 3,000 円
高校生以下 1,000 円

学校建設支援活動の現場から
……

開場 17：30
開演 18：00
保 ※未就学児童は
入場できません。

■写真展と講演会

加藤剛（1968 年フジテレビ『三匹の侍』
）

8／23
（日） ＜入場料＞
一般 前売り 2,000 円

名曲の贈り物

中国雲南省の少数民族

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。

ゆとろぎ大ホール

※ 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︒
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８／ 16（日）
・22（土）
両日とも 13：30〜16：30

ゆとろぎ創作室１

※詳細は裏面をご参照ください。

ゆとろぎ
☎042-570-0707

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

８ 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

保

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

備考

大ホール

ゆとろぎホール

7/27（月）

開場 13：40
開演 14：00

「小中一貫教育」理解・啓発事業
今、なぜ小中一貫教育なのか

第 1 部 名古屋大学名誉教授・早稲田大学特任教授 安彦忠彦氏による講演
第２部 羽村市の小中一貫教育の取組の現状について

入場無料（直接会場へ）
〈問合せ・申込み〉
指導室 ☎042-555-1111

8/2（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

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

8/5（水）

開場 18：00
開演 18：30

千昌夫 特別公演

蘇る名曲の数々と、感動のステージをご堪能ください。入場料：4,900 円（全席
指定） 主催：サン企画 チケット販売：に、ときわ堂、正栄堂

＜問合せ＞
☎080-1097-4439
（有）ジュクネン 松井

8/23（日）

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

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。

＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

開場 17：30
開演 18：00

第 10 回ゆとろぎ映画劇場
「おくりびと」

第 81 回米国アカデミー賞外国語映画賞受賞作品。 職を失い失意のチェリス
トが故郷で見つけた生きるための仕事…。旅立ちの儀式を通して「生」の喜び
を描いた、心に沁みる逸品。＊未就学児は入場できません。

入場無料（直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

開場 13：30
開演 14：00

チャリティーヴァイオリン&ピアノコンサート
夏のひととき―
心から心へ響くヴァイオリンの調べ
ヴァイオリン：齋藤咲恵 ピアノ：齋藤美佐子

日本国内で不要になった子ども用車椅子を海外の発展途上国に送る活動を
している NPO 法人「海外に子ども用車椅子を送る会」を支援するチャリティコ
ンサートです。入場料：2,000 円（全席自由）
主催：チャリティコンサート実行委員会 後援：社会福祉協議会（羽村・福生・
青梅・あきる野・日の出）、㈶青梅佐藤財団

＜問合せ＞
☎0428-78-8292 青木
＜申込み＞
Fax 0428-78-9545

井上教室
第 23 回音楽発表会

ピアノ・エレクトーン・歌など、ソロ、アンサンブルほかみんなで楽しめる内容
もりだくさん。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-554-8913 井上

8/29（土）
小ホール

8/1（土）

保

保

ひろば

交流

１

講座室

展示室

ギャラリー

交 流 ひろば

開場 12：30
開演 13：00

8/30（日）

12：00～
13：00

第 19 回 ゆとろぎサロンコンサート

ルナハワイアンズのウクレレ演奏とラウリイフラサークルのフラダンスで、常夏
気分のひとときをお楽しみください♪ ＊雨天の場合は 3F 創作室にて開催。
主催：羽村市文化協会 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）
＜問合せ＞
☎042-555-6980 市野

8/9（日）

10：30～
11：30

子ども映画会

「お嫁さんさがし」、「ドロシーとおうむ 大食いだちょうとアルファベット」、「ゾロ
坊やの冒険」、「みんなで作った虹のつり橋」（都合により変更あり）

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

8/26（水）～
9/6（日）

10：00～
17：00

櫻井保秋 回顧展
※最終日は 16：00 まで

写真家として活躍していた故・櫻井保秋氏の写真、約 40 点を展示します。
一般にはあまり知られていない「人物写真」の展示も行います。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

「世界の“今”を知る」
シリーズ第 2 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～」

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）展示室で、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）

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

ゆとろぎ子どもクラブ
「作って遊ぼう！
夏休み 親子創作体験」

親子で楽しめる工作体験。作って、使って、遊べるものを作ります。小学生とそ
の保護者が対象。どちらか１回でも両方でも申し込めます。
①8/16「ゴムで動くおもちゃ」づくり （低学年向き）講師：藤沢譲さん（おもちゃ
病院スタッフ） 持ち物：ハサミ、筆記用具、定規、下敷き用新聞紙 受講料：
300 円＋材料費 200 円（子ども１人あたり）
②8/22「天体望遠鏡制作」（高学年向き）講師：高橋強志さん（板橋区立教育
科学館） 持ち物：筆記用具、（あれば）カメラ用三脚
受講料：300 円＋材料費 1,200 円（子ども１人あたり）
定員：各回子ども 15 名（申し込み多数の場合は抽選。付き添いの保護者は複
数でも結構です）

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

8/8（土）

創作室１

アカデミア

8/30（日）

8/16（日）
8/22（土）

19：00～
21：00

13：30～
16：30

保

名曲の贈り物

9/26（土）

大ホール

チケット販売

10/4（日）

開場 13：00
開演 13：30

開場 14：30
開演 15：00

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

10/22（木）

開場 13：30
開演 14：00

神津善行音楽・文化講座
「ロシア天才少年 2 人を招いて」
保

創作室１
講座室２

参加者募集

9/3・10・17・24
10/1・8・15
（全 7 回 木）

10：00～
12：00

9/4・11・18・25
（全 4 回 金）

午前 10：00
～12：00
午後 13：30
～15：30

9/5・12（土）
10/4・11（日）
（全 4 回）

13：30～
16：30

ココロに効くサプリ！
現役ママが思わず笑顔になる
保
ココロのトレーニング

パソコン講座
「Word 中級」

保

お父さん・お母さんのための 保
”楽しいデジタル・ビデオ入門”

プログラム（予定）ホルスト「組曲『惑星』より「木星」／リムスキー＝コルサコフ「熊ん蜂の
飛行」／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」 ほか
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
7/21（火）午前 9 時からゆ、22 日（水）からに ＊未就学児は入場できません。

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

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、チェロのコンサー
トです。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：丸山泰雄、高橋
麻理子、灘尾彩、海野幹雄
〔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
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

出演：イグナット・パスヒン（バヤン＝ロシア式クロマティックアコーディオン）、ジーマ・シー
シキン（ピアノ）、お話：神津善行
数々の国際コンクールで優勝しているロシアの天才少年演奏家二人を招いて、テレビや
一般の演奏会では聞けない音楽の世界をお楽しみいただきます。入場料：2,000円（全席
自由）8月2日（日）午前9時からゆ 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 ＊未就学児は入場できません。

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

子育て中の閉塞感やモヤモヤ、将来への不安を抱えたママたちへ。仲間と一緒に自分
を見つめ、人生を前向きに考えるヒントをつかめる講座です。 対象：多摩地区に在住、
在勤の子育て中の女性（おおむね 45 歳くらいまで） 定員：30 名 講師：広岡守穂（中央
大学法学部教授）・鶴島夕子（アサーティブトレーナー）、石川佳代（キャリアカウンセラ
ー） 保育：1 歳～未就学児受講料・保育料：無料 共催：㈳学術・文化・産業ネットワーク
多摩、羽村市教育委員会 協力：NPO 法人エンツリー

＜問合せ＞
☎042-670-9190 エンツリー
＜申込み＞
8 月 4 日（火）～8 月 20 日（木）
生涯学習課 ☎042-570-0707

Word 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、より実践的な文書編集技法を学びます。
定員：午前・午後の部各 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） ＊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、一時保育利用の有無を明記してくださ
い。※パソコン所有の方は極力ご持参ください（Vista の場合はその旨明記してください。
テキストが異なります）。

＜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 【8/15（土）必着】
☎042-554-1489 並木

日ごろ撮影しているビデオを、パソコンを使って一つの作品に仕上げる方法を学びましょ
う。対象：パソコンの基本操作のできるお父さん・お母さん、またはこれからデジタルビデ
オ作品作りを始めたい方 定員：20 名（申込み多数の場合は抽選） 講師：浅尾義明さん
（フリーカメラマン） 受講料：3,200 円（全 4 回分）

＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707
※受講申込みは
往復はがきでゆとろぎへ
【8 月 22 日(土)必着】

※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

