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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
■http://www.hamura-tokyo.jp
※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８月１５日（隔月１５日発行）

～ Vol.64

無断転載をお断りします

C 2008~2013 by YUTOROGI All rights reserved
Copyright ○

※

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。

9/ ○
9/ 水 ～9/
土
8土
5○ 15○

バロック音楽のひととき

展示室 10:00～17:00
最終日 16:00 まで

～チェンバロの優雅なしらべ～

展示室 14:00～
友永詔三氏による
ギャラリート ークが
あります。

ピアノ誕生以前の鍵盤楽器の「チェンバロ」をじっくり聴い
て頂き、しばしバロック音楽の素晴らしさ、優雅なチェンバロ
の音色を堪能頂きます。
１．バロック音楽：チェンバロ作品（演奏）～
J.S.バッハ：イタリア協奏曲
J.S.バッハ：バッハ家の音楽帳より
モーツァルト：キラキラ星変奏曲 他

２．【お話】楽器と作品の背景

9/

土
29○

Copyright (C) 2004-2012 OTSUKA Naoya All Rights Reserved.
Photography： R.Hotta

開場 17:30 開演 18:00～１９:３０
小ホール （全席自由） □
ゆ □
ス □
マ □
に
大人料金(前売)1,000 円 (当日)1,200 円
小学生～高校生 500 円

東京芸術大学 准教授 大塚直哉氏

9/

水
19○

高橋薫子、立花敏弘

10/ 土
11
土
日 , /17○
6○,14○
13:30～16:00

開場 13:30 開演 14:00
大ホール （全席自由） □
ゆ
定員は５００名先着順、会費４回一括納入８,０００円

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

山ふる音楽祭

よろこばれ、美しく、いい気分
になれる生活の知恵。
（１）江戸しぐさとは？ 時代背景
（２）江戸庶民の子育てとしつけ
（３）江戸商人気質と繁盛しぐさ、
江戸っ子のボランティア精神、江戸のエコ
講師：NPO 法人 大江戸文化振興ネットワーク

「山のふるさと村・東京国際交流音楽祭
ｉｎ ＯＫＵＴＡＭＡ」

開場13:00
開場13:0
開場13:00
13:00 開演13:30
開演13:30
9/23○
日 大ホール（入場無料：全席自由）
大ホール（
ホール（入場無料：
入場無料：全席自由）
全席自由）

～2012 年 音楽の都ウィーンから 交流コンサート～
アンパンマン「バタコさん」、魔女の宅急便「ジジ」
役声優とウィーンから著名な音楽家が出演。

10/

＊定員がございますのでお申込みが必要です。8 月 12 日（日）
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。

木
18 ○

開場18:00 開演18:30
大ホール（1階全席指定）

入場料：１,000 円
ゆ
８/３０（木）発売開始□

出演：ウィーン・フィル アンサンブル

9/

日
9,30, 10/14, 11/18,25, 12/2 ○

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。

宇宙人は君だ！

8
金 ～ /26○
日 〔月曜休館〕
17○

8/

★ 展示

★ 「プラネタリウムで星空体験」、
「宇宙記録映像」
はやぶさ帰還
Ｈ２ ロケット
★ 映画上映 はやぶさ／ＨＡＹＡＢＵＳＡ
カプセル（模型）
エンジン
（大ホール） 8 月 19 日（日）、25 日（土）
14:00～16:20（開場：13:30） 定員 854 人 入場無料・先着順
（写真協力：ＪＡＸＡ）

※会場など講座の詳細については裏面をご覧ください。

ゆとろぎから未来のノーベル賞候補を！

主催：奥多摩町
共催：羽村市教育委員会
後援：ウィーン市ほか

演奏：指揮
三浦徹、クラリネット：武田忠善
演奏：
：指揮 三浦徹、
、クラリネット：
演奏
三浦徹
クラリネット：武田忠善

協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会
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

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

ヒンク教授

佐久間レイ

他

定年からが本当のスタート！
あなたも好きなこと始めませんか。

9
9
土
金 ～ /23○
日 /22○
21○

9/
Photo

「農村歌舞伎」

展示室 10:00～17:00
最終日 16:00 まで

藤田ひろみさん
羽村市在住の国際写真家

展示室 １４：００～１５：００
ギャラリートーク

花で生活に潤いを！初めてでも簡単！

9：30～12：00
9/25○
火, １．自分を知る。

10/2,9○
火,
10/12○
金

9/27○
木, きれいなお花を咲かせましょう！

自分の能力（セールスポイント）を知る。
２．キャリアデザインの描き方。
何年後かの自分を思い描く。
３．アサーティブトレーニング
自分を表現する。自分を伝える。
４．書類の書き方、面接対策、ビジネスマナー、
求人の状況など。

※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
□
□

10/12 ○
金,

11/15 ○
木
13：30～15：30

羽村市生涯学習センター

☎

井上 華子さん
（Green Cottage
Garden 主宰）

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
。

桂 伸治

22○

三遊亭 遊喜

春風亭 昇也

バイオリン漫談 マグナム小林

9/

木肌の美しさを生かした
「優美な乙女の像」や、
暖かさとユーモアに溢れた
「あかり」の木彫作品を展示
します。

2012.8/15～10/14

～
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

ゆとろぎ
各所

多摩・島しょ広域連携活動助成金事業
「子ども体験塾」

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は「広報はむら」7月1日号に掲載されています。
幼児から大人までピアノを楽しく発表します。ゲストにはチェロの演奏もあります。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：安部 ℡042-552-7000

大ホール

8/17（金）
～26（日）

展示
9：00～21：30

8/26(日）

開演 16：00

第 29 回ちいさな音楽会 ピアノ発表会

9/9（日）

開場 13：00
開演 13：30

emanation Dance Ｓｔｕｄｉｏ
HIP HOP Dance Train vol.5
たくさんのありがとうからはじまる
日本の未来

日頃の練習の成果を発表するステージ。かわいく、かっこよく、みんなの魅力が満載です。
入場無料 （入場制限有）／問合せ：鈴木 ℡0428-84-2595

神津善行の文化講座と音楽会
第３回「オペラ奥様女中」
国立音楽大学
ブラスオルケスター演奏会

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「オペラ奥様
女中」、ゲストは立花敏弘、高橋薫子、その他です。定員：500名（先着順） 受講料：8,000円（第3～6回・4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

ウインドオーケストラ・ユニゾン
第10回定期演奏会
杏林大学文化講演会

曲目：ホルスト作曲「第2組曲」、ド演歌エキスプレズ、刑事ドラマメドレー、キャラバンの到着、GET IT ON（黒い炎）他 ／
入場無料（乳幼児の入場歓迎）／問合せ：直井 ℡042-513-7455

9/15（土）
9/19（水）

開場
開演
開場
開演

17：30
18：00
13：30
14：00
～16：00

子ども宇宙博「宇宙人は君だ！」

ワタミ創業者 渡邉美樹氏による講演会です。
入場料：1,000円／問合せ・申込み：サトウ ℡080-6633-7517(専用ダイヤル）

小ホール

ゆとろぎホール

レセプション
ホール

9/23（日）

開場 13：00
開演 13：30

10/7(日）

開場 13：30
開演 14：00

9/1（土）

開場 14：30
開演 15：00
～16：30

9/2（日）

開場 13：45
開演 14：00

9/9・10/7（日）

10：30～11：30

子ども映画会

9/9（日）

開場 14：00
開演 14：30

なんて素敵なオカリーナ 2012in羽村

9/22(土）

開場 13：30
開演 14：00

第33回 羽村ゆとろぎ寄席

9/29（土）

開場 17：30
開演 18：00

バロック音楽のひととき
保
～チェンバロの優雅なしらべ～

9/30（日）

開場 11：30
開演 12：00

第40回 三味線弥尾地会演奏会

は唄・長唄合奏曲などの唄と三味線の演奏。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：尾上 ℡042-554-3514

10/6（土）

12：00～16：00

音楽フェスティバル in ゆとろぎ

開場 18：00
開演 18：30
～21：00
開場 14：00
開演 14：30

第3弾「妄想教室最終章」
髙澤大介が「読書術」を語る

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
ース その他 多くの仲間たち 入場無料 （直接会場へ）／問合せ：華當（はなとみ） ℡042-553-1387
「読書とは、『人生』という模範解答のないカンニングである」 人生を救ってくれたのは、あの本に書いてあった何気ないコト
バだった。人生を生き抜くための読書術を私からあなたへお届けします。入場料：1,000円※参加者は、飲食物をお持ちくだ
さい。飲食しながら進行します。飲食物をご持参の方は500円割引／問合せ：髙澤 ℡090-1736-9390

8/18（土）
9/2（日）

12：00～12：45

交流
ひろば

9/8（土）

14：00～

展示室

ギャラリー

講座室２

参加者募集

学習室

9/25（火）～
30（日）
10/6（土）～
12（金）

保

被災地・被災者に追悼をささげ、息の長い支援を呼びかけるチャリティコンサート（年2回×3年の継続企画）です。ハープ、
ピアノ、エレクトーン、リコーダーの演奏のほか、会場のみなさまとともに歌うコーナーもあります。入場無料（直接会場へ）
＊義援金募金にご協力をお願いします。／問合せ：細井 ℡090-6300-6786

東日本大震災チャリティコンサート
「祈りから希望へ」②

9/22（土）

9/21（金）～
23（日)

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。今回は、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、医者と患者の信頼関係作りの大切さを学習します。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）

≪音楽の贈りもの≫

ロビー

8/31（金）～
9/2（日）
9/5（水）～
15（土）

先端の医療～肺がん治療の
最前線から終末期まで

指揮：三浦徹、クラリネット：武田忠善。入場無料（要事前申込み＊未就学児は入場できません）
8/12（日）よりゆとろぎにて整理券を発行します。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

9：00～17：00
10：00～17：00
10：00～17：00

上映作品：9/9「ノッポとチビの冒険」、「ひつじのようなライオン」、「ぼくは子象の消防隊」、「空飛ぶジュータン」10/7「グリー
ンヴァレー物語 ポウさんと秋風」、「まちでみつけたたからもの」、「金のおのと銀のおの」、「走れメロス」（都合により変更
する場合あり） 入場無料 （直接会場へ）＊10/7の会場は講座室１です。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
亀山豊子門下生の発表会です。合奏、アンサンブル、ソロ 一年間の成果をお楽しみください。
入場無料 （直接会場へ）＊未就学児は入場できません。／問合せ：亀山 ℡090-8047-6085
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
ピアノ誕生以前の鍵盤楽器である「チェンバロ」の優雅な音色を生演奏で。作品の背景や楽器の解説とともにお楽しみくだ
さい。曲目／J.S.バッハ：イタリア協奏曲、J.S.バッハ：バッハ家の音楽帳より、モーツァルト：キラキラ星変奏曲他。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

ハンドベルとチャイムでやさしい曲を11人で演奏します。やさしい音色を聞いて下さい。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：石本 ℡042-555-1966
フォルクロ―レ「クレノンダ」の演奏をお楽しみください。「コンドルは飛んでいく」、「花まつり」ほか。
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
ミュージカルと大道芸（ジャグリング・バランスボード） ※雨の場合は、音楽練習室 2 にてミニ朗読会とバルーン教室
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：有馬 ℡090-9670-8008

ハンドベル＆チャイム ミニ・コンサート

第37回 ゆとろぎサロンコンサート
ゆみたんとゆかいな仲間たち
ショータイム
いきいき水墨画作品展

いこいの里いきいき講座の水墨画作品展です。皆様のお越しをお待ちしてます。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：本田 ℡042-554-1685

*初日12:00～、 最終日16：00まで

造形作家 友永詔三の世界
木彫の乙女たち＊最終日16：00まで
サロンでトーク
「遅咲きでも花は咲く」

木肌の美しさを生かした「優美な乙女の像」や、暖かくユーモアにあふれる「あかり」の木彫作品、版画の平面作品を展示し
ます。ギャラリートーク：9/8（土）14：00～／入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
定年からが本当のスタート！あなたも好きなこと始めませんか。定年後公民館の講座をきっかけに始めた写真の趣味が、
海外でその実力を認められ、写真集を出すまでになった羽村市在住の国際写真家・藤田ひろみさんの作品を展示します。
ギャラリートーク：9/22（土）14：00～15：00／入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

＊最終日16：00まで
10：00～18：00
10：00～17：00

写眞と水墨二人展

昨年 4 月に予定していましたが震災の影響で中止しました。このたび開催する事になりましたのでご案内いたします。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：沖本 ℡042-555-6389

*初日12:00～、 最終日16：00まで

彩画会展

水彩画展です。今まで学んで仕上げた作品を皆様に御覧いただけたら幸いです。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：髙山ミツ子 ℡0428-24-8777

*初日13:00～、 最終日16：00まで

9/13・27（木）

13：30～15：00

九星気学占い

10/14（日）

13：30～16：00

漢字は象形文字からですか

9/28・10/5・12

9：30～12：00
13：00～15：30

パソコンなかま パソコン講座
１０月「インターネット入門」

保

10：00～12：00
13：30～15：30

パソコンなかま パソコン講座
１１月「年賀はがきの作成」

保

（金／全３回）

11/16・23
（金／全２回）

2012 年秋＜ゆとろぎ主催講座＞参加者募集！ 問合せ・申込みは

「九星気学占い」を学んで、愛情・家庭・健康・人間関係・方位・将来・運勢などを学んで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）テキスト代：2回で3,000円／問合せ・申込み：田代 ℡0428-24-5981
①象形文字は判りやすい絵。この絵と漢字の関係を示し、お伝えする漢字の本質。②漢字自宅研究者への内助話し。
入場料：100円（事前申込み） 200円（当日申込み）／定員20名／問合せ・申込み：中里 ℡042-554-5432
ネットへの接続環境がある方を対象に、インターネットで調べ物をする方法を学びます。受講料：2,000円（全3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：往復はがきに、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、持参するパソコンのOS（XP・VISTA・７など）を明記して、右記へ。〒205-0001 羽村市小作台３
－５－８ 並木一夫【8/31（金）必着】 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
写真やイラスト入りの年賀はがきの作成方法を学びます。受講料：1000円（全2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：上欄（10月分）同様の内容を明記し、往復はがき右記へ。〒205-0001 羽村市小作台３－
５－８ 並木一夫【9/30（日）必着】 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 〒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・時間

会場

9/9・30・10/14・11/18・25・
12/2（日）〔全 6 回〕
9：00～12：00

理科好きになる工作塾
-第２期女性のための
再就職応援講座

保

ガーデナーになろう！

保

創作室１ほか

みんなで楽しむ子育て講座
パパと遊ぼう！遊びのコミュニケーション

9/25・10/2・9（火）・12(金）
講座室１・２
〔全 4 回〕 9：30～12：00
9/27 （ 木 ） ・ 10/12 （ 金 ） ・
11/15（木）〔全 3 回〕
創作室１・学習室
13：30～15：30
レセプション
9/30（日） 9：30～12：00
ホール（Ａ・Ｂ）

江戸文化から学ぶⅡ
保
美しいしぐさと生活の知恵

10/6(土)・14(日)・11/17(土)
〔全3回〕 13：30～16：00

〔チケット販売情報〕

講座室１

内容
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（大好評の第１期と同内容です）。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＊応募者多数の場合は抽選）／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【8/29（水）】
あなたの能力再発見！何年後かの自分を思い浮かべてキャリアデザインを描き、書類の書き方、面接対策などを学びまし
ょう。／対象：子育て中または子育て後再就職を考えている女性／講師：岩嶋 寿子さん（キャリアアドバイザー）／定員：20
名（応募者多数の場合は抽選）／受講料：無料／申込み〆切【9/14（金）】
園芸の基礎を学び、各自種まきから実習（持帰り、持寄り）、生育を観察しながらアドバイスを受けます。さまざまなガーデニ
ングデザインもご紹介します。講師：井上華子さん（Green Cottage Garden 主宰）／対象：どなたでも／定員：20 名（応募者
多数の場合は抽選）／受講料：2,000 円（全 3 回分・花の種、土代等含む）／申込み〆切【9/13（木）】
羽村市男性保育士〈ホップの会〉のメンバーが、子どもとの時間をより楽しく過ごすノウハウを伝授します。パパ・ママ・お子
さんみんなでご参加ください。協力：ゆとろぎ保育室〈さくらんぼ〉／対象：１歳～未就学児のいる家族／定員：15 家族／参加
費：無料 ＊詳細は「広報はむら」8/15 号をご参照ください。
よろこばれ、美しく、いい気分になれる生活の知恵〔江戸しぐさ〕を学びましょう。身のこなしから子どもの躾、ボランティア精
神、エコ意識など、先人に学ぶことはもりだくさん！講師：〔NPO 法人 大江戸文化振興ネットワーク〕メンバー／対象：粋な
大人と呼ばれたい方、子どもを躾ける立場の方々。定員：30 名（応募者多数の場合は抽選）／受講料 1,500 円（全 3 回分）
／申込み〆切【9/21（金）】

お申込みはお早めに♪

山ふる音楽祭 「山のふるさと村・
東京国際交流音楽祭ｉｎＯＫＵＴＡＭＡ」
～2012年 音楽の都ウィーンから
交流コンサート～
発売日 8/30（木）

10/18（木）

開場 18：00
開演 18：30
～21：00

大ホール

第一部 アンパンマンのバタコさん、魔女の宅急便のジジ、ムーミンのミイ役等で活躍する声優の佐久間レイさんの歌や朗
読を佐田詠夢さんの伴奏でお楽しみください。奥多摩町と羽村市の生徒さんによる山ふる合唱団がウィーンの音楽家達と
も共演します。第二部 ウィーン・フィルのメンバーによる夢の演奏をお楽しみください。 入場料：１,000円（8/30（木）発売開
始）／主催：奥多摩町 共催：羽村市教育委員会 後援：ウィーン市ほか 協力：ゆとろぎ協働事業運営市民の会
企画運営：奥多摩町教育委員会、山のふるさと村音楽祭実行委員会、ウィーンの会／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

