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無断転載をお断りします

狂言（万作の会）ゆとろぎ特別公演

多 摩 川 夢 の桜 街 道

ボサノヴァ・チャリティーコンサート
3/

土
26●

開場17:00 開演17:30 大ホール（全席指定）
入場料：3,000円(特別料金) ゆ
好評発売
※未就学児の入場はご遠慮願います

出演：万作の会（野村万作・野村萬斎・石田幸雄ほか）
番組：舟渡聟（ふなわたしむこ）、蝸牛（かぎゅう）

第１部
「語り」～美しき桜心の物語

平野 啓子

今から 600 年ほど前、室町時代に能とともに成立した日本特有の
伝統芸能『狂言』。演目の中には日常的な事柄や、庶民の誰もが
持っている生活感情の機微などが表現されています。野村万作・
萬斎親子をはじめ当代一流の狂言師集団「万作の会」による、一
流の狂言に触れる貴重な機会です。お見逃しなく。

第２部
ボサノヴァ・チャリティーコンサート

小野 リサ
平野 啓子

/オープニング・アクト

naomi & goro

小野 リサ

入場料：
入場料：
Ｓ席 4,000 円

主催：美しい多摩川フォーラム 共催：羽村市・羽村市教育委員会

Spring Concert

～春は、謝肉祭と共に～

大人前売り 2,500 円
（当日 3,000 円）
高校生まで 1,500 円
ゆ・ス・マ・に

江尻南美

※未就学児は入場でき
ません。

スプリングコンサート

ドイツ在住のピアニスト江尻南美さんが、
久しぶりに生まれ育った羽村で演奏します。

日
13●

好評発売中！

開場17:30 開演18:00
大ホール（全席自由）

展示室 10時～17時

展示室 10時～17時

(※最終日は16時まで) 14日月曜日は休館日

27

(※最終日は16時まで）

明星大卒の次世代を担った若きアーティストた
ちが、子どもから大人までアートに触れて、楽し
んでもらいたいと企画した作品展です。26 日
（土）に２回のワークショップを実施します。どな
たでも参加できます。

日本画で日展など多くの受賞をされて
水
いる来住野和子氏の作品を展示します。
３月１３日（日）に作家本人による絵に
ついてのフリートークもあります。

サイエンスシアター

小ホール（全席自由）

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。

すばる望遠鏡

第二七回

23

20

！！

真打
桂 小文治
とにかく楽しめ
る落 語を ！

9

/26●

真打
三遊亭遊雀
楽しい心持でお
帰りいただける
よう高座をつ
とめます

び より
3
土
来住野和子日本画展 次世代作家展『アート日和
アート日和』
開場13:30 開演14:00
3/ ●
2/ ●
水 ～2/
日
日
水 ～3/
●
●

明るく陽気に
いきましょう

ゆとろぎギャラリー

野村 萬斎

桂 歌丸師匠率いる落語芸術協会全面協力！
ギタレレ漫談

好評発売中！

※未就学児は入場できません。

ぴ ろき

入場料：一般 1,500 円 大学生以下 500 円 ゆ

野村 万作
(人間国宝)

ゆとろぎ寄席

3/

開場18:00 開演18:30
3/1●
火 大ホール（全席指定）

「第２の地球を探せ！」

2/20 日

開場9:30 開演10:00
大ホール（入場無料）

対象： おおむね 10 歳以上
（10 歳以下でも、興味のある
お子さんは入場できます）
申込み： 1 月 21 日（金）9：00
～ 電話または直接ゆとろぎ

講師： 田村元秀先生（国立天文台 准教授
太陽系外惑星探査プロジェクト室長）
ハワイ島マウナケア山頂にある、国立天文台の大型光学赤外
線望遠鏡「すばる」は、世界で最大級のなめらかな一枚鏡（有効
2009 年タイム誌の「１０大科学的発見」である太陽系
口径8.2m）を使って、遠い宇宙の光を集めています。
水 ～
外惑星の直接撮影に成功したハワイ島すばる望遠鏡。
金
そんなスゴイ望遠鏡では何が見えるの？ 宇宙のヒミツは今
星の誕生や死、銀河の衝突、宇宙の膨張など、すばる
展示室
展示室 （入場無料）
（入場無料）
どのくらいわかってきたの？
私たちの太陽系以外にも惑星が
望遠鏡がとらえて撮影した宇宙の姿や研究の成果をこ
１０：００～１７：００
１０：００～１７：００
存在すること。その姿を望遠鏡で直接確かめるためのいろいろ
の目で見よう！
なくふう…。 ワクワクがいっぱいの宇宙のお話です！
© 写真提供：国立天文台
主催：羽村市教育委員会 後援：西多摩地区３市３町１村教育委員会 協力：国立天文台／（財）青梅佐藤財団

2/

2

2/

4

※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。

C 2008 by YUTOROGI
Copyright ○
All rights reserved

万作 ・
萬斎きたる

●Vol.54

東京都羽村市緑ヶ丘1-11-5〒205-0003 ※羽村駅から徒歩８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

１ 月後半以降のイベント日程
会場

開催日
1/26（水）

開場 18：00
開演 18：15

2/5(土）

開場 13：30
開演 14：00

2/6(日）

開場 13：00
開演 13：30

ゆ
と
ろ
ぎ
ホ
ー
ル

小
ホ
ー
ル

ギ
ャ
ラ
リ
ー

展
示
室

大
ホ
ー
ル

受
講
生
募
集
中
！

講
座
室
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内容
山本リンダ、三田明歌謡ショー（１８：１５より、第一部地元賛助出演があります）
入場料：ＳＳ指定席 3,500 円／問合せ：エムアイ企画 ℡03-6407-4451

山本リンダ・三田明歌謡ショー
羽村市水道事業
通水 50 周年記念式典・記念事業
＊第１部：記念式典の会場は小ホールです。
（開場 13：00 開演 13：30）

昭和 36 年 2 月に給水を開始してから、平成 23 年 2 月で 50 周年の節目を迎える水道事業のさらなる発展を願う記念事業。
第 1 部：記念式典（13：00～小ホールにて）第２部：記念事業◆武蔵野小学校 4 年生学習発表会◆園芸家柳生真吾さんの
記念講演会「自然の恵みと暮らす」 ※柳生真吾さん：八ヶ岳倶楽部代表、ＮＨＫ教育テレビ「趣味の園芸」の司会（H12、4
～H20,3)入場無料／記念事業は定員 800 人（先着順）【全席自由】／問合せ：羽村市水道事務所 ℡042-554-2269

第 27 回多摩特研 劇と音楽の会
（羽村会場）

西多摩及び近隣１６校の中学校に併設される特別支援学級が日頃の成果を発表します。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村三中 小林 ℡042-555-5132

2/12（土）

開場 9：00
開演 9：15
開場 17：00
開演 17：30

マリポサバレエクラス発表会 vol.3

4 歳から大人まで力を合わせて”眠りの森の美女”に挑戦します。心に残る素敵な発表会になりますように★
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：茨木 ℡090-8021-5187

2/13（日）

開場 15：00
開演 15：30

2/19（土）

開場
開演

東海大学菅生高等学校吹奏学部
アンサンブルコンサート
横峯吉文 講演会・
富士みのり保育園体育発表

2/20（日）

開場 9：30
開演 10：00

サイエンスシアター・すばる望遠鏡
-第 2 の地球をさがせ -

3/1（火）

開場 18：00
開演 18：30

狂言(万作の会)
ゆとろぎ特別公演

3/6（日）

開場 13：00
開演 13：30

3/13（日）

開場 13：00
開演 13：30

羽村東小学校管弦楽団
第 21 回定期演奏会
羽村西小学校金管バンド部
第 24 回定期演奏会

3/13（日）

開場 17：30
開演 18：00

江尻南美
スプリングコンサート

1/30（日）

10：30～19：00
（3 部制）

(株)ヤマハミュージック東京池袋店
福生センター ピアノジュニア発表会

入場無料／問合せ： (株)ヤマハミュージック東京池袋店 福生センター ℡ 042-551-6733

2/12（土）

14：00～

第３回「羽衣の堰」歌謡コンテスト

羽村堰と玉川上水の情景をうたった「羽衣の堰」を３０人の出場者が金賞を目指して競演します。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：中村 ℡ 042-555-6211

2/13（日）

13:30～15:30

楽しく学べる写真教室

子どもさんを中心に開く、やさしい写真教室です。もちろん大人も大歓迎。プロ写真家中里和人さんが講師です。
入場無料／問合せ：村山 ℡ 042- 539-7186

2/18（金）

開場 18：00
開演 18：30

2/19（土）

開場 13：30
開演 14：00

2/27（日）

開場 14：30
開演 15：00

心のサインに気付く、繋げる
－自殺予防の基礎知識ー
パパはイクメン
～パパが笑うと子どもも笑顔に～
羽村市伝統文化日本舞踊こども教室
若竹の会発表会

9：15
9：30

14：00～16：00

文化講演会
「健康な脳をつくる食事と香り」

東海大学菅生高等学校吹奏楽部部員によるアンサンブル発表会
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：菅生高等学校吹奏楽部 ℡042-559-2200
ヨコミネ式教育法 生みの親横峯吉文氏が子どもの可能性を引き出す極意を教えます。講演後、ヨコミネ式導入園富士み
のり保育園児による体育発表を行います。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：堀川 ℡042-554-7773

保
保

2009 年タイム誌の「１０大科学的発見」である太陽系外惑星の直接撮影に成功したハワイ島すばる望遠鏡の物語をご家
族でお楽しみ下さい。講師：田村元秀先生（国立天文台 准教授 太陽系外惑星探査プロジェクト室長）
入場無料 （1/21（金）より事前申込み受付：先着 500 名）／後援：西多摩地区３市３町１村教育委員会／協力：国立天文
台・（財）青梅佐藤財団／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570‐0707
出演者：野村万作(人間国宝）・野村萬斎・石田幸雄ほか万作の会／番組：舟渡聟（ふなわたしむこ）、蝸牛（かぎゅう）
入場料：Ｓ席 4,000 円、一般前売り 2，500 円、当日 3,000 円、高校生まで 1,500 円＊未就学児入場不可ゆ・ス・マ・に
【全席指定】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570‐0707
創設２１年目を迎えた私達のオーケストラは５０名の弦楽合奏です。クラシックからポップスまで広いジャンルの音楽をお届
けします。ぜひご来場ください。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村東小学校 ℡042- 554-5663
「継続は力なり」をモットーに毎朝練習をしてきた成果を発表します。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村西小学校 ℡042- 554-2034

保

メンデルスゾーン：無言歌集より「春の歌」 ショパン作曲リスト編曲：６つのポーランド歌曲より「春」 グリーク：变情小曲集
より「春に寄す」 ショパン：子守歌、幻想即興曲、スケルツォ第２番 シューマン：「謝肉祭」
入場料：大人 1500 円、大学生以下 500 円【全席自由】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570‐0707

防衛医大教授高橋祥友先生、自殺予防総合対策センター勝又陽太郎先生による講演です。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：高木病院 小野 ℡ 0428-31-5255
講師の子育ての実体験を中心とした、パパの子育て参画についての講演です。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村市企画課 ℡042-555-1111
舞踊の手ほどき歌舞伎踊り、京の四季傘を使う踊り、着物も自分で一生懸命着てみます。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：松本 ℡ 042-555-8136

保

私たちの「脳」は、いろいろな臓器と同じ器官であるとともに、感覚とか心理などの「心」の座（土台）でもあります。ここでは、
食事すなわち「消化機能」と「嗅覚（香り）」を取り上げ、これらの機能や感覚を通して、「脳」がどのような働きをし、活性化し
ているかについて学びます。講師：古賀良彦さん（杏林大学医学部 精神神経科学教室教授）
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570‐0707
上映作品：2/13＝「おにたのぼうし」、「ちびまる子ちゃん 自習時間大好きの巻」、「ゆうかんな十人のきょうだい」3/6＝「子
ぞうのエルマー」、「きんいろのしか」、「心の花たば」、「クマのプーさん 3 プーさんと虎」（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 ＊3/6 は小ホールでの開催です。

10：30～
11：30

子ども映画会

1/18（火）～
23（日）
1/29（土）～
2/1（火）
2/2(水）,～
4（金）

10：00～
17：00

第 2 回 田村好といきいきのなかま展

9：00～
17：00

羽村市小学校書写展
＊最終日は 14：00 まで（入場は終了 30 分前まで）

市内 7 つの小学校の書写展です、栄小学校・武蔵野小学校の特別支援学級の展示も行います。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：富士見小学校 ℡042-554-6449

10：00～
17：00

サイエンスシアター・すばる望遠鏡
「すばるギャラリー」

2009 年タイム誌の「１０大科学的発見」である太陽系外惑星の直接撮影に成功したハワイ島すばる望遠鏡関連の画像を
展示します。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

2/9（水）～
13（日）

10：00～
18：00

NISHITAMA 百景写真展

西多摩の魅力をとらえた写真百枚の展示（第 9 回写真コンクール入選作品展です）
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：村山 ℡ 042-539-7186

2/23（水）～
2/27（日）

10：00～
17：00

次世代作家展 『アート日和（びより）』

3/9(水)～
3/20(日）

10：00～
17：00

来住野和子 日本画展

2/13・3/6（日）

1/19・3/16(水)

2/20・27(日）

リ
ハ
ー 2/26（土）・
サ 3/6(日)
ル
室
・

講
座
室
２

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）

舞台やテレビなどでお馴染み、俳優・気象予報士の石原良純さんに環境問題について、楽しく講演をいただきます。
入場無料／定員８００名（先着順）／協力：首都圏エネルギー懇談会／問合せ：羽村市環境保全課 ℡ 042-555-1111

3/5（土）

講
座
室

タイトル

保

環境講演会「空を見よう」

2/11(金）

大
ホ
ー
ル

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。

3/4・11・18・25
（金／月４回）

いこいの里書道講座の講師と受講生（自主サークル）の作品展
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：田村 ℡042- 554-6412

＊最終日は 16：00 まで

＊最終日は16：00まで

＊最終日は16：00まで

明星大卒の次世代を担った若きアーティストたちが、子どもから大人までアートに触れて、楽しんでもらいたいと企画した作
品展です。26 日（土）に出展者による 2 回のワークショップを実施します。どなたでも参加できます。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
日本画で日展など多くの受賞をさせている来住野和子氏の作品を展示します。珍しい日本画の画材も展示します。
3/13（日）13：30 から展示室にてギャラリートーク有。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

＊最終日は16：00まで

14：00～16：00

神津善行 音楽・文化講座

毎回、音楽界の各方面から素晴らしいゲストをお招きし、｢1 回当たり 2,000 円｣の破格の受講料でも大好評の〔神津善行
音楽・文化講座〕。通年 6 回の講座ですが、残 2 回のみでも受講 OK です。1/19 のゲストは小沢昭一さん。お話、唄あり、
ハーモニカ演奏ありの「小沢昭一的こころ」。3/16 のゲストは「ニューヨークのジャズ」。ご希望の方はぜひお申込みくださ
い。講師：神津善行さん／対象：18 歳以上／定員：500 名／受講料：4,000 円（残 2 回分）／主催：（財）青梅佐藤財団 共
催：羽村市教育委員会／申込み：当日直接ゆとろぎへ／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-070

10：00～12：00

パパが楽しむ子育て講座
家族とのコミュニケーションと
子どもとの遊び方

普段はなかなか子どもと過ごす時間が持てないけど、じつは子育てにもっと関わりたいパパたち。今しかない子どもとの時
間を楽しんじゃいましょう。パパのちょっとした心遣いでママもハッピーに！子どもやママとより楽しく過ごすためのノウハウ
を学びます。講師：2/20 矢森裕章さん（心理カウンセラー）2/27 男性保育士「ホップの会」所属保育士＊2/27は子どもと
一緒に参加。遊びの実践を行います。／対象：子育て中のパパ（未就園児のパパ向け）／参加費：無料／定員：20名（先
着順）／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

【2/26】
10：00～12：00
【3/6】
10：00～15：00

【午前】

10：00～12：00
【午後】

13：30～15：30

保

中高年のための講座
いきいきワクワク健康生活応援講座

羽村に長年住んでいても、地域での交流をもっていなかった男性を対象に、定年後の生活スタイルを見直し、健康で生き
生きと生活していくためのヒントを紹介します。運動やソバ打ちを通してご近所の仲間作りのキッカケをつかみましょう！
【2/26】（リハーサル室）簡単なストレッチ体操、けがをしないウォーキングの仕方 講師：堀松英紀（羽村市教育委員会体
育課長）【3/6】（コミセン調理研修室）そば打ち体験 講師：島田辰夫さん（羽村市内そば店主）＊２回通しての講座です。片
方だけの申込みはできません。／受講料：1,000円（全２回分・材料費込み）／対象：50歳以上の男性／定員：20名（抽選）
／申込み：往復はがきでゆとろぎへ／共催：市民活動・ボランティアセンターはむら／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

パソコン講座
「Excel 応用講座２」

当方の Excel 初級、中級講座を受講された方、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。名簿や住
所録作りを行い、便利なデータベース活用を学習します。／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/（全４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【1/31（月）
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

保

※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

