広げよう 高めよう 羽村の文化 ！
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入場無料

10/12(土)小中学生音楽フェスティバル 10/14(月祝) 芸能他（小ホール）
10/19(土) 合唱
10/20(日) 洋楽器 10/26(土) 日舞・芸能他（小ホール）
10/27(日) 洋舞ほか 11/ 2(土) 邦楽
11/ 3(日) 洋舞
第１期 【和・洋的な作品】 10/16(水)～10/20(日)
第２期 【和的な作品】
10/23(水)～10/27(日)
第３期 【洋的な作品】
10/30(水)～11/ 3(日)
10/20(日) 映画「ディア・ドクター」 出演／笑福亭鶴瓶 ほか （先着 250 名）
11/ 3(日) オペラは楽しい －オペラの神髄を極める－ （先着 250 名）
歌とお話／大井 哲也 田村 由貴絵
「ホール部門」 小ホール 10/19(土)午前 大正琴、詩吟
10/20(日)午前 しの笛、ギター
交流広場 10/27(日)午後 フォークダンス
「展示部門」
いけ花、ニット、小学生工作 各期、各展示会場

主催：第 44 回 羽村市文化祭実行委員会 後援：羽村市・羽村市教育委員会 羽村市文化協会

青少年アート体験事業

青少年健全育成の日 「おいでよ！ゆとろぎあそびの森へ」

オペラシアター

こんにゃく座
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土～
日 全館（館内随所）
○
9
10
○
111/９(土） 青少年健全育成の集い（9：30～10：20）

開場 15：00 開演 15：30
日 大ホール（全席自由）
○

子どもフェスティバル（11：00～15：00）
11/10(日） 子どもフェスティバル（10：00～15：00）

【全席自由】 大人 2,000 円、子ども（3 歳～高校生） 1,000 円
保育有（先着 5 名） ※３歳未満は入場できません。

今年もわくわくするあそびや
体験のコーナーがいっぱい!!
9日はこんにゃく座「うたのス
テージ」があります。
10/17～

伝統文化交流事業 in ゆとろぎ

1
11 ○
土 琉球舞踊公演
1
土 風のおわら公演

18 ○

詳しくは10月15日号の
「広報はむら」をご覧ください！

清里 萌木の村から

★体験ワークショップ
11/24 ○
日 10：00～12：00
リハーサル室

10/15～

“からだとうたで遊ぼう”
～森は生きているを100 倍楽しむために～

小学生以上（親子も可）／定員：30 名／参加費：無料
申込み：ゆとろぎ窓口または電話にて受付け。

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

開場 13:00 開演 14:00
2 1○
土

笑福亭 羽光

昇昇昇昇
宮田 陽陽陽陽・・・・

春風亭 柳之助

三遊亭 金遊

大ホール（全席自由）
大人（前売り）1,500 円（当日）2,000 円
小人 800 円（高校生以下）
※未就学児の入場はできません。

どのオルゴールがやってくるかお楽しみに！

ちょこっと体験

杏林大学文化講演会

10/16（水）受付開始。締切 11/23（土）

「いざという時
いざという時の応急処置」
応急処置」
大人編

12 7 ○
土 10:00～12:00

三遊亭 金遊

主催：文化庁、公益社団法人落語芸術協会
共催：羽村市教育委員会

一、
落語 三遊亭 遊松
一、
落語 笑福亭 羽光
一、
落語（
ゲスト）

前売り：一般 1,000 円、当日：一般 1,200 円、
高校生以下：500 円
※未就学児の入場はできません。

～仲入り～
昇昇昇昇
一、
漫才 宮田 陽陽陽陽・・・・
一、
落語 春風亭 柳之助

開場 13:30 開演 14：00
土 小ホール（全席自由）
7○

12

鈴木章治とリズムエース

開場 13：30 開演 14：00
水 大ホール（全席自由）
11 ○

12 14 ○
土 14:00

～15:30

参加費：無料
講師：福生消防署 羽村出張所

知っておきたい身近な事故。身に着けたい手当
の仕方。救急救命隊員に身近な事故の事例を
聞き、ＡＥＤの実演も行います。

参加費：無料
講師：馬田啓一先生 （杏林大学 総合政策学
部・大学院国際協力研究科教授）
国際間の経済連携協定の背景と歴史、交渉の
内容や争点、交渉成否のカギ、日本へのメリット
/デメリットについて学習します。

『市民の会 学習文化部会 新企画の募集』

芸術や教養などより幅広い分野での講座開設のため、
みなさんのご意見ご提案をお寄せください。

神津善行の文化講座と音楽会 第４回
ジャズ再現シリーズ

経済連携への
経済連携への対応
への対応と
対応と課題
―世界の
世界の中の日本―
日本―
講座室１A/B

リハーサル室

12

10/16（水）受付開始。

「こんな講演が聞きたい」「あの講座があったら」を一緒に作っていきます。
新しい企画提案をお待ちしております。

文化協会学習文化講座

詳細は裏面をご覧ください

◆「陶芸 上絵付け
上絵付け － 陶磁器をキャンパスに
陶磁器をキャンパスに Ｍｙ 食器」
食器」
11 １5,22, 12 13 ○
金 13:30～16:30 創作室１
◆「ニットにふれて」
ニットにふれて」
11
土 12 ○
日
土 9:30～12:00 創作室１・会議室
○
○

日本ジャズ史上、不滅の名曲「鈴懸の径」を聴
いて新しい感動を味わいましょう。故鈴木章治
氏の甥である鈴木直樹氏のジャンルを超えた
パフォーマンスは、新しい音色とサウンドにより、
皆様に新しい世界を展開してくれます。

１6,23

,

8

,14

「日本の川 たまがわ」 絵本原画展

11 6 ○
水 ～11 17 ○
日 10:00～17:00 展示室（入場無料） 最終日 16:00 まで

村松昭 講演会： 11/16 （土） 14:00～ 展示室（入場無料） 図書館主催
羽村市生涯学習センター

ゆとろぎ

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

※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
。

展 示

発行：羽村市教育委員会
企画 羽村市生涯学習センターゆとろぎ
編集 ゆとろぎ協働事業運営市民の会

11

土～
日 館内随所
12 ○
3○

※

10

2013.10/15～12/14

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

10～12 月のイベント日程
会場

開催日

時間
高めよう

羽村の文化！

（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。

タイトル

内容

10/12（土）～11/3（日） 第 44 回 羽村市文化祭
広げよう

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

主催：第 44 回 羽村市文化祭実行委員会

後援：羽村市・羽村市教育委員会・羽村市文化協会

ゆとろぎ全館にあふれる市民文化の祭典です。市内で活動する各種文化サークルの発表（ホール・展示）のほか、体験教室や特別企画も盛りだくさん。ぜひお誘いあ

わせの上、お出かけください。本気で打込める趣味や地元の仲間をみつけたいとお考えの方にも必見の機会です。 ＊分野ごとの日程等、詳細は本紙表面をご覧ください。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

11/9・10（土・日） 青少年健全育成の日 子どもフェスティバル

全
館

主催：羽村市教育委員会

主管：子どもフェスティバル実行委員会

11/9（土）9：30～10：20 大ホールの「青少年健全育成の集い」を皮切りに、子どもたちの模擬店、いろんな遊びや体験のひろばなど、ワクワクがいっぱいの 2 日間！
詳しくはポスター、チラシ、広報はむらで。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707・羽村市役所児童青少年課 ℡042-555-1111 内線 262～264

11/30（土）10：00～16：00 第 19 回はむら保育展 ～一緒に子育てを楽しもう～
あそびのスペースや模擬店、親子コンサートなど、親子で楽しめるイベントがいっぱい!! 保育園の紹介、保健・栄養・年齢別子育てのヒントなど子育てに役立つ情報も満載です！
【プレ開催】11/20 日（火）～29（金）10：00～17：00（初日は 14：00～） 展示室にて、保育展に先立ち、保育園の紹介スペースを公開。さらに毎日保育園職員による出前保育も実施します。
ぜひ皆さんお誘いあわせの上、お気軽にあそびにきてください。入場無料・直接会場へ／問合せ：羽村たつの子保育園（佐藤） ℡042-555-3791
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11/15（金）

18：15～20：30

昭和三大スター競演

こまどり姉妹・三門忠司・佐藤勢津子 歌謡ショー
入場料： Ｓ席3,800円／問合せ：エイコウシャ℡080-8431-3889

11/17（日）

開場 15：00
開演 15：30

第 6 回 交通遺児チャリティーイベント
DANCE SHOW CASE 2013

多摩地区の高校生参加による交通遺児救済チャリティーダンスイベント。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：今村忠史 ℡042-521-7210

11/23(土）

開場 9：45
10：00～16：00

第 65 回 三多摩合唱祭

65回の歴史ある三多摩唯一の合唱祭。50余団体のハーモニーの響宴を初めて羽村で開催。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：高橋進也 ℡042-374-3656

11/24(日）

開場 13：30
開演 14：00

羽村フィルハーモニー管弦楽団
「2013オータムコンサート」

指揮：福田夏絵 演目：ベートーヴェン交響曲第5番「運命」ほか。皆さんがよくご存知の曲を集めてみました。お楽しみに!!
ご来場お待ちしております。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：奥貫 ℡042-596-5307

12/1（日）

開場 14：20
開演 15：00

東京都交響楽団
プレミアムコンサート 羽村公演

12/11（水）

開場 13：30
14：00～16：00

神津善行の文化講座と音楽会第４回
再現「鈴木章治とリズムエース」

12/14（土）

開場 19：15
開演 19：30

羽村市特別支援学級発表会

12/15（日）

開場 15：00
開演 15：30

青少年アート体験事業
「オペラ 森は生きている」

11/2（土）

開場 12：30
開演 13：00

第2回 プアナニ・ヘレマイ・ローイヒ
フラダンススクール発表会

フラとタヒチアンダンスの発表会。子どもから大人まで一年間の練習の成果を発表します。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：プアナニ ℡042-552-7845

11/14（木）

開場 9：40
10：00～12：00

羽村市私立幼稚園保護者連合会大会

第一部：羽村市私立幼稚園保護者連合会大会 第二部：木村研先生講演会「親子で一緒に作ってあそぼう」
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：五ノ神幼稚園 池田 ℡042-554-6878

11/16（土）

開場 11：30
12：00～16：00

音楽フェスティバル in ゆとろぎ

12/1（日）

開場 13：30
開演 14：00

シンフォニエッタ青梅
第13回 定期演奏会

12/7（土）

開場 13:30
14：00～16：00

第38回 ゆとろぎ寄席

12/14（土）

開場 13：30
開演 14：00

シュエット シャンソンコンサート

11/10（日）
12/8（日）

10：30～11：30

子ども映画会

12/1（日）

13：30～15：30

「原発ほんまかいな」

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。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。入場料：500円（子ども・学生は無料）／問合せ：華當（はなとみ） ℡042-553-1387
25人編成の小さなオーケストラ（管弦楽）です。クラシック、映画音楽、ポップス等どなたでも楽しめる曲を 演奏します。
指揮：青木隆多 曲目：G線上のアリア、花のワルツ、シェルブールの雨傘、ありがとう他。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：木水（キミズ） ℡042-554-8697
出演：落語 三遊亭 遊松、落語 笑福亭 羽光、落語（特別ゲスト） 三遊亭 金遊、漫才 宮田 陽・昇、落語 春
風亭 柳之助。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
魅惑のシャンソンを貴方に！「聞かせてよ愛の言葉」「バラ色の人生」他。船田園子、太田知子ら 5 人が出演。
入場料：1,000 円／問合せ：船田 ℡042-555-2878
上映作品：11/10「ドナルドと魔法つかい」「こびとといもむし」「ぶんぶくちゃがま」「こぎつねのおくりもの」。12/8「うんじゃみ
祭り（日本の民話シリーズ）」「悟空の交通安全」「恐竜くんのリサイクル」「ミッキーマウスのメリークリスマス」（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
原発についての疑問点、矛盾点を二人の大阪のおばさんが漫談調に展開し、専門家が具体的に解説する映画（アジア太
平洋資料センターの DVD）を上映します。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：倉地篤子 ℡042-570-7370

12/14（土）

開場 14：30
15：00～16：30

青森大学 見城美枝子先生
講演「学びを語る in 羽村」

見城先生による講演「思い立ったら吉日～私の挑戦」。生涯を通じて学ぶことについてお話いただきます。
入場料：1,000 円／問合せ：横田矗 ℡042-555-8864

11/6（水）～
11/17（日）

10：00～17：00

オペラシアターこんにゃく座によるファミリーオペラの傑作が羽村に。子どもから大人までワクワク夢中でひきこまれる、生の
舞台の感動を存分にお楽しみください。入場料：大人2,000円、子ども（3歳～高校生）1,000円【全席自由】ゆ・ス・マ・に
＊3歳未満入場不可 ／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

保

「日本の川 たまがわ」絵本原画展
－村松昭の絵地図
空から見た多摩川－

「日本の川 たまがわ」の原画を展示します。鳥瞰図で描かれた地図の楽しさを原画の繊細な美しさで味わってください。
★11/16（土）14：00 から、図書館主催の「村松 昭講演会」を開催します。入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ
℡042-570-0707 ※11/9・10（土・日）には、子どもフェスティバルのワークショップ「カタカタカタを作って遊ぼー」も同会場
にて開催（要参加費：100 円）。

※最終日 16：00 まで

12/3（火）～
12/8（日）
12/13（金）～
12/17（火）

10：00～22：00
19：00～15：45

12/6・13・20
（金/月3 回）

19：30～12：00
13：00～15：30

1/10・17・24・
31（金/月4 回）

10：00～12：00
13：30～15：30

11/17（日）

13：30～15：30

服部篤浩個展
※初日13：00～

羽村市在住の画家服部篤浩の個展。人間像を描いた高さ約3mの大作5点を展示します。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：服部 ℡050-3637-3538

最終日18：00まで

羽村市特別支援学級発表会
（作品展の部）

羽村市小中学校特別支援学級8校の日常の学習で制作した作品を展示いたします。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村第三中学校 副校長 長田 ℡042-555-5131

※最終日14：00まで

パソコンなかま パソコン講座
12月「Excel 初級」
11月「Excel 中級」
「漢字は象形文字から」は本当？

ドヴォルザーク作曲 交響曲第9番「新世界より」第4楽章。演奏：東京都交響楽団。入場料：無料／定員：850名／申込み：
WEB（HPアドレスhttp://www.tmso.or.jp/j/special/premium/)または往復はがき(〒103-0014東京都中央区日本橋蛎殻町
2-13-9協栄ビル1階プレミアムコンサート羽村公演事務局）【締切：11/13（水）（消印有効）】／問合せ：プレミアムコンサート
羽村公演事務局 ℡03-3669-8551
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4回はジャズ再現シリーズ 「鈴木章治とリズムエース」。日本ジャズ史上、不滅の名曲「鈴懸の径」を聴いて新しい感動を
味わいましょう。故鈴木章治氏の甥である鈴木直樹氏のジャンルを超えたパフォーマンスは、新しい音色とサウンドにより、
皆様に新しい世界を展開してくれます。
定員：500名（先着順）／受講料：残3回分一括納入6,000円／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
特別支援学級4校の児童・生徒が日常の学習活動の成果を発表いたします。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村第三中学校 副校長 長田 ℡042-555-5131

保

12 月の「Excel 初級」では〔Excel の基本・表計算とグラフ１〕を、1 月の「Excel 中級」では〔表計算とグラフ 2 データベース
（住所録に便利な機能・並び替え・抽出など）〕を学びます。受講料： 2,000 円/月（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・8 など明記）【12 月講座：10/28（月）、1 月講座：11/28（木）必着】☆2 カ月分一括申
込みも可。〒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
漢字の意味を定める形と、形から生ずる意味を学びます。十二支もお伝えします。入場料：200 円（事前申込み 100 円）／
定員 15 名／申込み・問合せ：清田敏雄 ℡042-554-8483

2013 年冬の＜ゆとろぎ主催講座＞受講者募集！ 問合せ・申込みは ゆとろぎ

〒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（9：00～17：00）。
※先着順のもの以外は、応募多数の場合抽選となります。

★文化協会学習文化講座

11/15・22・12/13
（金・計３回）
13：30～16：30
11/16・23・12/8・14
（土日・全 4 回）
9：30～12：00

「陶芸 上絵付け
－陶磁器をキャンパスに Ｍｙ食器」
★文化協会学習文化講座

「ニットにふれて」
ちょこっと体験

「いざという時の応急処置」大人編

12/7（土）
保 10：00～12：00

杏林大学文化講演会

経済連携への対応と課題
-世界の中の日本-

12/14（土）

保 14：00～15：30

“からだとうたで遊ぼう”
～森は生きているを 100 倍楽しむために～
オペラ「森は生きている」 体験ワークショップ

11/24（日）
10：00～12：00

創作室１

陶磁器に「絵付け」を行う創作活動体験で、一つしかない食器を作りましょう。絵付けの心得から、デザイン、絵付け道具の
使い方、実技、作品鑑賞、講座終了後の活動継続まで、具体的で丁寧に指導します。講師：渡部清孝さん（羽村市文化協
会）／参加費：2,300円（受講料1,500円、材料費800円）／定員15名／申込み：ゆとろぎ窓口または往復はがきで。〆切【11/1
（金）】

創作室１・
会議室

棒針でベストを編み、手編みの楽しさを体験しましょう。基本的な編み方、製図の読み方、とじから仕上げ、講座終了後の活動継
続まで、具体的で丁寧に指導します。講師：鶴我佳子さん他（羽村市文化協会）／参加費：6,000円程度（受講料2,000円、材
料費約4,000円）／定員15名／申込み：ゆとろぎ窓口または往復はがきで。〆切【11/2（土）】※11/9（土）事前説明あり。

リハーサル室

講座室１

リハーサル室

いつ起こるかわからない身近な人の思わぬ事故や急な病気。救急車を呼ぶときの注意点や心臓マッサージの方法、ＡＥＤ
の使い方など、いざというときに慌てず、適切な対応ができるように学びます。＊この講座は、「救命技能認定書」を取得で
きる講座ではありません。講師：福生消防署 羽村出張所署員／対象：羽村市内在住、在勤／定員：20名／参加費：無料／
申込み：10/16（水）9：00～ゆとろぎ窓口または電話にて受付け。〆切【11/23（土）】
※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
環太平洋経済連携協定（TPP）に至るまでの国際通商協定の背景と歴史、交渉の内容や争点、交渉成否のカギ、日本への
メリット/デメリット、生活者への影響と注意すべきこと、日本が取るべき対応と課題についてお話いただきます。講師：馬田
啓一先生 （杏林大学 総合政策学部・大学院国際協力研究科教授） ／対象：どなたでも（未就学児は入場不可）／定員：
80 名／参加費：無料／申込み：10/16（水）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。★先着順
12/15（日）の本公演に先がけ「体験ワークショップ」を開催します。こんにゃく座の歌役者の指導により、歌や踊りを体験。
歌やお芝居、舞台に興味のある方、どなたでも参加できます。ぜひご参加ください。講師：オペラシアターこんにゃく座の歌
役者／対象：小学生以上（親子も可）／定員：30 名／参加費：無料／申込み：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。★先着順

