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神津善行 音楽・文化講座

世界が注目している
若きフルート奏者を招いて
好評販売中！

開演14:00
3/ 水 開場13:00
3● 大ホール（全席自由）

フルート： アルチョーム・ナウメンコ
ヴァイオリン： ステファン・スタリコフ

今回はフルートが注目です。世界各地で素晴らしい演
奏を披露し、数多くのコンクールや音楽祭で入賞実績を
持つ、注目のロシアの若きフルーティストが登場します。
神津先生のお話とともに、２人の魅力が十分に伝わる音
楽・文化講座です。

入場料： 2,000 円 ゆ ※未就学児は入場できません。
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

楽しくて、
ｖ
ためになる

神津善行 音楽・文化講座 in ゆとろぎ

5/ ●
9日

開場14:30 開演15:00
大ホール（全席指定）

（予 定 ）

指揮とお話： すぎやまこういち
演奏： 東京都交響楽団
平成１９年７月＜金管五重奏＞の公演にお越しいただいた多
くのみなさまからの熱いリクエストにお応えして、今回は＜フル
オーケストラ＞でお届けします。
第 1 部は団塊世代にも懐かしいヒット曲集、第 2 部ではドラ
ゴンクエストの世界。幅広い「すぎやまこういちワールド」を存
分にご堪能ください。

平成２２年度 講座の予定
いよいよ２２年度より年間六回の音楽講座を開催する運
びとなりました。
音楽は人間生活とは切っても切れない関係にあるもので
すが、非常に幅が広いために生涯聞かずに過ぎてしまう音
楽もあるくらいです。
この講座と音楽会で、様々な音楽に巡り会って頂きたい
のです。感動性のある音楽には必ず豊かな人間性がありま
すし、それを感じることが文化だと思っているからです。
私自身が感銘を受けたり感動したものを、出来る限りこの
講座でお聞かせしたいと思って居ります。
現在交渉中であったりするものもありますので、全出演者は決定しておりません
が、必ず皆様に納得して頂けるものを揃えたいと思って居ります。どうぞテレビ文
化だけにしがみ付かずに、一年だけでもこの講座に足をお運びになってみてくだ
さい。
神津善行

5/19
7/21
9/30
11/24
1/19
3/16
（水）
（水）
（木）
（水）
（水）
（水）
全回共通 開場：13:00 開演：14:00 終演予定：16:00

入場料：前売り 4,000 円 当日 4,500 円 高校生以下 2,000 円
（予約受付中）
※チケットの正式発売は４月１日以降となります。決定次第お知らせいたします。

国立音楽大学
オーケストラ コンサート
5/

土
15●

開場13:00 開演13:30
大ホール（全席指定）

入場料： 大人 ５００円 高校生以下 ２００円
※ 発売開始日未定
※ 未就学児の入場はできません。保育あり（有料・要予約）

大野美代子展
～いのち 生命合成から宇宙まで～
9:00～22:00
3/ ●
3/ ●
水
日
3 ～ 14 ゆとろぎ展示室 （入場無料）

＊最終日は16:00まで

ギャラリートーク

3/ ●
7 日 13:00～
ゆとろぎ展示室 （入場無料）

現代アートの展覧会。夜 10 時ま
でご覧いただけます。お勤めや
平成２１年５月１６日の演奏会の模様です
学校帰りにゆっくりお立ち寄りくだ 主催／（財）青梅佐藤財団 共催／羽村市教育委員会
さい。
協力／ＮＰＯ法人青梅青少年を育てる会 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）。
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
マ マルフジ青梅・羽村・福生市内 7 店舗のサービスカウンター
ス 羽村市スポーツセンター（9：00～17：00・月曜休館） ☎042-555-0033

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

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.48

２０１０年２月１５日

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

３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。

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

備考
入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞武蔵野小学校
☎042-555-6904

開場 13：00
開演 13：30

羽村市立武蔵野小学校吹奏楽団
第 26 回定期演奏会

4 月から、東日本大会をはじめ、たくさんの演奏会に出場してきました。
その成果をぜひお聴きください。

開場 13：00
開演 14：00

神津善行音楽･文化講座 ⑤
「世界が注目しているロシアの
若きフルート奏者を招いて」

作曲家の神津善行氏が多彩なゲストをお招きして、楽曲や楽器にまつわる
エピソードなどを披露し、すばらしい演奏をお届けする、お得で楽しい講座。
今回のゲストは「世界が注目しているロシアの若きフルート奏者」アルチョー
ム・ナウメンコさんと、ヴァイオリニストのステファン・スタリコフさんです。

3/7（日）

開場 13：00
開演 13：30

羽村市立羽村東小学校管弦楽団
第 20 回定期演奏会

羽村東小学校の 4 年生以上 39 人が、日々の練習の成果を発表します。
弦楽合奏を中心に、「威風堂々」「カノン」「パイレーツ・オブ・カリビアン」等を
演奏します。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞羽村東小学校
☎042-554-5663

3/13（土）

開場 12：30
開演 13：00

羽村市立小作台小学校ジュニアバンド
第 20 回定期演奏会

小作台小学校ジュニアバンド 67 名の子どもたちが、1 年間を振り返り、楽しい
音楽をお届けします。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞小作台小学校
☎042-554-1431

3/20（土）

開場 13：00
開演 13：30

羽村市立栄小学金管バンド部
羽村市立栄小学金管バンド部
第 7 回定期演奏会

1 年間の総まとめとして、40 人のメンバーの心を 1 つにして演奏します。
演奏曲：「スター・ウォーズ」「蕾」ほか。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞栄小学校
☎042-554-2024

3/25（木）

開場 18：00
開演 18：30

都立青梅総合高等学校吹奏楽部
第 4 回定期演奏会

曲目：「天地人」「スパイ大作戦のテーマ」「ラフマニノフ ピアノ協奏曲第 2 番
より」ほか

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞青梅総合高等学校
☎0428-22-7604

3/28（日）

開場 13：00
開演 13：30

羽村市立羽村第三中学校吹奏楽部
第 3 回卒業記念演奏会

Ⅰ部：吹奏楽のための抒情詩「秋風の訴え」
Ⅲ部：ディズニー・プリンセス・メドレー ほか

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞羽村第三中学校
☎042-555-5131

3/2（火）

3/3（水）

保

大ホール

ゆとろぎホール

Ⅱ部：アンサンブル

￥ 2,000
○

ゆ

＜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

スポーツにおける「最高のパーフォーマンス」、病気やケガの「早期回復」を

3/7（日）

14：30～
16：30

願う方々にぜひ聴いていただきたい講演会です。筋肉と連動して伸び縮み
杏林大学連携 文化講演会
し、あるいは周囲組織の中を滑るような動きもする≪神経≫について、科学
〈新しいエクササイズ〉
新しいエクササイズ〉
的に学びます。●なぜ、筋のストレッチングだけでは不十分なのか●神経系
保
－神経に注目して
の動かし方●ケガ予防・神経痛治療・スポーツの記録を伸ばすために有効な
運動機能アップ・リハビリも変わる！－ 神経系エクササイズ

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

講師：齋藤昭彦先生（杏林大学保健学部 理学療法学科教授）

小ホール
展示室

ギャラリー

子ども映画会

上映作品：「がんばれ五色桜」、「のどか森のリトルジョイ」、「めだかの大冒
険」、「ミッキーマウスのたのしいゆめ」（都合により変更する場合があります）

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

チャリティー
二胡＆ピアノコンサート

出演者は全員がからだに障害のある人たちです。特にピアノ奏者の小林夏
衣さんの左の指は一本しかありません。岩崎花奈絵さんは脳性マヒ、山下さ
んは自閉症のピアニストです。このコンサートの収益金は、全額国内外の障
害を持った子どもたちの育成・支援に充てられます。

￥ 1,000（全席自由・
○

交通安全講習会

交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるよう呼びかけ、
交通事故防止の徹底を図ることを目的に行います。

3/20（土）

開場 17：30
開演 18：00

第 12 回ゆとろぎ映画劇場
「ディア・ドクター」

村でただ一人の医師、伊野（笑福亭鶴瓶）が失踪（しっそう）する。村人たちに
全幅の信頼を寄せられていた伊野だったが、彼の背景を知るものは誰一人
としていなかった。監督：西川美和 出演：笑福亭鶴瓶、瑛太 ほか

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

3/26（金）

開場 18：00
開演 18：30

西多摩地区病院会 市民フォーラム
「こんな時、家族はどうしたら？
－賢い医療機関のかかり方ー」

日ごろ診療にあたっている医師たちが、具体的な例を含めて、賢い医療機関
へのかかり方をお話します。講師：横山哲夫さん（都立清瀬小児病院内科部
長）、高橋真冬さん（青梅市立総合病院神経内科部長）、三浦剛士さん（医療
法人社団三秀会青梅三慶病院理事長）

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞高木病院 小野
☎0428-31-5255

大野美代子展
いのち 生命合成から宇宙まで

独特な作風で描く、大野美代子さんの現代アートを展示します。夜 10 時まで
ご覧いただけます。お勤めや学校帰りにゆっくりお立ち寄りください。
3/7（日）13：00～作者本人によるギャラリートークも予定しています。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

布が絵の具の代わりにやさしい風合いをつくる布絵。身近な自然をじっくり見
つめて描きました。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
入山 ☎042-554-0144

羽村市書道連盟細渕先生の喜寿を祝い、先生と門下生の作品展を開催しま
す。ぜひお越しください。

入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞
坂倉 ☎042-554-3107

3/7（日）

10：30～
11：30

3/14（日）

開場 13：30
開演 14：00

3/18（木）・
19（金）

19：00～
20：00

3/3（水）～
14（日）

9：00～
22：00

3/18（木）～
21（日）

10：00～
19：00

3/24（水）～
28（日）

10：00～
17：00

大ホール

先行予約

5/9（日）
《予定》

大ホール

受講者募集

5/19（水）
7/21（水）
9/30（木）
11/24（水）
1/19（水）
3/16（水）

講座室２

4/2・9・
16・23
（金・全４回）

開場 14:30
開演 15:00

【全回共通】
開場 13：00
開演 14：00
終演 16：00

【午前】
10：00～
12：00
【午後】
13：30～
15：30

＊最終日は 16：00 まで

布で描く 入山喜代美展
細渕翠苑 喜寿書道展
＊最終日は 16：00 まで

すぎやまこういちがやってきた！
ヒット曲からドラクエまで
指揮とお話：すぎやまこういち
演奏：東京都交響楽団

保

平成 22 年度
楽しくて、ためになる

神津善行 音楽・文化講座
in ゆとろぎ

パソコン講座
「パソコン入門」

保

保

平成 19 年 7 月＜金管五重奏＞の公演にお越しいただいたみなさまからの熱
いリクエストにお応えして、今回は＜フルオーケストラ＞でお届けします。
第 1 部は団塊世代にも懐かしいヒット曲集、第 2 部ではドラゴンクエストの世
界。幅広い「すぎやまこういちワールド」を存分にご堪能ください。
＊チケットの正式発売は 4 月 1 日以降となります。決定次第お知らせします。
作曲家の神津善行氏が多彩なゲストをお招きして楽曲や楽器にまつわるエ
ピソードなどを披露し、すばらしい演奏をお届けする、お得で楽しい講座で
す。毎回のゲストは、現在交渉中の方もあり、未確定ですが、必ずみなさまに
納得していただける高水準のラインナップで準備中です。平成 22 年度通年
の 6 回講座として、申込みを受け付けます。2 か月に 1 度、さまざまな音楽に
触れる感動の時間をお楽しみください♪ 対象：18 歳以上 定員：500 名
＜申込み＞ゆとろぎ窓口のチラシもしくは郵便はがきに氏名（ふりがな）、年
齢、住所、電話番号をご記入の上、ゆとろぎ｢神津善行音楽文化講座｣係まで
【4/10（土）必着】＊未就学児は入場できません。
主催：㈶青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会 協力：ゆとろぎ協働市
民の会／ NPO 法人青梅の青少年を育てる会
これからパソコンを習いたいという方のためのスタート講座です。パソコンの
いろはから文書入力までの基礎を学習します。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）＊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）。主催：パソ
コンなかま 後援：羽村市教育委員会

事前申込み制）
＜問合せ＞NPO法人東京す
まいるの会☎0428-78-8292
入場無料 （直接会場へ）
＜問合せ＞羽村市生活安全課
☎042-555-1111

（全席指定） 先行予約受付中
￥ 一般前売り 4,000 円
○
当日 4,500 円
小学生～高校生 2,000 円
＜問合せ＞
ゆとろぎ ☎042-570-0707

￥ 12,000 円（全 6 回分）
○

ゆ

＊詳細は左記参照
＜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

￥2,000 円
○
（午前・午後共通 全 4 回分）
※受講申込みは往復はがきで
下記へ【2/22（月）必着】
〒205-0001 羽村市小作台３－
５－８ 並木一夫
＜問合せ＞
並木 ☎042-555-1489

※受講申し込みの往復葉書には「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

