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月のイベント日程
時間

タイトル

4/19(日）

開場 13：30
開演 14：00

4/25(土)

開場 13：30
開演 14：00

女声合唱団コール樹樹
第8回（35周年記念）コンサート
ヴォーチェ アルジェンティーナ
7thコンサート

5/9（土）

開場 13：30
開演 14：00

春の交通安全フェスティバル

5/10（日）

開場 13：00
開演 13：30

国立音楽大学オーケストラ演奏会

5/27（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１回：「Tokyoホームコーラス」

5/28（木）

開場 18：30
開演 19：00

5/31（日）

開場 13：30
開演 14：00

「子供たちの明日を求めて
～すべての人へのメッセージ～」
「夜回り先生」水谷修氏講演会
コールグリーンベル
25周年記念コンサート

6/7(日）

開場 12：00
開演 12：30

松乃扇流創作新舞踊まつり

6/11（木）

開場 18：00
開演 18：30

ソフィア少年合唱団交流コンサート

6/13(土）

開場 18：00
開演 18：30
開場 12：00
開演 12：30

青梅総合高校ダンス部引退公演

19：00～12：00

セカンドステップダンスパーティ

開場 19：40
開演 10：00

5/10(日)
5/17（日）

（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）

Rheinberger、火の山の子守歌、日本のうた他 ゲスト：男声カルテット「クール・エスプリ」
入場料：1,000円／問合せ：杉浦 ℡042-554-4974
【第１部 式典】 ・一日警察署長委嘱式 ・交通安全教室
【第２部 アトラクション】・福生交通少年団の鼓笛演奏 ・福生交通安全協会吹奏楽部による演奏 ・塩之糀 豊丸（しお
のこうじ とよまる）による毒舌交通安全漫談歌
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：羽村市防災安全課 ℡042-555-1111内線215・216
指揮者：工藤 俊幸 管弦楽：国立音楽大学オーケストラ ①R.ワグナー／楽劇「ニュルンベルグのマイスタージンガー」より
第一幕への前奏曲 ②グリーク／「ペールギュント」より 朝、アニトラの踊り、山の魔王の宮殿にて、ソルヴェイグの歌
③ベートーヴェン／交響曲第７番
入場無料（要整理券：4/16（木）9：00～ ゆとろぎ窓口にて配布）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
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、演奏を楽しむ年6回の講座です（年間予定
は表面参照）。今年度初回は「Ｔokyoホームコーラス」。日本名曲をプロの美しいコーラスグループでお聞かせします。
定員：500名（先着順） 受講料：12,000円（全6回分）／問合せ・申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707
「夜回り先生」こと水谷修氏による講演会。定員：854名、詳細はチラシ、ポスターをご覧ください。
入場無料（要事前申込み）／問合せ：福島 ℡090-8587-8910
青梅の女声合唱団です。日本の歌、シャンソン、朝ドラテーマと楽しい歌満載です。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：山下 ℡080-5094-9493
新日本舞踊 入場無料（直接会場へ）／問合せ：松瀬 ℡042-554-6610

保

35周年山藤流山藤会

市民公開講座

ブルガリアから世界的に有名なソフィア少年合唱団が来日します。西多摩の少年少女合唱団の皆さんが歓迎コーラスでお
迎えします。音楽を通じた子どもたちの国際交流の歌声をどうぞお楽しみください。主催：（公財）青梅佐藤財団、NPO法人
青梅の青少年を育てる会 共催：羽村市教育委員会・ウィーンの会 後援：外務省・ブルガリア大使館・日本ブルガリア協会
入場料：大人2,000円、子ども1,000円【全席自由】★4/18（土）販売開始。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
ヒップホップ、ガールズ、チアダンス等様々なジャンルのダンスを披露します！
入場無料（直接会場へ）／問合せ：青梅総合高校 吉田 ℡0428-22-7604
35周年を記念して「親子四代」の舞94才の母が頑張ります。長唄「藤娘」家元の踊りをお楽しみに。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：松本 ℡042-555-8136
ミキシング、トライアル あります。楽しくおどりましょう。
入場料：各回 500 円（直接会場へ）／問合せ：ウスイ ℡090-8680-9349

すこやかに生活するための慢性腎臓病セミナー
～あなたの腎臓だいじょうぶ？～

腎臓を守るために今できることを専門の医師・栄養士と一緒に考えてみませんか？ 定員：200名／
入場無料（申込みは電話で右記へ）／問合せ・申込み：西多摩医師会 ℡0428‐23‐2171（月～金・10：00～16：00）

10：00～16：00

第40回伊庭会民謡発表会

会員の発表会（唄、三味線）、ゲストショー：伊庭末雄ショー
入場無料（直接会場へ）／問合せ：伊庭 ℡042-554-0172

開場 12：00
開演 12：30
開場 17：00
開演 17：30
開場 18：30
開演 19：00
（～21：30）

京花流 おさらい会

新舞踊 入場無料（直接会場へ）／問合せ：岡富 ℡042-554-3220

スタジオBUZZ羽村校
第1回発表会 ～Collar～
望月俊孝講演会
「お金の法則と宝地図」

1周年を迎え、初の発表会！ 物語にのせ皆様をダンスの世界に導きます。是非、お越しください。
入場料：1,000円／問合せ：スタジオBUZZ羽村校 ℡042-533-4468
累計73万部のベストセラー作家で宝地図提唱者の望月俊孝氏が99％の人が知らない成功の秘訣を大公開！ 一般の人と
成功者の決定的な違いとは何なのか？ そして多くの成功者を輩出した宝地図の魅力とは？お伝えします。
入場料：3,000円／問合せ：東 ℡090-8843-5709
『愛の反対は無関心』というマザーテレサの言葉もあります。アフリカ等での地雷問題や子ども兵などの課題を通じて、悲惨
な事実を前に「かわいそう」と感じるこころを大切に、さらにもう一歩踏み込んで、「では自分達には何ができるか」「できるこ
とがあるんだ」という気づきにつながる講演会です。★終了後、別会場にて懇親会（参加自由・有料）を予定しております。
講師：鬼丸昌也（おにまるまさや）さん（NPO法人テラ・ルネッサンス理事・創設者）／定員：150名／入場無料（要事前申込
み）／問合せ・申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707
第１期 ４月２１日（火）～４月２６日（日） 東洋画の部（水墨画、日本画、鉱石画 他）
第２期 ４月２８日（火）～５月 ３日（日） 西洋画の部（油絵、パステル画、水彩画 他）
第３期 ５月１２日（火）～５月１７日（日） 写真の部
第４期 ５月１９日（火）～５月２４日（日） 特別企画「はむらを描く」展
第５期 ６月 ９日（火）～６月１４日（日） 書と篆刻の部
第６期 ６月１６日（火）～６月２１日（日） 立体の部（陶芸）
羽村市で活動中の羽村市文化協会会員31団体300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、陶芸等の作品を6期にわたり、会期毎に作品を入替えて展示。第４期は文化協会創立10周年を記
念し、特別企画として「はむらを描く」展を開催。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／後援：羽村市
教育委員会、羽村市観光協会／入場無料 （直接会場へ）／問合せ：渡部 ℡042-579-1385
1年間の成果を発表。精根こめた作品を展示します。
入場無料 （直接会場へ）／問合せ：小澤 ℡042-555-9048
個性あふれる静物、風景などの水彩画の作品を１年間のまとめとして展示いたします。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：井上 ℡042-554-9967
囲碁愛好家の皆さん年一度の交流囲碁大会です。ぜひ参加を！
対象：市内在住・在勤・在学・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／後援：羽村市教育委員会／申込：5/15（金）から市民活動センタ
ー窓口（コミュセン１階）に備え付けの申込用紙に記入して受付まで
主催：はむら・市民交流囲碁大会実行委員会／問合せ：同実行委員会 島谷 ℡042-555-2087
6 月の「Ｗord 応用 1」ではイラスト・写真入り（チラシ、案内状、プログラムなど）を、7 月の「Ｗord 応用 2」ではラベル印刷（名
刺、しおり、郵便宛名印刷）・組織図・他を学びます。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【6 月講座
分は 4/25（土）、7 月講座分は 5/25（月）必着】 主催：パソコンなかま／問合せ：並木 ℡042-555-1489

5/24（日）

14：00～16：30

講演会
「世界平和をすべての子どもに！」
保
～自分の一歩を踏み出す～

4/21(火)～
6/21(日)
(詳細は右記)

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

羽村市文化協会創立10周年記念
第10回 羽村市美術・工芸展

5/7（木）～10（日）

10：00～17：00

5/28（木）～31（日）

19：30～17：00

講
座
室
１

6/14（日）

19：30～17：00

第13回 はむら・市民交流囲碁大会

講
座
室
２

5/29・6/5・12・19
7/10・17・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
6月「Ｗord応用1」
7月「Ｗord応用2」

展
示
室

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

内容

ゆとろぎ大ホールステージ体験

4/25(土)

保

「ゆとろぎ大ホールのステージを体験したい人募集！」に応募した市民団体等による音楽や朗読劇など、さまざまなパフォ
ーマンスが繰り広げられる貴重な一日。客席は出入り自由です。ぜひ足を運んでお楽しみください。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
女声合唱団コール樹樹の35周年記念してコンサート（第8回）を開催します。 指揮：重山禎弘先生、ピアノ：鈴木裕加里先
生、独唱：柴山晴美先生。皆様のお越しをお待ち致します。入場無料（直接会場へ）／問合せ：中原 ℡042-554-0811

10：00～21：00
（途中休憩有）

6/9(火）

ギ
ャ
ラ
リ
ー

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。

4/18(土）

5/31（日）

ホレ
ーセ
ルプ
シ
ョ
ン

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

開催日

6/14（日）
4/15・29・
5/6(水）

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。

水彩画サークル萌 第15回作品展
＊初日13：00～、最終日16：00まで

2015くれは会水彩画展
＊初日11：00～、最終日16：00まで

＜これからのゆとろぎ主催事業＞参加者募集！

保

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

以下の講座に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。

応募者が定員を超過した場合は、【羽村市内在住・在学・在勤者優先】とさせていただきますので、ご了承ください。
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”新聞貼り絵”入門

保

『平家物語』の世界を探る
～貴族から武家へ滅びと
はじまりの美学

保

文学歴史散歩

5/16・30・6/13
（全3回・土）
13：30～15：30
5/19・6/2・16・30
（全4回・火）
14：00～16：00
5/31 (日)
9：10～（集合・事前説明）

創作室 2

身近な素材〔新聞紙〕を画材に、すてきな貼り絵を作ってみませんか？ 印刷された文字や画像の濃淡を活かしたグラデー
ションの表現など、実際の制作を通じてコツが学べます。講師：磯貝幸子さん（新聞貼り絵作家）／参加費：2,000 円（全 3 回
分・受講料：1,500 円、材料費：500 円）／定員：10 名／対象：中学生以上／申込み：窓口またははがきでゆとろぎへ【5/2
（土）必着】☆応募多数の場合は抽選。

講座室１

平安朝から鎌倉期へ、貴族から武家への台頭につながる時代を背景に作品に流れている無常観をてことし、ほろびゆくも
のと生起してくるものを展望する講座です。琵琶法師と呼ばれる盲僧たちによって、全国津々浦々に語り歩かれた〔口承文
芸〕としてのおもしろさにもせまります。講師：山崎省次さん（元中央大学文学部講師）／受講料：2,000 円（全 4 回分・テキス
ト代含む）／定員：50 名／対象：一般／申込み：窓口またははがきでゆとろぎへ【5/5（火）必着】☆応募多数の場合は抽選。

講座室 2
↓
戸外

新宿から青梅を経由して甲州市に至る＜青梅街道＞。アーネスト・サトウ（英国:外交官）、林鶴梁（江戸幕末の幕臣、儒学
者）、田山花袋、中里介山など、江戸時代から明治時代に青梅街道を歩いた人々の作品・紀行文のお話を聞き、足跡を訪
ねながら、今回は二俣尾から御岳までの多摩川沿いを歩きます。講師：岡崎学さん（「はむら自然友の会」代表）／参加費：
大人 500 円、小中学生 200 円（交通費・お弁当は別途各自負担）／定員：25 名／対象：どなたでも（小学生は保護者同伴で
お願いします）／申込み：窓口またははがきでゆとろぎへ【5/20（水）必着】☆応募多数の場合は抽選。
私たちの暮らす西多摩地域は、植物などの豊かな自然に囲まれています。身の回りにある自然環境に親しみ、恵みを活か
しながら、造形活動を楽しみましょう。今回は「シュロ」を素材に、いろいろな動物を組み上げます。講師：大崎玄さん。参加
料：200 円／定員：20 名／対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴でお願いします）／申込み：窓口またははがきでゆと
ろぎへ【6/7（日）必着】☆応募多数の場合は抽選。

「紀行文に見る青梅街道を歩く」

JR青梅線で二俣尾へ
～15：00（解散・御岳駅前）
＊雨天時6/7（日）に延期

地域の自然素材での造形活動
（シュロ編）
保

6/21（日）
13：30～15：30

創作室 1

第44回 ゆとろぎ寄席

6/20（土）
13：30開場 14：00開演

小ホール

7/11（土）
13：30開場 14：00開演

小ホール

ダンボール人形劇場
『お花のハナックの物語』

保

出演：〔開口一番〕三遊亭馬ん長、〔落語〕春風亭昇吉、〔落語〕立川談幸 ～仲入り～ 〔江戸売り声〕宮田章司、〔落語〕三遊
亭遊史郎／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。
＊販売開始【4/18（土）】 ゆ・ス・マ・に ／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707
作・演出・美術・出演：たいらじょう。大人も子どもも夢中になって楽しめる新感覚の人形劇アートです。ダンボール
で作った人形を、文楽のように（ときには獅子舞のようにも！）操りながら、声音を使い分け、観客も巻き込んで
演じるダイナミックな独り舞台が大絶賛の作品です。宝くじの助成により特別料金で観られるこの機会をお見逃
しなく！ 入場料：大人 1,000 円、3 歳～高校生 500 円【全席自由】＊販売開始【4/18（土）】 ゆ・ス・マ・に ／
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

