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宝くじ文化公演

羽村市制施行 20 周年記念事業
※

開場18:00 開演18:30
大ホール（全席指定）
9/9 (金) チケット発売開始予定

世界中でセンセーションを巻き起こした公演！輝かしい経歴
を持つダンサー達。アイルランド伝統歌の歌い手の第一人者
のマエストロ。そして、ケルティック音楽を歌い上げる歌手と、
そうそうたるメンバーで構成されれる「ラグース・ショー」！！

入場料：大人 3,000円（前売り）、3,500円（当日）、高校生以下 1,500円（前売り）、2,000円(当日）
ゆ □
ス □
マ □
に ※未就学児は入場できません。※宝くじの助成により、特別料金となっております。
□

神津善行の文化講座と音楽会

乳幼児同伴のファミリーコンサート。
ハローキティと一緒にクラシックを
楽しみましょう。お膝の上の乳幼児は
無料です。(席を確保する場合は一律
子ども料金がかかります。）

8/27○
土
津 軽
三 味 線
ユニット
安仲由佳 と
金田一公美

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。
第3回

開場10:30 開演11:00 大ホール（全席指定）
入場料：前売り一般2,000円、当日2,500円、
子ども1,000円(3歳以上～高校生以下）
ゆ □
ス □
マ □
に
□

あ んみ 通
の実力派二人による、三味線の新しい魅力を！

9/14（水）

ロシア天才音楽少年招聘」
11/17（木） 「今期はバラライカとマリンバの少年演奏家２名を招聘。
スリーグレイセスを聞く」
1/25（水） 「スリーグレイセスが引退を表明したが、戦後の日本ジャ

第4回
第5回

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。

第6回

3/14（水）

講座開始 14：00～16：00 開場 13：30 大ホール（全席自由）

第２９回

太神楽
鏡味 初音

主催：奥多摩町教育委員会 共催：羽村市教育委員会
後援：東京都教育委員会・オーストリア大使館・ウィーン在日代表部・ウィーン
州議会・ウィーン市・ウィーン市オーバラー楽友協会 協力：ゆとろぎ協働市
民の会 企画運営：奥多摩町・山ふる音楽祭実行委員会・ウィーンの会

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

真打
春 風亭 柳 之 助

入場料：1,000 円 発売：9/22（木）～□
ゆ

11/6（日）奥多摩町で開催される「山のふるさと村・東京
国際交流音楽祭 in OKUTAMA～2011 年／奥多摩の紅
葉とウィーンの森からの贈り物～」の前夜祭として、ゆとろ
ぎ大ホールに、ウイーン・フィル メンバーをはじめ、国際
的に活躍する一流音楽家たちがやってきます。オーストリ
アの民族衣装を纏った楽しい演奏もお楽しみください♪

開場13:30
開演14:00
小ホール（全席自由）

今 は、 ほされた り、
のされたり、でもいつ
か 昆 布 のよ う にいい 前座
味 わいを 出 せるよ う 瀧 川 鯉ち ゃ
になりたい。

前
夜祭ガ
ラコンサート
前夜祭
ガラコンサート
開場13:00 開演13:30
開場18:00 開演18:30
9/25○
日 大ホール（入場無料：全席自由） 11/4 ○
金 大ホール（1階全席指定）

真打
三遊亭 遊之介

山
ふる音楽祭 9/24○
山ふる音楽祭
土

ゆとろぎ寄席

粋 でいな せ で抱 腹 絶
倒、本物 の芸をお届け
します。年中無休

※未就学児は入場できません。

お問合せ先（整理券取扱い） ゆとろぎ：042-570-0707
ＮＰＯ法人青梅の青少年を育てる会：090-5195-3030

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。

桂 歌丸師匠率いる落語芸術協会全面協力！

入場料：大人 2,000円（前売り）、
2,300円(当日）、小学生～高校生
1,000円 販売 □
ゆ □
ス □
マ □
に
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｢チャリートのジャズ｣

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

小ホール（全席自由）

＊定員がございますのでお申込みが必要です。8 月 16 日（火）
より整理券を発行いたします。＊未就学児は入場できません。

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。

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 （４回分） ８，０００円（税込み）

10/ 土 開場13:30
1○ 開演14:00

名曲の贈りもの

「ソプラノとテノールの共演」

※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）。
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
□
□

羽村市生涯学習センター

☎

ゆとろぎ

042-570-0707

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
。

12/9○
金

Fergal O Murchu Hayley Griffiths
(accordion
(vocalist)
/vocals)

2011.8/15～10/14

～
会場

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

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。

月のイベント日程
開催日

時間

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

8/20(土）

開場 13：30
開演 14：00

映画「ミツバチの羽音と地球の回転」

8/27（土）

開場 10：30
開演 11：00

サンリオファミリークラシック
『リボンの国の音楽会』

8/28（日）

開場 13：00
開演 13：30

2011《音楽の贈りもの》チャリティコンサート

未来のエネルギーをどうするのか？ 祝島とスウェーデンでエネルギーの自立に取り組む人々の物語。
入場料：前売800円、当日1,000円、18歳以下500円＊主催者による保育あり／問合せ：星 ℡0428-23-1243
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2,000円（当日2,500円） こども1,000円（３才～高校生以下）【全席指定】 ※3歳未満児は膝上観覧無
料（ただし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

若き音楽家の響演

身近な音楽家にスポットを当て、ご紹介してきた《音楽の贈りもの》チャリティコンサート。今回は、青梅線沿線で生まれ育っ
た若手演奏家たち（ピアノ・声楽・ヴァイオリン）のフレッシュな演奏をお楽しみください♪ 入場料：一般1,000円 小・中学生
500円（うち1割をNPOパレスチナ子どものキャンペーンに寄付）チケット販売：ときわ堂／問合せ：細井 ℡090-6300-6786

9/11（日）

開場 13：00
開演 13：30
開場 13：30
開演 14：00

9/14（水）

開場 13：30
開演 14：00

神津善行の文化講座と音楽会 第３回

9/16(金）

開場 18：00
開演 18：30

新生ふるきゃら ミュージカル
「トランクロードのかぐや姫」

9/23(金）

開場 13：30
開演 14：00

映画
「アンダンテ ～稲の施律～」 上映会

9／25（日）

開場 13：00
開演 13：30

国立音楽大学
ブラスオルケスター演奏会

8/20（土）

開場 10：30
開演 11：00

第16回ゆとろぎ映画劇場

開演 14：00 頃
開場 12：30
開演 13：00
開場 14：30
開演 15：00
開場 12：30
開演 13：00

第28回 「ちいさな音楽会」ピアノ発表会

9/11・10/2
(日）

10：30～11：30

子ども映画会

9/17（土）

開場 16：30
開演 17：00

アイフルホーム プレゼンツ
ハートフルコンサート

9/2４（土）

開場 13：30
開演 14：00

第29回 羽村ゆとろぎ寄席

10/1(土）

開場 13：30
開演 14：00

津軽三味線ユニット
「あんみ通（あんみつ）」コンサート
ピティナピアノステップ羽村地区

10/8(土）

10：00～18：00
（予定）
開場 13：30
開演 14：00

10/9(日）

12：00～16：00

音楽フェスティバルinゆとろぎ

9/10(土)

開場 14：00
開演 14：30

ハンドチャイム音楽会

癒しの音色ハンドチャイムで親しみのある曲を聴いて下さい。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：石本 ℡042-555-1966

8/28（日）

12：00～13：00

ゆとろぎサロンコンサート

ウクレレ（出演：ルナハワイアンズ）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

西多摩医師会写真・絵画展

西多摩地区開業医の写真・絵画の展示会です。是非お越し下さい。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：松原 ℡042-554-2427

9/4（日）
大ホール

ゆとろぎホール

8/21(日）
8/28(日）
9/3（土）
9/4（日）

小ホール

10/2(日）

レセプ
ション

創作
室１

展示室

ギャラリー
講座

講座室１

9/9（金）～
9/15（木）
9/21(水）～
25(日）
9/27（火）～
10/2（日）
10/6(木）～
10/9（日）

9：00～22：00
10：00～17：00

HIP HOP Dance Train vol.4
東日本大震災被災者支援チャリティー
東京稲門グリークラブ演奏会in羽村

「ソプラノとテノールの共演」

保

「かいじゅうたちのいるところ」
第25回 音楽発表会
なんて素敵なオカリーナ!

2011 ｉｎ羽村

第39回 三味線弥尾地会

愛夢美会

保

舞踊おさらい会

＊初日は15：00～ 最終日は14：00まで

第12回朋栄社書展

emanation Dance Studioのメンバーが日頃の練習の成果を発表します。一緒に盛り上がって楽しみましょう！！
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：emanation Dance Studio ℡0428-84-2595
東京稲門グリークラブ（早稲田大学グリークラブOB)による本格的男声合唱。第３部はみなさんと歌います。
入場料：2,000円／問合せ：横田 ℡042-555-8864（cafeyokotan@gmail.com)
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。第３回は世界のマリ
ンスキー・オペラからミハエル・ラティシェフ、日本のソプラノ高橋薫子の共演。受講料：8,000円（第3～6回分）＊年間6回の
シリーズ講座ですが、この回よりに参加される方は残４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
地域の商店街を舞台に都会で失恋したOLがきっかけとなり、様々なドラマが展開してゆく生演奏でエンターテイメントした
舞台。地域活性化がテーマです☆入場料：前売3,500円 当日4,000円【全席自由】主催：ミュージカル「トランクロードのかぐ
や姫」羽村市公演実行委員会／問合せ：新生ふるきゃらチケットセンター ℡042-386-8355（土日祝除く10：00～18：00）
「食・農・人間再生」をテーマに現代の日本の抱える深刻な問題を扱った最新の話題作。入場料：一般前売り 1,000円、当
日1,200円 小中高校生800円 主催：不登校を考える親の会「ポコ・ア・ポコ」・映画「アンダンテ」上映実行委員会／後援：
昭島市・あきる野市・青梅市・立川市・羽村市・福生市・瑞穂町各教育委員会／チケット取扱店：文具店ときわ堂羽村本店・
ファンシーショップノンノン・とりいち（マミーショッピングセンター内）／問合せ：中里 ℡042-555-3474
演奏／指揮：三浦徹・コルネットソロ：山本英助・吹奏楽：国立音楽大学ブラスオルケスター。入場無料【全席自由（要申込
み）】＊未就学児は入場できません。主催：財団法人青梅佐藤財団・共催：羽村市教育委員会／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 〔 8/16(火)～整理券発行〕
原作はモリース・センダックの絵本「かいじゅたちのいるところ」。全世界で2000万部以上を売り上げた20世紀最高の絵本
の一つ。家出少年と風変わりなかいじゅうたちとの交流と少年の成長を描く物語を幻想的で不思議な手触りの映像でまと
め上げた作品。ご家族そろってお楽しみください。定員：252名／入場無料（先着順）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
幼児～大人までのピアノ発表会（ゲスト演奏：マリンバ）。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：安部 ℡042- 552-7000
東日本大震災被災地復興応援の気持ちをこめて”音楽で元気になろう”ピアノ・エレクトーンほか生徒さん達の楽しい演奏
会です。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：井上 ℡042- 554-8913
「青梅オカリナサークル」、「オカリナグループうさぎ」他
日頃の練習の成果を発表します。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：亀山 ℡090-8047-6085
三味線の演奏会（は唄、小唄長唄他）指導：藤本流総大師範 藤本弥尾地
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：尾上 ℡042-554-3514
上映作品：9/11「野ばら」、「またあえるねツバメ君」、「むくどりのゆめ・ある島のきつね」10/2「みかんの中の仙人」、「したき
りすずめ」、「だるまちゃんととらのこちゃん」（都合により変更する場合あり）
＊10/2（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
元NHK「ワン・ツー・ドン」歌のお姉さん稲村なおこを中心に彼女のユニット「アイリッシュ」そしてフォークソングを中心に演
奏活動する「トラベリング」が童謡・子守唄・フォークソングを歌います。
入場無料 （事前申込制）／問合せ：杉山 ℡090-3104-5049
「桂歌丸師匠率いる落語芸術協会 全面協力！」○前座 瀧川鯉ちゃ（たきがわこいちゃ） ○真打 春風亭柳之介（しゅん
ぷうていりゅうのすけ）：「今は、ほされたり、のされたり、でもいつか昆布のようにいい味わいを出せるようになりたい。 ○
太神楽 鏡味初音（かがみはつね） ○真打 三遊亭遊之介（さんゆうていゆうのすけ）：「粋でいなせで抱腹絶倒、本物の
芸をお届けします。年中無休」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】ゆ・ス・マ・に
／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
安仲由佳と金田一公美の実力派二人による津軽三味線ユニット「あんみ通」が、三味線の新しい魅力をお届けします。
入場料：大人 前売2,000円 (当日2,300円）、 小学生～高校生 1,000円【全席自由】ゆ・ス・マ・に／
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
ピアノを弾く人なら誰でも参加でき、アドバイサーからの評価も受けられる催しです。弦楽器との共演も有。入場無料 （参
加申込みは8/29まで。当日入場・見学は自由）／問合せ：白石 ℡042-555-4884
剣詩舞と新舞踊の会。４歳から８０代まで舞を楽しみ、かっこよくあでやかに踊ります。入場無料 （直接会場へ）／
問合せ：斉藤 ℡0428-76-0966
フォーク・ブルーグラス・ロカビリー ジャンルにこだわらない音楽 （出演）まねき猫・ヒルビーリートリオ・ライトニングブラ
ザーズ その他多くの仲間たち。入場料：500円（子ども・無料）／問合せ：山本℡042-553-1387

現代の詩・歌・俳句などをいろいろに表現した書道作品。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：木住野 ℡042- 555-1853

＊最終日は16：00まで

10：00～17：00

第18回彩画会展

10：00～17：00

押し花アート展（2011年度作品展）

お花が大好きな仲間が集い楽しみながらていねいに作りました。永遠のお花をお楽しみ下さい。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：土肥 ℡042-554-8505

9/1・15(木）

13：00～15：00

大観塾 九星気学占い

「九星気学占い」を学んで、愛情・家庭・健康・人間関係・方位・将来・運勢など日常生活に役立てましょう。基礎からやさしく
教えます。（初心者歓迎）会費：3,000円（2回分）／問合せ：田代 ℡0428-24-5981

10/14（金）

10：00～11：30

スコーレ 親力アップ講座
「強い子に育てる 子供の育つ力を信じて」

子育てを1人で背負い頑張りすぎて疲れていませんか？子育てのポイントをお話します。定員：60名／入場料：500円 ／
保育：15名（要予約／無料＊ゆとろぎ保育室〈さくらんぼ〉の保育ではありません）／問合せ：吉崎 ℡090-4200-5243

大ホール

＊9/22（木）発売

12/9(金）
＊9/9（金）発売

講座室２

チケット発売・
受講者募集

11/4（金）

10/7・14・
11/18・25
（金／月４回）

楽しい水彩画のグループ展です。日頃の成果をご覧下さい。入場無料 （直接会場へ）／
問合せ：黒河内 ℡042-578-1537

＊初日は10：30～ 最終日は16：00まで

開場 18：00
開演 18：30

山ふる音楽祭
前夜祭ガラコンサート

開場 18：00
開演 18：30

保
宝くじ文化公演
ザ・アイリッシュダンス ～ラグース～

【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
「年賀状作成」

保

11/6（日）奥多摩町で開催される「山のふるさと村・東京国際交流音楽祭 in OKUTAMA～2011年／奥多摩の紅葉とウィー
ンの森からの贈り物～」の前夜祭として、ゆとろぎ大ホールに、ウイーンフィルメンバーをはじめ、国際的に活躍する一流音
楽家たちがやってきます。オーストリアの民族衣装を纏った楽しい演奏もお楽しみください♪
入場料：1,000円（1階全席指定）ゆ／主催：奥多摩町教育委員会・共催：羽村市教育委員会・企画運営：奥多摩町・山ふる
音楽祭実行委員会・ウィーンの会／問合せ：ウイーンの会 岡部武彦 ℡080-2094-8170・ゆとろぎ ℡042-570-0707
世界中でセンセーションを巻き起こした公演！輝かしい経歴を持つダンサー達。アイルランド伝統歌の歌い手の第一人者
のマエストロ。そして、ケルティック音楽を歌い上げる歌手と、そうそうたるメンバーで構成されれる「ラグース・ショー」！！
入場料：大人 前売3,000円（当日3,500円）、高校生以下 前売1,500円 (当日2,000円）【全席指定】※未就学児入場不可
☆宝くじの助成により、特別料金となっております。ゆ・ス・マ・に／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
イラストと写真入り年賀状の作成を学びます。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 〒205-0001 羽村市小作台３－５－８ 並木一夫 【8/28（日）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

★あなたのアイデアをゆとろぎで実現しませんか！ 市民のみなさまからの「講座の企画提案」を募集しています。
市民の会がプロデュースをお手伝いしますのでご相談ください。ゆとろぎ協働市民の会・学習文化部会

