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各地で評判 面白くて為になる

フレッシュ名曲コンサート
ピアノ
指揮
演奏

佐野隆哉
飯森範親
東京交響楽団

6/4○
土

音楽界注目の若手を登用し、勢いあふれる熱演
をお届するフレッシュ名曲コンサート。佐野隆哉、
飯森範親、東京交響楽団による西多摩から世界
へ！ 大震災を乗り越えて、がんばれ日本!! の熱
演をお楽しみに。

開場15:30 開演16:00 大ホール（全席指定）
入場料：前売り一般3,000円、
当日3,500円、高校生まで1,500円 □
ゆ □
ス □
マ □
に
※未就学児の入場はご遠慮願います

青梅出身・パリ在住のピアニスト佐野隆哉
さん。東京芸術大学在学中より国内外のコ
ンクールで入賞、昨年秋にはソロリサイタ
ルでゆとろぎ大ホール満員の観衆を魅了
ピアノ 佐野隆哉
した実力派

好評発売中!

指揮者には 40 代にして巨匠と呼ばれ
る飯森範親さん（「のだめカンタービ
レ」で千秋先輩の指揮指導をし、「お
くりびと」ではモッくんとも共演）
指揮

少しでも明るく楽しい世の中にしたいと思ってこの音楽講座
を続けて居りますが、世の中は嫌な話題が多くて本当に悲しく
なりますね。鶏も牛も噴火も相撲も子供手当も年金も外交も、
この国の誰かが何んとかしして呉れるのでしょうかねえ。世の中
が楽しくないからこの講座に皆様がお付き合い下さっていると思
って居りますので、世の中が本当に楽しくなったらこの講座は終
りになると思いますよ。今期も皆様が楽しめるプロを考えてみま
したので一年間お付き合い下さい。また、途中で皆様に聞いて
頂きたい音楽家に巡り会った場合には急進連れてくる事があ
るかも知れませんがご容赦下さい。
では、ゆとろぎでお会いすることを楽しみにいたしております。

今期講座予定
第1回

5 月 11 日（水）

第2回

7 月 20 日（水）
9 月 14 日（水）

第4回

11 月 17 日（木）

「ロシア天才音楽少年招聘」

※この日に限り
木曜日です。

今期はバラライカとマリンバの少年演奏家２名を招聘。

1 月 25 日（水）

「スリーグレイセスを聞く」
スリーグレイセスが引退を表明したが、戦後の日本ジャ
ズ界に残した功績は大きい。無理を言って出演承諾を
もらった。

演奏 東京交響楽団

ウェルナー・ヒンク
特別バイオリンコンサート

7/2●
土

開場14:30 開演15:00
大ホール（全席自由）
ウェルナー・ヒンクさんによ
る夢の公演が昨年 6 月に続
いて、今年も実現する運びと
なりました♪

入場料： 2,500 円 小学生～大学生 2,000 円 ゆ
※未就学児は入場できません。

in Tokio

ウィーン・フィル 名誉コンサートマスター

好評発売中！

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

「ソプラノとテノールの共演」
マリンスキー・オペラからテノールのミハエル・ラティシェ
フを招き、日本を代表するソプラノ歌手高橋薫子さんと
の共演。

第5回

Wienerverein

「怪談 耳.なし芳一」（琵琶語りと朗読による）
出演 加賀美幸子 中材メイコ （琵琶）坂田美子

第3回

音楽の都・ウィーンより ～アンコール公演～

「日野皓正のトランペットを聞く」
親友の日野皓正氏が冒頭を飾ってくれることになった。

飯森範親

Photo(C)
Yuki Hasuimoto

第6回

3 月 14 日（水）

｢チャリートのジャズ｣
現在女性ジャズ歌手のトップはチャリートであろう。
東南アジアでは絶大な人気を持っている。

講座開始 14 時 00 分～16 時 00 分 開場 13 時 30 分
ゆとろぎ（全席自由）
定 員 ４００人程度 （先着順で定員になり次第締め切りとさせて頂きます）
（お子様のご入場はご遠慮下さい）
受講料 （６回分） １２，０００円（税込み）
問合せ先 ゆとろぎ「神津善行の文化講座と音楽会］係 TEL: 042-570-0707
主催：財団法人青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会
協力：ゆとろぎ協働市民の会 ＮＰＯ法人青梅の青少年を育てる会 TEL: 090-5195-3030

ゆとろぎカルチャー

ゆとろぎギャラリー

飯野和好 絵本原画展＆講演会
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「ねぎぼうすのあさたろ
う」を中心に、飯野和好さん直筆の原画を展
示します。迫力満点の筆致をご堪能くださ
い！

子育てママパパ講座

5/

金
20・２７●

水 ～4/24●
日
13●

4/

10：00～12：00
自分のファッションに自信が持てるように
‘私’を引き立ててくれる色を探します。
暮らしの中でも活かせる色の知識を学びま
す。講師：本間敦子さん(Ａ・Ｆ・Ｔ認定カ
ラーコーディネーター)→詳細は裏面

※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）。
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
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
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

※ チケットの払い戻し（ボサノヴァ・チャリティーコンサート、第２７回ゆとろぎ寄席） ４月中（４月末まで）にゆとろぎ窓口へ。
（ボサノヴァ・チャリティーコンサートはゆとろぎで購入したチケットのみ）

神津善行

羽村市村図書館児童文学講演会

4/

「おっと、痛快
絵本の読み語りでぃ！」

水
24●

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.56

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。

今号は、平成23年3月末時点における計画・広報依頼情報に基づいて作成されています。
東北関東大震災の影響による計画停電等の関係で、発行日以降も、イベントの延期・中止・内容変更等が発生する可能性が
ございますので、実際のご参加に際しましては、各欄末尾の問合せ先にご確認くださいますよう、お願い申しあげます。

ご注意

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

～
会場

開催日

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。

月のイベント日程
時間

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

保 （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

宇賀神弘子バレエスタジオ
第9回発表会

4/24(日）

開場 14：30
開演 15：00
（予定）
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

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】

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

5/15（日）

開場 9：30
開演 10：00

第 36 回 伊庭会民謡発表会

4/17(日）

「コッペリア」第３幕 他 ゲスト：百瀬雅浩
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：島崎 ℡0428-78-7204

大ホール

保

会員の発表会、友情出演、ゲスト出演、伊庭末雄ショー
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：伊庭 ℡042-554-0192

フレッシュ名曲コンサート
―不屈の精神 世界へ羽ばたく―
6/4（土）

15：00～１７：00

ゆとろぎホール

ピ ア ノ：佐野隆哉
指
揮：飯森範親
演
奏：東京交響楽団

保

音楽界注目の若手を登用し、勢いあふれる熱演をお届するフレッシュ名曲コンサート。今回のソリストは、青梅出身・パリ
在住のピアニスト佐野隆哉さん。東京芸術大学在学中より国内外のコンクールで入賞、昨年秋にはソロリサイタルでゆとろ
ぎ大ホール満員の観衆を魅了した実力派です。指揮者には 40 代にして巨匠と呼ばれる飯森範親さん（「のだめカンタービ
レ」で千秋先輩の指揮指導をし、「おくりびと」ではモッくんとも共演）、オーケストラは東京交響楽団。西多摩から世界へ！
大震災を乗り越えて、がんばれ日本!! の熱演をお楽しみに。入場料：前売り一般 3,000 円、当日 3,500 円、高校生まで 1,500
円【全席指定】ゆ・ス・マ・に＊未就学児は入場できません。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570‐0707

6/10（金）

開場 12：00
開演 12：30
開場 18：00
開演 18：30

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

5/8(日）
6/12(日）

10：30～11：30

子ども映画会

上映作品：5/8「10 ぴきのかえる」、「おとぎの国の交通安全」、「おむすびころりん」、「ランボーの秘密」 6/12「いたずらねこ
とそうじき」、「一休さん」、「瓜っこ姫とアマンジャク」、「浦島太郎」＊6/12 の会場は講座室 1 です。
（上映作品は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

5/15（日）

開場 13：00
開演 13：30

6/5（日）

開場 13：30
開演 14：00

第 13 回 ミュージックファクトリー
ピアノ発表会
童謡ドレミの会
10周年記念コンサート

6/12（日）

開場 13：00
開演 13：30
＊(予定)

第 18 回 ピアノの芽コンサート

ソロあり、連弾あり、青梅の子どもたちが頑張って練習した成果を聴いてください。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：竹山 ℡042-500-4600

5/22(日）

12：00～12：30

第２９回
ゆとろぎサロンコンサート

主催：羽村市文化協会、共催 羽村市教育委員会、羽村市音楽連盟が催す第２９回ゆとろぎサロンコンサート。
今回は羽村フィルハーモニー管弦楽団の室内楽コンサートをお楽しみ頂きます。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：市野 ℡042-555-6980

6/5（日）

小ホール
ロビー
展示室

ギャラリー

①4/26～5/1・
②5/3～8・
③5/17～/22・
④6/7～12・
⑤6・14～19

10：00～17：00

第 26 回 山藤流山藤会

4 歳から 90 歳の生徒達に依る、端唄・小唄・新内・歌謡曲と色々な曲を踊ります。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：山藤 ℡042-555-8136

第 19 回 森の音楽会

独唱、声楽アンサンブル.入場無料 （直接会場へ）／問合せ：自由の森学園音楽科 ℡042-972-3245

子どもから大人まで、好きな曲を自分らしく演奏します。どうぞお楽しみに！
入場無料 （直接会場へ）／堀口 ℡090-2450-5190
昔なつかしい童謡唱歌抒情歌を歌い 10 周年を迎える事になりました。これからも日本の歌心を歌い継いで行きたいと思い
ます。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：関田 ℡080-3467-5120

①第１期：西洋画の部（油絵、パステル画他）
②第２期：写真の部
③第３期：書と篆刻の部
④第４期：東洋画の部（水墨と日本画他）
⑤第５期：立体の部（陶芸、木工）

第6回 羽村市美術・工芸展
＊火曜日は 13：00～

日曜日は 16：30 まで

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

（全日程：火～日）

5/10（火）～
5/15（日）

10:00～17:00

第2回
透明水彩画と油彩画の三人展
*初日は 13:00～

大ホール

チケット販売中

5/26（木）～
29（日）

9：30～18：00

6/2（木）～
5（日）

10：00～17：00

7/2（土）

開場 14：30
開演 15：00

多摩の四季と花や果物等の静物を題材にした地元に住む 川島肇、城聖一、坂本稔 による透明水彩画と油彩画の作品
展／問合せ：坂本 ℡042- 554-1206

最終日は 16:00 まで

2011 年くれは会水彩画展

水彩・水彩色鉛筆で、静物・風景・人物など自由に描いているサークルの作品展。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：井上 ℡042-554-9967

＊最終日は 16：00 まで

水彩画サークル「萌」 第11回作品展
＊初日は12：00～

楽しく、和やかに活動してきたこの１年間の個性豊かな作品を発表します。ご来場ご高覧のほどお待ちします。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：小澤 ℡042-555-9048

最終日は16：00まで

音楽の都・ウィーンより
～アンコール公演～

ウェルナー・ヒンク
特別バイオリンコンサート

保

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団名誉コンサートマスター、ウェルナー・ヒンクさんによる夢の公演が昨年6月に続いて、
今年も実現する運びとなりました♪ 入場料：一般2,500円 学生2,000円【特別料金・全席自由】ゆ＊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／問合せ：ウィーンの会代表 岡部 ℡080-2094-8170

音楽練
習室２
学習室１ 創作室１

受講生募集

5/8・15（日）

18：30～20：30

ワンコイン
チャリティ ゴスペル ワークショップ

有名なゴスペルソングを楽しく学びます。入場料は、東北関東大震災のために寄付します。
参加費：1日500円／定員：20名（先着順）／問合せ：天野 ℡090-9822-6229

5/15（日）

13：30～15：30

漢字の会 日曜講座

象形文字を学んで、漢字のすばらしさを楽しみます。幸はなぜシアワセかが判ります。
定員：20 名／問合せ：関 ℡042-554-9488

10：00～12：00

子育てママパパ講座
「私が輝く自分色さがし」

自分のファッションに自信が持てるように‘私’を引き立ててくれる色を探します。暮らしの中でも活かせる色の知識を学び
ます。講師：本間敦子さん(Ａ・Ｆ・Ｔ認定カラーコーディネーター)／対象：子育て中のママパパ／受講料：1,000円（全2回分・
カラーパレット代金200円を含む）申し込み：往復はがきか電話でゆとろぎへ【5/6（金）締切り】参加者多数の場合は抽選／
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

5/20・27（金）

講座室２

6/3・10・17・24
7/1・8・15・22
（金／月４回）

【午前】

10：00～12：00
【午後】

13：30～15：30

パソコンなかま パソコン講座
6 月「Word 応用１」
7 月「イラストと写真入り〔メモ帳〕
〔名刺〕〔ラベルカード〕作成」

保

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 【6月分＝4/30（土）／7月分＝5/31（火）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

〈ゆとろぎ主催講座〉受講申込み（基本） ※その他の催しものについては、各欄の問合せ先にご連絡ください。
受講申し込みの往復はがきには「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

