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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・ゆとろぎ下車）等公共交通機関をご
利用ください
※

子ども読書の日に合わせ、
図書館とタイアップして開催
する、毎年恒例の絵本原画展。
今年は、TVアニメでも人気
の浪曲風痛快チャンバラ時代
劇絵本シリーズ「ねぎぼうず
のあさたろう」を中心に、飯
野和好さん直筆の原画を展示
します。原画展最終日には、
飯野和好さんが羽村〈ゆとろ
ぎ〉にやって来ます。ご本人
が旅がらすの格好で、自作絵
本の読み語りをご披露します！
親子で楽しめる児童文学講演
会です。
問合せ：ゆとろぎ
℡ 042-570-0707（原画展）
図書館
℡ 042- 554-2280（講演会）

年４回
ゆとろぎ寄席
６／ ４（土）フレッシュ名曲コンサート
指揮：飯森範親 ピアノ：佐野隆哉
オーケストラ：東京交響楽団
７／ ２（土）ウェルナー・ヒンク ヴァイオリン
コンサート
７ ８／２７（土）サンリオファミリークラシック
「リボンの国の音楽会」
９／２５（日）国立音楽大学ブラスオルケスター
演奏会
１２／ ９（金）ザ・アイリッシュダンス～ラグース～
３／

４（日）東京都交響楽団ハーモニーツアー
コンサート
３／３１（土）美しい多摩川フォーラム桜まつり
イベント
他いろいろ♪

４/１３（水）～４/２４（日）
10：00～17：00 展示室 （月曜休館）

（上記事業はすべて予定です。変更になる
ことがあります。）

４/２４（日）14:00～15：30 レセプションホール

毎回神津先生のお話とすばらしいゲスト
の演奏が楽しめる人気の講座です。
定員は４００名先着順。
通年６回分１２,０００円でお申し込みく
ださい。
第１回は日野皓正氏をお
23年度の予定
迎えします。
① 5／11（水）
※未就学児は入場できま
② 7／20（水）
せん。
③ 9／14（水）
問合せ
④11／17（木）
ゆとろぎ協働市民の会
⑤ 1／25（水）
⑥ 3／14（水）
１４：００～１６：００

<子育てママ・パパ講座>

子育て中の若い世代をターゲットにした講座です。ゆとろぎ保育室〈さくら
んぼ〉にお子さんを預け、ゆっくり講座を楽しんでいただきます。講座内容
は、学んだことをそれぞれの家庭に持ち帰ったときに家族との生活がより楽
しめ、より豊かな気持ちになるものばかりです。
２３年度〈予定〉
◆私が輝く自分色探し

◆ライフプラン
◆ハーブでクリスマスリース

「講座を通じて気の合う友達ができた」
「お迎えに行ってギュッとしたとき〈大好き〉を実感」
「育児の悩みを保育士さんに相談できてよかった」
・・・こんな感想がたくさん聞こえてきています。

＊予定は変更になることもあります

※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

予定

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

時間

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・先着順・保育室定員 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

大ホール

ゆとろぎホール
小ホール

レセプショ
ンホール
講座
室１
音楽
練習
室２

3/19(土）

開場 12:30
開演 13:00

栄小学校金管バンド部
第 8 回定期演奏会

部員 54 名で一年間のまとめとしての演奏会です。クラシック曲からポピュラー曲まで、みんなで心を一つにして演奏しま
す。ぜひ聴きにいらしてください。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：浜中 ℡042-554-2024

3/20（日）

開場 14：30
開演 15：00

第 27 回 羽村市立羽村第一中学校
吹奏楽部定期演奏会

羽村第一中学校吹奏楽部の第 27 回となる定期演奏会。全日本吹奏楽コンクール全国大会金賞受賞記念としてコンクー
ル曲も演奏します。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村一中 ℡042-554-2012

3/21（月・祝）

開場 13：00
開演 13：30

羽村市立武蔵野小学校吹奏楽団
第 27 回 定期演奏会

平成 22 年度の活動をしめくくり、ご来場の皆様と一緒に音楽を味わいます。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：武蔵野小学校 ℡042-555-6904

3/26（土）

開場 17：00
開演 17：30

ボサノヴァ・チャリティーコンサート

3/27（日）

開場 15：00
開演 15：30

3/30（水）

開場 17：30
開演 18：00

羽村第三中学校吹奏楽部
第 4 回卒業記念演奏会
青梅総合高校吹奏楽部
スプリングコンサート

4/2（土）

14：00～16：00

NEXT Ⅴ コンサート

毎年行っているコンサートも今回で５回目。オーケストラによる演奏会です。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：青田 ℡090-4248-9834

4/9(土）

開場 12：30
開演 13：00

ドキュメンタリー映画 「ただいま、それぞ
れの居場所」と出演者のトークショー

文化庁「文化記録映画大賞」受賞「ただいま、それぞれの居場所」上映と出演者石井さんと滝本さんの講演会
入場料：1,000 円／問合せ：宇田川 ℡090-5528-8707

4/10（日）

開場 13：00
開演 13：30

吹奏楽オリジナル曲、ジャズ、ポップス等 幅広いレパートリーで楽しめます。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：石丸 ℡042-552-5601

4/17(日）

開場 14：30
開演 15：00

都立福生高等学校
吹奏楽部 定期演奏会
宇賀神弘子バレエスタジオ
第 9 回発表会

4/24(日）

開場 13：30
開演 14：00

第 18 回 羽村市吹奏楽団演奏会

「スターパズルマーチ」「ジャパニーズ・グラフティティⅩⅤ アニメヒロイン・メドレー」ほか 一緒に音楽を楽しみましょう。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村市吹奏楽団 ℡042-578-0779

4/27(水）

開場 18：00
開演 18：30

ミュージカル
「トランクロードのかぐや姫」

シャッター通りになりかかった商店街によそ者の娘が住み着き、再生の核となっていく物語。
入場料：3,500 円（前売り）4,000 円（当日）／問合せ：新生ふるきゃら ℡042-386-8355

5/11（水）

14 ： 00 ～ 16 ： 00
（開場 13：30）

神津善行の文化講座と音楽会
第１回 【ゲスト：日野皓正】

3/19(土）

開場 17：30
開始 18：00

第 1５回 ゆとろぎ映画劇場
「ブタがいた教室」

3/20（日）

開場 12：30
開演 13：00

羽村高校吹奏楽部 定期演奏会

3/26（土）

開場 13：30
開演 14：00

第27回羽村ゆとろぎ寄席

3/30（水）

開場 16：30
開演 17：00

東京都立青梅総合高等学校合唱部
第３回定期演奏会

合唱部の定期演奏会。ＰＴＡコーラス”メッツァルーナ”さんのステージもあります
入場無料（直接会場へ）／問合せ：伊藤 ℡0428-22-7604

4/9(土）

開場 12：30
開演 13：00

どこかで聞いたクラシック・
名曲コンサート

自閉症の演奏家小柳拓人さん（ピアノ・フルート）＋母・真由美さん（ピアノ）＋ゲスト泉真由さん（フルート）
の３人が奏でるチャリティーコンサート（収益金は障害児の支援・育成に寄付されます）
。入場料：大人 1,000 円
小中学生 500 円／問合せ：NPO 法人東京すまいるの会 ℡0428-78-8292

4/17（日）

14 ： 00 ～ 16 ： 00
（開場 13：30）

羽村市認知症フォーラム

講演１「認知症ってどういう病気？」講師：公立阿伎留医療センター 脳神経外科 科長 伊藤宣行先生 講演２「認知症
の最新情報 ～正しい理解と効果的な予防～」 講師：鳥取大学医学部保健学科生態制御学講座環境保健学分野 教授
浦上克哉先生 （先着順） ※当日は羽村市地域包括支援センターによる「高齢者ちょこっと相談」コーナーを設けており
ます。入場無料（直接会場へ）／問合せ：エーザイ（株）橋本 ℡ 042-367-9300

4/7(木）

10：00～16：00

クロレラ療法個別説明会

クロレラについてのご質問やご相談を無料で個別に承っております。詳細はフリーコールでお問合せください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：内田 ℡ 0120-22-3960

4/24(日）

14：00～15：30

「おっと、痛快絵本の
読み語りの旅でぃ！羽村の宿」

4/10（日）

10：30～11：30

子ども映画会

上映作品：「あかずきん」、「アリババと 40 人の盗賊」、「いたずら子リスとドナルド・ダック」（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

5/8・15(日）

18：30～20：30

ワンコイン ゴスペル ワークショップ

有名ゴスペルソングを楽しく学びます。参加者は 5/21 のコンサートに出演も可能。定員：20 名（先着順）申込みはお電話で
／入場料：1 日 500 円／問合せ：アマノ ℡090-9822-6229

～3/20(日）

10：00～17：00

来住野和子 日本画展

第１部：「語り」～美しき桜心の物語 平野 啓子 第２部：ボサノヴァ・チャリティーコンサート 小野リサ/オープニング・アク
ト naomi&goro 入場料： 3,000円【全席指定】（特別料金）

Ⅰ部 「民衆を導く自由の女神」ほか Ⅱ部 アンサンブル Ⅲ部 組曲「宇宙戦艦ヤマト」ほか
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村第三中学校 ℡042- 555-5131
曲目：「オセロ」「青総ヒットパレード」他入場無料 （直接会場へ）／問合せ：直井 ℡0428-22-7604

「コッペリア」第３幕 他 ゲスト：百瀬雅浩

保

展示室

ギャラリー

3/30（水）～
4/3（日）
4/5（火）
～10（日）
4/13（水）
～24（日）

9：00～18：00

9：00～18：00
10：00～17：00

保

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。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

多摩川夢の桜街道＆
美しい多摩川の四季

3 月 26 日（土）開催のボサノヴァ・チャリティーコンサートのプレイベント。「多摩川夢の桜街道」のパネル写真＆「美しい多
摩川の四季」スケッチ画を展示します。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：及川 ℡0428-24-5632

最終日は 16：00 まで

かな・漢字書作品展（教育書道合同展）
＊初日は 13：00～

第8回 写真と水墨画二人展
＊初日は13：00～

古典に基づいた「漢字書」平安の美を求めた「かな書」「書写書道」併設。ささやかな書展ですが、春休みに大人からお子
様までご家族お友達とお気軽にお立ち寄り下さい。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：高山 ℡042-555-3085
第 8 回写真と水墨画（各 25 点）で二人展を開催いたします。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：沖本 ℡ 042-555-6389

最終日は16：30まで

飯野和好 絵本原画展

子ども読書の日に合せ、図書館とタイアップした絵本原画展。「ねぎぼうすのあさたろう」の絵本を中心に原画 30 余点を展
示します。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

第6回羽村市美術・工芸展

羽村市文化協会の美術工芸部門に加盟している３０団体２２０名による春の美術工芸展。絵画、写真、書、篆刻、陶芸等
の作品を各期毎に入れ替えを行い展示いたします。皆様のお越しをお待ちしております。主催：羽村市文化協会 後援：
羽村市教育委員会 入場無料 （直接会場へ）／問合せ：渡部 ℡042- 554-1385

第一期（4/26～5/1）：西洋画の部（油絵、パステル画他） 第二期（5/3～8）：写真の部
10：00～17：00

（月曜休館）

講座室２

受講生募集

5/6・13・20・27
6/3・10・17・24
（金／月４回）

真打 桂 小文治（とにかく楽しめる落語を！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）
ギタレレ漫談 ぴろき(明るく陽気にいきましょう）入場料：大人 前売 1,000 円（当日 1,200 円)小学生～高校生 500 円
【全席自由】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570‐0707

絵本「ねぎぼうずのあさたろう」や「くろずみ小太郎日記」で人気の飯野和好さんが羽村にやって来ます。旅がらすの格好
で、絵本の読み語りもやってくれます。親子で楽しめる児童文学講演会です。定員：１２０名／入場無料 （直接会場へ）／
問合せ：羽村市図書館 ℡042- 554-2280

（月曜休館）

4/26（火）～
5/8（日）

神津先生の蓄積された音楽文化に耳を傾け、毎回の話題に因んだゲストを迎え、演奏を楽しむ講座です。〈1 回当たり
2,000 円〉の受講料も大好評（年間 6 回一括でお申し込みください）。講師：神津善行さん／定員：400 名程度（先着順）／
受講料：12,000 円（6 回分一括納入）【平成 23 年度の予定：5/11・7/20・9/14・11/17・1/25・3/14（11 月のみ木ほかは水）】
主催：（財）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
ブタを飼って大きくなったら、みんなで食べよう！新米の星先生は、6 年 2 組の 26 人の子どもたちと一緒に卒業までの１年
間、”食べる約束”で子ブタを飼い始めます。しかし毎日世話をする中で芽生えるＰちゃんへの愛情。そして迎える卒業式。
クラスを二つに分けた涙の議論の中、26 人の子どもたちと星先生が最後に出した答えとは‥‥。
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

＊初日は 14：00～

10：00～17：00

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：島崎 ℡0428-78-7204

カルミナ、ブラーナ、ホールニューワールド、ディスコ 70‘ｓ 他
入場無料（直接会場へ）／問合せ：堀内 ℡ 042- 555-6633

羽村市村図書館児童文学講演会

3/21（月）
～27（日）

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＊未就学児の入場はご遠慮願います／問合せ：美しい多摩川フォーラム事務局 ℡0428-24-5632

【午前】

10：00～12：00
【午後】

13：30～15：30

＊火曜日は12：00～

日曜日は16：00まで

パソコンなかま パソコン講座
5 月「Word 中級」
6 月「Word 応用１」

保

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：往復はがきで下記へ
〒205-0001 羽村市小作台３－５－８ 並木一夫 【5月＝3/31（木）6月分＝4/30（土）必着】 ＊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（XP・VISTA・７など明記）。
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

