＊

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。

丸山泰雄

高橋麻理子

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。
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）

一般＜前売＞1,000円/＜当日>1,500円
小学生～高校生500円
*未就学児の入場は出来ません
灘尾

彩

海野幹雄

人形劇団プーク「ちびっこカムのぼうけん」
●日時：12月23日（水・祝）

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
リクエストしてみませんか。年の瀬の忙しさを忘れて、
心ゆくまで名曲をお楽しみください。

開場14：00 開演14：30

●会場：大ホール （全席指定）
●入場料：一般2,500円、3歳～高校生1,500円
※10枚以上同時に購入すると1枚につき500円引き
※3歳未満のお子さんが保護者のひざの上で鑑賞する場合は無料
●チケット販売：9月27日（日）午前9時から、
28日（月）から、
29日（火）から

出演：菅原洋一、山下淳（ピアノ）

火の山のふもとには、とっても元気のいい男の子、
カムが病気の母親と一緒に暮らしていました。
ある日、カムはどんな病気でも治すという「イノチ
ノクサ」が火の山にあると聞き、母親の病気をなおす
ために、トナカイのブルガとともに火の山にむかいま
す。けれどもそこは、おそろしい巨人ガムリイが住む
という伝説の山。
そればかりではなく、イノチノクサを見つけるため
には、ガムリイが持っている金の指輪が必要だという
のです。
カムは森の動物たちの力を借りてガムリイに戦いを
挑みます。

第40回羽村市文化祭「観て、聴いて、体験して」
【展示】会場：学習室3をのぞく全館
Ⅰ期（和的な作品）：10月21日（水）～25日（日）
Ⅱ期（和・洋・その他）：10月28日（水）～11月1日（日）
Ⅲ期（洋的な作品）：11月3日（火・祝）～11月8日（日）

【ホール】会場：大ホール・交流ひろば
日舞・芸能：10月24日（土）
日舞：10月25日（日）
洋楽：10月31日（土）
洋舞・芸能：11月1日（日）
洋舞：11月3日（火・祝）
合唱：11月7日（土）
器楽：11月8日（日）

【特別企画】
小中学生音楽フェスティバル ： 10月17日（土）大ホール
開場11:45

開演12:00
問合せ：指導室指導係（555-1111）
映画会「山桜」： 10月24日（土）小ホール
開場17:30 開演18:00 定員250人（先着順）
音楽のひろば：11月3日（火・祝）小ホール
開場17:30 開演18:00 定員250人（先着順）

主催：羽村市教育委員会
主管：羽村市文化協会

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。申し込みはゆとろぎへ

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。
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)

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

10 月以降のイベント日程
会場

開催日

0

10/3（土）

時間

ゆ
と
ろ
ぎ
ホ
ー
ル

10/22（木）

①10：30～
②13：00～
③15：30～

ア
カ
デ
ミ
ア

チ
ケ
ッ
ト
販
売

開場 13：00
開演 14：00
14：00～
16：30

オドロキ！ロボットの世界
ASHIMO が街にやって来る！

ゆとろぎライブ
チェロ三昧

保

神津善行 音楽・文化講座
①「ロシア天才少年 2 人を招いて」

保

(社)青梅労働基準協会

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、为催者ま
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

「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

＜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）

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

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）
入場料： 2,000円（全席自由）ゆ
为催：㈶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

平成 22 年 4 月に施行される改正労働基準法の説明会とワーク・ライフ・バラン
スを考えるセミナーを開催します。

＜問合せ＞
☎0428-24-8917

10/20（火）
10/28（水）

18：00～
20：30

映画「未来の食卓」上映会

福島屋のエコ募金（レジ袋代）還元事業です。食卓から始まった小さな奇跡
が、人々の幸せを紡いでいく单フランス・バルジャック村の 1 年間を描きオーガ
ニックブームを巻き起こしたドキュメンタリー映画をご覧ください。

室講
１ 座

10/4 （日）

10：30～
11：30

子ども映画会

「どんぐりと山猫」、「空とぶ宝箱」、「チップとタップ もぐらをつかまえろの巻」、
「金の耳かざり」（都合により変更あり）

10/11 （日）

12：00～
12：30

第 20 回
ゆとろぎサロンコンサート
～リコーダーのしらべ～

大小さまざまなリコーダーで、気持ちを合わせて合奏します。素朴で美しい響
きをお楽しみください。出演：小作ばれいしょアンサンブル 演目：シューマン
「子供の情景」、ジブリのアニメソングほか
为催：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

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

10/8（木）～
18（日）

10：00～
17：00

内城葉子 ボタニカルアート展
はむらの植物たち

原寸大で精密に描かれる植物画の世界。国内外で数々の受賞に輝く第一人
者、内城葉子さんの筆で丹念に描きとめられた自然の息吹をご堪能ください。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

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】

１）現代中国における漢字教育について 講師：陳雪華さん、程存北さん
２）小学生に伝えたい象形字 講師：清田敏雄さん
受講料：事前申し込み 100 円 当日 200 円（資料代）

＜問合せ・申込み＞
☎042-554-9488 関

展
示
室

仕事と生活の調和セミナー

※初日は 12：00 から／最終日は 16：00 まで

※最終日は 16：00 まで

（社）青梅労働基準協会
入場無料
＜問合せ＞
☎042-554-0137 ㈱福島屋
入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

講
座
室
２

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

学
２ 習
Ｂ
室

10/18（日）

13：15～
15：15

日曜講座
「中国漢字教育」と象形字を学ぶ

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

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

12/23（水・祝）

開場 14：00
開演 14：30

人形劇団プーク
「ちびっこカムのぼうけん」

創立80周年を迎えた人形劇団の老舗<人形劇団プーク>の公演です。
入場料：一般2,500円 3歳～高校生1,500円（10枚以上同時購入で、1枚につき500円引き
／3歳未満のお子さんが保護者の膝の上で鑑賞する場合は無料）（全席指定）
9/27（日）9時～ゆ、28（月）～マ、に、29（火）～ス

＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707
☎0428-24-8981 子ども劇場
西多摩

母となったばかりの女性のリアルな声を集めたドキュメンタリー映画です。子育ての迷
い、行き場のない気持ち、命の重さ、自分を生んでくれた親の愛、映画を観た後、本音で
おしゃべりしましょう。定員：45名【先着順】 対象：子育て中のお母さん、これから出産
を迎える方、（未婚・既婚問わず）女性の方 ＊お子さんと一緒に参加できます（保育も可
能）。 共催：羽村市子育て支援課

入場無料
＜問合せ・申込み＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707
※申し込みは 9/16（水）9 時～
電話または直接ゆとろぎへ

好みのイラストや写真を使って、オリジナルパソコン年賀状を作ります。＊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 【10/15（木）必着】
☎042-555-1489 並木

近代から最新の短歌まで、作品を鑑賞しながらその魅力を考え、同時にユニー
クで楽しい実作にもどんどん挑戦し自分の心を歌っていただきます。定員：25
名 講師：市村八洲彦さん（元明星中学校・高等学校国語科教諭） 受講料：
3,000 円（全 6 回分） 対象：短歌を始めてみたいと思っている方、または短歌を
講師から学びたいと思っている方。

＜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
【10/29(木)必着】

大
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開場 14：30
開演 15：00

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

保
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10/4（日）

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

タイトル

（各 30 分前
に開場）

大
ホ
ー
ル

のマークは、羽村市教育委員会が为催する
イベントです。

講
座
室
２

11/10（火）

11/13（金）・19
（木）・27（金）
（全 3 回）
11/12・26
12/10・24
1/14・28
（木・全６回）

10：00～
12：00
【午前】
9：30～
12：00
【午後】
13：30～
16：00

14：00～
16：00

「ｂloom～生まれたのは私」
上映＆交流会

パソコン講座
「年賀状作成」

保

保

保

保

楽しく創る短歌入門
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！

