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2012.6/15～8/14

～
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

大ホール

ゆとろぎホール
小ホール

6/17(日）

開場 12：00
開演 12：30

東流をどりの会

懐かしい演歌から新しい歌謡曲まで創作新日本舞踊を披露いたします。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：今井 ℡042-554-4727

6/24(日）

開場 13：30
開演 14：00

羽村フィルハーモニー管弦楽団
第２１回 定期演奏会

指揮：久世武志 演目：「J.シベリウス 交響曲第2番」「FFショパン ピアノ協奏曲一番」（Pｆ.独奏 雨宮恵美）他
羽村で生まれ育った団員（ヴィオラトップ奏者）が20代の若さで堂々のピアノソロを披露します。今秋より、音楽指導活動の
ため単身ウズベキスタンへと旅立つ彼女の前途を祝し、みなさんで応援してください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：奥貫 ℡042-596-5307

7/15（日）

開場 14：00
開演 14：30

岡本るみ子バレエスタジオ勉強会

おさらい会
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：岡本るみ子バレエスタジオ ℡0422-46-6649

7/18（水）

開場 13：30
開演 14：00
（～16：00）

神津善行の文化講座と音楽会
第２回「徳川から明治に」

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、演奏を楽しむ連続講座。2012年度第２回
は「徳川から明治に」（日本歴史編２）、ゲストは加賀美幸子、大出俊、中村メイコ、坂田美子です。定員：500名（先着順）／
受講料：10,000円（第2～6回・5回分一括納入で今回からでも参加できます）／問合せ・申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707

7/29（日）

開場 13：30
開演 14：00

多摩っ子バブルス 第３４回公演

歌とダンスのレビューショー！
入場無料 （※全指定席）／問合せ・申込み：早瀬 ℡042-541-4043

8/5（日）

開場 10：30
開演 11：00

ゆとろぎファミリー劇場
「星の王子さま」

＊詳細は下記チケット情報欄をごらんください。

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

7/8・8/12(日）

10：30～11：30

子ども映画会

上映作品：7/8「七夕さま」、「だるまちゃんとかみなりちゃん」、「ねずみのよめいり」、「ネズミさんのおんがえし」8/12「七つの
ほし」、「ちびまる子ちゃん 自習時間大好きの巻」、「おおきなかぶ」、「チップとタップあひるのぼうやがあぶないよ」（都合に
より変更する場合あり） 入場無料 （直接会場へ）＊8/12の会場は講座室１です。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

7/14（土）

開場 18：30
開演 19：00

これが「スマートグリッド」だ！

この夏の電力不足をどう乗り切るかが大きな関心を呼んでいます。「再生可能エネルギーとスマートグリッド」について専門
家がやさしく解説する講座。限りある資源を有効に、限りないエネルギーを知って賢く得する市民に変身できます。講師：谷
口治人さん（東大工学部特任教授）／対象：高校生以上ならどなたでも。定員：250名（先着順）／入場無料（要事前申込み
7/1（日）～電話でゆとろぎへ）／問合せ・申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707

7/21（土）

開場 13：30
開演 14：00

第１８回 ゆとろぎ映画劇場
『育子からの手紙』

12：00～12：45

第３６回 ゆとろぎサロンコンサート

１階
ロビー 6/16(土）

ギャラリー

展示室

参加者募集

講座室２

6/14（木）～
6/17（日）
6/24（日）～
7/15（日）
8/3・10・17・24
8/31・9/7・14・
21（金／月４回）

9：00～17：00
10：00～17：00
＊土日 18：00 まで
最終日 16：00 まで
【午前】

10：00～12：00
【午後】

13：30～15：30

保

bubbles@yel.m-net.ne.jp

上映時間１時間５０分。文科省による特別選定、厚労省による社会保障審議会推薦児童福祉文化財に指定された作品。原
作『育子からの手紙～十五歳、ガンと闘った日々』(1989)を基に、「生命」と「希望」の大切さを問い、そこに息づく「愛」と「感
謝」を伝える文芸作です。 ／入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
法政大学ギタークラブ OB 会によるラテン・カーニバル 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 協力：ゆとろぎ市民の会
入場無料（直接会場へ）／ 問合せ：羽村市文化協会 市野 ℡042-555-6980

第１２回 水彩画サークル「萌」作品展

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

アートinはむら展12th

多摩地区で活躍している、アーティストによる現代アート展。1 階の展示室や 3 階の創作室のほかにも、ゆとろぎのいろいろ
な場所に不思議で楽しい作品をたくさん展示します。また、6/30（土）13:00～15:00 はワークショップ、7/8（日）14:00～16:00
はギャラリートークを予定しています。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。入場無料 （直接会
場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

パソコンなかま パソコン講座
８月「画像処理１」
９月「画像処理２」

8月の「画像処理1」では〔PCへの写真の取込・整理方法・写真の加工と応用〕を、9月の「画像処理2」では〔写真加工の応用
２・印刷・メール添付〕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 【6/30（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

保

2012 年夏＜ゆとろぎ主催講座＞参加者募集！ 問合せ・申込みは

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。

講座名

開催日

夏休み子ども教室

A 「そば打ち体験」
夏休み子ども教室

B 「手作り木工づくり」

保

会場

13：30～16：30

①③
講座室 2
②④
講座室 1A

8/7（火）

9：30～11：30

コミュニティセンター
（調理研修室）

家庭ではなかなかできない＜そば打ち＞体験。プロの技を伝授します。講師:島田辰夫さん（市内そば店主）／対象：小学 4
年生～6 年生※そばアレルギーの方は参加できません。参加者は、そばアレルギーでないことの保護者の同意が必要で
す。／定員：15 名（応募者多数の場合は抽選）／受講料：500 円（材料費のみ）／持ち物：エプロン、三角巾、そば持ち帰り
用の入れ物、出汁入れ用ペットボトル。／申込み〆切【7/25（水）】

8/8（水）

9：30～11：30

創作室 2

「多摩の木でつくる手作り木工教室」で夏休みの宿題もバッチリ！工具の扱い方を学び、トロッコを組みたてて仕上げます。
講師：小山勲さん（木工房 代表職人）／対象：小・中学生（小学生は保護者同伴）／定員：15 名（応募者多数の場合は抽
選）／受講料：1,000 円（材料費のみ）／申込み〆切【7/25（水）】

講座室 2

各自、夏の思い出を撮影したデジタル写真のデータ（10～20 枚）を持ってきて、動画作成ソフト「ムービーメーカー（ウインド
ウズ付属ソフト）」を使って 1～2 分の動画に仕上げます。音楽の取込み、切り替え効果、タイトル･クレジットの作成など、具
体的に学べます。講師:長尾晃さん（羽村市在住｢楽しむパソコン｣講師）／対象：小・中学生（小学生はパソコンのキーボード
入力ができる保護者同伴）／定員：15 名（応募者多数の場合は抽選）／受講料 500 円（材料費のみ）／持ち物： XP 以上の
OS 搭載のノートパソコン（マック不可）／申込み〆切【7/25（水）】

ゆとろぎ各所

速報！小中学生のみなさん、今年の夏は JAXA ほかの全面協力で子ども宇宙博「宇宙人は君だ！」を体験しよう！
展示：H2 ロケットエンジン（実物）、ロケット本体の 1/6 模型、はやぶさカプセルのカットモデル、イオンエンジンなど
鑑賞：特設のドーム型プラネタリウムによる夏空の観察と星のお話、宇宙科学映画の上映会
講演：はやぶさ２プロジェクトマネジャーの吉川真さん、すばる望遠鏡（国立天文台）の田村元秀さん
体験：天体望遠鏡製作、宇宙おもしろ実験室、ハワイすばる望遠鏡ライブ中継
などなど、もりだくさんな内容の詳細、各募集要項については「広報はむら」7 月 1 日号で発表します。お楽しみに！

小ホール

杏林大学とゆとろぎが 2007 年から連携実施してきた文化講演会シリーズ。今期は〔生命＆環境〕のテーマを扱います。その
第一弾として、肺がん治療のエキスパートをお招きし、肺がん治療の最前線のお話と同時に、医者と患者が情報を共有し、
ともにがんと戦っていく信頼関係作りの大切さを学習します。質疑応答を含め 1 時間半の講演です。講師：呉屋 朝幸さん
（杏林大学呼吸器・甲状腺外科主任教授・杏林大学医学部付属病院副院長）／対象：どなたでも（未就学児は入場できま
せん。一時保育を希望する場合は 8/24（金）までに要予約）／定員：252 名（先着順）／入場無料（直接会場へ）

夏休み子ども教室

C 「夏の思い出
ムービーづくり」

保

多摩・島しょ広域連携活動助成金事業
「子ども体験塾」

子ども宇宙博「宇宙人は君だ！」

内容
楽しもう！ゲームづくりでプログラミング！ ゲームが動く仕組みとは？ プログラムって何？ という初心者でも大丈夫。プ
ログラミング言語 HSP の開発者〔おにたまさん〕が、直接わかりやすく教えてくれます。シューティングやモグラたたきなどの
ゲームに新しい命令を加えて改造しながら、プログラムの基礎を学びましょう。講師：おにたまさん（プログラム言語 HSP 開
発者）／対象：小学 5 年生以上（大人も可）※ウインドウズの基本操作ができ、ノートパソコンを持参できる方（マック不可）／
定員：20 名（応募者多数の場合は抽選）／受講料：2,500 円（全 4 回分・教材費込）／申込み〆切【7/12（木）】
★講座当日のサポートボランティア募集！（講師による事前講習あり）希望者は 7/10（火）までにゆとろぎにご連絡を。

①7/26（木）
②7/27（金）
③8/9（木）
④8/10（金）

夏休み
ゲームプログラミング教室

時間

8/9（木）

9：30～11：30

8/17（金）～
8/26（日）

展示
9：00～21：30

9/1（土）

開場 14：30
開演 15：00

杏林大学文化講演会

先端の医療～肺がん治療の
最前線から終末期まで

保

＜チケット販売情報＞

前売がお得！

お申込みはお早めに♪

ゆとろぎファミリー劇場
生演奏と生語りでえがく影絵劇
「星の王子さま」－by 影絵劇団かしの樹－

8/5（日）

開場 10：30
開演 11：00

大ホール

大人も子どもも楽しめるファンタジックなステージ。ピアノ、ヴァイオリン、チェロの生演奏でおくる、光と影によって幻想的に
彩られた影絵が、皆様を心温まる世界へと導きます。出演・影絵操作：影絵劇団かしの樹 第１部：0歳から楽しめるクラシッ
クコンサート 第２部：音楽影絵劇 「星の王子さま」（上演時間：１時間40分・途中休憩あり）。★ベビーカー預かり、おむつ
交換所、授乳室もご用意します。赤ちゃん連れでお気軽にどうぞ。入場料：大人前売1,500円（当日2,000円） 子ども1,000円
（3歳以上～高校生以下）※3歳未満は膝上観覧無料（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）【全席自
由】ゆ・ス・マ・に ／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

第３３回 羽村ゆとろぎ寄席

9/22（土）

開場 13：30
開演 14：00

小ホール

出演：前座 春風亭 昇也（しゅんぷうてい しょうや） 、真打 三遊亭 遊喜（さんゆうてい ゆうき） 、バイオリン漫談 マ
グナム小林（まぐなむ こばやし） 、真打 桂 伸治（かつら しんじ） ／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

小ホール

ピアノ誕生以前（15～18 世紀：ルネサンス～バロック期）のヨーロッパで、鍵盤楽器といえば「チェンバロ」でした。鍵盤に連
動した小さな爪で弦をつまびくように演奏するチェンバロは、ハンマーで弦をたたいて音を出すピアノとは構造も音楽表現も
似て非なるもので、小規模な室内楽が中心だった当時の音楽には欠かせない重要な楽器の一つです。今回は、ゆとろぎ初
となるチェンバロの生演奏で、その繊細な音色をじっくりご堪能いただき、バロック音楽の素晴らしさを、楽器や作品背景に
ついてのお話とともにお楽しみください。演奏とお話：大塚直哉さん（東京芸術大学 准教授）
入場料：大人前売 1,000 円（当日 1,200 円） 子ども（小学生～高校生）500 円【全席自由】＊未就学児は入場できません。
ゆ・ス・マ・に ／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

バロック音楽のひととき
～チェンバロの優雅なしらべ～
※7/26（木）よりチケット発売予定

保 9/29（土）

開場 17：30
開演 18：00

