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2011.10/15～12/14

～
会場

開催日

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

月のイベント日程
時間

10/15（土）～11/6（日）
全館
11/12（土）・13（日）

タイトル

青少年健全育成の日

子どもフェスティバル

大ホール

11/4（金）
11/17（木）

開場 13：30
開演 14：00

神津善行の文化講座と音楽会 第４回

11/19（土）

開場 13：30
開演 14：00

劇団四季のファミリー・ミュージカル

11/20（日）

開場 13：30
開演 14：00

社団法人青梅法人会三部会合同コンサート

11/23（水）

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

「ロシア天才音楽少年を招いて」

（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）

テーマ：観て 聴いて 参加して がんばろう！日本 【入場無料】
体験教室も有り、ぜひお誘い併せてお出かけください。詳細は広報はむら、ポスターなどをご覧ください。
主催：羽村市・羽村市教育委員会／主管：羽村市文化協会
12（土）9：00～10：20 大ホールの「青少年健全育成の集い」を皮切りに、子どもたちの模擬店、いろんな遊び
や体験のひろばなど、ワクワクがいっぱいの 2 日間！詳しくはポスター、チラシでおしらせします。主催：羽村
市・羽村市教育委員会／主管：子どもフェスティバル実行委員会 問合せ：羽村市役所 ℡042-555-1111

第 42 回羽村市文化祭

山ふる音楽祭
前夜祭ガラコンサート

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

保 （1 歳半～就学前）」が利用できます

内容

羽村市制施行 20 周年記念事業

開場 18：00
開演 18：30

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。

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。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・共催：羽村市教育委員会・企画運営：奥多摩町教育委
員会・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
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４回はロシア天才音楽少年を招聘。
受講料：6,000円（第4～6回分）＊年間6回のシリーズ講座ですが、この回より参加される方は残３回分一括納入で受講できます。定員：500名
（先着順）／問合せ・申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707
「本当のこと」を伝える勇気。イソップ物語を基にした劇団四季が贈るファンタジー！ 入場料：S席5,000円（子ども3,000円）、A席3,000円（子ど
も2,000円）※子ども料金＝3歳～小学校6年生※2歳以下着席鑑賞有料／問合せ：劇団四季 ℡0120-660-442

「王様の耳はロバの耳」

羽村フィルハーモニー管弦楽団によるクラシックコンサートです。「シューマン交響曲第４番」他。ご来場の際に新品タオルを1本ご持参くださ
い。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：社団法人青梅法人会 ℡0428-24-8863

羽村フィルハーモニー管弦楽団
はむら女声コーラス
３５周年記念コンサート

”今あなたに届けたい 歌の力” 曲目：白いシクラメン、愛の讃歌、喜歌劇「こうもり」より 他。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：松井 ℡042- 579-3269

花田真衣新曲発売記念歌謡ショー

花田真衣が西多摩を舞台にした、ご当地ソング「あヽ奥多摩」発売記念歌謡ショー。桧原村出身の 作曲家 桧原さとし さんのワンポイントア
ドバイスあり。入場料：3,000円（ＣＤ or テープ付）／定員800名／問合せ：荒井 ℡090-6179-1790

は・お・ん「Winter Concert」

今年のテーマは「冬 Winter！」です。皆様と一緒に楽しめる曲を用意しました。入場料：有料／定員700名／
問合せ：団長 割田次郎 ℡042-554-6929

12/9(金）

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～

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

11/13・12/4
(日）

10：30～11：30

子ども映画会

11/17（木）

9：50～12：15

羽村市私立幼稚園保護者連合大会

11/19(土）

開場 18：30
開演 19：00

島田剛ファーストアルバム発売記念
ジャズコンサート

羽村出身のベース奏者が現代ジャズ界を代表するメンバーと心に響く音世界をお届けします。入場料：大人前売り 2,000円（当日2,500円）、
高校生以下1,500円【全席自由】 ／問合せ：島田 ℡090-4943-3558

11/20（日）

開場 13：30
開演 14：00

マンドリンとギター合奏

クラシック/ディズニー曲集/など幅広く、子供さんも楽しめる曲を用意しました。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：マンドリーノ☆OME ℡0428-85-2921

11/30(水）

14：00～16：45

花粉症の予防と治療について

花粉症のエキスパートから、花粉症の予防と治療に必要な最新の情報と具体的な対応方法についてのお話をします。
講師：日本医科大学耳鼻咽喉科教授 大久保公裕、西多摩保健所職員 渡辺 信彦／定員：150名／申込み：電話、FAXで問合せ番号へ／
問合せ：西多摩保健所 岡野・熊澤 ℡0428-22-6141

12/4(日）

開場 16：30
開演 17：00

レセプ
ション

12/4(日）

13：00～16：30

「シンフォニエッタ青梅」
第11回定期演奏会
西多摩地区都立高校合同説明会

創作室
１

12/4(日）

17：30～18：00

第33回 ゆとろぎサロンコンサート

11/11（金）～
20（日）

10：00～17：00

ごとうけい 紙工作展
わくわくペーパークラフトランド

ゆとろぎホール

11/26（土）
12/4（日）

小ホール
展示室

ギャラリー

11/25（金）～
27（日）
12/7（水）～
11(日）

大ホール
小ホール

チケット発売

1/15(日）
10/28（金）発売予定

2/4(土）
10/28（金）発売予定

25人編成の小さなオーケストラです。クラシックからポップスまでどなたでも楽しめる曲を演奏します。（指揮：梅本由紀）
ズニーメドレー・ありがとう他。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：木水（キミズ） ℡042-554-8697

ミュージックベル「チキチキバンバン」 クリスマスソング他 楽しい演奏を致します。皆さんお誘い併せてお出かけ下さい。（入場無料）
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／問合せ 市野 042-555-6980
紙工芸作家ごとうけいさんの作品の水にいる動物、陸にいる動物をゆとろぎ展示室全体で表現し、まるで水族館・動物園のような展示が体
感できます。入場無料 （直接会場へ）＊子どもフェスティバル開催中の11/ 12・13には、実際に作って遊べるワークショップ（材料費有料）も
あります。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
市内７校の図画工作科の作品を展示します。子どもたちの豊かな心情をご覧ください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：浅野（松林小） ℡042-554-7800

9：00～16：45

羽村市小学校絵画展

10：00～17：00

羽村洋裁教室作品展

開場 13：00
開演 14：00

羽村市制施行 20 周年記念事業
秋川歌舞伎あきる野座新春公演

保

明治時代に始まった二宮歌舞伎と呼ばれる地芝居が、平成４年、当初は子供歌舞伎として復活。現在は老若男女合わせて約80名の座員
で、地元中心に公演活動を行っています。平成12年には東京都無形民俗文化財に指定されています。
入場料：一般：500円 高校生以下：100円＊未就学児入場不可。ゆ・ス・マ・に／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

開場 17：00
開演 17：30

羽村市制施行20周年記念事業
2012 布施明ライブ

保

ポピュラー音楽で根強い人気があり、高い歌唱力の布施明が、みなさまに素敵な歌をお届けいたします。
入場料：ＳＳ席：6,300円 Ｓ席：5,500円（前売り）Ｓ席6,000円（当日）【全席指定】※未就学児入場不可。ゆ・ス・マ・に／
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

開場 13：30
開演 14：00

11/10（木）・
18・25（金）

19：00～20：30

11/15・22(火）

10：00～12：00
14：00～16：00
＊12/10 のみ
10：00～12：00

体型にあった服は抜群の着ごこちの良さです。大人がステキに見える服の作品展です。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村 ℡042-554-3375

＊初日は13：00～

人形劇団プーク 公演
「ねぎぼうずのあさたろう」
「ピーターとおおかみ」
ちょこっと体験
明日から使える「マジック講座」

国本武春さんの浪曲、ロバの音楽座の演奏と、日本とヨーロッパの古典音楽にのって繰り広げられる、楽しいプークの人形劇とのコラボだ
よ。クリスマスに家族みんなで楽しもう！入場料：一般2,000円（前売り）、2,500円（当日）、3歳～高校生1,000円、3歳未満は無料（ただし座席
使用は1000円）ゆ・ス・マ・に／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

子育てママパパ講座
保
「リラックスハーブでクリスマスリース」

忘年会、新年会、Xmas．．．マジックを披露して人を喜ばせる、楽しませるチャンス到来！ 対象：大人／定員：15名／参加費：1,500円＋材料
費(2,000円）／講師：鶴岡協子さん（羽村マジッククラブ代表）／申込み：往復はがき【10/30日（日）必着。多数の場合は抽選】／問合せ：ゆと
ろぎ ℡042-570-0707
ハーブの話とハーブを使ったクリスマスリース作り。対象：子育て中のママパパ／定員：20名／参加費：1000円＋材料費(200円)／講師：田村
美世子さん（ボランティア「ハーブはむら」代表） ／持ち物：布50×50cm（無地と柄）・縫い針・糸切りはさみ／申込み：往復はがき【11/1（火）
必着。多数の場合は抽選】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

【首都大学東京】市民大学講座 第Ⅰ期
保
「東日本大震災から学ぶ」

首都大学東京との提携による本格的な大学レベルの講座。地震や津波のメカニズム、災害弱者の健康、都市災害、復興のまちづくりまで、
各分野の専門家による講義で総合的に学びます。対象：羽村市在住、在勤、在学者／定員：40名／参加費：2,000円（全4回分）／講師：首都
大学東京名誉教授、教授、準教授／申込み：往復はがき【11/5（土）必着。多数の場合は抽選】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

講座室ほか

受講者募集

11/22（火）・
30・12/14・21
（水）

10：00～12：00

中高年のための講座
ポジティブに生きよう！

11/26（土）・
27（日）

13：00～15：00

ちょこっと体験「初心者のための
わかりやすい詩吟体験教室 」

保

11/29・12/13
（火）

10：00～12：00

ちょこっと体験
「あなたももっと聴き上手になれる」

保

12/4（日）・
10（土）

14：00～16：00

わが街はむらを知る！Ⅱ－「文学」

保

12/18・1/8・15
（日）

13：30～16：00

江戸文化から学ぶⅠ
浮世絵と庶民文化

12/2・9・16・
1/13・20・27
（金／月３回）

曲目：新世界・ディ

西多摩地区都立高校の合同学校説明会。入場無料（直接会場へ）／問合せ：黒澤 ℡042-551-3435

＊最終日は16：00まで

12/25（日）

11/19・26
12/10・17(土)

上映作品：11/13「おじいさんのランプ」、「どうぶつ村の地震用心火の用心」、「まけうさぎ」12/4「サンタは大いそがし」、「ミッキーマウスのメリ
ークリスマス」、「小さな五つのお話し」（都合により変更する場合あり）入場無料 （直接会場へ）
＊12/4（日）の会場は講座室1です。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
第1部 羽村市私立幼稚園保護者連合大会 テーマ「子どもの震災対策について」第2部 講演会「動物園と子どもたち」 講師：羽村動物園
園長。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：池田 ℡042-554-6878

【午前】

9：30～12：00
【午後】

13：00～15：30

パソコンなかま パソコン講座
12月「Excel初級」 1月「Excel中級」

保

人生を健康でいきいきと過ごすための講座。ストレス解消、夫婦のコミュニケションに役立つ講座と、体操を取り入れ身体の健康を図ります。
対象：概ね50歳からの男女／定員：25名／参加費：2,000円（全4回分）／講師： 藤井敬三さん（日本笑い学会講師）・原島登さん（青梅信用
金庫）・堀松英紀（教育委員会スポーツ振興課長）・野口雅代さん（オーロラ・ビジネススタイル研究所代表）／申込み：往復はがき【11/12
（土）必着。多数の場合は抽選】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
日本、中国の漢詩の朗詠〔詩吟〕を通じて健康で生きがいのある市民生活を。背景である歴史を学ぶこともできます。対象：大人、子ども（小
４年以上）／定員：15名／参加費：1,000円／講師：新江神兄さん（詩吟神風流総元代範）／申込み：往復はがき【11/12（土）必着。多数の場
合は抽選】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
聞き方上手になって家族・友人とのコミュニケーションに生かしましょう。対象：これからの楽しい生き方探しを目ざす方／定員：24名／参加
費：1,000円／講師：武藤圭子さん（NPO法人Kei Choネット理事長）／申込み：往復はがき【11/15（火）必着。多数の場合は抽選】／問合せ：
ゆとろぎ ℡042-570-0707
１日目＝郷土はむらが生んだ文豪・中里介山の世界と大長編小説『大菩薩峠』２日目＝地形から読み解く…国分寺崖線～狭山丘陵が紡い
だ大岡昇平『武蔵野夫人』対象：一般市民／定員：20名／参加費：1,000円／講師：島田秀男さん（羽村市郷土博物館 登録郷土研究員）今
尾恵介さん（作家・日本地図センター客員研究員、日本国際地図学会評議員）／申込み：往復はがき【11/26（土）必着。多数の場合は抽選】
／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
現代生活を再考するため「忘れられつつある江戸時代の庶民生活から学ぶシリーズ」です。講座は本物の浮世絵を手にとってご覧いただき
ながら進めます。浮世絵に見る粋だった日本人を再発見！＊来年の2月には同講師監修による「浮世絵版画展」が予定されています。対象：
日本人のルーツ探りに興味ある市民／定員：30名／参加費：3,300円（受講料全3回分1,500円＋教材費1,800円）／講師:稲垣進一さん（国際
浮世絵学会常任理事）／申込み：往復はがき【12/4（日）必着。多数の場合は抽選】／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
12 月の初級では〔Excel の基本・表計算とグラフ１〕、1 月の中級では〔表計算とグラフ２ データベース（住所録に便利な機能・並び替え・抽出
など）〕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：往復はがきで下記へ
〒205-0001 羽村市小作台３－５－８ 並木一夫 【10/28（金）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

