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Wienerverein
好評発売中！

ウィーン国立音楽大学ピアノ科主任教授

マーティン・ヒューズ

5/

特別ピアノコンサート

土
●

29

開場14:30 開演15:00
大ホール（全席自由）

ウィーン・フィル 名誉コンサートマスター

ウェルナー・ヒンク

in Tokio

●音楽の都・ウィーンより

フレッシュ名曲コンサート

世界が注目するアーティスト

7/

夢の共演

土
31●

開場17:30 開演18:00
大ホール（全席指定）

好評発売中！

東京音楽コンクールに続いて
日本音楽コンクールで優勝した
若きヴァイオリニスト

ヴァイオリン：瀧村依里
ブザンソン国際指揮者コンクール
を制した俊英指揮者

指揮：山田和樹

特別バイオリンコンサート

6/

水
30●

開場18:30 開演19:00
大ホール（全席自由）

管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団

特別料金で解説付きのコンサートが羽村市「ゆとろぎ」で実現する！（詳細は裏面）

入場料： 2,500 円 小学生～大学生 2,000 円 ゆ・に・氷川音楽教室
※未就学児は入場できません。
主催：ウィーンの会 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

演目（予定）ウェーバー/オペラ「魔弾の射手」序曲、
メンデルスゾーン/ヴァイオリン協奏曲ホ短調、ドボルザーク/新世界より
世界の音楽界が注目する新進気鋭の指揮者＆ヴァイオリニストを迎えて
お贈りする、フレッシュ名曲コンサート。指揮の山田和樹氏は、次世代の
小澤征爾クラスとも称される超有望株。「ゆとろぎで、山田さんが振った
演奏を観たんだよ♪」と、後に語り草になること請け合いの大型新人の登
場に、乞うご期待！

※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.50

２０１０年５月１５日

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。

入場料：一般前売り 3,000 円 当日 3,500 円 小学生～高校生 1,500 円
ゆ・ス・マ・に
※未就学児は入場できません。

土
26●

鏡味正二郎 古今亭今輔
※ この演奏会は西多摩の小・中学校 児童･生徒をご招待しております。
主催：（財）青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会
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

桂小南治

好評発売中！

入場料：〈前売り〉 一般１,０００円
〈当日売り〉一般１,２００円 高校生以下 ５００円
※チケット販売 ゆ ス マ に 。※未就学児は入場できません。

※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

第２４回

出演者
落語
前座 桂 翔丸
真打 古今亭 今輔
― 中入り―
太神楽曲芸
鏡味 正 二郎
落語
真打 桂 小南治

6/

開場13:30 開演14:00
小ホール（全席自由）

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

ゆとろぎ寄席

共催：東京文化会館（公益財団法人 東京都歴史文化財団）
＊発売開始日未定
＜協力＞東京オーケストラ事業協同組合

042-570-0707

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

５ 月後半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・共催
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

開場 11：20
開演 11：40

5/29（土）

開場 14：30
開演 15：00

マーティン・ヒューズ
特別ピアノコンサート
松乃扇流 民踊創作新舞踊まつり
踊創作新舞踊まつり

舞踊おさらい会。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：松瀬 ℡042- 554-6610

第18回
18回 森の音楽会

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：自由の森学園音楽科 ℡042-972-3245

三十周年山藤流山藤会

家元の清元瓢箪、また生徒の長唄、大和楽 2 部ではゲスト・三笠優子さんを迎えて、歌と踊りをお楽しみください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：山藤 ℡042- 555-8136

コールグリーンベル
20 周年記念コンサート

「小林秀男」曲集、太陽がくれた季節、恋のバカンス、百万本のバラ、ウィーン我が夢のまち、るり色の地球、ほか。
入場無料 （直接会場へ／問合せ：林 ℡090-6525-5890 山下 ℡080-5094-9493

東流をどりの会

東流舞踊発表会。ゲスト：相原ひろ子・石垣まさひろ（ビクターレコード）
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：今井 ℡ 042-554-4727

6/27（日）

開場 10：00
開演 10：30
開場 18：00
開演 18：30
開場 11：00
開演 11：30
開場 13：30
開演 14：00
開場 12：00
開演 12：30
開場 13：00
開演 13：30

羽村マジッククラブ 第 7 回発表会

入場無料 （直接会場へ）*10 時から整理券を配布します。／問合せ：鶴岡 ℡ 042-558-6844

ウィーン・
ウィーン・フィル 名誉コンサートマスター

6/30（水）

開場 18：30
開演 19：00

2008年まで34年間にわたってウィーン・フィルのコンサートマスターを務めた名バイオリニストが奏でる1709年製ストラディ
ヴァリウス「ハマレー」の音色をぜひともライブで♪ ピアノ：菅野潤（バルセロナ・カレーロ音楽院教授）音楽ナビゲーター：
岡部武彦（ウィーンの会代表幹事）＊未就学児は入場できません。主催：ウィーンの会／共催：羽村市教育委員会／入場
料：一般2,500円 小～大学生2,000円【全席自由】ゆ・に・氷川音楽教室／問合せ：岡部 ℡ 080-2094-8170

7/4（日）

開場 13：30
開演 14：00

7/11（日）

午後
（詳細未定）

第19回定期演奏会
19回定期演奏会
ヤマハミュージック
ELECTONE STAGE2010
STAGE2010

5/30（日）

開場 14：20
開演 14：30

ピアノ発表会

小学生の子どもたちが練習の成果を発表します。曲：ノクターン（ショパン）、ソナチネ（クレメンティ） ほか
＊未就学児も入場できます。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：生藤 ℡ 042- 530-5379

6/11（金）

13：30～16：00

ハッピーダンス ダンスパーティ

問合せ：三神 ℡0428-31-5850

6/13（日）

開場 13：00
開演 13：30

フラメンコ発表会

6/19（土）

開場 12：00
開演 12：30

「いまこそホントの介護を始めよう
いまこそホントの介護を始めようセミナー
こそホントの介護を始めようセミナー」
セミナー」

6/20（日）

10：00～18：00

ヤマハ音楽教室
ヤマハ 音楽教室 ピアノ・ヴァイオリン発表 会 問合せ：ヤマハ音楽教室河辺センター ℡0428- 24-8058

6/26（土）

開場 13：30
開演 14：00

第24回
24回 羽村ゆとろぎ寄席

6/13（日）

10：30～
11：30

子ども映画会

ロビー

5/16（日）
6/19（土）

12：00～
12：30

ゆとろぎサロンコンサート

5/18（火）
～23（日）
5/27（木）
～30（日）
6/3（木）
～6（日）
6/8（火）
～13（日）

10：00～
17：00

＊初日は 13：00 から

展示室

グリーンコンサート

5/23(日）

9：30～
18：00

＊最終日は 16：00 まで

10：00～
17：00

＊初日は 13：00 から 最終日は 16：00 まで

透明感にあふれた淡彩画を発表します。ぜひご覧ください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：冨澤 ℡042-558-3095

10：00～
17：00

白いキャンバス 第10回
10回絵画展
絵画展

油絵の作品展です。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：山崎 ℡042-555-0534

6/27（日）
～7/11（日）

期間中
常設

アート in はむら展 Ⅹ

ゆとろぎ全館+裏手の公園までを舞台に繰り広げられる、大規模なアートフェスティバル。期間中、展示作品の作者本人に
よる作品解説、ワークショップ、コラボ企画のコンサート等、アートを身近に感じられるいろんなしかけをご用意します。
協力：TAC ネットワーク（Tama, Artist and Citizen Network）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

はじめまして！ちょこっと交流

地域でのなかまづくりのきっかけとして思い出の写真、ハーブを話題に交流を深め、参加者で次のテーマを決めていく、新
しいスタイルの講座です。④はいつどこで何をするかも参加者次第。①～③で仲良くなったみなさんの企画に沿って実行し
ます。参加費： 1,000 円（①～③の 3 回分／材料費含む）+④（実費） 定員：20 名／対象：中高年の方々（男女不問）／申
込み：往復はがきでゆとろぎへ【6/１（火）必着】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

5/30（日）
6/4（金）

大ホール

6/6（日）
6/13（日）
6/20（日）

ゆとろぎホール
小ホール
講座 室

１

ギャラリー

全館
創作室１

①6/15（火）
②6/22（火）
③6/29（火）④
未定
７/8（木）
6/18（金）

講座室１
講座室２

受講生募集講座

6/20（日）・
6/26・7/3・
7/10(土)

①9：30～
12：00
②③10：00～
12：00
10：00～
12：00
開場 18：30
開演 19：00

低学年から大学生までの音楽が大好きな子どもたちが、日ごろの練習の成果を発表します。主催：フリューゲル子供会
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：成瀬 ℡ 042-578-0887

“ピアノ＆うたの発表会
ウィーン国立音楽
ウィーン国立音楽大学ピアノ科主任教授
音楽大学ピアノ科主任教授

ウェルナー・ヒンク
特別バイオリンコンサート

保

保

羽村フィルハーモニー管弦楽団

羽村フィルハーモニー管弦楽団の定期演奏会です。皆様ぜひお越しください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：奥貫 ℡ 042-596-5307
問合せ：ヤマハミュージック東京池袋店立川ショップ ℡ 042-523-1431

エルムンドとフラメンコの仲間達

問合せ：村田 ℡ 042-554-7967

西多摩地域ケア研究会 第4回

介護に興味のある方、悩んでいる方！ 今、高齢者の現場にて新しい介護を実践する 3 人の精鋭によるセミナー。参加
費：2,000 円【全席自由】事前申込制。／問合せ・申込み：宇田川 ℡042-588-7187

保

羽村市文化協会 美術・工芸部門加盟団体の作品展。第３期の分野は〔日本画・水墨画・写真・陶芸〕です。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：今井 ℡ 042-554-4727

第11回
11回 くれは会 水彩画展

沢井呉羽先生のご指導で水彩・水彩色鉛筆で、静物・風景・人物など自由に気軽に描いているサークルの作品展です。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：井上 ℡ 042- 554-9967

水彩画サークル萌 第10回
10回作品展
作品展

＊初日は 13：00 から 最終日は 16：00 まで

保

街のしごと人入門講座
街のプロデューサーになる知恵と工夫
小学校英語教員応援講座

6/20（日）

開場 13：30
開始 14：00

7/2・9・16・23
8/6・13・20・26
（金／月 4 回）

パソコン講座
10：00～12：00
7 月「Word
月「Word 応用」
【午後】
8
月「Word
月「Word によるイラスト作成」
13：30～15：30

プレゼントやちょっとした贈り物にひと工夫。心を添えるラッピング術を学びませんか？ 講師：真桜〈Mao〉さん（社）全日本
ギフト用品協会ラッピングコーディネーター講師／定員：20 名／参加費：1,000 円（材料費含む）／申込み：往復はがきでゆ
とろぎへ【6/24（木）必着】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
社会人の特性を踏まえた、論理思考型英会話習得法。 講師：石田正さん／参加費：資料代のみ／問合せ・申込み：電話
or メールで右記へ 望月 ℡042- 554-3538 ／myoko@t-net.ne.jp

社会人の為の英会話上達の秘訣

保

13：30～
16：30

平成22年度ゆとろぎ寄席は落語芸術協会の協力により、4回の開催を予定しています。乞うご期待！
出演：落語／桂翔丸(前座）、落語／古今亭今輔(真打）、太神楽曲芸／鏡味正二郎、落語／桂小南治（真打）定員：
：252席
【全席自由】入場料：
：前売1,000円 当日1,200円 高校生以下500円ゆ・ス・マ・に ／問合せ：ゆとろぎ ℡ 042-570-0707
上映作品：「ディズニーの三びきの子ぶた」、「かっぱの雨ごい」、「クマのプーさん きせつってなあに」、「彦一とんちばな
し」（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
＊次回は 7/4（日）小ホールでの開催です。
5 月（第 24 回）は羽村フィルハーモニー管弦楽団による室内楽のコンサート、6 月（第 25 回）はフォルクローレ「クレノンダ」
南米の軽やかな音楽です。主催：羽村市文化協会／共催：羽村市教育委員会
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：市野 ℡ 042-555-6980

第5回 羽村市美術・工芸展 第3期

ちょこっと体験 ラッピング講座

今回の来日でマーティン・ヒューズ先生の演奏会はゆとろぎのみの開催です♪ なじみ深い名曲を、親しみやすいナビゲ
ートと世界一流のタッチでご堪能ください。音楽ナビゲーター：岡部武彦（ウィーンの会代表幹事） 曲目解説：庄司美知子
（桐朋学園講師）＊未就学児は入場できません。主催：ウィーンの会／共催：羽村市教育委員会／入場料：一般 2,500 円
小～大学生 2,000 円【全席自由】ゆ・に・氷川音楽教室／問合せ：岡部 ℡080-2094-8170

市民の力で地域を良くしたいと思っている方、団体を対象に、ワークショップを通して活動に必要な力をつけていきます。ワ
ーキンググループ（WG）として「食と農」「外国人支援」「環境と資源」「高齢者」「暮らしと生活」「保育・教育」「街づくり」等を
想定しています。定員：20 組（１組３名まで）／参加費：4 回分で 5000 円/組（個人参加は 3,000 円）／申込み：往復はがき
でゆとろぎへ【6/6（日）必着】＊参加希望の WG 名、メンバーリスト、各人のメールアドレスを明記してください。／問合せ：ゆ
とろぎ ℡042-570-0707
こんな方法知らなかった。一石二鳥、授業に生きる練習術満載。生徒指導のテクニックがまたひとつ増えます。参加費：資
料代のみ／問合せ・申込み：電話 or メールで右記へ 望月 ℡042- 554-3538／myoko@t-net.ne.jp

ネイティブの「発音」に近づくコツ

【午前】

保

音楽練

学習室１ 習室２

7/10(土）

13：30～
16：30

漢字は楽しいなⅡ
新しい漢字の世界「今昔文字鏡」

保

7/24・31・8/7・
21・28・9/4・11
（土・全 7 回）

10：00～
12：00

初めての囲碁（入門編）

保

7/4・11（日）

13：30～
15：30

短期ゴスペル練習会

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：2,000 円/１講座（１
カ月４回分/午前・午後共通）／申込み：往復はがきで右記へ【７月分は 5/31（月）、８月分は 6/30（水）必着】〒205-0001
羽村市小作台３－５－８ 並木一夫 ＊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。
※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。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／問合せ：並木 ℡042-555-1489
「今昔文字鏡（こんじゃくもじきょう）」は、日本人の古家時雄氏と澤田照一郎氏が解字作業を行って作り上げた 9 万文字
（現在 16 万字）の漢字辞典（データベース）。解字作業の苦労の歴史と「今昔文字鏡」の機能、利用方法について、制作に
かかわった方から直接お話を伺うことができる貴重な講座です。定員：30 名／講師：古家時雄さん／参加費：500 円／申込
み：往復はがきでゆとろぎへ【6/26（土）必着】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
囲碁は古くは貴人のたしなみとされてきました。脳の活性化、健康維持にも良いとされています。囲碁の基本ルールを学
びます。定員：20 名／対象：これから囲碁を始めたい方／講師：宇野信夫さん（日本棋院普及指導員）／参加費：2,500 円
（ドリル代含む）／申込み：往復はがきでゆとろぎへ【7/10（土）必着】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
1 日 1 曲を完成させる内容で、1 日だけ、2 日両日参加も可能。楽譜を使わず、誰でも楽しく歌えます。初心者大歓迎。
定員：25 名[要事前申し込み]／参加費：1 日 1,500 円（両日参加者は 500 円キャッシュバック）／問合せ・申込み：天野 ℡
090-9822-6229

※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

