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羽村チャリティーコンサート

好評発売中！

ソリスト＆指揮者としても世界的に活躍しているピアニスト＋元ウィー
ン・フィル、コンサートマスター＋元ウィーン・フィルのチェロの貴公子で結
成された夢のトリオ。2008 年秋のゆとろぎ公演で絶賛を博したウィーン・フ
ーゴ・ヴォルフ三重奏団が再びやってきます。

入場料： 2,000 円 ゆ NPO 法人 青梅の青少年を育てる会 090-5195-3030
※未就学児は入場できません。

好評発売中！

主催：（財）青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会 後援:青梅市教育委員会/福生市教育委員会/

ゆ・ス・マ・に あきる野市教育委員会/瑞穂町教育委員会/日の出町教育委員会/檜原村教育委員会/奥多摩町教

第二六回

ゆとろぎ寄席

出演者

一、落語 春風亭 吉好 （
前座）

ゆとろぎギャラリー

一、落語 春風亭 柳好 （
真打）

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。
水

～仲入り～

開場13:30 開演14:00
小ホール（全席自由）

一、紙 切り 林家 花

土
27●

（
真打、特別ゲスト）

11/

一、落語 昔昔亭 桃太郎

羽村ゆとろぎ寄席

受講者募集

育委員会 協力：NPO 法人青梅の青少年を育てる会 ゆとろぎ協働事業運営市民の会
※ チャリティとして、特別な低料金で開催され、収益は、次代を担う青少年の健全育成のために寄付
されます。

マス･エンダン基金支援チャリティーコンサート

大谷康子

ヴァイオリン･リサイタル

10/

ピアノ：藤井一興

金
22●

人気・実力ともに日本を代表するヴァイ
オリニストと世界屈指のピアノ伴奏者に
よるチャリティーリサイタル。極上の音
楽に浸れる至福の時をお見逃しなく！

開場18:30 開演19:00
小ホール（全席指定）
入場料：2,000円 ※チケット販売

ゆ

佐治愛子の
NPO 法人 青梅の青少年を育てる会 090-5195-3030
『”しずく”撮影入門』※未就学児は入場できません。
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/6 水

10

～10

/17日

（入場無料） １０：００～１７：００ ＊最終日は１６：００まで

９月１６日（木）～１８日（土）展示室で開催さ
れる写真展「しずくの詩（うた）」の作者佐治
愛子さん（写真家・友遊撮影倶楽部会員）を
講師に、身近な素材である“しずく”の美しさ
を作品に仕上げる撮影技法を学びます。
日時：11/21（日）・12/4（土）・19（日）（計３
回） 13：30～16：30
対 象 社会人。写真を通して学びたい方
（フィルム･デジタル不問）定 員 ２０名（先
着順） 参加費 1,800 円【全３回分】 申込み
往復はがきでゆとろぎへ【11/7（日）必着】

名曲の贈り物

国立音楽大学
ブラスオルケスター演奏会

9/26●
日

好評発売中！
入場料 大人 500 円 高校生以
下 200 円 ゆ・NPO 法人 青梅の
青少年を育てる会
※ 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。

開場13:00 開演13:30
大ホール（全席指定）

主催：（財）青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会
協力：NPO 法人青梅の青少年を育てる会 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

主催：（財）青梅佐藤財団
共催：羽村市教育委員会

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.52

２０１０年９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。

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

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。

月後半以降のイベント日程
会場

開催日

大ホール

ゆとろぎホール
小ホール
講座室

展示室

ギャラリー

創作室

全館

時間

タイトル

9/23（木）

開場 13：30
開演 14：00

ロン＝ティボー国際コンクール入賞記念
佐野隆哉ピアノ・リサイタル

9/26（日）

開場 13：00
開演 13：30

国立音楽大学
ブラスオルケスター演奏会

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。

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
青梅出身のピアニスト、佐野隆哉によるピアノリサイタル。オール・ショパンプログラムをお届けします。入場料： 一般
3,000 円、学生 2,000 円【全席自由】に／問合せ：佐野 ℡0428-24-8792 contact@takaya-sano.com

保

プログラム：「アメリカン序曲」/ジェンキンス、〈楽器の話〉、「クラリネット・キャンディー」/アンダーソン、「ラフーン」/リード
（武田忠善ソロ）、「エキストリーム・メイク」＝オーヴァー
ほか。入場料：大人：500 円、高校生以下：200 円【全席指定】
ゆ／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707 NPO 法人青梅の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030
歌謡曲と演歌を中心に生演奏に乗せて歌います。お楽しみください。入場料：前売り、当日共通 500 円（小学生以下無料）
【全席自由】／問合せ：永山 ℡090-8682-0345

10/10（日）

開場 12:30
開演 13:00
開場 13：30
開演 14：00

10/12（火）

開場 18:30
開演 19:00

ウィーン・フーゴ・ヴォルフ三重奏団
コンサート

10/16（土）

開場 10:30
開演 11:00

ファミリーコンサート 音楽のおくりもの
わいわいコンサート

9/25（土）

開場 13:30
開演 14:00

第 25 回羽村ゆとろぎ寄席

9/26（日）

未定

ピティナピアノステップ （羽村地区）

10/1・15・
11/12（金）

9:30～11:30

ハッピーダンス

参加費：400 円 （直接会場へ）／問合せ：三神℡0428-31-5850

10/3（日）

開場 11:30
開演 12:00

高田ひろみ 60 アニバーサリー
カラオケチャリティフェスタ

高田ひろみ 60 歳記念及び新曲発表カラオケ大会。チャリティのため、チケット売上の一部を社会福祉のために寄付しま
す。。入場料： 一般 100 円 【全席自由】＊参加希望者は電話で右記へ／問合せ：高田 ℡0428-33-3104

10/9（金）

開場 13：30
開演 14：00

チャリティー
イリンバ＆パラピアノコンサート

10/10（日）

12:00～16:00

音楽フェスティバル in ゆとろぎ

第 1 部はアフリカの民族楽器イリンバ（親指ピアノ）、第 2 部では、全盲、自閉症、手指欠損のピアニストたちがすばらしい
演奏を披露します。入場料：一般 1,000 円、小・中学生 500 円（チケット販売：ときわ堂）＊収益は国内外の障害を持つ子ど
もたちの育成・支援に充てられます。／問合せ：NPO 法人東京すまいるの会 青木 ℡0428-78-8292 FAX0428-78-9545
フォーク・ブルーグラス・ロカビリー ジャンルにこだわらない音楽。
入場料：５００円（お子さんは無料）／問合せ：華當（はなとみ） ℡ 042- 553-1387

10/11（月・祝）

開演 14:00
（予定）

東京の赤い雪

10/22（金）

開場 18:30
開演 19:00

10/3（日）

リーブレスブルー 歌謡コンサート
明星フィルハーモニー管弦楽団
第 31 回定期演奏会

メイン：シューベルト「グレート」、他シュトラウス 3 曲。お気軽に足を運んでください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：伊藤 ℡080-6773-8865

保

保

朗読劇。入場無料 （直接会場へ／問合せ：川口 ℡042- 553-9959

マス・エンダン基金支援チャリティーコンサート

大谷康子ヴァイオリン・リサイタル

10/3・11/14
（日）

10：30～
11：30

子ども映画会

9/16（木）～
18（土）

10：00～
17：00

＊初日は 13：00 から 最終日は 16：00 まで

9/29（水）～
10/3（日）

10：00～
18：00

10/6（水）～
17（日）

ソリスト&指揮者としても世界的に活躍しているピアニスト＋元ウィーン・フィル、コンサートマスター＋元ウィーン・フィルのチ
ェロの貴公子で結成された夢のトリオ。2008 年秋のゆとろぎ公演で絶賛を博したウィーン・フーゴ・ヴォルフ三重奏団が再
びやってきます。入場料：2000 円【全席指定】／主催：㈶青梅佐藤財団／共催：羽村市教育委員会／問合せ：ゆとろぎ ℡
042- 570-0707 NPO 法人青梅の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030
乳幼児同伴ＯＫ。親も子もリラックスしてわいわい楽しめる聴衆参加型のクラシックコンサートです。出演：アンサンブル・デ
ィヴェルターズ／司会・フルート：一村誠也 入場料： 大人前売り 1,000 円 当日 1,500 円。こども：500 円（３歳～高校生）
【全席指定】ゆ・ス・マ・に＊３歳未満、膝上鑑賞のお子さんは無料（こども用に座席を取る場合はチケットをお求めくださ
い）／問合せ ゆとろぎ ℡ 042-570-0707
落語芸術協会の協力で年 4 回開催される本格派の寄席。上質の笑いをお楽しみください。出演：三遊亭小曲(前座）、三遊
亭春馬（真打）、東 京太・ゆめ子（漫才）、落語／春風亭柳橋(真打） 入場料：前売 1,000 円 当日 1,200 円（高校生以下
500 円）／定員：252 席【全席自由】 ゆ・ス・マ・に ／問合せ：ゆとろぎ ℡ 042-570-0707
誰でも参加でき、アドバイスがもらえる公開のステージ。＊参加申込みは 8 月 16 日（月）に〆切ました。
見学者入場無料 （直接会場へ）／問合せ：萬 ℡ 042- 555-4884

佐治愛子の「しずくの詩（うた）」写真展

人気・実力ともに日本を代表するヴァイオリニスト大谷康子と世界屈指の伴奏者藤井一興が、ゆとろぎでチャリティーリサ
イタルを開催します。極上の音楽に浸れる至福の時をお見逃しなく！入場料：2000 円【全席指定】ゆ
主催：㈶青梅佐藤財団／共催：羽村市教育委員会／問合せ：ゆとろぎ ℡042- 570-0707 NPO 法人青梅の青少年を育
てる会 ℡090-5195-3030
上映作品：10/3「わらしべ長者」、「一休さん」、「だるまちゃんとうさぎちゃん」「ピーターと狼」11/14「七つのほし」、「ドナル
ド･ダックの防火訓練」、「セロひきのゴーシュ」、「ネズミさんのおんがえし」（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
草花の美しさを撮るうちに出会い感動させられた雨のしずく、朝露、霜、氷を集めてみました。身近にあっても気が付かず
に見過ごしている素敵な世界、自然の素晴らしさをお楽しみいただけましたら幸いです。なお、撮ってみたいと感じた方は、
11 月から始まる「佐治愛子の『”しずく”撮影入門』」講座をお受けください。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ
℡042- 570-0707

講座室ほか
講座室１

受講生募集講座

第17回 彩画会展

楽しい水彩画のグループ展です。日頃の成果をご覧ください。

＊初日は 13：00 から 最終日は 16：00 まで

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：市川 ℡042- 555-6813

10：00～
17：00

中村道雄 組み木絵の世界
―組み木絵で描く賢治の世界―

組み木絵とは、絵具を使わず、自然木の木目や色の違いを生かしながら、組み合わせ、表現した珍しい手法の美術作品
です。今回は、評価の高い宮沢賢治の絵本原画を中心に展示します。入場無料 （直接会場へ）＊10/11（月・祝）ギャラリ
ートーク「木のぬくもりに出会えるギャラリートーク、公開制作」もお楽しみに保／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

11/13（土）・
11/14（日）

10：00～
15：00

青少年＆子どもフェスティバル

9/26（日）・
10/2（土）

9：30～
12：30

おや何だろう？
家庭を彩る擬木（プランター）作り

保

9/25・10/9・
16・30（土）

14:00～
16:00

羽村市市民大学講座 第 1 期
「実験考古学で探る
縄文・弥生の生活」

保

11/13・27・
12/11・25（土）

14:00～
16:00

羽村市市民大学講座 第 2 期
「現代日本の私たちと幾何
～千代紙から宇宙まで～」

保

11/21・28・
12/5・12（日）

14：00～
16：00

＊最終日は 16：00 まで

2 日間にわたって、さまざまな遊びや体験メニューが盛りだくさん。13 日には健全青少年の表彰（大ホール）や、各地区の
子どもたちによる模擬店（ゆとろぎと図書館の間の路上）もあります。お楽しみに！／問合せ：ゆとろぎ ℡042- 570-0707

講座室２

＊12/5 はフィールドワーク（9：30～13:00）

公園等で目にする「コンクリート製の擬木」の制作手法でガーデニング用のプランターを作りましょう。講師：市川八郎さん
（あきる野鏝（こて）の会（ガーデニング）講師）／受講料：2,000 円（２回分・材料費含む）／定員：20 名（抽選）／申込み：往
復はがきでゆとろぎへ／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
首都大学東京協力による羽村市民大学講座。第1期は歴史・文化分野として、縄文時代、弥生時代の人々の暮らしを実験
考古学から探ります。講師：山田昌久さん（首都大学東京 都市教養学部人文・社会系教授）／受講料：2,000円（全４回分）
／定員：35名（先着順）＊10/30はコミュニティセンター第1研修室で行います。／申込み：電話または直接ゆとろぎへ／問
合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
首都大学東京協力による羽村市民大学講座。第 2 期は数学・物理分野として、私たちの身近な形に潜む秘密を、体験を通
して学びます。講師：小林正典さん・黒田茂さん（ともに首都大学東京理工学系 准教授）／受講料：2,000 円（全４回分）
／定員：35 名（先着順）＊11/13 はコミュニティセンター第 1 研修室で行います。尚、その日だけ、保育ができませんので、
ご了承ください／申込み：9/16（木）9：00 より電話または直接ゆとろぎへ／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
「はむら」を中心に多摩の魅力を見る、聞く、知るを楽しむ講座です。3 回目の 12/5 には、はむらの誇る文化遺産「玉川上
水」を散策します。講師：宮沢賢臣さん（羽村市教育委員会 生涯学習課生涯学習係長）、福田恵一さん（三鷹市立第六中
学校社会科教諭）、新井勝紘さん（専修大学 文学部教授）／受講料：2,000 円（全４回分）／定員：30 名（抽選）／申込み：
往復はがきでゆとろぎへ【11/7（日）必着】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

10/3（日）

10：00～
12：00

「エネルギー・環境を考えよう！」
ｼﾘｰｽﾞ №２ 『ちょっと先を見て、家庭の
省エネを考えよう！』
保

「地球温暖化」について、基礎的な知識と実用面の情報を広く学ぶ講座。身近なところからＣＯ２削減の意識を高め、家庭
を取り巻く省エネの実用的な知識を理解しましょう。太陽光発電設備、エコキュート、エアコン、照明器具・ランプ、太陽熱な
どについて、参加型形式で、相互的な意見交流を図ります。講師：佐藤金治氏（ｴﾈﾙｷﾞｰ管理士、ｴﾈﾙｷﾞｰ使用合理化専門
員、羽村市在住）／参加費：無料（直接会場へ）／定員：50名（先着順）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

11/9・16・30・
12/7（火）

13：30～
15：30

楽しく愉快な川柳入門

11/10・17・24

19：00～
20：30

「ちょこっと体験講座」シリーズⅢ
忘年会で役立つ！簡単マジック講座

13：30～
16：30

佐治愛子の『”しずく”撮影入門』

（水）
11/21（日）・
12/4（土）・
12/19（日）

シリーズ「わが街はむらを知る！」

－はむらの歴史－

10/1・8・15
パソコン講座
【午前】
（金／3 回）
9：30～12：00
10 月「デジカメと PC」
【午後】
＊10 月の講座内容が変更になりました
11/11・18・26
13：30～16：00 11 月「年賀状の作成」
（木・金／3 回）

保

保

保

暮らしの喜怒哀楽を優しく、思いやりも持ってみつめ、ザックバランに五七五にまとめましょう。講師：上村脩(おさむ)さん
（ＮＨＫ学園川柳講座講師 川柳白帆吟社同人）／受講料：2,000 円（全４回分）／定員：25 名（抽選）／申込み：往復はが
きでゆとろぎへ【10/26（火）必着】／問合せ ゆとろぎ ℡ 042-570-0707
忘年会シーズンを前に、気の利いたマジックを覚えて、仲間をアッと言わせませんか？講師：鶴岡協子さん（羽村マジックク
ラブ代表／受講料：3,000 円（材料費含む）【全３回分】）／定員：15 名（抽選）／対象：大人／申込み：往復はがきでゆとろぎ
へ【10/27（水）必着】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
9/16（木）～18 日（土）に展示室で開催される写真展「しずくの詩（うた）」の作者を講師に、身近な素材である“しずく”の美
しさを作品に仕上げる撮影技法を学びます（フィルム･デジタル不問）。講師：佐治愛子さん（写真家・友遊撮影倶楽部会
員）／受講料：1,800 円【全３回分】／定員：20 名（先着順）／申込み：往復はがきでゆとろぎへ【11/7（日）必着】／問合せ：
ゆとろぎ ℡042-570-0707
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３回分/午前・午後共通）／定員：午
前・午後の部各 20 名（先着順）／申込み：往復はがきで右記へ【10 月分は 9/30（木）、11 月分は 10/31（日）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

※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

第 41 回 羽村市文化祭
10/17（日）「羽村市小中学校音楽フェスティバル」を皮切りに 11 月の第 1 週まで、ゆとろぎ全館で多彩な展示・ホール発表が繰り広げられます。
生涯学習サークルの活動に興味のある方、「自分も何か始めてみたい」と思っている方、この機会にどうぞゆとろぎまで足を運んで、みなさんの活躍をご覧ください。

