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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
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※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。
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※

開場13:00 開演14:00
大ホール（全席自由）
入場料： 500円、
子ども100円(小学生～高校生）
ゆ □
ス □
マ □
に
□
※未就学児は入場できません。

・口上
・
壽三番叟
・
絵本太功記十段 目
尼ヶ崎閑居の場

2/4○
土

第３０回

開場13:30 開演14:00

土 小ホール（全席自由）

入場料：ＳＳ席：6,300円 Ｓ席：5,500円（前売り）Ｓ席6,000円（当日）
ゆ □
ス □
マ □
に ※未就学児は入場できません。
□

ゆとろぎ寄席

真打 三遊亭 遊吉

真打 三笑亭 夢花

28○

前座 笑福亭 明光

奇術 北見 翼

1/

開場17:00
開演17:30
大ホール
（全席指定）

い い の かずよ し ねぎぼうずのあさたろう-その１

木 ～12/
○

12/

22

日
25○

展示室 10：00～17：00 (入場無料)

12/

土
24○

14：00～15：30
レセプションホール(入場無料)

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。

入場料：〈前売り〉一般１,０００円 〈当日〉一般１,２００円 高校生以下 ５００円
※チケット販売 □
ゆ □
ス □
マ □
に ※未就学児は入場できません。

開場13:30
12/25○
日 開演14:00

小ホール（全席自由）

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 1,000 円）□
ゆ ・□
ス ・□
マ ・□
に

①1/14 (土)

世界経済危機を読み解く
～金融危機と環境・資源問題～

②1/21 (土)

世界経済危機への対処を考える
～〈定常経済〉という視点から～

③1/28 (土)

くらしの中のマーケティング－その１－

④2/4 (土)

くらしの中のマーケティング－その２－
講師：
首都大学東京オープンユニバーシティ
①②戸崎 純 教授 ③④小泉 徹 教授
※詳細は裏面をご覧ください

2/

18

開場 9:30
開演10:00
大ホール
（入場無料）

土
○

2
水 ～ /26○
日
15○

2/
吉川 真 先生
(よしかわ まこと)
はやぶさ２プロジ
ェクトマネージャ
宇宙航空研究開
発機構（JAXA）

江戸の遊び絵の世界

展示室 10：00～17：00(入場無料)
(※月曜日は休館。最終日は16：00まで)
稲垣進一氏所蔵の歌川国芳の浮世絵を
中心に展示します。
江戸時代当時にはやった遊び絵（遊び心
で描いた浮世絵）の世界を表現します。

※事前申し込みは 1 月 19 日（木）から。詳細は裏面をご覧ください。 ※事前講座（浮世絵と庶民文化）については裏面をご覧ください。

※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
。

1/15○
日

2011.12/15～2012.2/14

～
会場

開催日

大ホール
小ホール

ゆとろぎホール

１Ｆ
ホワイエ

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
時間

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。

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

12/17（土）

開場 9：15
開演 9：30

羽村市特別支援学級発表会・
舞台発表の部

12/25（日）

午前・午後

第40回 リコーダーコンテスト

1/7（土）

開場 17：00
開演 18：00

LIFrends ワンコインワンマンライブ

1/15(日）

開場 13：30
開演 14：00

羽村市制施行 20 周年記念事業

1/25（水）

開場 13：00
開演 14：00

神津善行の文化講座と音楽会 第５回

2/4（土）

開場 17：00
開演 17：30

羽村市制施行20周年記念事業

12/24（土）

開場 13：30
開演 14：00

クリスマスシャンソンコンサート

12/25（日）

開場 13：30
開演 14：00

1/11(水）

開場 13:30
開演 14:00
終了 15:45（予定）

「新春経済講演会」
国際経済を生き抜く－新・企業戦略ー

1/15・2/12
(日）

10：30～11：30

子ども映画会

開場 13：30
開演 14：00
開場 13：00
開演 13：30

第14回 地域教育シンポジウム

１/28（土）

開場 13：30
開演 14：00

第３０回 羽村ゆとろぎ寄席

2/12（日）

10：00～12：00

講演会「本当はどうなの？
原発事故と放射能汚染」

西多摩に住む中学生が「テーマに沿った弁論」または「自由な弁論」のいずれかを行います。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村二中 山中 ℡042- 554-2041
出演：前座 笑福亭明光（しょうふくてい あこう） 真打 三笑亭 夢花（さんしょうてい ゆめはな） 奇術 北見 翼（きたみ
つばさ）真打（とり） 三遊亭遊吉（さんゆうてい ゆうきち）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
野口邦和先生を講師に「生きものみんなの命を脅かし故郷も奪う原発」について、お話いただきます。午後は会場を講座室
に移して、聞いてみたいあんな事、こんな事、フリートークを企画しています。参加費：資料代 500 円（午後のみ 300 円）・直
接会場へ／問合せ：高橋 ℡042-558-5291（主催者による保育あり。保育に関する問合せもこちらへお願いします）

2/12（日）

13：30～15：30

石川直樹 冒険と写真の世界

2000年に北極から南極まで人力で踏破した新進気鋭の写真家冒険家、石川直樹（今年度の土門挙賞受賞）の写真を鑑賞
します。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：村山 ℡090-8776-6562

12/24（土）

14：00～15：30

羽村市図書館児童文学講演会
「おっと、痛快絵本の
読み語りの旅でぃ！ 羽村の宿」

1/8(日）

12：00～12：40

第34回 ゆとろぎサロンコンサート

新春を祝って、羽村三曲会による琴、尺八の演奏をお楽しみいただきます。みなさんお誘い合わせてお出かけ下さい。
入場無料（直接会場へ）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

9：00～16：00

羽村市特別支援学級発表会
作品展の部 ＊最終日は14：00まで

市内６校の特別支援学級・通級学級による絵画・立体工作などの展示会を行います。ぜひご覧下さい。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村三中 松浦 ℡042-555-5131

10：00～17：00

飯野和好 絵本原画展
「ねぎぼうずのあさたろう その１」

東日本大震災の影響で、当初予定の4月には開催できなかった飯野和好絵本原画展ですが、改めて開催の運びとなりまし
た。人気シリーズ「ねぎぼうすのあさたろう その１」の絵本を中心に、迫力満点の原画を多数展示します。講演会（12/24
レセプションホール）と合わせてお楽しみください。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

9：00～16：00

羽村市小学校書写展

1・２年生は硬筆、３～６年は毛筆の作品です。子どもたちの力強いタッチをご覧ください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：武蔵野小 青山 ℡042-555-6904

10：00～19：00

中野保 写真展

10：00～18：00

第10回 NISHITAMA百景入選作品展

1/21(土）
1/27(金）

レセプ
ション
ホール

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

展示室

ギャラリー

12/16(金）～
20(火）
12/22（木）～
25（日）
1/28（土）～
31（火）
2/1（火）～
5（日）
2/8(水）～
12（日）

今年度も市内三校の特別支援学級による劇や合唱をお送りします。ぜひご覧下さい。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村三中 松浦 ℡042-555-5131

秋川歌舞伎あきる野座新春公演
「スリーグレイセスを聞く」

保

保
保

２０１２ 布施明ライブ
人形劇団プーク公演

家族みんなで楽しめるクリスマスプレゼントにおすすめ！ 国翻武春さんの浪曲、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。入場料：一般2,000円（前売り）、2,500円（当
日）、高校生以下1,000円、3歳未満無料（座席使用の場合は1,000円）ゆ・ス・マ・に／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

「ねぎぼうずのあさたろう」
「ピーターとおおかみ」

「ホンマでっか！？ＴＶ」のコメンテーターなどでおなじみのエコノミスト／BRICS経済研究所代表門倉貴史氏を講師にお招き
して、激動する世界経済を分りやすく解説していただきます。どなたでも、ご聴講いただけます。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村市商工会 中村 ℡042- 555-6211
上映作品：1/15「グリーンヴァレー物語 －ポウさんの雪だるま－」、「ババロワさんこんばんは」、「忘れられた人形」、「ゆき
ちゃんのこんにちは」2/12「金のがちょう」、「ディズニーのうさぎとかめ」、「どんぐりと山猫」（都合により変更する場合あり）
入場無料 （直接会場へ）＊2/12（日）の会場は講座室1です。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
「人とのつながり」をテーマに羽村一中演劇部の寸劇およびグループ討議を通し大人と子どもが交流をします。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村市生涯学習課 ℡042-555-1111

第31回 西多摩中学校弁論大会

保

保

＊最終日は14：00まで

西多摩再発見フォトコンテストで入選した作品約100点を展示します。写真で西多摩ぐるっとひとめぐり！
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：村山 ℡090-8776-6562

大ホール

ゆとろぎサイエンスシアター

講座室ほか

参加者募集！

10：00～12：00

プロジェクトマネージャに訊く
保
はやぶさ２のすべて

3/4（日）

開場 13：30
開演 15：00

東京都交響楽団
ハーモニーツアー

13：30～16：00

1/14・21・28・
2/4（土）

14：00～16：00

2/3・10・17・24・
3/2・9・16・23
（金／月４回）

【午前】

10：00～12：00
【午後】

13：00～15：00

東京文化会館との共催による肩のこらないコンサートです。入場無料【要事前申込み・抽選】／対象：4歳以上
応募方法等詳細については「広報はむら」1/1号でお知らせします。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

保

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！＊2/15～展示室にて開催される「浮世絵版画
展」（同講師監修）をより深く鑑賞していただくためにも事前学習としての受講をお勧めします。講師:稲垣進一さん（国際浮
世絵学会常任理事）／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）／＊追加募集です。12/4までに定員を超える受講申込みがあった場合はご容赦ください。／
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
首都大学東京との提携によりゆとろぎで開催される本格的な大学レベルの講座です。激動の世界経済をリアルタイムで学
び、私たちの身近なくらしとの関連を考えましょう。
①【1/14】世界経済危機を読み解く ～金融危機と環境・資源問題～
②【1/21】世界経済危機への対処を考える ～〈定常経済〉という視点から～
③【1/28】くらしの中のマーケティング－その１－
④【2/4】くらしの中のマーケティング－その２－
講師：①②戸崎純さん③④小泉徹さん（いずれも首都大学東京オープンユニバーシティ教授）／対象：羽村市在住・在勤・
在学者／定員：40名／受講料： 2,000円（全4回分）／申込み：往復はがき【1/4日（水）必着。多数の場合は抽選】／
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
2 月の「応用１」では〔家計簿等の表計算〕を、3 月の「応用２」では〔さらに便利な Excel 使いこなしテクニック〕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 【12/31（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

浮世絵と庶民文化

「最近の経済を学ぶ」

2009年2月、ゆとろぎサイエンスシアターで、帰還途上の〈はやぶさ１〉についてご講演をいただいた吉川真さんが、次回打
ち上げ予定の〈はやぶさ２〉ではプロジェクトマネージャとしてミッション全体の総指揮をとられることとなりました。全世界が
注目する〈はやぶさ〉プロジェクトについて、1号が持ち帰った微粒子解析によって翻ったこれまでの学説や常識、2号のため
の改良点、JAXAプロジェクトの悩み、羽村の青少年へ期待すること等々、熱く語ります。宇宙ファンの大人たちはもちろん、
これからの時代を担う若い世代も、ぜひご来場ください！講師:吉川 真さん（JAXA:宇宙航空研究開発機構 はやぶさ２プ
ロジェクトマネージャ）／対象：高校生以上（専門的で少し難しいお話ですが、興味のあるお子さんは小・中学生でも参加で
きます）／入場無料【事前申込み】（1/19（木）から電話または直接ゆとろぎへ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
★当日のお手伝いをしていただけるボランティアスタッフ（記録撮影・会場整理ほか）募集中です！

保

江戸文化から学ぶⅠ

羽村市市民大学講座 第Ⅱ期

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。入場無料（直接会場へ）／定員：120 名／
問合せ：羽村市図書館 ℡042-554-2280 ※保育希望の方は図書館へお申込みください。

中野保が撮ったネパールのエベレストを中心とした山岳写真展です。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：中野 ℡042- 554-4685

＊最終日は17：00まで

2/18(土）

12/18・1/8・15
（日）

小学生から一般愛好家までを対象としたリコーダーコンテストです（独奏・アンサンブル・合奏）。入場無料（直接会場へ）
＊全国大会予選会を兼ねているため、お子様連れおよび曲間の入退場はご遠慮願います。／
問合せ：東京リコーダー教育研究会：武藤 ℡042-554-7459
夏まつりや産業祭のステージ、聴いてくれたかな？ LIFrendsはメンバー全員が羽村生まれ・羽村育ちの新鋭ロックバンド。
ふるさと羽村の知名度アップに貢献できる「羽村の観光大使」になるんだぜぃ！と、がんばってます。地元のみんな、応援よ
ろしく！ 入場料：500円（池田靴店にてチケット販売中）／問合せ：共に歩む道実行委員会 ℡03-3470-1970
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
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５回はスリーグレイ
セスを招聘。受講料：4,000円（第５・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２回分一括納
入で受講できます。定員：500名／問合せ・申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707
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】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
クリスマス・イヴにシャンソンをお楽しみください。愛の讃歌、枯葉など約２０曲を熱唱！出演：はむらシャンソン愛好会
入場料：1,000円／問合せ：もりた ℡090-8962-2014・ 太田 ℡090-8817-6077

保
パソコンなかま パソコン講座
2月「Excel 応用１」 3月「Excel 応用２」

〈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

ゆとろぎでお正月を遊ぼう！

1/8（日）12：00～〔1 階ホワイエ・展示室ほか〕

昔ながらのお正月遊びが盛りだくさん。初釜やお琴の演奏もあります。ご家族そろっておでかけください。

