※

6/15

10:00～17:00 (最終日 16:00 まで) 無料（参加自由）
（展示室・創作室１ ・その他で実施）
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桂桂桂桂 歌助

三笑亭夢吉

昔昔亭喜太郎

東京ボーーーーイズ

ゆとろぎ寄席

文化庁委託事業「平成二十五年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」
【全席自由】

作家との
交流会

鑑賞授業
多摩地区で活躍している、アーティストによる現
代アート展です。
市民・子供・アーティストが一緒になってアートを
楽しみましょう。

6/22 (土)

開場 13：30 開演 14：00
入場料：大人前売 1,000 円（当日 1,200 円) 小学生～高校生 500 円

8/20(火)～8/25(日) 今年の子ども体験塾は

梯 剛之

水の中の
水の中の
いきもの博物館

ピアノリサイタル in 羽村
7/24 (水)

開場 18：00 開演 19：00

入場無料: 整理券が必要です。ゆとろぎ窓口へ
写真：尾形 正茂

東京の絶滅危惧生物

― きえる生き物 ふえる生き物 ―

くわしくは
くわしくは「広報はむら
広報はむら」
はむら」７月１日号をみてね！
合号で

「わが街はむらを知る」シリーズ・企業

日野自動車（株）羽村工場見学会
7/15 (月、祝 ) 13:00～16:00 無料

7/13 (土)

主催：日野自動車（株）羽村工場
共催：羽村市教育委員会

14:00～16:00
入場無料
あなたの周りから
スズメが
いなくなる日が
来る？！
講師 川上 洋一さん
洋一さん

イラスト提供：川上 洋一さん

夏休みゲームプログラミング教室 2013
①7/20(土) 13:30～16:30
②7/27(土) 10:00～13:00
③ 8/3(土) 13:30～16:30

講師：おにたまさん

対象：小学校 5 年生以上
昨年も大好評だった講座です ⇒

ゆとろぎ

☎ 〒205-0003
042-570-0707
東京都羽村市緑ヶ丘1-11-5

夏休み子ども体験

「思い出スクラップブッキング」

参加費：2000 円

羽村市生涯学習センター

6/16(日)～ 受付開始
先着 70 名

画像提供：日野自動車 （株）

8/9(金)

講師：新井

奈々子さん

10：00～12：00
13：30～15：30
対象：小学生
※午前、午後とも同じ内容です 参加費：500 円（材料費のみ）

※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

■http://www.hamura-tokyo.jp FAX 042-570-6422 ※羽村駅から徒歩８分 ※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。

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
。

2013.7.3(水)～7.21(日) 7/8(月)休館

2013.6/15～8/14

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

6～8 月のイベント日程
会場
館内随所
大ホール

ゆとろぎホール
小ホール
１Ｆ
レセプション
ロビー ホール

展示室

ギャラリー

講座室２

参加者募集

2013

開催日

時間

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。

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

第 2 回羽村市環境フェスティバル

開会式、市内小中学生吹奏楽演奏会、グリーンカーテンコンテスト授賞式、エコフォトコンテスト、市民展、企業展、飲食店、
ｅｃｏ café、手づくりおもちゃ教室、犬の飼い方教室等を行います。エコライブには、今注目されているLIFriendsも出演してく
れます！ぜひ、ご来場ください！入場無料 （直接会場へ）※エコライブの入場には、当日配布される入場券が必要になり
ます。／問合せ：羽村市環境保全課042-555-1111（内線225・226）

10:00～17:00
最終日 16:00 まで

13th
13th アート in はむら展

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です。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。作品展示をはじめ、7/13（土）13：00～15：00にはワークショップ「ビー玉でゲームを作ろう」（対象：幼児・小学生・中学
生）、7/15（月・祝）14：00～16：00にはギャラリートークも予定されています。作家との交流会を除きすべて入場・参加無料
（直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

6/16（日）

開場 13：00
開演 13：30

第 10 回 はむら音楽祭

今年の音楽祭は〔洋楽部門〕♪ 市内で活動している合唱や器楽のサークル14団体が出演します。〔水と緑〕をテーマに選
んださまざまな曲を次々に披露。音楽のまち羽村で、人々がいきいきと奏でるハーモニーのすばらしさをお楽しみください。
主催：羽村市文化協会／共催：羽村市音楽連盟／入場無料 （直接会場へ）／問合せ：音楽連盟松本 ℡042-554-6655

6/23（日）

開場 12：00
開演 12：30

東流をどりの会

新日本舞踊の発表
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：今井 ℡042-554-4727

6/30（日）

開場 13：30
開演 14：00

第22回羽村フィルハーモニー管弦
22回羽村フィルハーモニー管弦楽団
回羽村フィルハーモニー管弦楽団
定期演奏会

指揮：久世 武志 ブルックナー作曲「交響曲第4番」他
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：奥貫 ℡042-596-5307

7/10（水）

開場 13：30
14：00～16：00

神津善行の文化講座と音楽会
第２回「ロシア天才少年を聞く」

7/14(日）

開場 13：30
開演 14：00

多摩っ子バブルス第 35 回公演

7/21(日）

開演 16：00

斉藤バレエスタジオ発表会

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、演奏を楽しむ年6回の講座です。
第 2 回は「ロシア天才少年を聞く」定員：500 名（先着順）／受講料：残 5 回分一括納入 10,000 円／
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
歌とダンスのレビューショー。お子様から大人の方まで楽しんでいただけます。
入場無料 （全席指定席・要事前予約。お問合せはスタジオまで）／問合せ：多摩っ子バブルス ℡042-541-4043
バレエ・ジャズ・タップと多彩で楽しい内容です。子供から大人まで一生懸命踊ります。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：斉藤みさを ℡0428-31-5555・0428-24-4180

7/24（水）

開場 18：00
開演 19：00

梯 剛之 ピアノリサイタル in羽村
in羽村

小鳥のさえずりのようにやさしく、ひとつひとつの音が心に沁み込んでくる珠玉の〔梯ワールド〕をゆとろぎで。モーツァルト、
ショパン、リストなど、おなじみのピアノ曲をそろえてお届けします。入場無料（※整理券配布中）
主催：㈶青梅佐藤財団 ／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707・NPO 法人青梅の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030

7/28(日）

開場 13：30
開演 14：00

あきしまウインドオーケストラ
あきしまウインドオーケストラ
第21回定期演奏会
21回定期演奏会

羽村市では初舞台！友達同士も家族連れも、誰もがお楽しみいただける吹奏楽をお送りします。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：谷地舘望（団長） ℡090-1558-8693

8/17（土）

14：00～15：30

特別展『深海』関連文化講演会
‐深海生物学への招待‐

国立科学博物館にて7/6(土)～10/6(日)に開催される特別展「深海-挑戦の歩みと驚異の生きものたち-」。この特別展をよ
り楽しむために、深海の魅力をたっぷりお伝えします。講師：藤田敏彦さん（国立科学博物館・動物研究部 海生無脊椎動
物研究グループ グループ長）※ご来場いただいた方には、同展の招待券をプレゼント♪ 応募方法等詳しくは、「広報はむ
ら」7/1号をご覧ください。入場無料／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

6/16（日）

開場 13：30
開演 14：00

障害者支援 チャリティーコンサート

6/22(土）

14：00～16：00

第36回
36回 ゆとろぎ寄席

6/25（火）

開場 13：30
開演 14：00

第1部「平成25年度税制改正について」 第2部「成年後見制度と取引上の留意点」
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：（公・社）宅建西多摩支部℡0428-24-1005

7/21（日）

開場 13：30
開演 14：00

都民公開セミナー・平成25
都民公開セミナー・平成25年度第
25年度第1
年度第1回
宅建西多摩支部研修会
山田流箏曲 小間夕起子
箏コンサートvol4
箏コンサートvol4 2013

6/22（土）

12：30～13：00

第41回ゆとろぎサロンコンサ
41回ゆとろぎサロンコンサート
回ゆとろぎサロンコンサート
日本の伝統楽器 しの笛のしらべ

毎回ご好評をいただいている〈ゆとろぎサロンコンサート〉。今回は澄みわたる響きがどこか懐かしい〔しの笛〕の演奏をお楽
しみください。出演：しの笛サークル「ロマシキ」のみなさん／曲目：「影を慕いて」「コンドルは飛んでいく」「花嫁人形」ほか。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

7/7（日）

9：30 ～15：00

もう一度花嫁 !!

ウェディングドレスを着てあのころの乙女に戻りませんか？どなたでも着られるフリーサイズを用意しております。思い出写
真も撮影できます。入場料：1,000円／定員：10名／対象：50歳以上の女性／予約受付： 6/18（火）まで／主催：羽村市商
工会女性部／問合せ：商工会女性部事務局 杉村 ℡042-555-6211

6/15(土)

9:50～15:00

7/3（水）～
7/21（日）

6/18(火)～
6/23(日)
6/25(火）～
6/30（日）
7/23(火）～
7/28（日）
7/30（火）～
8/4（日）

古典曲から現代曲まで、お箏の音楽を幅広く演奏します。入場料：2,500円（申込み：電話またはFAXで問合せ先まで。当日
券有）／問合せ：小間夕起子 ℡･FAX 0428-31-4185

第8回 羽村市美術・工芸展 第5期

10：00～17：00

※初日13：00～

2 ヶ月間にわたる「羽村市美術・工芸展」。最終の第 5 期は、立体の部（陶芸ほか）を展示します。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

最終日16：30まで

第三回 透明水彩画と油彩画の三人展

10：00～17：00

※初日 13：00～

多摩の四季の風景と花や果物等の静物を題材にした地元の川島肇・城聖一・坂本稔による透明水彩画と油彩画の作品
展。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：坂本稔 ℡042-554-1206

最終日 16：00 まで

第 15 回 彩 書作展 手ならい展

10：00～17：00

※初日13：00～

小学校からベテラン？の作品がズラリ!! お気軽にお立ち寄り下さい。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：新村兼子 ℡042-554-2258

最終日16：30まで

白いキャンバス グループ展

10：00～17：00

※初日13：00～

【午前】

8/2・9・16・23
8/30・9/6・13・
20（金/月4 回）

１部・２部構成。特別ゲスト 庄野真代
入場料：1,500円／問合せ：青木貞夫 ℡0428-78-8292
今年度は、文化庁、公益社団法人落語芸術協会主催（共催：羽村市教育委員会）となった〔ゆとろぎ寄席〕。年4回の高座を
ご期待ください。今回の出演は、落語：昔昔亭 喜太郎、三笑亭 夢吉、柳家 蝠丸、桂 歌助 歌謡ショウ：東京ボーイズの
みなさんです。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

10：00～12：00
【午後】

13：30～15：30

ゆとろぎの学習室で活動している、油絵のグループ８名の作品展です。日々の生きがいとして描き続けてきました。ぜひ足
をお運びください。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：山﨑詔子 ℡042-555-0534

最終日16：00まで

パソコンなかま パソコン講座
8月「画像処理
月「画像処理１
画像処理１」
9月「画像処理２
月「画像処理２」
画像処理２」

保

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・ムービーメーカーの利用を学びます。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、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）【8 月講座分は 6/30（日）、9 月講座分は 7/31（水）必着】※8･9 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

夏の＜ゆとろぎ主催講座＞受講者募集！ 問合せ・申込みは ゆとろぎ
はがきに

講座

東京の絶滅危惧生物
－きえる生き物 ふえる生き物－

｢わが街はむらを知る｣シリーズ・企業

日野自動車(
日野自動車(株) 羽村工場見学会
夏休みゲームプログラミング教室
2013
夏休み子ども体験

「思い出スクラップブッキング」

芸術鑑賞部会

7/15（月・祝）
13：00～16：00
①7/20・②7/27・③8/3
①/③ 13：30～16：30
②のみ 10：00～13：00
（土・全 3 回）
8/9（金）10：00～12：00
13：30～15：30
9/8・15・10/6・
11/17・12/1・15
9：00～12：00
（日・全 6 回）

事業運営

ホール事業の企画・
運営に興味がある方
↓

7/13（土）
保 14：00～16：00

保 ※午前・午後とも同内容

理科好きになる工作塾 第2期

〈ゆとろぎ

〒205-0003

羽村市緑ヶ丘 1-11-5

℡042-570-0707 まで

・
・
・
・
・
の
の場合はお さ の 数 を
の 、
着で
に
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。
※先着順のもの以外は、応募多数の場合抽選となります。

講座室１（Ａ・Ｂ）

あなたの周りからスズメがいなくなる日が来る?! 都市とその周辺地域（多摩丘陵や羽村市）における実態を知り皆さんで
「人間の活動が生き物にどんな影響を与えてきたか」、「今後どうすべきか」を考えます。ホワイエで絶滅危惧生物関連の事
前展示（画像、標品、書籍、パネル）を予定しています。講師：川上洋一さん（日本昆虫協会理事、自然科学イラストレーター
ならびにライター）／対象：小学生以上／定員：80名／参加費：無料／申込み：6/16（日）9：00～ゆとろぎ窓口または電話に
て受付け※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。
※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。★先着順
※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。★先着順

日野自動車㈱
羽村工場

日野自動車㈱ 羽村工場が、操業50周年記念事業として工場見学会を開催します。実際に操業中の工場の中で、生産ライ
ンの見学、テストコース巡回、地域貢献の一環としての災害時給水施設を見学、お客様テクニカルセンターにて、エコで安
全な運転技術を学びます（人数限定）。案内責任者：鈴木晃郎さん(羽村工場工務部 管理室室長）対象：羽村市在住で中
学生以上の工場見学に支障のない方／定員：70名／参加費：無料／主催：日野自動車（株）／申込み：6/16（日）9：00～ゆ
とろぎ窓口。※ハガキ不要。
※ハガキ不要。直接窓口にてお申込みください。
※ハガキ不要。直接窓口にてお申込みください。★先着順
直接窓口にてお申込みください。★先着順

講座室２

ＨＳＰというプログラミング言語を使って、ゲーム作りを通して子どもから大人までプログラムを創る楽しさを学ぶ講座です。
今年はロボット制御にも挑戦！ 講師：おにたまさん（武田寧さん）／対象：小学校5年生以上でプログラミングに興味のある
方（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。小学生は保護者と一緒に受講可能）定員：15名／受講
料：2,000円（配布ＵＳＢ代含む）／申込み：ゆとろぎ窓口または往復はがきで。〆切【7/13（土）】

創作室１

各自が持参した思い出の写真をきれいなテープやリボンで飾って仕上げる工作です。講師：新井奈々子さん（アル
バムアドバイザー）／対象：小学生（3 年生以下は保護者同伴可）／定員：午前・午後各 15 名／受講料： 500 円（材
料費のみ）／申込み：ゆとろぎ窓口または往復はがきで。〆切【7/26（金）】

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（6 月スタートの
第 1 期と同内容）
。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：ゆとろぎ窓口または往復はがきで。〆切【8/25（日）
】

の会〉お仲間募集中！！

ギャラリー事業の企画・
運営に興味がある方
↓

展示部会

してください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

学習・文化講座の企画・
運営に興味がある方
↓

学習文化部会

イベントガイドの編集や
HP 制作に興味がある方
↓

情報発信部会

〈ゆとろぎ
事業運営
の会〉は、
羽村の生涯学習をお手伝いする
ラン
集 です。
詳しくはゆとろぎ窓口にて。

