


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場 開催日 時間 タイトル 内容 

ゆ
と
ろ
ぎ
ホ
ー
ル 

大
ホ
ー
ル 

2/16(土） 
10：00～12：00 
（開場 9：30） 

ゆとろぎサイエンスシアター 
これが海洋開発 前線  
～ロボットによる海洋牧場～ 

先端科学の専門家を招いて毎回ご好評をいただいている恒例の〔ゆとろぎサイエンスシアター〕、今年度のテーマは〈海〉。 

従来の養殖とは違った発想で、「いつまでもさかなを食べたい」を叶える研究が進んでいます。電波等の指令が届きにくい

海中で、自ら状況を判断し、自律的に魚群を誘導する AUV(自律型水中ロボット）ってどんなもの？研究者の課題と実際の

取り組みを、映像を交えた講演でご紹介します。講師: 近藤逸人（こんどうはやと）さん（東京海洋大学 海洋科学技術研究

科 海洋工学系 准教授）／対象：高校生以上向けの内容ですが、興味のある方は中学生でも参加できます。 

定員：500 名／参加料：無料※事前申込みがお済みでない方も参加できます。 
＊併設展示：2/１（金）から当日まで1Ｆホワイエにて関連画像が展示されています。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707 

3/3（日） 
開場 12：30 
開演 13：00 

東京都一般吹奏楽連盟 
アンサンブル演奏会 

東京都一般吹奏楽連盟加盟団体によるアンサンブルの演奏会です。お楽しみください。 

入場料：500円（直接会場へ）／問合せ：東京都一般吹奏楽連盟 ℡090-7010-8949  

3/6（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６回「ロシアの天才少年ピアニスト」 

神津先生の蓄積された音楽文化に耳を傾け、毎回話題に因んだゲストを迎え、演奏を楽しむ講座。今年度 終回となる第

６回は「ロシアの天才少年ピアニスト」と題して、14歳でショパンコンクールジュニア部門の優勝を果たしたドミートリー・シー

シキンさんをお招きし、才気あふれる演奏をご堪能いただきます。定員：500名（先着順） 受講料：2,000円（第6回・1回分の

みで参加できます）／問合せ・申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707  

3/7（木） 10：00～15：30 青梅西中学校合唱コンクール 
午前：1年生の部 2年生の部 午後：3年生の部 ＰＴＡ合唱 吹奏楽発表 

入場無料（直接会場へ）／問合せ：青梅西中 下田冬木 ℡0428-76-0114  

3/9（土） 
開場 12：30 
開演 13：00 

小作台小学校ジュニアバンド  
第23回 定期演奏会 

4･5･6年生の団員による金管バンドの演奏。3年生のリコーダーキッズも友情出演します。ゲストは羽村一中吹奏楽部です。 

入場無料（直接会場へ）／問合せ：小作台小 小山田みどり ℡042-554-1431 

3/10(日） 
開場 14：30 
開演 15：00 

フレッシュ名曲コンサート 
”ゆとろぎスプリングコンサート” 

指揮：大友直人、管弦楽：東京交響楽団、ピアノ：江尻南美、ヴァイオリン：周防亮介による夢の競演。 

入場料：〔前売り〕一般3,000円〔当日〕一般3,500円、高校生以下1,500円【全席指定】＊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  

3/17（日） 
開場 13：00 
開演 13：30 

第26回 羽村西小学校金管バンド部 
定期演奏会 

一年間の活動の総まとめとして、52人全員が力を合わせて演奏します。マーチありラテンありオリジナルありのステージを

応援して下さった皆さんへの感謝としてお送りします。入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村西小 ℡042- 554-2034 

3/20（水） 
開場 13：00 
開演 13：30 

羽村東ジュニアオーケストラ 
第23回 定期演奏会 

私たちのオーケストラは羽村東小に通う4・5・6年生65名の弦楽オーケストラです。一年間の練習の成果を発表します。ぜひ

ご来場ください。入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村東小 中村京子 ℡042- 554-5663 

3/23（土） 
開場 13：30 
開演 14：00 

第29回 羽村市立羽村第一中学校 
吹奏楽部定期演奏会 

1 年間の活動の集大成であります定期演奏会。精一杯演奏しますので是非いらして下さい。入場無料ですが整理券が必要

です。入場整理券は、Fax042-578-1526 か hamura1suisougakubu29teiki@yahoo.co.jp まで 

／問合せ：羽村一中 玉寄・工藤 ℡042-554-2012 

3/26（火） 
開場 18：00 
開演 18：30 

都立青梅総合高校吹奏楽部 
第7回 定期演奏会 

曲目：ホルスト「惑星」より「木星」、ディズニーメドレー、ウエストサイドストーリーメドレー 他 

入場無料（直接会場へ）／問合せ：青梅総合高校 直井 ℡0428-22-7604  

3/29（金） 
開場 17：00 
開演 17：30 

都立武蔵村山高校吹奏楽部 
第6回 定期演奏会 

クラシカルステージ、ポップスステージ（曲目未定） 

入場無料（直接会場へ）／問合せ：都立武蔵村山高校 ℡042- 560-1271  

3/30（土） 
開場 17：30 
開演 18：00 

第5回 都立拝島高校吹奏楽部 
定期演奏会 

今回はテーマを「忘れない」と掲げました。感謝の想いを込め、皆様の心に残るステージにしたいと思います。開演前にはア

ンサンブルのプレコンサートも行います。入場無料（直接会場へ）／問合せ：拝島高校 谷口真由 ℡042-543-1772 

3/31（日） 
開場 13：00 
開演 13：30 

羽村市音楽団 第5回定期演奏会 
音楽とともに一緒に春を感じませんか。ぜひお越しください。団員一同お待ちしております。 

入場無料（直接会場へ）／問合せ：割田次郎 ℡042-554-6929 

小
ホ
ー
ル 

2/16(土） 
開場 13：00 
開演 14：00 第5回「羽衣の堰」 歌謡コンテスト 

羽村堰と玉川上水の情景をうたった「羽衣の堰」を35人の出場者が金賞を目指して熱唱します。 

入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村市商工会 中村忠義 ℡042-555-6211 

2/24（日） 
開場 13：00 
開演 13：30 

森田陵山開軒60周年記念  
都山流尺八陵山会演奏会 

都山流尺八「陵山会」を主宰する都立羽村高校元校長森田豊（陵山）師への、宗家からの標題の受賞を記念し、演奏会（三

曲）を開催します。会員他、近隣絃方師匠、都山流関東支部・多摩幹部会の役員も出演。 

入場無料（直接会場へ）／問合せ：青木彰 ℡042-554-0458  

3/10（日） 10：30～11：30 子ども映画会 
上映作品：「ろばになった旅人」、「ゆかいなリトルボーイ 動物とちえくらべ」、「はだかの王様」、「くまのおいしゃさん すてき

なコンサート」（都合により変更する場合あり） 入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707  

3/14（木） 
開場 14：00 
開演 15：00 

知って得する歯周病の話  
あなたのお口・大丈夫？  
気になる口臭と怖い病気との関係 

歯周病とはどんな病気であるか、全身の病気への影響や気になる口臭の原因と対処法について解説します。 

入場無料（直接会場へ）＊先着20名様 無料口臭測定（受付14:00～）／ 

問合せ：西多摩歯科医師会事務局 ℡0428-23-6222  

3/16（土） 
開場 13：30 
開演 14：00 

第１９回ゆとろぎ映画劇場 
『トイストーリー３』 

上演時間：１時間４５分。キャッチコピーは「さよならなんて、言えないよ」。アカデミー賞長編アニメーション賞等を受賞し、

2010年には文科省による特別選定映画に指定された作品。声の出演(日本語吹替版)：唐沢寿明、所ジョージ他 

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707 

3/23(土） 
開場 13：30 
開演 14：00 第35回羽村ゆとろぎ寄席 

今年度の 終回、演者さんが心身に良い笑いを運んでくれます。一、落語 桂 竹のこ 一、落語 瀧川 鯉橋～仲入り～ 

一、俗曲 春風亭 美由紀 一、落語 古今亭 寿輔／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 

3/24(日） 
開場 14：15 
開演 14：30 

≪音楽の贈りもの≫ 
東日本大震災チャリティコンサート 
「祈りから希望へ」Vol．3 

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、

ヴァイオリン、声楽、ピアノ、エレクトーン、サックスの演奏のほか、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：江久保 ℡090-1207-0703 

3/29(金） 
開場 16：30 
開演 17：00 

都立青梅総合高校合唱部 
第4回定期演奏会 

女声合唱。ポップスから合唱オリジナル曲まで多彩なプログラム。ＰＴＡコーラスのステージもあります。 

入場無料（直接会場へ）／問合せ：青梅総合高校 伊藤高明 ℡0428-22-7604  

4/7（日） 
開場 14：00 
開演 14：30 

清佳バレエスタジオ第1回発表会 
「spring performance」 

コッペリア第3幕と小品集です。日頃のレッスンの成果を発表しますので是非ご覧ください。 

入場無料（直接会場へ）／問合せ：清佳バレエスタジオ ℡080-1221-1445 

ギ
ャ
ラ
リ
ー 

展
示
室 

2/6(水）～ 
17（日） 

10：00～17：00 
エッグアート-たまごが織りなす物語- 
橋本敏美作品展 

＊ 終日16：00まで 

卵の形をそのままに、美しく華麗なオブジェやジュエリーボックスに変身させました。ため息の出る美しさと繊細な技巧をお

楽しみください。材料はハトからダチョウまでさまざまな大きさの「たまご」です。 

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707  

3/6 日（水）～ 
10 日（日） 

10：00～17：00 
サロン・デ・ボザール墨彩画 三人展 

＊ 終日16：00まで 
サロン・デ・ボザール認定羽村市在住の墨絵師範・俳画師範・三人の作品展です。 

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：薄井 久子 ℡042-554-1577 

3/13 日（水）～ 
24 日（日） 

10：00～17：00 
鈴木まもるの鳥の巣の世界展 

＊ 終日16：00まで 

小さい巣大きい巣、木の上の巣、川原の巣、鳥の巣は実に多彩でふしぎ！鳥の巣図鑑の原画を展示します。鳥の巣

から、鳥の生活や自然の不思議でおもしろい世界がみえてきます。 

★3/20（水・祝）14：00～同会場にて講演会も予定されています。（図書館主催） 

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ（展示）℡042-570-0707／図書館（講演会）℡042-554-2280 

3/28(木）～ 
31（日） 

10：00～17：00 
針金人間もいる漢字のルーツ展 
＊初日12：00～、 終日16：30まで 

書道家と愛好家が書かれた楷書の形と、形から生ずる意味を象形文字から解説します。 

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：清田敏雄 ℡042-554-8483  

4/12(金）～ 
14（日） 

10：00～17：00 
じゅん書道会展覧会 

＊ 終日16：00まで 
今回はじめて展覧会を開催することになりました。是非お出でください。お待ちしております。 

入場無料 （直接会場へ）／問合せ：森 秀宏 ℡042-554-4557 

参
加
者
募
集 

 3/2（土） 19：00～20：30 
無料ゴスペル体験会 

 “ぽっかぽかゴスペル’１３” 
簡単な曲を振付けもつけて練習します。楽しく歌っておどって、心も体もぽっかぽかしよう！参加費：無料／定員：25 名（先

着順）／主催：Favored Gospel Choir／問合せ・申込み：アマノ ℡090-9822-6229 

講
座
室
２ 

4/5・12・19・26 
5/3・10・24・31 
（金／月 4 回） 

【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 

4月「パソコンとWordの実用基礎講座」 

5月「Word中級講座」 

4 月の「パソコンと Word の実用基礎講座」では両手使用による文書入力（タッチタイピング）・文字の編集・メモリーの種類と

特徴・データの整理方法を、5 月の「Word 中級講座」では作図（オートシェイプ）表・テキストボックス・ワードアートなどの基

礎と応用を学びます。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【4 月講座分は 2/28（木）、5 月講座

分は 3/28（木）必着】 主催：パソコンなかま／問合せ：並木 ℡042-555-1489  

＜これからのゆとろぎ主催事業＞参加者募集！    お問合せは ゆとろぎ 〒205-0003 羽村市緑ヶ丘 1-11-5 ℡042-570-0707 まで   
事業名 開催日・時間 会場 内容 

コミュニティビジネス講座  
「あなたにも始められる 

地域での自分流ビジネス」 
3/24(日）13：30～16：30 講座室２ 

地域課題に着目した起業で自分を活かす場を創出していく〈コミュニティビジネス〉の世界。「仕事」ではなく「志事」をみつけ

るのに年齢や性別は関係ありません。リタイア世代だって「高齢」者ではなく「好齢」者。会社人間として過ごした人生で蓄積

したスキルや、子育てをしながら拡げてきた人脈、趣味として習得した経験や技術等、それぞれの得意分野がきっとあるは

ず。地域貢献をめざす起業について、一歩先ゆく先人たちの助けを借りつつワークショップ形式で学びます。講師：堀池喜

一郎さん（好齢ビジネスパートナーズ世話人）／参加費：500 円／定員：20 名／申込み：窓口あるいは往復はがき【〆切

3/10（日）17：00 まで】＊応募多数の場合は抽選／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707  

ステージ体験ツアー 
大ホールでスタインウェイを弾こう 

4/13（土）10：00～21：00 大ホール 

まる 1 日、大ホールのグランドピアノ《スタインウェイ D274》を市民演奏家に開放します♪ 1 区分 25 分（連続 2 区分＝55

分まで OK）、お気に入りの曲をプロの気分で弾くだけでも、お知り合いにお声をかけてミニコンサートにしてもかまいませ

ん。ピアノ以外の音響備品や独自のステージ準備はできませんが、声楽やコーラス、生楽器との共演等、スタインウェイを

使ったいろんなジャンルのグループ演奏も可能です。同じピアノが演奏者によって違った響きを奏でるおもしろさを聴いてみ

たいピアノファンは、どうぞご自由に客席でお楽しみください。対象：小学生以上のピアノ演奏者（プロ・アマ不問）で、本趣旨

に賛同し、実施内容および注意事項を守っていただける方／参加費：1 区分につき 2,000 円（客席は入場無料）／申込み：

2/16（土）～3/2（土）の間にゆとろぎ窓口にて受付け＊応募要項をお渡ししますので、ご希望の時間帯をご記入の上提出し

てください。後日、時間調整（応募者多数の場合は抽選）の結果をご連絡します。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707  

 

保 

保 
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。 

（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） 

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 

（1 歳半～就学前）」が利用できます 羽村市生涯学習センターゆとろぎ 

月のイベント日程 ～

2013.2/15～4/14 

保 

 

保 

 

音楽練
習室２ 


