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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。

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

6～8 月のイベント日程
会場

開催日

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

大ホール

開場 11：30
開演 12：00

東流をどりの会

創作新日本舞踊の発表
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：今井 ℡042-554-4727

6/26（日）

開場 13：30
開演 14：00

羽村フィルハーモニー管弦楽団
第 20 回 定期演奏会

「チャイコフスキー交響曲第５番」他 20回目の記念演奏会です。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：奥貫 ℡042-596-5307

7/2（土）

開場 14：30
開演 15：00

ウェルナー・ヒンク
特別バイオリンコンサート
～アンコール公演～

7/3(日）

開場 16：00
開演 16：20

岡本るみ子バレエスタジオ勉強会

7/16(土）

開場 13：30
開演 14：00

7/18（月・祝）

ゆとろぎホール

7/20（水）

14：00～16：00
(開場 13:30)

都立青梅総合高校吹奏楽部の定期演奏会。
夏の暑さを吹き飛ばすようなさわやかで明るく楽しい青総らしい演奏をします☆
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：青梅総合高校（直井） ℡0428-22-7604
女声合唱４部構成、旅してみたい外国の歌、歌曲を集めてなど。ゲスト：永井泰子さん（サックスホン奏者）。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：松本 ℡042-554-6655

神津善行の文化講座と音楽会 第２回

琵琶語りと朗読による
「怪談 耳なし芳一」

小ホール

開場 13：00
開演 13：30

庸吟会発表会

6/25（土）

開場 13：30
開演 14：00

第 28 回 羽村ゆとろぎ寄席

7/3(日）

開場 14：20
開演 14：30

ピアノ発表会

7/10・8/7(日）

10：30～11：30

子ども映画会

7/23(土）

14：40～16：00

7/27(水）

開場 18：30
開演 19：00

保

平成 23 年度
羽村市学校保健会 特別講演会
チェロ・ファゴットとピアノが奏でる

親日家で元ミュンヘン・フィルの首席ファゴット奏者フリードリッヒ・エーデルマン氏と奥様のソロチェリスト、レベッカ・ラストさ
んが、阪神大震災の時と同じく「日本の皆様に勇気を！」とやってまいりました。
入場無料 （要事前申込み）／問合せ：NPO法人 青梅の青少年を育てる会℡090-5195-3030/ゆとろぎ ℡042-570-0707

ミュンヘンより 熱いメッセージ

交流広場
全館

11：00～
14：00～
（2 回公演）

6/18・7/9（土）

12：00～13：00

ゆとろぎサロンコンサート

7/3（日）～
17（日）

9：00～22：00

アート in はむら展 11th
アートフェスティバル

子どもから大人まで一生懸命踊ります。バレエ「くるみ割り人形」の最後にはお楽しみが…。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：斉藤バレエスタジオ ℡0428-31-5555
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、公演を楽しむ講座。第2回は加賀美幸子
さん、中村メイコさん、琵琶奏者坂田美子さんをゲストに迎えてお送りします。受講料：10,000円（第2～6回分）＊年間6回の
シリーズ講座ですが、第1回に参加されなかった方は残5回分一括納入で受講できます。定員：400名（先着順）／
問合せ・申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707
会員の発表会 日頃楽しく漠詩律詩和歌等 勉強してきた成果をお楽しみください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：毛利 ℡042-555-0097
東日本大震災の影響で中止になった第 27 回に出演を予定されていた演者さんを改めてお招きします。
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
子どもたちが練習の成果を発表します。 曲：小犬のワルツ（ショパン）、ソナチネ（クレメンティ）ほか
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：生藤 ℡042-530-5379
上映作品：7/10「化けくらべ」、「きっちょむのとんち話」、「こぎつねコンとこだぬきポン」、「七夕さま－おりひめとひこぼし－」
8/7「オバケちゃん」、「しあわせの王子」、「七夕ものがたり」（都合により変更する場合あり）
＊8/7（日）の会場は講座室 1 です。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
「排泄から子どもの健康を考える」 （講演者：NPO日本トイレ研究所代表理事 加藤 篤）
定員：200 名（先着順） 入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村市教育委員会教育部教育総務課学務係 042-555-1111

≪名曲の贈りもの≫
≪名曲の贈りもの≫

2011年
2011年 東アジア児童青少年
舞台芸術フェスティバル in 東京

ウイーン・フィル名誉コンサートマスターによる昨年に続く２度目のコンサートです。〔ビオラ：マティアス・ヒンク、ピアノ：菅野
潤〕入場料：一般 2,500 円 学生 2,000 円【全席自由】／問合せ：ウイーンの会代表岡部武彦 ℡080-2094-8170/
ゆとろぎ ℡042-570-0707
日頃レッスンしている様子を発表する機会として、舞台で踊ります。
＊関係者の方のみ入場可。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：岡本るみ子 ℡042-554-4423

斉藤バレエスタジオ発表会

6/18(土）

7/29（金）

保

第 6 回 定期演奏会
～夏の暑さを吹き飛ばせ
我らが青総 Brass
さわやかピチピチコンサート～
コールせせらぎ
55 周年コンサート

開場 13：00
開演 13：30
開場 13：30
開演 14：00

（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

6/19（日）

7/17（日）

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

ベトナム水上人形劇は、伝統的な舞台芸術のひとつで１０００年の歴史があります。ベトナム農民達が自然環境と彼らの農
耕生活基盤を利用して創造した舞台であり、演目もベトナム田園の出来事を取り上げています。操り師は表に出ず、水と
人形がおりなす舞台進行はあたかも人形が息をしているかのように生き生きして見えます。約５分の演目を１５話上演。
入場料：大人 2,000 円、小学生～高校生 1,000 円、未就学児無料【全席自由】ゆ／定員：各回 100 名
※雨天決行（座ぶとん持参。雨天の場合はビニールカッパをご用意ください）
問合せ：日本国際児童青少年舞台芸術フェスティバル実行委員会 ℡0422-54-6997/ゆとろぎ ℡042-570-0707
6/18〈第 30 回〉は「南米の民族音楽フォルクローレ」（演奏：クレノンダ）、7/9〈第 31 回〉は「マンドリン」（演奏：青梅マンドリ
ンクラブ）の調べをお楽しみください。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
入場無料（直接会場へ）／問合せ：市野 ℡042-555-6980
ゆとろぎ全館を利用した、多摩地区で活躍しているアーティスト達の現代アート展です。市民・子ども・アーティストが一緒に
なってアートを楽しみましょう。7/9 （土）にはワークショップ、7/10（日）にはギャラリートークも予定されています。
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

ベトナム水上人形劇
ベトナム水上人形劇

展示室

ギャラリー

第５期：立体の部（陶芸、木工）
6/14（火）～
18（土）
7/19（火）～
24（日）
7/26(火）～
31（日）

10：00～17：00

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 ℡042-579-1385

＊初日は13：00～ 最終日は16：30まで

大ホール 講座室１

チケット

創作室１

受講者募集

10：00～17：00

第 14 回 彩 書作展手ならい展

10：00～17：00

第 15 回 薫風会水墨画展

開場 10：30
開演 11：00

サンリオファミ
サンリオファミリークラシック
『リボンの国の音楽会』

7/8・15(金）

10：00 ～12：00

子育て中の
子育て中のママパパ講座
中のママパパ講座
「子どもの成長と
我が家のライフプラン」

保

7/16・23(土）

13：30～16：30

ちょこっと体験
「オンリーワンの和紙工芸」

保

7/10・24（日）

①（7/10）
13：30～16：30
②（7/24）
13：30～15：30

南米の楽器「ケーナ」を
制作、吹いてみよう！

8/27（土）

講座室２

8/5・12・19・26
9/2・9・16・23
（金／月４回）

【午前】

10：00～12：00
【午後】

13：30～15：30

学童から三世代にわたる幅広い年齢層の作品展です。皆様、お気軽にお出かけください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：新村 ℡042-554-2258

＊初日は 13：00～

作品は会員が自由なテーマを求めて描いたものです。毎年発表の場として開催しております。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：森 ℡042-554-4557

＊初日は 13：00～ 最終日は 16：00 まで

パソコンなかま パソコン講座
８月「デジカメと
月「デジカメと PC の接続」
の接続」
「デジカメ写真編集１」
９月「デジカメ写真編集
月「デジカメ写真編集 2」

保

保
保

ハローキティと楽しむクラシックコンサート。大人から子どもまで気軽に楽しめます。
入場料：大人前売り2,000円（当日2,500円）子ども1,000円（３才以上～高校生以下） 【全席指定】
※３歳未満児は膝上観覧無料（座席を利用する場合はチケットを購入してください）ゆ・ス・マ・に／
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
子どもが成長していく過程でどんどん増える教育費。幼稚園から大学までの費用を知り、今後の家庭生活を充実させるた
めのライフプランを考えます。 対象：子育て中のママパパ・プレママプレパパ 定員：20名（多数の場合は抽選）。
講師：斉木正夫さん（ファイナンシャルプランナー） 受講料： 1,000円（全2回分）
申込み：窓口か往復はがきでゆとろぎまで 【6/26（日）必着】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
友禅和紙を使って八角ボールと筆立ての創作体験を通じ和紙工芸のおもしろさとその作品の美しさを味わっても
らいます。対象：和紙工芸に関心のある方（小学生５年以上、社会人）定員：20 名(多数の場合は抽選)
講師：和田典子さん（和紙工芸家） 受講料：3,000円（全2回分・材料代2,000円を含む）
申込み：窓口か往復はがきでゆとろぎまで【7/2(土)必着】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
＜コンドルは飛んで行く＞で知られている南米の楽器ケーナを制作し演奏しよう♪ 対象：18歳以上／定員：15名（多数の
場合は抽選）／講師：下村卓さん（フォルクローレ クレノンダ主宰）／参加料：2,000円(全２回分・材料代1,000円を含む)／
持ち物：定規、筆記用具／申込み：窓口か往復はがきでゆとろぎまで【6/26（日）必着】／
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
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 【8月分＝6/28（火）／9月分＝7/28（木）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。
※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

「ゆとろぎイベントガイド」の編集・レイアウト作業にお を
と

の

あ

と

ン

の

してくださる方を募集しています。

アが Word や DTP ソフトを使って作っています。あなたもやってみませんか？ 経験者がノウハウを伝授します。
がで

のある方

ゆとろぎ

042-570-0707 までお問い合わせください。

〔お詫び〕羽村市認知症フォーラム（４/17)は、東日本大震災の影響で中止させていただきました。ご案内不徹底により、当日ご来場いただいた皆様には深くお詫び申し上げます。
次回開催予定は未定ですが、決まり次第ご案内させていただきます。
エーザイ㈱ 042-367-9300 橋本

