この情報誌は原則として発行日から２ヵ月分のイベントを紹介しております

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・ゆとろぎ）等公共交通機関をご利用くだ
さい
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※

14:00～16:00
場 所：講座室ほか

参加費：2,000円（全4回
分）定員40人（先着順）
11月16日（火）午前9時から
電話または直接ゆとろぎへ

１２／１２（日）
開場14:00
開演14:30
大ホール
（全席指定）

首都大学東京の協力をいただき、今年度も市民大学講座を開催し
ます。第3期は心理・コミュニケーション分野として、学校や家
族の事例などを通じて、その「つながりにくさ」の背景にある心
理的動きを理解し、心理療法や社会心理学的説得といったつなが
りを回復していくための心理的視点を学びます。

ロバの音楽座の名を全国に広めた大ヒット作品。
ガラン・ピー・ポロン！それはステキな音楽会の合言葉。古楽器や空想楽
器により繰り広げられる「ガラン・ピー・ポロン音楽会」は、昔むかしの
素朴で温もりのある音のシーンを、そして新たな音楽の可能性を古楽器の
演奏やコーラス、仮面劇など様々な手法で表現します。

絵の具の種類とその特性を「絵の具の科学」
として、難しくなく容易に理解できるよう
に説明します。またそれぞれの絵の具に適
した画材の説明と、描き方、彩色の方法を
説明し、実際に描いていきます。
（１）鉛筆画（水性色鉛筆、ネオカラー）
（２）水彩画 （透明水彩絵の具、ガッシュ
水彩絵の具）
（３）アクリル画（アクリル絵具）とトー
ルペインティング
（４）日本画 （水干絵の具、新岩絵の具）
（５）チャイナ（セラミック）ペンテング

大人２，０００円（当日２，５００円）
こども１，０００円（当日１，５００円）
（3歳～高校生以下）

春風亭 柳好

12/3（金）、10（金）
10:00～12:00
第1回目：講座室１（ＡＢ）
第2回目：創作室１

転倒・やけど・誤飲など小さな子ど
もの思わぬ事故の対応を学びます。
救急車の呼び方などプレママ・プレ
パパの心構えにも役立ちます。

第1回目:杏林大学 保健学部
教授 和田貴子氏
第2回目：羽村消防署の署員

参加費：無料
定 員 :２０名（２回併せての参加、先着順）
申 込：電話受付ゆとろぎへ

林家

花

出演
一、落語 春風亭 吉好（前座）
一、落語 春風亭 柳好（真打）
～仲入り～
一、紙切り 林家 花、
一、落語 昔昔亭 桃太郎
（真打、特別ゲスト）

日時：12月24日（金）1月14日
（金）28日（金） 2月4日（金）
18日（金）25日（金）【計6回】
１３：３０～１６：３０
１２月１０日（金)までに往復はがきに「住所・ 講 師：渡部清孝氏
氏名・年齢・電話番号・一時保育利用希望の有 場 所：創作室１
無を記入し、ゆとろぎへ。
参加費：6000円

＊チケット販売

昔昔亭 桃太郎

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
※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）。
ゆとろぎチケットカウンター（9：00～17：00・月曜休館） ☎042-570-0707

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

羽村市スポーツセンター（9：00～17：00・月曜休館） ☎042-555-0033

西多摩新聞社チケットサービス ☎フリーダイヤル0120-61-373

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

日 時：1/8,22,2/5,19（土）

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

11 月後半以降のイベント日程
会場

開催日
11/23（火）

大
ホ
ー
ル

ゆ
と
ろ
ぎ
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル

開場 13：00
開演 13：30

11/28（日）

開場 13：30
開演 14：00

12/4（土）

開場 13：30
開演 14：00

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
深まる秋の曲と、尐し早いクリスマスをお届けします。ゲストは歌手の沢田知可子さんです。
入場無料 （直接会場へ）先着 700 人（定員を超えた場合は入場をお断りする場合があります）／

は・お・ん 「秋の音楽会」

問合せ：割田 ℡ 042- 554-6929

羽村フィルハーモニー管弦楽団
オータムコンサート
ジョイントコンサート
ヴォーチェアルジェンティーナ ＆
コール・青梅

毎年恒例のオータムコンサートです。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
指揮者 岸信介氏指導で学ぶ二つの女声合唱団が、日ごろの練習成果を発表し、共演します。
入場料：800 円（申込みは電話で右記へ 杉浦 ℡ 042-554-4974・岡田 ℡0428-22-3404）／
問合せ：江尻 ℡ 042-558-4194

12/5（日）

開場 12：30
開演 13：00

チャリティ 羽村舞踊まつり

羽村市舞踊連盟６流派による、新日本舞踊の発表。入場無料 （直接会場へ）／
主催：羽村市文化協会・羽村市舞踊連盟問合せ：今井 ℡ 042- 554-4727

12/11（土）

9：00～12：00

羽村市特別支援学級発表会
（舞台発表部門）

市内特別支援学級の児童・生徒の舞台発表会です。上記作品展と併せ、晴れ舞台での輝きを、ぜひご覧ください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：武蔵野小 高橋 ℡ 042-555-6904

12/12（日）

開場 14：00
開演 14：30

ロバの音楽座
「ガラン・ピー・ポロン音楽会」

不思議な森の楽器たちが歌いだす、ちょっとオシャレな音楽会。昔むかしの素朴で温もりのある音のシーンを、そして新た
な音楽の可能性を古楽器の演奏やコーラス、仮面劇などさまざまな手法で表現します。入場料：おとな前売 2,000 円 当日

12/15（水）

開場 18：30
開演 19：00

11/27（土）

保

高橋多佳子ピアノリサイタル

2,500 円 こども（３歳～高校生）前売 1,000 円 当日 1,500 円ゆ・ス・マ・に ／問合せ：ゆとろぎ ℡ 042-570-0707
車椅子支援のためのチャリティコンサート。国立ワルシャワ・ショパン音楽院研究科を最優秀で修了、数々の国際コンクー
ル受賞歴を持つ高橋多佳子さんを迎えて、ショパンづくしのプログラムです。入場料：1,000 円【全席自由】ゆ＊本公演のチ
ケット売り上げ代金は全額 NPO 法人「海外に子供用車椅子を送る会」に贈呈されます。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 法人青梅の青尐年を育てる会 ℡090-5195-3030

ピアノの詩人ショパン
～その３９年の生涯～

保

開場 13：30
開演 14：00

第 26 回羽村ゆとろぎ寄席

保

12/4（土）

開場 18：30
開演 19：00

宝田恭子先生の
アンチエイジング教室

12/18（土）

開場 17：30
開始 18：00

第14回ゆとろぎ映画劇場
「アース」

12/23（木）

開場 13：15
開演 13：30

サウンドポケット東秋留教室
ピアノ・エレクトーン
クリスマスコンサート

開場 19：00
開演 19：30

人形劇団ココン
「糸による奇妙な夜」

奈良県の糸あやつり人形劇団〈ココン〉は、2001 年・2006 年に日本人形劇大賞の金賞受賞。一般的な人形劇の概念を超

12/25（土）

開場 13：30
開演 14：00

新春 経済講演会
「時代を越えて生き残るビジネス」

講師：金子哲雄さん。これからのビジネスを考えるための講演会です。入場無料 （直接会場へ）／

1/11（火）
講
座
室

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。

12/12・1/9
（日）

10：30～
11：30

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。出演落語／春風亭 吉好（前
座）、落語／春風亭 柳好（真打）、紙切り／林家 花、落語／昔昔亭 桃太郎（真打、特別ゲスト） 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
TV･雑誌で有名な宝田先生の特別講演。表情筋エクササイズで美しく若々しい口もとを目指しましょう。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：西多摩歯科医師会 ℡0428-23-6222
太陽系第三惑星・地球。この生物にあふれた美しく厳しい星の姿をあらゆる角度から捉えた、“地球のポートレート”とも言
うべき感動のドキュメンタリー映画です。（2007 年・独＝英）入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
教室の生徒さんによるピアノ・エレクトーンの発表会です。入場無料 （直接会場へ）／
問合せ：南里 ℡ 042-558‐6782

えたシュールな表現、世界観は、大人を魅了すること間違いなし（対象小学 4 年生以上）。6 話のオムニバス上演です。入
場料：1,500 円 ゆ／主催・問い合わせ：子ども劇場西多摩 ℡0428-24-8981

問合せ：羽村市商工会

℡ 042-555-6211

上映作品：上映作品：12/12＝「小さなバイキングビッケ 北極の冒険」、「チップとタップ あひるのぼうやがあぶないよ の
巻」、「母うずら」1/9＝「ミッキーマウスのバンドコンサート」、「忘れられた人形」、「おにたのぼうし」、「狼森とざる森、ぬすと

子ども映画会

森」（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
＊1/9 は小ホールでの開催です。

習音
室楽
２ 練

ギ
ャ
ラ
リ
ー

展
示
室

創
作
室
１
創
２ 作
室

14：40 開場
15：00 開演

劇団「宙」（そら）第１回公演
朗読劇『はじめましてのおくりもの』

羽村市内に生まれたばかりの小さな劇団の旗揚げ公演です。〈ことば〉のリズム、声の抑揚、表現のおもしろさを感じてい

11/23 （ 火 ） ～
28（日）
12/３（金）～
7（火）

10：00～
18：00

水彩画グループ展覧会

年齢にかかわらず、和気あいあいと楽しく活動しているグループの展覧会です。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：柳本 ℡042- 579-6336

9：00～
16：45

羽村市小学校絵画展

羽村市内７小学校の子どもたちが図工の授業で描きあげた作品を集め展示します。

＊最終日は 14：00 まで

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：富士見小 野崎 ℡042-554-6449

12/10（金）～
14（火）

9：00～
17：00

羽村市特別支援学級発表会
（作品展の部）＊最終日は 14：00 まで

市内特別支援学級の児童・生徒の作品を展示します。絵や工作、木工、焼き物、共同作品など力作が並びます。（栄小学

1/11（火）～
16（日）

10：00～
17：00

宮原武義漫風画展

絵画の分野に於て、ユーモアの表現を基本に、油絵・アクリル・水彩と広く表現し漫風画を確立したい。

＊最終日は16：00まで

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：宮原 ℡042-579-4884

12/24・1/14・
28・2/4・18・25
（金／全 6 回）

13：30～
16：30

絵画上達の極意
-絵具の科学と隠し技-

12/5（日）

11/28（日）
11/21・28・
12/5・12（日）

ア
カ
デ
ミ
ア

講
座
室
ほ
か

①10:00～12:00
②13:30～15:30
14：00～16：
00

10:00～12:00

校くぬぎ学級、武蔵野小学校むさしの学級、羽村第三中学校Ｅ組、羽村東小学校・松林小学校・羽村第一中学校の通級
学級）入場無料 （直接会場へ）／問合せ：武蔵野小 高橋 ℡042-555-6904

絵の具の種類とその特性を「絵の具の科学」として、難しくなく容易に理解できるように説明します。またそれぞれの絵の具

保

アロマテラピーの正しい楽しみ方をお伝えします。癒しの時間を体験してみませんか。参加費：1500 円（材料費として）、定
員：各 20 人（女性限定）、未就学児同行不可／申込み・問合せ：藤原 ℡090-7822-5271
「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

シリーズ「わが街はむらを知る！」

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

－はむらの歴史－

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／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

＊12/5 はフィールドワーク（9：30～13:00）

子どもを守る
「いざという時の応急処置」

保

申込み：11/16（火）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

羽村市市民大学講座 第３期

講
座
室
２

転倒・やけど・誤飲など小さな子どもの思わぬ事故の対応を学びます。救急車の呼び方などプレママ・プレパパの心構えに
も役立ちます。講師：第１回目:和田貴子さん（杏林大学保健学部教授） 第2回目：羽村消防署員／受講料：無料／対象：
子育て中の母親、父親。これから母親や父親となる方もどうぞ。／定員：２０名（２回併せての参加、電話受付、先着順）／
首都大学東京の協力をいただき、今年度も市民大学講座を開催します。第 3 期は心理・コミュニケーション分野として、学

1/8・22・
2/5・19（土）

学
２ 習
室

に適した画材の説明と、描き方、彩色の方法を説明し、実際に描いていきます。講師：渡部清孝さん（日本画・陶芸講師）／
受講料：6,000 円（全６回分）／定員：10 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

女性のための
初めてのアロマテラピー講座

子育てママ・パパ講座№2
12/3・10（金）

ただけますように。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：塩田マキコ ℡090‐4249‐6164

14:00～
16:00

11/28（日）

13:15～
15:15

12/11（土）

9:00～12:00

「人と人とのつながりについて
～心理学的視点から見た
現代社会の対人関係～」

保

校や家族の事例などを通じて、その「つながりにくさ」の背景にある心理的動きを理解し、心理療法や社会心理学的説得と
いったつながりを回復していくための心理的視点を学びます。講師：①下川昭夫さん（首都大学東京都市教養学部人文社
会系 教授）②渡部みささん（首都大学東京人文科学研究科 教授）③山際勇一郎さん（首都大学東京オープンユニバー
シティ 准教授）④村松健司さん（首都大学東京人文科学研究科 准教授）／受講料：2,000 円（全４回分） ／定員：40 名
（先着順）／申込み：11/16（火）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

漢字の会
どちらの漢字を用いるの
アイスブレイカーになろう！
「小学校英語教員講座 第 2 弾」

①漢字の形から判るいみ、及び②赤と紅の違いは何かなどを解説。／参加費：事前申込み100円（当日200円）／定員：25
人／申込み・問合せ：関 ℡042-554-3488
発音、歌、チャンツに関するお悩み全て解決／受講料：５００円（資料代）／定員：25 名（抽選）／申込み・問合せ：電話また
はメールで右記へ 望月 ℡090-6562-7660

myoko@t-net.ne.jp

〈１月〉Excel 初級講座を受講された方、又は同等ﾚﾍﾞﾙの知識、技能を有する方対象。関数機能を学習します。〈２月〉Excel
初級、中級を受講された方、又は同等レベルの知識、技能を有する方を対象にした講座です。家計簿を例に便利な集計

1/7・14・21・28
2/4・11・18・25
（金／月４回）

【午前】

10：00～12：00
【午後】

13：30～15：30

パソコン講座
１月「Excel 中級講座」
２月「Excel 応用講座１」

方法を学習します。／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・

保

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【１月分は 11/30（火）、２月分は
12/31（金）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

