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※駐車場に限りがあります。ご来場の際はコミュニティバス
「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。

２０１２年４月１５日（隔月１５日発行）

～ Vol.62

無断転載をお断りします

C 2008 by YUTOROGI All rights reserved
Copyright ○

※

＜語り＞加賀美幸子、
大出俊、中村メイコ、
＜演奏＞
坂田美子（琵琶）

「オペラ奥様女中」

③

9/19 ○
水

④

11/15 ○
木 「モンゴルの名手を招いて」

⑤

1/30 ○
水

「角田健一ビッグバンド」

⑥

3/6 ○
水

｢只今準備中 乞うご期待！｣

立花敏弘、高橋薫子、その他

ソプラノ バリトン 馬頭琴

戦後のジャズ全盛期の音楽を聴いて頂きます。
ロシア・ベトナムなどと調整中。

講座時間 14:00～16:00 (開場 13:30) 大ホール（全席自由）
定 員 5００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）
受講料 １２，０００円（全６回分 一括納入） ※未就学児のご入場はご遠慮下さい。
問合せ先 ゆとろぎ TEL: 042-570-0707

先着５００名
入場整理券配布中
※未就学児は入場できません

開場13:00 開演13:30
大ホール（入場無料）

主催／（財）青梅佐藤財団 共催／羽村市教育委員会
協力／ＮＰＯ法人青梅青少年を育てる会 ゆとろぎ協働事業運営市民の会

子育てママ・パパ講座

6/

12,19

火
○

10：00～12：00

5/

木
24, 31 ○

10：00～12：00

自分にご褒美。癒しのアロマ
手足伸ばしてストレッチ。肩こりじめじめ気分も吹 活用法を学び、潤いある生活
き飛ばす、スッキリ体操。音楽に合わせて楽しく を！！
体を動かします。

土
19, 6/2,16,23 ○

5/

13:30～16:30
第 11～3
回:講座室１(全面),第
回:ｺﾐｾﾝ（調理室･和室）
13:30～
～3 回
:講座室１
:ｺﾐｾﾝ（
13:30～16:30 第
講座室１(全面),
全面),第
),第 4 回
ｺﾐｾﾝ（調理室･
理室･和室）
和室）

さぁ今日から自転車で健康な暮らしを！

日
20,27, 6/3 ○

5/

13:30～16:00

初日のみ 11:00 から実走体験

デジタル写真を趣味にしませんか！

※会場など講座の詳細については裏面をご覧ください。

主催：財団法人青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会
協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会 ＮＰＯ法人青梅の青少年を育てる会 TEL: 090-5195-3030

見つけよう地域 Debut で心豊かな 2nd Life を！

①5

/26,② 6/23,④ 7/21PM○
土
①②④１３：３０～16：30
③7
/21AM ○
土 ③10：00～12：00
羽村動物園（撮影会）

講師 写真：畠山高 氏 「竜王岳からの夕景」

日本人の心のふるさと『万葉集』を読む

「万葉集」
～和歌の魅力を味わう
火
22, 6/5,19, 7/3 ○

5/

14:00～16:00

講師：松村武夫 氏

ゆとろぎから未来のノーベル賞候補を！

6/

8
土
日, /4 ○
3,17, 7/8,22,29○

9：00～12：00

小学５年生～中学２年生対象

好きなものをわいわい楽しく“工作”しながら、自然と“理科の
中身”に興味を持ってもらいます。

※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
。

「徳川から明治に」（日本歴史編２）

土
12 ○

真打（
とり） 三遊亭 右紋

7/18 ○
水

六華仙の名手六人の名人芸を聞いて頂きます。

学び の春 スタート です ！

「六華仙を聞く」

5/

16○

開場13:30 開演14:00

土 小ホール（全席自由）

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。

5/30 ○
水

②

６/

真打 三遊亭 遊馬

①

前座 瀧川 鯉和

今期講座予定

大神楽曲芸 鏡味 味千代

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。静かな評判です！

2012.4/15～6/14

～
会場

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

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
講演Ⅰ「認知症ってどういう病気？」講師：伊藤宣行先生（杏林大学医学部脳神経外科非常勤講師・公立阿伎留医療センタ
ー脳神経外科部長） 講演Ⅱ「認知症の治療とは？治療薬と支援のポイントについて」講師：繁田雅弘先生（首都大学東京
大学院人間健康科学研究科教授）／定員：850名／入場無料 （直接会場へ）／問合せ：エーザイ㈱橋本 ℡042-367-9300
子供から大人まで楽しめる演奏会です。曲目：アメリカンパトロール／スーパーマリオブラザーズ 他
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：田中 ℡042-578-0779

大ホール

4/15(日）

開場 13：30
開演 14：00

認知症フォーラム in 羽村

4/22(日）

開場 13：30
開演 14：00

第 18 回 羽村市吹奏楽団演奏会

4/29(日）

開場 11：15
開演 11：30

5/5(土）

10：00～

成瀬和子 ピアノ＆うたの発表会
音楽の花束コンサート
サンロード 5周年
第1回チャリティーショー

カラオケ歌会 ゲスト：藤元流 家元 藤元舞翔
入場無料（募金にご協力をお願いします）／問合せ：サンロード ℡042-553-8395 ・菅原 ℡090-9130-0224

5/12（土）

開場 13：00
開演 13：30

国立音楽大学オーケストラ
コンサート

楽しいオーケストラコンサート！ 入場無料（入場整理券【先着 500 名様】ゆとろぎにて配布中）＊未就学児は入場できませ
ん。主催：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

5/13(日）

開場 9：30
開演 10：00
開場 12：00
開演 12：30

第 37 回 伊庭会民謡発表会

会員の発表。プログラムの最後に伊庭末雄民謡ショー。／入場無料 （直接会場へ）／問合せ：伊庭 ℡042-554-0172

第27回 山藤流山藤会

流舞曲より始まり、童謡 端唄 小唄 民謡 演歌と５歳から９０歳の生徒さんの踊りをお楽しみください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：山藤 ℡042-555-8136

5/30（水）

開場 13：30
14：00～16：00

神津善行の文化講座と音楽会
第1回「六華仙を聞く」

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、演奏を楽しむ年6回の連続講座です。
第１回は「六華仙を聞く」、六華仙の名手六人の名人芸を聞いて頂きます。定員：500名（先着順）／受講料：12,000円（6回
分一括納入）／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・申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707

6/3(日）

開場 10：00
開演 10：30
開場 13：30
開演 14：00
開場 13：30
開演 14：00

松乃扇流創作新舞踊まつり

会員が一年間お稽古してきた踊りの数々をお客様方に見て頂きたく、この会を開きます。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：松瀬℡042-554-6610
クラシックピアノリサイタル。今回のテーマは「アダージョ」です。ゆっくりな楽章（または曲）をじっくり聴かせられる演奏会に
したいです。入場料：3,000円 ／問合せ：外山 ℡0428-31-8533

ゆとろぎホール

6/9（土）
6/10(日）

４歳から大学生の子どもたちがピアノの演奏、童謡、合唱などを披露します。テーマは「私たちのピアノ＆うたが東日本に届
きますように」です。／入場無料（直接会場へ）／問合せ：成瀬 ℡042-578-0887

外山道夫 ピアノ・リサイタル
コールグリーンベル＆ヴォーカルコマンズ
ジョイントコンサート
羽村市ダンススポーツ連盟
創立20周年記念ダンスパーティ

西多摩地区で活躍中の女声合唱団と混声合唱団。異なるタイプの響きを一度に楽しめます。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：中野 ℡090-1775-8671

小ホール

5/5(土）

9：30～12：00

5/6(日）

開場 13：30
開演 14：00

チャリティーコンサート＆落語・マジックの会

オーストラリアの民俗楽器と津軽三味線とのコラボと落語・マジックの会。多摩地区初公演。
入場料：1,500円（小学生以下無料）／問合せ：NPO法人東京すまいるの会 青木 ℡0428-78-8292

5/27(日）

開場 14：00
開演 14：15

ピアノ発表会

子供から大人まで練習の成果を発表します。 曲：アラベスク（ドビュッシー）他
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：生藤 ℡042- 530-5379

6/9(土）

開場 9：20
9：45～17：00

詩吟 神風流西吟会 25周年記念大会

企画構成吟「故郷を偶ぶ」、「歴史と人物」、「中国・江南編」（スライド入り）、書道吟、剣舞、独吟など
詠。ぜひご高覧をお願い致します。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：市野 ℡042-555-6980

6/16(土）

開場 13：30
開演 14：00

第32回 羽村ゆとろぎ寄席

出演：前座 瀧川鯉和（たきがわ こいわ） 、真打 三遊亭 遊馬（さんゆうてい ゆうば） 、大神楽曲芸 鏡味 味千代（か
がみ みちよ） 、真打（とり） 三遊亭 右紋（さんゆうてい うもん）／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

１．ダンスパーティ

２．ミキシング ３．デモ

４．その他／入場無料（直接会場へ）／問合せ：秋山 ℡090-5804-6805

会員、来賓による吟

講座室１
小ホール

展示室

ギャラリー

4/15・5/13・
6/10（日）

10：30～11：30

子ども映画会

上映作品（都合により変更する場合あり）：4/15「交通安全だよ！ドラえもん」、「はれときどきぶた」5/13「空とぶ宝箱」、「ミッ
キーマウスのたのしいゆめ」、「タッチとびだしはアウトだよ！」、「六羽の白鳥」6/10「トム＆ジェリーマンハッタン」、「かっぱ
の雨ごい」、「クマのミナクロと公平じいさん」、「いじわる狐とランボーのなみだ」
＊4・6月は講座室1、5月は小ホールでの開催です。 入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

5/6（日）

12：00～12：30

第35回 ゆとろぎサロンコンサート

羽村フィルハーモニー管弦楽団による室内楽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

2012くれは会水彩画展
＊最終日は16：00まで

水彩・水彩色鉛筆で、静物・風景・人物など自由に個性あふれた絵を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

大野弘江 日本刺繍作品展
「あいま刺繍展」

日々家事や好きな旅行、健康のための山登り、水泳のあいまに刺し続けました。ご覧いただければ幸いです。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：大野 ℡042-554-2375

4/19（木）～
22（日）
4/24(火）～
29（日）

講座室２ 講座室１

参加者募集

学習室
２

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

5/27(日）

１階
ロビー

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。

9：30～17：00
10：00～17：00

5/8（火）～
6/10（日）

10：00～17：00

6/14（木）～
17（日）

9：00～17：00

4/22(日）
6/8・15・22・29
7/6・13・20・27
（金／月 4 回）

第1期
第2期
第3期
第4期
第5期

第7回羽村市美術・工芸展
＊火曜日は13:00～、日曜日は16：30まで

5/ 8(火）～5/13(日）写真の部
5/15(火）～5/20(日）西洋画の部（油絵、パステル、水彩画他）
5/22(火）～5/27(日）東洋画の部（水墨画、日本画、鉱石画他）
5/29(火）～6/ 3(日）立体の部（陶芸、木工細工）
6/ 5(火）～6/10(日）書と篆刻の部

羽村市で活躍中の羽村市文化協会会員３５団体250名による美術・工芸展で、秋の文化祭に匹敵した大々的な作品展。絵
画、写真、書、篆刻、陶芸等の作品を５期にわたり、期毎に作品を入れ替えて展示。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

第12回水彩画サークル萌 作品展
＊最終日は16：00まで

この１年間楽しみながら描いてきた作品の中から、力作を選び出展します。見に来てください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：小澤 ℡042-555-9048

13：30～15：30

漢字は象形文字からですか

象形文字は判り易い絵です。この絵と漢字の関係を示し、漢字の本質をお伝えします。
参加費：100 円（事前申込み）200 円（当日）／問合せ・申込み：清田 ℡042-554-8483

【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「Ｗｏｒｄ応用２」

6 月の「Word 応用１」では〔Word の基礎技術を使ったちらし・案内状・新聞など〕を、7 月の「Word 応用２」では〔カード印刷の
応用・名刺・宛名・組織図〕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 【4/30（月）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

6/17(日）

9：30～17：00

第10回 はむら・市民交流囲碁大会

2012 年春の＜ゆとろぎ主催講座＞受講者募集！ 問合せ・申込みは

保

囲碁愛好家の皆さん年一度の交流大会です。ぜひ参加を！対象：市内在住・在勤・囲碁サークル会員の方／定員：約 50
名（先着順）／参加費：1,000 円、高校生以下 500 円（当日集金）
主催：はむら・市民交流囲碁大会実行委員会／後援：羽村市教育委員会／申込み：5/15 日（火）から市民活動センター（コ
ミセン２階）に備え付けの申込用紙に記入して受付まで／問合せ：同大会実行委員会 島谷 ℡042-555-2087

ゆとろぎ 〒205-0003 羽村市緑ヶ丘 1-11-5 ℡042-570-0707 まで

往復はがきに「講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・一時保育希望の有無（有の場合はお子さんの人数）を明記の上、各〆切必着で郵送。窓口で申込む場合は、返信用のはがき(１枚)をお持ちください。

ゆとろぎ団塊世代講座７

「男性シニアの皆さん、
地域活動を始めませんか」
みんなでサイクリング講座

「爽やか趣味をもつ暮らしへ」
「万葉集」
～和歌の魅力を味わう
＜撮るシリーズ＞

デジタルカメラ入門
子育てママパパ講座

「アロマの活用術」

①5/19 ②6/2
③6/16 ④6/23
（土）
13：30～16：30

①～③講座室 1
④コミセン
（調理室・和室）

①5/20 11：00～13：00
②5/20 ③5/27 ④6/3
（日）
13：30～16：30

①公道走行体験
②講座室 1
③会議室
④講座室 2

5/22・6/5・19・7/3
保 （火） 14：00～16：00
①5/26 ②6/23 ④7/21
（土）
13：30～16：30
③7/21 9：00～12：00
5/24・31
保 （木）
10：00～12：00

子育てママパパ講座

講座室 2
①創作室 2
②レセプションホール
③動物公園
④講座室 2
創作室 1

保 6/12・19
10：00～12：00
「気分のびのびストレッチダンス」 （火）

リハーサル室

理科好きになる工作塾

創作室１・２

-第１期-

ゆとろぎ美術館

6/3・17・7/8・22・29（日）・
8/4(土) 9：00～12：00

（回によってどちらか）

シニア世代の男性を地域活動にお誘いする講座です。市民活動、地域活性化、福祉ボランティア等で活躍している方々を講師
に迎えて実践に直結するお話を伺うほか、最終日にはみんなでソバ打ちを体験します。対象：具体的な活動を模索している退
職世代の方／定員：25名／講師：生涯学習課職員・ 松田誠一さん（NPO法人CBしながわ）・川股初己さん(日野団塊世代広
場）・内田靖司さん（NPO法人団塊のノーブレス・オブリージュ）・林眞さん（男性ボランティアいでたち）・田村義明さん（com.net代
表）・島田辰夫さん（市内そば店主）／受講料： 2,500円（全4回分・ソバ打ち材料費込）／申込み〆切【5/12（土）】
さぁ今日から自転車で健康な暮らしを！ 自転車の通行マナーや保守点検も改めてきちんと学び、サイクリングを楽しみましょ
う。初日は各自の自転車でゆとろぎに集合、市内を実走します（小雨決行・荒天の場合は②から）。対象：40歳～＊交通災害対
象の保険加入が条件（未加入の方には「ちょこっと共済」加入をおすすめします）／定員：15名／講師：遠藤 祐弘（ゆうこう）さ
ん （東京ユースホステル サイクルリーダーズ主宰）／受講料：1,700円（全4回分）／申込み〆切【5/8（火）】
約4500首にのぼる『万葉集』には、喜びの歌･悲しみの歌、怒りや驚きの歌があります。時代順に有名歌人とその和歌を採り上
げ、その魅力に迫ります。対象：万葉集を読んでみたい方／定員：30名／講師：松村武夫さん（元武蔵野大学文学部長、現同大
学名誉教授）／受講料：2,000円（全4回分）／申込み〆切【5/10（木）】
デジタル写真を趣味にしませんか！ フィルムカメラとの違いを学び、それを踏まえた作品作りを実習します。最終日には、午前
中、動物公園で撮影実習（雨天でも）。午後は各自の作品を鑑賞し合い、講評とともに、さらに感動を伝えられる作品にするため
のテクニックを教わります。対象：デジタル写真を趣味にしたい方／定員：20名／講師：畠山 高 さん（プロ写真家）／受講料：
2,000円（全4回分）／申込み〆切【5/12（土）】
自分にご褒美。癒しのアロマ活用法を学び、潤いある生活を！子どもにも害が少ないアロマの化粧水やジェルなどを作ります。
対象：子育て中のママパパ （中学生までのお子さんを持つ方＊妊娠中の方は中期以降）／定員：25名／講師：萱原 恵子さん
（日本アロマコーディネイター協会インストラクター）／受講料：2,000円（全2回分・材料費込）／申込み〆切【5/10（木）】
手足伸ばしてストレッチ。肩こりじめじめ気分も吹き飛ばす、スッキリ体操。音楽に合わせて楽しく体を動かします。
対象：子育て中のママパパ （中学生までのお子さんを持つ方）／定員：25名／講師：吉田 英里氏 （ストレッチサークル講師・
キャラクターショーの元パフォーマンスディレクター ）／受講料：500円（全2回分）／申込み〆切【5/29（火）】
Ａ：手まわしオルゴール、Ｂ：乾電池で動くピストンエンジン、Ｃ：振り子式しかけ時計から、各自が作りたいもの一つを選び、工作
を楽しみながら、理科の中身のおもしろさを学ぶ講座の第１期(9 月～12 月に、第 2 期も予定しています)。対象：市内小学 5 年
生～中学 2 年生／定員：Ａ・Ｂ・Ｃ各 4 名（計１２名）／講師：〔おもちゃ病院ボランティア・ねじまわし〕メンバー／受講料：1,500 円
（全 6 回分・材料費のみ）／申込み〆切【5/19（土）】

ゆとろぎでは、館内各所に現代アートの常設展示をしています（年 3 回展示作品入れ替え）。ごゆっくりご鑑賞ください。

