


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽村市生涯学習センターゆとろぎ 

月のイベント日程 2～4 
2014.2/15～4/14 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 

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（日） 開場 15：00 
開演 15：30 

東海大学菅生高校吹奏楽部 
第 3 回 かわせみコンサート 

吹奏楽演奏・アンサンブル演奏。 
入場無料（直接会場へ）／問合せ：東海大学菅生高校吹奏楽部 ℡042-559-2200 

2/22（土） 
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” 

新進気鋭の音楽家たちの競演によるクラシックコンサートです。指揮：現田茂夫、管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団、ヴァイオ
リン：福嶋慶大、バリトン：大井哲也、ソプラノ：岸七美子。入場料：大人（前売り）3,000円（当日）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   

2/23（日） 開場 13：30 
開演 14：00 SGO38サクソフォーンclub 第2回 演奏会 

名曲仮面舞踏会をサックスで♪他にも聴きやすい曲ばかりです。ぜひお越しください。 
入場無料（直接会場へ）／問合せ：中島麻美 ℡090-3218-2067 

3/1（土） 
開場 12：30 
開演 13：00 

小作台小学校ジュニアバンド 
第24回 定期演奏会 

小作台小学校ジュニアバンドの演奏。＜ゲスト＞羽村第一中学校吹奏楽部 
入場無料（直接会場へ）／問合せ：小作台小学校 ℡042-554-1431  

3/12（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：「美しい民謡を聞く」 

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、演奏を楽しむ講座です。今年度最終回となる第6回
は「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の民謡歌手ダシ・ダギーマー嬢を再びお招きし、日本の名人との
唄い比べをお聴かせします。国や文化の違いを越えて懐かしく心にしみる民謡の調べをご堪能ください。 
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 

3/15（土） 開場 12：30 
開演 13：00 

栄小学校金管バンド部  
第10回 定期演奏会 

一年間の総まとめとして45人のメンバーの心を一つにして演奏します♪「ひょっこりひょうたん島」「学園天国」「天地人」他 
入場無料（直接会場へ）／問合せ：栄小学校 浜中順子 ℡042-554-2024   

3/16（日） 
開場 13：00 
開演 13：30 

羽村東ジュニアオーケストラ 
第24回 定期演奏会 

“音楽大好き”な羽村東小の4～6年生60名による弦楽オーケストラのコンサートです。一年間の練習の成果をぜひお聴きください。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村東小学校 中村 ℡042- 554-5663 

3/21（金） 
開場 13：00 
開演 13：30 

第27回 羽村西小学校 
金管バンド部定期演奏会 

1年間のしめくくり！4～6年生41名が楽しんできた音楽を全部まとめておとどけします。 
入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村西小学校 副校長 ℡042-554-2034 

3/22（土） 
開場 12：30 
開演 13：00 

羽村第一中学校区 
スペシャルジョイントコンサート 

1年を通じて何度も交流をしてきた集大成として一中校区の全4校が集まって演奏いたします。 
入場無料（要整理券）／問合せ：羽村第一中学校 田嶋・大野 ℡042-554-2012 

3/23（日） 開場 14：30 
開演 15：00 

羽村第一中学校吹奏楽部 
第30回 記念定期演奏会 

定期演奏会の第30回目を記念し、卒業生も迎えて特別なステージをお届けします。 
入場無料（要整理券）／問合せ：羽村第一中学校 田嶋・大野 ℡042-554-2012 

3/26（水） 
開場 18：00 
開演 18：30 

都立青梅総合高校吹奏楽部定期演奏会 吹奏楽曲の演奏。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 

3/27（木） 
開場 17：30 
開演 18：00 

都立福生高校吹奏楽部  
第11回 定期演奏会 

アンサンブル、ポップス等、吹奏楽のステージをお楽しみ下さい。 
入場無料（直接会場へ）／問合せ：福生高校吹奏楽部 ℡042-552-5601 

3/28（金） 
開場 17：30 
開演 18：00 

都立拝島高校吹奏楽部 
第6回 定期演奏会 

クラシックからポップスまで様々なステージを用意しています。ぜひお越し下さい。 
入場無料（直接会場へ）／問合せ：拝島高校 町田倫典 ℡042-543-1772 

3/30（日） 
開場 13：00 
開演 13：30 

羽村第二中学校吹奏楽部  
第4回 はるかぜコンサート 

様々なジャンルの曲を演奏します。 
入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村第二中学校 内藤 ℡042-554-2041 

小
ホ
ー
ル 

2/22(土） 
10：00～12：00 
（開場 9：30） 

ゆとろぎサイエンスシアター 
「謎だらけの太陽」 

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〔ゆとろぎサイエンスシアター〕、今年度のテーマは〈太陽〉。 
「太陽観測衛星ひので」によって、これまで私たちが想像もしていなかった自然の姿、また、その背後で働く物理過程を明らかにす
ることで、私たちの自然を観る目が一層豊かになります。講師: 坂尾太郎先生（SOLAR-Bプロジェクトマネージャー・JAXA 太陽系
科学研究系 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。／参加料：無料／ 
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707 ※事前申込みがお済みでない方も参加できます。 

3/2（日） 
開場 13：45 
開演 14：00 

≪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．5 

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、チェロ、
声楽、ピアノ、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。お誘い合わせておでかけください。 
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 

3/8（土） 
開場 13：30 
開演 14：00 第39回 ゆとろぎ寄席 

今年度の最終回、演者さんが心身に良い笑いを運んでくれます。出演：〔落語〕桂たか治〔落語〕瀧川鯉八、〔落語（ゲスト）〕春風亭
小柳枝 ～仲入り～ 〔俗曲〕桧山うめ吉、〔落語〕桂文治／入場料：大人（前売り）1,000円（当日）1,200円、高校生以下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 

3/9（日） 10：30～11：30 子ども映画会 
上映作品：「モチモチの木」、「注文の多い料理店」、「ぼくときどきぶた」（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  

3/12（水） 開場 18：45 
開演 19：00 羽村市小中一貫教育報告会 各中学校区の小中一貫教育の取組みについて報告します。 

入場無料（直接会場へ）／問合せ：学校教育課指導係 ℡042-555-1111（内線376） 

3/15（土） 
開場 17：00 
開演 18：00 

懐かしのカントリーミュージック 
～徳永喜昭とＯｌｅ Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｂｏｙｓ～ 

徳永喜昭とOle Country boysのメンバーが、誰もがご存知のカントリーミュージックのスタンダードナンバーを中心に楽しいトークとと
もにお届けします。曲によっては素敵なカントリーダンスも披露します。入場料：大人（前売り）1,000円（当日）1,200円、高校生以下
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  

3/22（土） 
開場 12：30 
開演 13：00 

羽村第三中学校吹奏楽部  
第7回 卒業記念演奏会 

第Ⅰ部クラシックステージ 第Ⅱ部ソロ・アンサンブルステージ 第Ⅲ部ポップスステージ 
入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村第三中学校 小飼友規子 ℡042-555-5131 

3/28(金） 
開場 16：30 
開演 17：00 

都立青梅総合高校合唱部定期演奏会 合唱曲の演奏。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 

3/30（日） 開場 12：40 
開演 13：00 

夢奏 第７回 発表会 
ひとりひとりの想いがたくさん詰め込まれ音となって奏でられるよう、練習を重ねて来ました。子どもたちの頑張りをご覧いただける
と幸いです。入場無料（直接会場へ）／問合せ：岡野雅代 ℡042-559-2268 

4/2（水） 
開場 18：30 
開演 19：00 

島田剛ジャズコンサート イーストウエスト  
アライアンズ ウイズ・マヤハッチ 

羽村出身ジャズベーシスト島田剛コンサート第三弾。今回アメリカからジェイトーマスが参加。三本の管楽器のハーモニーでお楽し
みを。さらにシアトル出身の歌姫マヤハッチも参加。 
入場料：（前売り）2,500円（当日）3,000円／申込み：問合せ先へ／問合せ：島田 ℡090-4943-3558 

4/12（土） 
①10：30開演 
②14：00開演 
③18：30開演 

映画会（山田火砂子監督作品） 
（開場：各回30分前） 

児童福祉文化賞特別賞を受賞した山田火砂子監督が製作した映画3作品を上映します。 
①アニメーション映画 「明日の希望」 ②「筆子・その愛 天使のピアノ」 ③「大地の詩 留岡幸助物語」 
入場料：各回1,000円／申込み（TELにて）／問合せ：足立信正 ℡080-1007-9167 

ギ
ャ
ラ
リ
ー 

展
示
室 

2/25(火）～3/2（日） 10：00～18：00 NISHITAMA百景写真展 
＊初日16：00～、最終日16：00まで 

西多摩 4市 3町 1村を舞台に自然・芸能・文化・暮らしを題材に写真でとらえた百景（百点）を展示する写真展です。入場無料 （直
接会場へ）★3/2（日）13：30～15：30には、レセプションホールにて写真教室「ハービー・山口の〔ポートレート撮影の極意〕」も同時
開催！ 世界で活躍するプロ写真家ハービー・山口氏が、ポートレート撮影の極意を直伝します。定員：100名（要予約）／申込み：
電話で右記へ／問合せ：西多摩百景写真展実行委員会 ℡042-539-7186 

3/5(水）～16（日） 10：00～17：00 
塩野圭子 型絵染展 
＊最終日16：00まで 

モチーフは日々の生活から生まれる野菜、花、昆虫などユニークなものばかり。ざっくりした麻布にくっきりした輪郭が特徴の型絵染
の美しい作品を展示します。★3/8（土）14：00～16：00 ギャラリートークも予定されています。 
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707 

3/20(木）～23（日） 10：00～19：00 
よりあい展示会 
＊初日13：00～、最終日12：00まで 

8回目となる今回は、春まだきをコンセプトに作品選びをしております。出展者の力強い作品、主張を感じ取っていただければ幸い
です。主な作品は写真ですが、詩歌、絵画を出展する作者もいます。 
入場無料（直接会場へ）／問合せ：よりあい展示会事務局 甘粕一彦 ℡042-553-5458 

3/28(金）～30（日） 19：30～17：00 
十干十二支展 
＊初日12：00～、最終日16：00まで 

皆様がお好きな「えと」は、最初、草と木の成長を示していたと象形文字で説明します。 
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：きよた ℡042-554-8483  

4/1(火）～6（日） 10：00～17：00 
「セツ子の世界」油絵展 
＊初日13：00～、最終日16：00まで 

3号～50号まで思いを込めて描いた具象と抽象をおりまぜて展示します。 
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：臼井セツ子 ℡042-557-0374 

4/8(火）～13（日） 10：00～17：00 
第9回 羽村市美術・工芸展 第１期 

＊初日13：00～、最終日16：30まで 

羽村市で活動中の文化協会会員による美術・工芸展の第 1期。第 2期～第 5期は 4月、6月に順次実施。 
詳細はポスター、チラシ等でお知らせいたします。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：羽村市文化協会 渡部清孝 ℡080‐2558‐1010 

参
加
者
募
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 3/1（土） 19：00～20：30 ぽっかぽかゴスペル’14 
今年もやります！ この時期恒例の無料ゴスペル体験会。歌って体も動かして、ココロもカラダもぽっかぽかしよう!!ご家族での参加
も大歓迎です！／入場無料／定員：25名／要事前申込み（TELにて）／問合せ：アマノ ℡090-9822-6229 

講
座
室
２ 

4/4・11・18・25 
5/2・9・16・23 
（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（金）、5月講座分は 3/28（金）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講座＞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 
往復はがきで申し込む場合は「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。 

事業名 開催日・時間 会場 内容 

コミュニティビジネス講座 

「基礎から起業準備まで 
 -アイデアをプランに-」 

3/ 1・8・15・22・29（土） 

13：30～15：30 

講座室２

学習室 1

創作室 1 

「街を元気にしたい、暮らしやすくしたい！」 あなたの地域への思いをビジネススキームで実現するノウハウを学びます。
講師：吉田恭子さん（ＮＰＯ法人エンツリー理事長）、森田憲輝さん（中小企業診断士）／参加費：2,500円／対象：継続的に
地域課題解決型のビジネス活動に関わっていきたい市内在住の方／定員：20名／申込み：窓口（返信用はがき持参）ある
いは往復はがきでゆとろぎへ☆応募多数の場合は抽選。 

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 
4/5（土） 10：00～22：00 大ホール 

ゆとろぎ大ホールで、スタインウェイを弾いてみませんか？ お仲間とリサイタル気分で、ピアノ伴奏でコーラスの練習、他の
楽器とアンサンブル、しっとりと弾き語り、発表会など本番前の練習とお好きな音楽をお楽しみください。 
参加費：１区分（25分）2,000円（大人、子どもとも） ＊2区分まで演奏可／参加資格：小学生以上のピアノ演奏家、学習者、
愛好家の方及びピアノを中心としたグループで、本趣旨に賛同し実施内容及び注意事項を守っていただける方。未就学児
の利用はできません。また、小・中学生は保護者同伴でお願いします／申込み：2/16(日）から 3/2(日）までに、ゆとろぎ窓
口にてお申込みください（応募多数の場合は抽選）。※抽選の場合は市内在住在勤の方を優先とさせていただきます。 
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音楽練 

習室２ 


