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音楽のおくりもの

5/

土
11 ○

開場13:00 開演13:30
大ホール（入場無料）

6/

土
22 ○

開場13:30 開演14:00 開催 決定！
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
※未就学児は入場できません。

王朝和歌の
王朝和歌の楽しみ～『古今集』と「百人一首」を読む～

学び の春 スタート です ！

主催／（財）青梅佐藤財団 共催／羽村市教育委員会

※未就学児は入場できません 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

5/14,28, 6/11,25 ○
火 10:00～12:00

日本独特の
日本独特の文化を
文化を生み始めた王朝文学
めた王朝文学、
王朝文学、
特に王朝和歌の
王朝和歌の魅力に
魅力に迫る。

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。
ひそかな評判になっています。！

①

②

六華仙の再演ご希望が非常に多かったので、今期もプログ
ラムに入れました。乞うご期待！
六華仙の名手六人の名人芸を聞いて頂きます。

ロシアシリーズ

「ロシア天才少年を聞く」

7/10 ○
水

来日希望者が多く現在モスクワの財団で選別中。ヴァイオリ
ン奏者は決まりましたが、あとの一人が未決定です。決まり次
第お知らせ致します。

9/18 ○
水

「徳川幕府から明治に」
出演 加賀美幸子（語り）
坂田 美子（琵琶）
大出 俊（台詞）
中村メイコ（台詞）

ジャズ再現シリーズ

④

12/11 ○
水
頂点の箏を聞く

⑤

1/29 ○
水

「鈴木章治とリズムエース」

故鈴木章治氏の甥である鈴木直樹君の音を聞き是非リズ
ムエースを再現したくてメンバー調整中。

「石垣清美・姜小青の箏」
石垣清美師の箏を聞く。沢井忠夫作品をこんなに美しく聞か
せる人は居ない。そして中国の天才箏者姜小青嬢の箏も聞
いて頂きます。

日本とモンゴルの民謡

⑥

3/12 ○
水

「色でわかる今の気持ち」
「色」の持つ心理的効果を知り、気になる

「美しい民謡を聞く」

昨年来日して感動を与えてくれたモンゴル民謡歌手ダシ・ダ
ギーマー嬢に無理を言って再来日してもらい日本の名人と
唄い比べをします。

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

ステルアート体験付き。
講師: 佐藤 恵子さん（カラーセラピスト）

エンジョイ！

アクティブシニアライフのすすめ
13:30～16:30 講座室 2
6/１,8,29, 7/6 ○
土

（6/29 のみ）コミセン調理研修室

シニア男性の新しいライフスタイルを自由に描く

※会場など講座の詳細については裏面をご覧ください。

③

カラーセラピー体験

10:00 ～12:00
創作室１

5/29 ○
水

（日本歴史編 3）

講師：武蔵野大学名誉教授 松村武夫さん

色から自分自身の今の気持ちをつかみ、
5/21,28 ○
火 明日の自分を探ります。癒しの指描きパ

今期講座予定
「再度 六華仙を聞く」

ご要望多数により

講座室１(A・Ｂ）

Ａ:振り子式
メロディ時計

6/2,9,23, 7/7,21, 8/4 ○
日
13:30～16:30 小学５年生～中学２年生対象
・Ａ 振り子式メロディ時計を作ろう
・Ｂ ふしぎに動くおもしろマシーンを作ろう
・Ｃ 映写機を作ってアニメーションを楽しもう

Ｃ:映写機

Ｂ:おもしろマシーン

講師: 羽村市おもちゃ病院ボランティア 「ねじまわし」の皆さん

レシテーションこそ英語上達の道
6/29, 7/6,20 ○
土 13:30～15:30
講座室２ (6/29)、学習室１ （A・B）(7/6,20)
テキストに、1992 年国連環境サミットで 12 歳の少女が語った伝説のスピーチ
「あなたが世界を変える日」を使用。平易な言葉で聴衆の心に深く届くスピーチ
をそのまま真似して、伝わる英語をモノにしましょう。
講師：Geeth Godakumbura(ジータ・ゴダクブラ）さん スリランカ出身。Civil Engineer B.SC

家庭で出来る庭木の刈込み、剪定教室
6/22 10:00～11:30
6/22,29 ○
土 （雨天決行） 6/29 10:00～12:00 創作室１他

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

脚立の安全な利用法、樹形の作り方、整枝、花芽のつき方など剪定の
基礎知識を学び、ゆとろぎの樹木を教材に実習します。
講師：石谷由雄さん （ゆとろぎの植木及び植栽管理担当）

※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）。
ゆとろぎチケットカウンター（9：00～17：00・月曜休館） ☎042-570-0707

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

羽村市スポーツセンター（9：00～17：00・月曜休館） ☎042-555-0033

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
。

指揮：工藤俊幸
フルート独奏：国立音楽大学学内
オーディション合格者
管弦楽：国立音楽大学オーケストラ

2013.4/15～6/14

～
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

4/21(日)

開場 13：30
開演 14：00

第 19 回 羽村市吹奏楽団演奏会

年齢層幅広い方々に楽しんで頂けるステージで皆様をお待ちしております。曲目/美空ひばりメドレー他
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：田中 ℡042-578-0779

5/11（土）

開場 13：00
13：30～15：30

国立音楽大学
オーケストラコンサート

＜プログラム＞威風堂々/エルガー フルート協奏曲第2番/モーツァルト 全楽章 ハイドン変奏曲/ブラームス トランペット
吹きの休日/アンダーソン 火の鳥/ストラヴィンスキー（1919年版） アンコール ラデツキー行進曲
指揮：工藤俊幸 フルート独奏：国立音楽大学学内オーディション合格者 管弦楽：国立音楽大学オーケストラ
入場無料（先着５００名 入場整理券配付中 ＊未就学児は入場できません）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

5/26(日)

開場 12：15
開演 13：00

京花流第三回発表会

京花流第三回の発表会です。みなさまのお越しお待ちしております。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：京花流 ℡042-554-3220

5/29(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 「再度 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回の講座です。
今年度第1回は、「再度 六華仙を聞く」。再演のご希望が非常に多かった六華仙を、今期もプログラムに入れました。
定員：500名（先着順）／受講料：6回一括納入12,000円／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

6/2（日）

開場 12：30
開演 13：00

松乃扇流民謡創作新舞踊まつり

流派会員の一年間お勉強した踊りの発表をします。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：松瀬佐代子 ℡042-554-6610

6/8(土）

開場 17：00
開演 17：30
開場 12：00
開演 12：30
開場 14：00
開演 14：10
開場 10：00
開演 10：30
開場 17：30
開演 18：00
開場 11：30
開演 12：00

青梅総合高校ダンス部引退公演

5/26（日）

開場 13：00
開演 13：30

琴伝流・大正琴さわやかコンサート
ｉｎゆとろぎ

6/8（土）

開場 13：00
開演 13：30

声のボランティア桑の実
35周年記念朗読会

ボランティアグループ結成から35年を記念した朗読会。曽野綾子作「只見川」、太宰治作「竹青」他、短編作品を朗読しま
す。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：石川千寿 ℡042-555-7519

4/28(日)

13：30～14：30

チャリティーショータイム

歌とダンス！！マジック＆大道芸。
楽しい時間をごいっしょに。東北への募金よろしくお願いします。雨天は音楽練習室2にてミニイベントを行います。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：有馬 ℡090-9670-8008

第８回 羽村市美術・工芸展

第１期 ４月１６日（火）～４月２１日（日） 書と篆刻の部
第２期 ５月１４日（火）～５月１９日（日） 写真の部
第３期 ５月２８日（火）～６月 ２日（日） 西洋画の部（油絵、パステル、水彩画他）
第４期 ６月 ４日（火）～６月 ９日（日） 東洋画の部（水墨画、日本画、鉱石画、紙アート他）
第５期 ６月１８日（火）～６月２３日（日） 立体の部（陶芸、木工細工）
羽村市で活動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（約500点）を５期にわたり、各期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／入場無料 （直接会場へ）／問合せ：渡部 清孝 ℡080-2558-1010

6/9(日）
5/3(金）
5/11(土）
小ホール

5/12(日）
5/19(日）

広場
交流

展示室

ギャラリー

4/16(火)～
6/23(日)
(詳細は右記)

室２
学習

4/23(火)～
4/28(日)
5/4(土)～
5/8（水）
5/9(木)～
5/12(日)
5/23(木)～
5/26(日)

ダンス部公演。舞踊。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：青梅総合高校 杉山恵美 ℡0428-22-7604
名披露目口上より始まり、6才から92才迄の生徒さんの踊りをお楽しみ頂ける事と思います。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：山藤 ℡042-555-8136
子供から大人まで、練習の成果を発表します。（曲）ソナタ（モーツァルト）他
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：生藤 ℡042- 530-5379
会員の発表会。伊庭末雄歌謡ショー。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：伊庭末雄 ℡042-554-0172
昭島音楽教室の生徒によるピアノ演奏と個人歌唱の発表会
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：昭島音楽教室 ℡042-541-4043

第28回 山藤流山藤会
ピアノ発表会
第38回 伊庭会民謡発表会
昭島音楽教室「ピアノと歌の発表会」
風流かっぽれ舞雀の会「ゆかたざらい会」

10：00～17：00
各期の初日
13：00～
各期の最終日
16：30 まで

「しずくの魅力」写真展

9：30～18：00

※初日13：00～

しずくをメインに撮影しているクラブです。小さな「しずく」の世界をお楽しみください。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：戸澤 巖 ℡090-8841-3117

最終日17：00まで

チェリー会は油絵、カトレア会は手描き染めを展示いたします。
明るく楽しく活動しております。多彩で個性的な作品を、ぜひ、ご覧下さい。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：金丸ゆみ ℡090-9832-7588

レインボー展

10：00～16：00

※初日12：00～

最終日12：00まで

第 13 回 水彩画サークル萌 作品展

10：00～17：00

※初日12：00～

サークルメンバーが１年間の活動で描いてきた力作を60点を展示します。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：小澤 右任 ℡042-555-9048

最終日16：00まで

2013 くれは会 水彩画展

9：30～17：00

※初日11：00～

粋な江戸の芸。「かっぽれ・深川・奴さん・木やりくずし」など端唄の曲で踊ります。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：村上良男 ℡0428-24-2377
友紀ハーモニーのグループの中で、今回のコンサートはアドヴァンス・かすみ草・キューピット、３つのグループ50名余りで
出演します。 主な曲目は、キサス・キサス、百万本のバラ、花が咲く、地上の星、第三の男、時代劇シリーズ他、楽しい演
目がぎっしり、みなさんに元気をお届けします。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：神田ミツ江 ℡0428-78-8735

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

最終日16：00まで

講座室１
講座室２

参加者募集

4/21(日)

13：30～15：30

「漢字は象形文字から」は本当？

針金人間もいる象形文字の形から漢字の意味を楽しくご紹介します。
入場料 200 円（前日までの申込みは 100 円）／問合せ：中里 輝子 ℡042-554-5432

5/12(日)

受付 13：30
14：00～16：00

中途失聴・難聴者のための
地域コミュニケーション講座

聞こえに不自由を感じている方、私たち協会には仲間がいます。お越しをお待ちしています。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ NPO 法人東京都中途失聴・難聴者協会 ℡:03-5919-2421 Fax03-5919-2563

第11回 はむら・市民交流囲碁大会

囲碁愛好者の皆さん、年一度の大会です。ぜひご参加ください！対象：市内在住・在勤・在学、市内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
5 月 15 日（水）から参加受付、申込み用紙は市民活動センター（コミュニティセンター１階）にあります。／問合せ：島谷 ℡
042-555-2087

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チラシ・案内状・ラベル印刷１を、7 月の「Word 応用２」ではラベル印刷
２（名刺・はがき宛名印刷）・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：往復はがきに住所、氏名、年齢、電話番号、午前・午後、明記して下記へ。※パソコン所有の方はご
持参ください（XP・VISTA・７・2010 など明記）【6 月講座分は 4/28（日）、7 月講座分は 5/28（火）必着】※6･7 月一括申込みも
受付けます。〒205-0001 羽村市小作台３－５－８ 並木一夫 主催：パソコンなかま／問合せ：並木 ℡042-555-1489

6/16(日)
6/7・14・21・28
7/5・12・19・26
（金／月 4 回）

9：30～17：00

【午前】

10：00～12：00
【午後】

13：30～15：30

2013 年春の＜ゆとろぎ主催講座＞受講者募集！ 問合せ・申込みは

保

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、各〆切日必着で上記住所宛に郵送してください。
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。
※応募多数の場合は抽選となります。
講座室１（Ａ・Ｂ）

王朝和歌の魅力に迫る！ 歴史的時代背景や人間関係を学び、当時代の美意識を基礎として『古今集』『後撰集』『拾遺
集』『後拾遺集』の四つの勅撰和歌を鑑賞します。各勅撰集から多くの歌を採り上げた「百人一首」の和歌にも触手。毎回声
を出して詠むことで、和歌本来の趣を楽しめる講座です。
講師：松村武夫さん（武蔵野大学名誉教授）／定員：40名／受講料：2,000円（全4回）／申込み〆切【4/30（火）】

創作室１

「色」の持つ心理的効果を知り、気になる色から自分自身の今の気持ちをつかみ、明日の自分を探ります。癒しの指描きパ
ステルアート体験付き。講師：佐藤恵子さん（カラーセラピスト）／対象：子育て中のママパパ。中学生までのお子さんがいる
方／定員：20名／受講料：500円＋105円（パステル代）／申込み〆切【5/9（木）】

講座室２
※6/29 のみ
コミセン
調理研修室

地域活動・ボランティア・市民活動等、具体的な活動を模索している退職世代の男性向けの講座です。ひと足先に実践を始
めた先輩シニア達の活動紹介や、ソバ打ちの共同作業を通じて地域の仲間をみつけましょう。
講師：6/1①生涯学習担当課長②松田誠一さん（健康生きがいづくりアドバイザー養成講座講師）6/8①葛尾豊さん（定年後
地域活動実践中）②久保田武男さん（循環型農業「地球農園」事務局長）6/29島田辰夫さん（市内そば店主）7/6①林眞さ
ん（男性ボランティアいでたち代表）②石政克さん（古武術を基にした健康な体を作る教室を主宰） 定員：20名／受講料：
2,000円＋500円（ソバ材料費）／申込み〆切【5/18（土）】

理科好きになる工作塾

6/2・9・23・7/7・21・8/4
13：30～16：30
（日・全 6 回）

創作室
１または２

ゆとろぎから未来のノーベル賞候補を！ わいわいと楽しく好きなものを“工作”しながら、自然と“理科の中身”
に興味が持てる講座です。Ａ〔測る〕振り子式メロディ時計を作ろう、Ｂ〔力〕ふしぎに動くおもしろマシーンを作ろう、Ｃ〔光〕
映写機を作ってアニメーションを楽しもう、の 3 種類の中から作りたいものをひとつ選んで、3 時間×6 回かけて完成さ
せます。講師：羽村市おもちゃ病院ボランティア「ねじまわし」の皆さん／対象：市内小学５年生～中学２年生／
定員：12 名／受講料：1,500 円（材料費のみ）／申込み〆切【5/19（日）】

家庭で出来る庭木の刈込み、
剪定教室

6/22 10：00～11：30
6/29 10：00～12：00
（土・全 2 回）★雨天決行

創作室１
ゆとろぎ敷地内

庭木の手入れも自分の手で！ 脚立の安全な利用法、樹形の作り方、整枝、花芽のつき方など剪定の基礎知識を学び、
ゆとろぎの樹木を教材に実習します。／持ち物：筆記用具、刈込鋏（約80㎝)、剪定鋏(約20㎝)。汚れてもいい服装、靴、軍
手／講師：石谷由雄さん（ゆとろぎの植木及び植栽管理担当）／対象：羽村市に在住、在勤、在学の方／定員15名（先着
順）／受講料：無料／申込み〆切【6/12（水）】※ハガキ不要、電話または窓口で直接お申込みいただけます。

講座室２（6/29）
学習室 1
（7/6・20）

レシテーション＝朗唱という手法で、音声から学ぶ英語の講座です。テキストには、1992年国連環境サミットで12歳の少女
が語った伝説のスピーチ「あなたが世界を変える日」を使用。平易な言葉で聴衆の心に深く届くスピーチをそのまま真似し
て、伝わる英語をモノにしましょう。講師：Geeth Godakumbura(ジータ・ゴダクブラ）さん（スリランカ出身）／対象：中学生以上
／定員：15名／受講料： 2,100円（ＣＤ代含）／申込み〆切【6/1（土）】

王朝和歌の楽しみ
～『古今集』と「百人一首」を読む～
子育てママパパ講座

カラーセラピー体験
「色でわかる今の気持ち」
ゆとろぎシニア講座

エンジョイ！
アクティブシニアライフのすすめ

レシテーションこそ英語上達の道

5/14・28・6/11・25
10：00～12：00
（火・全 4 回）
5/21・28
10：00～12：00
保 （火・全 2 回）
6/1・8・29・7/6
13：30～16：30
（土・全 4 回）

6/29・7/6・20
13：30～15：30
保 （土・全 3 回）

