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ゆとろぎライブ

宝くじ文化公演

チェロ三昧 グレン・ミラー
オーケストラ 演奏会
10/4 日
11/26 木
Cello Zanmai

●開場14:30 開演15:00
大ホール （全席指定）

Cellist

ソロや室内楽、オーケストラで活躍する日本のトップ・チ
ェリスト４人が奏でる、クラシックからポップスにいたる
名曲を、チェロの音色と絶妙のアンサンブルにより存分
に楽しむ、ゆとろぎで「チェロ三昧」してみませんか

●開場18:00 開演18:30
大ホール （全席指定）

不朽の名バンド「グレン・ミラーオーケストラ」がやってきます。
最高の演奏を特別料金でお楽しみください。

■チェリスト 丸山泰雄/高橋麻理子/灘尾 彩/海野幹雄
■曲目
●J.シュトラウス；美しく青きドナウ
●J.S.バッハ；無伴奏チェロ組曲第 1 番プレリュード
●ブラームス；ハンガリー舞曲第 5 番
●バーンスタイン；トゥナイト
●ピアソラ；リベルタンゴ 他
曲目は変更する場合があります。

好評販売中！

一般＜前売＞1,000 円／＜当日＞1,500 円
小学生～高校生 500 円 ゆ ス マ に
※未就学児の入場は出来ません。

ゆとろぎギャラリー
一般 2,500 円、高校生以下 1,500 円
8/23～ゆ
ゆ 8/24～マ
マ に 8/25～ス
ス

櫻井保秋 回顧展
8

/26

※宝くじの助成による、特別料金です。
※未就学児は入場できません。

水 ～9

/6 日

神津善行 音楽・文化講座

※8/31（月）は休館

10：00～17：00 （最終日 16：00
ゆとろぎ展示室（入場無料）

チケット 8/23
発売開始！

ロシア天才少年 2 人を招いて

閉場）

数々の国際コンクールで優勝して
いる少年演奏家の二人です。技
術、音楽性には目を見張るものが
あり、きっと感動されることでしょう。
開場13:00 開演14:00 出演：イグナット・パスヒン(バヤ
ン)、ジーマ・シーシキン(ピアノ)

10

内城葉子 ボタニカルアート展

/22 木

はむらの植物たち

10

10

/8 木 ～ /18 日

10：00～17：00 （最終日 16：00
ゆとろぎ展示室（入場無料）

閉場）

ゆとろぎカルチャー
お父さん・お母さんのための

撮った後も楽しもう！

9/5(土).12(土).10/4(日).11(日).
13:30~16:30

10/18(日). 11/22(日).12/19(土).
13:30~16:30

講師: 浅尾義明氏（フリーカメラマン）
講評: 村山利夫氏（プロデューサー）

講師: 稲舟健治氏 （IT アドバイザー）

定員：20 名（申し込み多数の場合は抽選）
受講料：3200 円（全 4 回）

定員：20 名（申し込み多数の場合は抽選）
受講料：2,400 円（全 3 回分）

詳しくは裏面をご覧ください。

詳しくは裏面をご覧ください。

楽しいデジタルビデオ入門 デジタルビデオ・DVD・写真活用入門

テレビや一般
の演奏会では ロシア
聴けない音楽
の世界をお楽
しみください。

マリインスキー歌劇団所属歌手を招いて

11

ロシアを拠点に世界各地で公演しているマリインスキー歌
劇団のメンバーであるバス歌手とソプラノ歌手の二人です。
このような歌手の歌声を羽村で聴けることはまたとない機
会です。素晴らしい歌声を堪能いただけると思います。
開場13:00 開演14:00 出演：ラリーサ・エリナ（コロラティーアソプラノ）、ミハイル・
好評販売中！
コレリシビリ（バス）、鎌田しのぶ（ピアノ）

/19 木

大ホール 歌手生活
（全席自由） 50 周年を迎えた
一般料金：各回
2,000 円 ゆ

12

菅原洋一さんを招いて

神津先生と同級生で親友の歌手菅原洋
一さんです。少し早めのクリスマスを楽し
みます。皆様の聞きたい曲をリクエストし
※未就学児は入場
てみませんか。年の瀬の忙しさを忘れ
開場13:00 開演14:00 て、心ゆくまで名曲をお楽しみください。
できません。

/16 水

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

※チケットは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）。
に 西多摩新聞社チケットサービス ☎フリーダイヤル0120-61-3737
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

ヤ ヤマハ・ミュージック西東京立川店 ☎042-523-1431

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

く 国立楽器国立店 ☎042-573-1111
チ チケットぴあ（10：00～21：00） ☎0570-02-9999

羽村市生涯学習センター

☎

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 ・
８日前ま でに要予約 ）
が利用できます。問合せ ・
申 込みはゆとろぎ へ。

●Vol.42

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.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）等公共交通機関をご利用ください。

２００９年８月１５日

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

９ 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

ゆとろぎホール

大ホール

9/5（土）

開場 13：00
開演 13：30

9/19(土)

14：00～
17：00

9/26（土）

小ホール

9/13（日）

10：30～
11：30

9/13（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

備考

アロハプアアラ小川フラスタジオ
第 2 回発表会

現在青梅総合体育館を中心にフラレッスンを楽しんでいるグループの発表会
です。ぜひお出かけください。

秋の交通安全フェスティバル

歌手の〈さこみちよ〉さんを一日警察署長に迎えて、交通安全教室とアトラクシ
ョンを行います。歩行者も車の運転をする人も、みんなで気をつけたい交通安
全。たくさんの市民のご来場をお待ちしています。

名曲の贈り物

開場 13：00
開演 13：30

保

国立音楽大学
ブラスオルケスター演奏会
指揮：三浦 徹
クラリネット独奏：武田忠善

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」／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・パレード」／～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ゆ、に ＊未就学児は入場できません。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎0428-83-2935 小川
入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-555-1111（羽村市生活安
全課交通・防犯係）

＜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

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＞
☎0428-31-1555 山崎

展示室

ギャラリー

講座室２

アカデミア

子ども映画会

「さるかに合戦」、「草原の子テングリ」、「浦島太郎」、「ネズミさんのおんがえ
し」（都合により変更あり）

開場 14：30
開演 15：00

青梅リコーダーオーケストラ
15 周年記念コンサート

大小 9 種類のリコーダーによる演奏。曲目は懐かしい日本の曲、アメリカ民
謡、バッハの曲等。

9/23（水・祝）

開場 13：30
開演 14：00

唄い継ぐ親子の絆 in 西多摩
山本シュウさん講演会
シンポジウムとコンサート

子守唄は唄い継ぐ地域の財産。子育てに関する講演とシンポジウム、子守唄
コンサート。お子様とご参加ください。
講師：山本シュウさん（ラジオ DJ） 出演：川口京子さん（歌手）、稲村なおこさ
ん（歌手）、SoftVoice（アカペラグループ）、長谷川芙佐子（ピアニスト）
入場料：1000 円

＊事前申し込み
＜問合せ・申込み＞
☎042-539-3979
アクセルオート内 菊池

8/26（水）～
9/6（日）

10：00～
17：00

※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

9/15（火）～
20（日）

10:00～
18:00

第 16 回彩画会展・30 周年記念展

今年は会発足 30 周年記念展です。水彩画のやさしい色合いをぜひご覧くださ
い。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-555-6813 市川

9/23（水）～
27（日）

10:00～
17:00

第 11 回 朋栄社書展

現代の生活の中で感動した詩歌や現代文を題材にした作品や、自分が勉強
している漢字・かなの作品を展示します。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-555-1853 木住野

9/29（火）～
10/4（日）

10：00～
17：00

羽村墨友会
創立 30 周年記念展

楽しく水墨画を描いている会で、文化祭等で作品発表を続けています。ぜひお
出かけください。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
☎042-555-6389 沖本

日ごろ撮影している動画を、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】

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
入場料：一般前売り 1,000 円、当日 1,500 円、高校生以下 500 円（全席指定）
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

毎回、神津善行さんのお話を交えて、テレビや一般の音楽会では聴けないような音楽
や、音楽の裏側に触れることができる講座です。
①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）
②出演： ラリーサ・エリナ（コロラティーアソプラノ）、ミハイル・コレリシビリ（バス）、
鎌田しのぶ（ピアノ）
③出演：菅原洋一、山下淳（ピアノ）
入場料：各回2,000円（全席自由）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

「最も人間に近いロボット」と話題のASIMOがやってきて、楽しいデモンストレーションを見
せてくれます。対象：西多摩地域在住の小学生（保護者の同伴可）＊未就学児は入場で
きません。 定員：各回600人（申込み多数の場合は抽選） ＜申込み＞往復はがきに
「希望時間・代表者の氏名（保護者同伴の場合は保護者氏名）・郵便番号・住所・電話番
号・参加希望者全員の氏名・学年」を記入し、〒156-0043世田谷区松原3－40－7－4階
㈱ヴォートル内「子供体験塾第7ブロック事業 ロボットの世界」係へ【9/11（金）必着】
※抽選結果は、申込者全員に送付します。

＜問合せ＞
☎03‐5301‐0946 多摩・島しょ
子ども体験塾 第 7 ブロック共同
事業実行委員会事務局（土・日・
祝を除く 10：00～18：00）

Word 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
た講座です。少し凝った資料やチラシづくりに挑戦します。＊通常 4 回の講座を 3 回にし
たため、1 回の時間を 30 分ずつ長めに設定しました。
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 3 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 【9/15（火）必着】
☎042-555-1489 並木

ビデオカメラで撮影した映像を気軽にテレビで見られるＤＶＤに。デジタルカメラのデータ
をインテリアの一部としても楽しめるデジタルフォトフレームに。自作の映像を生活の中で
楽しむための実践講座です。対象：映像・画像処理に興味があり、キーボード操作ができ
る方 定員：20 名（申込み多数の場合は抽選） 講師：稲舟健治さん（ＩＴアドバイザー）
受講料：2,400 円（全 3 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
【10/4(日)必着】

9/5・12（土）
10/4・11（日）

13：30～
16：30

櫻井保秋 回顧展

※初日は 12：00 から／最終日は 16：00 まで

お父さん・お母さんのための
”楽しいデジタル・ビデオ入門” 保

開場 14：30
開演 15：00

ゆとろぎライブ
チェロ三昧

①10/22（木）
②11/19（木）
③12/16（水）

開場 13：00
開演 14：00

神津善行 音楽・文化講座
①「ロシア天才少年 2 人を招いて」
②「ロシア マリインスキー歌劇団
所属歌手を招いて」
③「歌手生活 50 周年を迎えた
菅原洋一さんを招いて」 保

10/3（土）

①10：30～
②13：00～
③15：30～
（各 30 分前
に開場）

10/4（日）
大ホール

チケット販売

保

大ホール

平成 21 年度
多摩・島しょ子ども体験塾
第 7 ブロック共同事業

講座室２

参加者募集

オドロキ！ロボットの世界
ASHIMO が街にやって来る！

10/2・9・16
（金・全 3 回）

【午前】
9：30～
12：00
【午後】
13：30 ～
16：00

パソコン講座
「Word 応用」

10/18（日）・
11/22（日）・
12/19（土）

13：30～
16：30

撮ったあとも楽しもう！
デジタルビデオ・ＤＶＤ・
写真活用入門

保

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

市民と支える羽村の生涯学習

－ゆとろぎ協働事業運営市民の会

新会員募集説明会－

羽村市教育委員会では、ゆとろぎで実施する生涯学習事業の企画・運営に参加されるボランティアを募集いたします。
〔行政と市民による協働〕という、ゆとろぎの事業運営のしくみ、開館以来がんばってきた先輩たちの実際の活動ぶりを
ご説明しますので、興味のある方はふるってご参加ください。楽しい仲間と充実した時間を創造しましょう！
主催：羽村市教育委員会／ゆとろぎ協働事業運営市民の会

9／27（日）
14：00～16：00
講座室１にて
お待ちしています！

