ゆとろぎは、おかげさまで10周年を迎えます
Gaallery
無 料
（直接会場へ）

15th アート in はむら展
現代アートをゆとろぎ全館に展示します。
発行
編集

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

6/15〜

日程：7/1水 〜7/19 日
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・ギャラリートーク 7/5(日) 14:00〜16:00
・子どものためのワークショップ（定員20名）
・子どものためのワークショップ
（定員20名） 7/11(土) 13:00〜15:00
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Haalll

Haalll

第45回羽村ゆとろぎ寄席
9/26 土

残暑ジャズ！

第44回羽村ゆとろぎ寄席

9/11金

6/20 土

開場 13：30
開演 14：00

開場

出演：
【落語】桂 伸力
【落語】柳亭 小痴楽
【特別ゲスト】三遊亭 遊三
【紙切り】林家 花
【落語】三笑亭 夢花

13：30

開演

14：00

会場：小ホール（全席自由）
入場料：大人 （前売）1,000円、
（当日）1,200円 高校生以下 500円
※未就学児は入場できません
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

文化庁委託事業「平成27年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

Haalll

開場
開演

18：00
18：30

会場： 小ホール（全席自由）
入場料：大人（前売）2,000円
（当日）2,500円 高校生以下1,000円
※販売開始：6/20（土）
※未就学児は入場できません

平成
27年度

ダンボール人形劇場
「お花のハナックの物語」

◀
矢部優子
（羽村市出身）

▼オルケスタ・リブレ

第1部 ピアノと和楽器の
コラボによる現代音楽
第2部 オルケスタ・リブレ

Haalll

ゆとろぎ開館10周年記念事業 宝くじ文化公演

7/11 土

残暑の夜をあざやかに彩る、珠玉の音色

Haalll
神津善行の文化講座と音楽会 第2回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑
第2回「講談について考える」 『荒野の決闘』
無 料

講談という言葉が大流行し講談社という会社まで出来
た。そこで今回は、講談とは何かを考えて頂きます。

7/15 水

開場 13：30
開演 14：00

ギター弾き語り付き上映会

（直接会場へ）

7/4 土

開場 13：30
開演 14：00

開場 17：30
開演 18：00

作・演出・美術・出演：たいらじょう

出演：中村メイコ・大出俊・神津は
づき・大場泰正・坂田美子・田尻か
をり 会場：大ホール（全席自由）
受講料：10,000円（5回分）（未就学児は入場できません）
主催：公益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

会場：小ホール（全席自由）
入場料：一般 1,000円、3歳〜高校生 500円
（3歳未満ひざ上観覧無料）

Cultturre

会場：小ホール
（全席自由）

監督：ジョン・フォード
出演：ヘンリー・フォンダ、リンダ・
ダーネル、ヴィクター・マチュアほか

Cultturre

「夏休みゲームプログラミング教室2015
ゲーム・ロボット制御プログラミング入門」

理科好きになる工作塾
ゆとろぎから未来のノーベル賞候補を！

プログラムを創る楽しさを学ぼう！

7/20 月・祝 8/8 土 8/9 日

▲第1日 2014年の教室の様子

計3回

Ⓐまつり太鼓手回し演奏機

13:30〜16:30

9/6、13、20、27、10/4

開催日時

会場：講座室２
講師：おにたまさん。Hot Soup Processorの開発者
対象：小学5年生以上 定員：15名
ノートパソコン毎回持参。ＯＳはwindows vista以上が望まし
参加料：2,000円（材料費含む）
い。（保護者と一緒の参加の場合は、ノートパソコン１台でも
申込み方法：裏面をご覧ください。 可。タブレットは保護者持参可）

Ⓑ電磁ピストン機関車

（全5回／日曜日）9:00〜12:00
会場：創作室１または２
講師：羽村市おもちゃ病院「ねじまわし」
対象:市内小学5年生〜中学2年生 定員:各工作品目につき5名
材料費：1,500円
申込み方法：裏面をご覧ください。

▲第3日 2014年の教室の様子
（LED制御のプログラム作り）

▲

Cultturre

babami

Cultturre

多摩の木でつくってみよう！ 自分 の作品

8/5 水
9:30〜12:30
または、13:00〜16:00

①絵葉書用フレーム

会場：創作室１
講師：小山勲さん（木工房代表職人）
対象：市内の小学生
（小学1〜3年生は保護者同伴）
③時計
定員：15名
材料費：各作品1,500円

②風車

創る作品は、絵葉書用フレーム（1 〜 3 年生）、風車、時計（4 〜 6 年生）

8/7 金

10：30〜12：30 太鼓製作
13：30〜15：30 ラテンリズム練習

8/8 土

11：30〜 リハ−サル
14：00〜15：30 コンサ−ト

動かしてあそべるよ！

8/4 火
13:30〜16:30

−太鼓を作ってプロと共演しよう！−

Ⓑ動く紙工作

Ⓐ手づくり木工

会場：創作室１
講師：羽村市おもちゃ病院「ねじまわし」
対象：市内の小学生
（小学1〜3年生は保護者同伴）
定員：作品ごとに午前・午後各5名
材料費：400円

申込み方法：裏面をご覧ください。

①プルプル歩き虫

②アニマルトレイン

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

NHK共催

「クレオパトラとエジプトの王妃展」
関連文化講演会 遺跡に見る古代エジプトの女王・王妃たち
〜発掘調査の現場から〜

7/12 日

14:00〜15:40（13:30開場）

会場：小ホール
講師：近藤二郎さん
（早稲田大学文学学術
院教授、同大学エジプト
学研究所所長）

会場：8/7（金）創作室1
小ホ−ル
8/8（土）小ホ−ル

※詳しくは裏面をご覧ください。
申込み：ＮＰＯ法人青梅の青少年を育てる会
℡090-5195-3030
主催：公益財団法人青梅佐藤財団 共催：羽村市教育委員会

今年の子ども体験塾は「ロボットワールド」※詳しくは、「広報はむら」
7/1号をご覧ください。
羽村市生涯学習 センター

yamaguchi

Haalll

夏休みラテンカルナヴァル

夏休み子ども工作教室

▲

日

程

▲《アメンへテプ 3 世の王妃ティイのレリーフ》
新王国・第 18 王朝時代 アメンヘテプ 3 世治世
詳しくは、
（前 1388〜前 1350 年頃） ブリュッセル・
裏面をご覧ください。
ベルギー王立美術歴史博物館蔵
RMAH

8/18（火）〜23（日）

※チケットの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6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

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。申込みはゆとろぎへ
■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。

2015.6/15〜8/14

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

6~8
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。

月のイ ベ ント日程
時 間

保 （1 歳半〜就学前）」が利用できます

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。
■

開催日

のマークは、イベントの際に「一時保育

■

■

■

■

■

■

タイトル

（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
小ホール

6/21（日）

開場 12:30
開演 13:00

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：東流 今井 ℡：042-554-4727

6/27（土）

開場 16:30
開演 17:00

ゆとろぎ開館10周年記念事業
伝統文化交流事業inゆとろぎ
「越中八尾おわら風の盆」

富山県の伝統芸能「越中八尾おわら風の盆」は、台風の近づく9月1日から3日間、風を鎮める祈りの踊りとして催されます。編み笠をか
ぶった踊り手たちが、八尾の町を、おわら節と唄三味線・胡弓・太鼓に合わせて情緒豊かに流します。そんな「風の盆」を、地元・八尾の
おわら保存会のみなさまが、羽村で一足先に演じます。出演：富山県民謡越中八尾おわら保存会／入場料：大人1,000円 高校生以下
500円（全席指定）チケット販売中 ゆ ・ ス ・ マ ・ に 未就学児は入場できません／問合せ：ゆとろぎ ℡：042-570-0707

6/28（日）

開場 13:30
開演 14:00

羽村フィルハーモニー管弦楽団
第24回定期演奏会

指揮：米津俊広 曲目：チャイコフスキー作曲ヴァイオリン協奏曲ニ長調（ヴァイオリン独奏：渡 達徳）、ベートーヴェン作曲 交響曲第
3番「英雄」／入場無料（直接会場へ）／問合せ：羽村フィルハーモニー管弦楽団 峰 ℡：0428-31-8632

7/4（土）

開場 18:30
開演 19:00

週末よしもと お笑いまつり in 羽村
2015夏

羽村によしもと人気芸人がやって来る！出演：中川家、パンクブーブー、NON STYLE 他。入場料：前売3,500円、当日4,000円（全席
指定）ゆとろぎ館内喫茶「カフェ・レストラン コナモーレ」
（042-579-4623）他各コンビニでもお買い求めいただけます。
チケット販売・問合せ：チケットよしもと ℡：0570-550-100（10：00〜19：00）

7/5（日）

開場 13:00
開演 13:30

コールせせらぎ60周年記念コンサート

羽村一中のPTAで誕生した一番古い合唱団で今年60年を迎えます。楽しい曲を演奏致します。入場無料（直接会場へ）／問合せ：コー
ルせせらぎ 松本 ℡：042-554-6655

7/15（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2回「講談について考える」

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。今回は第２回目です。
出演：中村メイコ・大出俊・神津はづき・大場泰正・坂田美子・田尻かをり／全席自由／受講料：10,000円（残５回分）／定員：500名先
着順（未就学児は入場できません）／問合せ：ゆとろぎ ℡：042-570-0707

7/19（日）

開場 16:10
開演 16:30

斉藤バレエスタジオ発表会

クラシックやジャズと3才〜大人まで一生懸命踊る楽しい発表会。是非観に来て下さい／入場無料（直接会場へ）／問合せ：斉藤バレエ
スタジオ ℡：0428-24-4180

6/20（土）

開場 13:30
開演 14:00

第44回羽村ゆとろぎ寄席

おかげさまで恒例開催！年4回の「羽村ゆとろぎ寄席」です。文化庁委託事業「平成27年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事
業」。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、
［江戸売り声］宮田章司、
［落語］三遊亭遊史郎／入場
料：大人（前売）1000円、
（当日）1200円 高校生以下500円（全席自由）チケット販売中 ゆ ・ ス ・ マ ・ に 未就学児は入場できません
／問合せ：ゆとろぎ ℡：042-570-0707

7/4（土）

開場 17:30
開演 18:00

第2回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑
『荒野の決闘』

「OK牧場の決闘」を題材にしたこの映画。西部劇でありながら、男と男の友情、愛する女性との別れと愛を描いた傑作です。ヘンリー・
フォンダ主演、ジョン・フォード監督の名作を、ぜひご覧ください。上映前には、映画の簡単な解説と、主題歌である いとしのクレメン
タイン のギター演奏を予定しています。監督：ジョン・フォード 出演：ヘンリー・フォンダ、リンダ・ダーネル、ヴィクター・マチュアほか／
入場無料（直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡：042-570-0707

7/5（日）

10:30〜11:30

子ども映画会（7月）

上映作品：
「だるまちゃんとかみなりちゃん」
「せんすい艦に恋をしたクジラのはなし」
「ミッキーマウスのゆかいな船長さん」
「10ぴきの
カエル」
（都合により変更する場合あり） 入場無料（直接会場へ）／主催：はむら16㎜映像研究会 共催：羽村市教育委員会／問合せ：
ゆとろぎ ℡：042-570-0707

7/15・22・29・
8/5・12（水/全5回）

9:15〜11:45

セカンドステップ ダンスパーティ

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：セカンドステップ 薄井 ℡：0908680-9349

7/11（土）

開場 13:30
開演 14:00

ゆとろぎ開館10周年記念事業
ダンボール人形劇場
「お花のハナックの物語」

作・演出・美術・出演：たいらじょう。ダンボール人形たちが表情豊かに動き出す♪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。ココロあたたまる完全オリジナルストーリー・ダイナミックな独り舞台を家族みんなでお楽しみください。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：一般 1,000円、3歳〜高校生 500円（3歳未満はひざ上観覧無料。ただし
座席を使用する場合は、チケットをご購入ください。）全席自由。チケット販売中 ゆ ・ ス ・ マ ・ に ／問合せ：ゆとろぎ ℡：042-5700707

7/12（日）

開場 13:30
（15:40）
開演 14:00〜

NHK共催「クレオパトラとエジプトの
王妃展」関連文化講演会

保

保

保

「クレオパトラとエジプトの王妃展」
（7/11（土）〜9/23（水・祝）
・東京国立博物館）をより楽しむために、世界中から名品が集まる同
展の見どころと、古代エジプトの王妃・女王について、監修者がお伝えします。来場者には同展の招待券を1人1枚プレゼントします。参
加料：無料／申込み方法：電話または窓口・先着順／申込み・問合せ：ゆとろぎ ℡：042-570-0707

障害のある児童・生徒の理解推進
講演会
多言語で子育て
「親子で参加できるワークショップ＆講演会」

親子でことばのおもしろさを体感してみませんか？子育てのヒントにも出会えると思います。定員：先着10組。入場無料／申込み・問合
せ：ヒッポファミリークラブ 舩津 ℡：090-4523-0293

6/18（木）

10:30〜12:00

7/12（日）

9:30〜15:00

第2回「もう一度 花嫁」

ウエディングドレスを着ての写真撮影となります。対象：65才以上の女性／定員：15名／申込み方法：6月1日号広報はむらで募集案内
／問合せ：羽村市商工会 杉村 ℡：042-555-6211

8/2（日）

10:30〜11:30

子ども映画会（8月）

上映作品：
「クマのプーさん‐プーさんと大あらし」
「三銃士」
「きこりのドナルド」
（都合により変更する場合あり）入場無料（直接会場
へ）／主催：羽村映画クラブ 共催：羽村市教育委員会／問合せ：ゆとろぎ ℡：042-570-0707

6/23（火）〜6/28（日）

10：00〜17：00
（初日13:00から、
最終日16:00まで）

第四回透明水彩画と油彩画の三人展

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：彩遊会 坂本 ℡：042-554-1206

7/1（水）〜7/19（日）

15th アートinはむら展

小ホール

展示室9:00〜22:00
創作室1・屋上 9:00〜17:00
（最終日16:00まで）

多摩地区で活躍しているアーティストの現代アートをゆとろぎ全館に展示します。ギャラリートーク：7/5(日）14:00〜16:00、子どもの
ためのワークショップ：7/11(土)13:00〜15:00先着20名。いずれも無料(直接会場へ)
問合せ：ゆとろぎ ℡：042-570-0707

8/7
（金）

10:30〜15:30

夏休みラテンカルナヴァル

8/8
（土）

11:30〜15:30

―太鼓を作ってプロと共演しよう！―

6/21（日）

14:00〜15:30

めざせ！健康長寿
〜介護されない体づくり実践講座〜

レセプションホール

14:00〜16:00

展示室 全館

講師に、東京学芸大学の菅野敦教授をお招きし、理解推進講演会を行います。入場無料／申込み・問合せ：羽村特別支援学校 副校長
望月 ℡：042-554-0829

7/31（金）

講座室１

ギャラリー

講座室２

参加者募集

8/7・14・21・28
【午前】10:00〜12:00
9/4・11・18・25 【午後】13:30〜15:30
（金／月4回）

学習室１

7/4（土）

パソコン講座

日本でいちばん太い竹に革を張り、自分の太鼓を作り、プロの演奏家からラテンのリズムを学び、その太鼓でプロと一緒に演奏します。
併せてラテン音楽文化を学びましょう。出演：白石啓太とラテン・カルナヴァル／対象：太鼓製作体験…親子参加（小学生とその保護者
1名）／太鼓作成実費2,000円／申込み期間：6/18(木)〜7/31（金）
（定員40組になり次第締切）※8/8（土）14：00〜15：30のコンサ
−トに観客として来場する人は申込み不要・無料で直接会場へ／申込み・問合せ：ＮＰＯ法人青梅の青少年を育てる会 ℡：090-51953030
最後まで自立して生きるための知識や呼吸法、認知症予防等を学びます。講師：太田知子（介護予防インストラクター、健康医療ライタ
ー）定員：40名、入場無料／申込み・問合せ：Fの会 天野 ℡：042-555-4846

8月「画像処理1」
9月「画像処理2」

保

大量に輸入される米国産牛肉などの驚くべき製造過程と安価な肉のあぶない秘密をさぐるドキュメンタリー映画（アメリカ）。入場無料
（直接会場へ）／問合せ：エコライフ羽村 倉地 ℡：042-570-7370

輸入肉のあぶない秘密

13:30〜15:30

＜これからのゆとろぎ主催事業＞参加者募集 !

8月は、PCへの写真の取込・写真の整理方法・写真の加工と応用。締切6/30必着。9月は、写真加工の応用2・CDなど音楽の取り込
み。締切7/31必着／受講料：各月2,000円（午前・午後共通）／定員：各20名／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を明記して下記へ。※パソコン所有の方はご持参ください（XP・VISTA・7・8なども明記）
〒205-0001羽村市小作台3-5-8 並木一夫／問合せ：パソコンなかま 並木 ℡：042-555-1489

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

以下の講座にハガキで申し込む場合は「講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・一時保有希望の有無（有の場合はお子さんの人数）・希望の作品名」を明記の上、各締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・在勤者優先の上、抽選とさせていただきますので、ご了承ください。
夏休みゲームプログラミング教室
2015

受講者募集中
チケット販売

創作室 1

自分の好きな生き物を描いて、切って、
くっつけて、作ったあとは動かして遊べるおもちゃ作りの講座です。小学校低学年でも大丈夫。プ
ルプル歩き虫（ひもを引くと動くしかけ）アニマルトレイン（線路を走る動物たち）講師：羽村市おもちゃ病院「ねじまわし」／対象：市内
の小学生（小学1〜3年生は保護者同伴）定員：作品ごとに午前・午後各5名／材料費：400円
申込み：窓口またはハガキ。締切：7/22（水）

9/6・13・20・27・10/4
（全5回・日）9:00〜12:00

創作室１
または２

電気から生じる磁気の力を楽しく動く模型を作成しながら学びます。ⒶまたはⒷを選んでお申込みください。
Ⓐ まつり太鼓手回し演奏機（人の打ち手人形、
１個の太鼓とリズム制御器を作ります。）
Ⓑ 電磁ピストン機関車（往復運動の力で車輪を回すしくみで動く機関車を作ります。）
講師：羽村市おもちゃ病院「ねじまわし」／対象：市内小学5年生〜中学2年生、定員：各工作品目につき5名／材料費：1,500円／申込
み：窓口またはハガキ。締切：８/23（日）

小ホール

羽村市出身の新鋭ピアニスト・矢部優子と、連続TVドラマ『あまちゃん』オープニングのドラム奏者・芳垣安洋率いる「オルケスタ・リブ
レ」が織り成すスペシャルコンサート！ピアノと和楽器のセッション＆ビッグバンドジャズの2部構成でお送りします。残暑の夜をあざや
かに彩る、珠玉の音色をご堪能ください。出演：
［第1部］矢部優子、奥田敦也、金子友紀、芳垣安洋ほか。
［第2部］オルケスタ・リブレ／
入場料：大人（前売）2,000円、
（当日）2,500円 高校生以下1,000円（全席自由）※未就学児は入場できません
販売開始：6/20（土）ゆ ・ ス ・ マ ・ に

小ホール

おかげさまで恒例開催！年4回の「羽村ゆとろぎ寄席」です。今回は、三遊亭小遊三の師匠・三遊亭遊三がゲスト出演します！出演：
［落
語］桂伸力 ［落語］柳亭小痴楽 ［特別ゲスト］三遊亭遊三 ［紙切り］林家花［落語］三笑亭夢花／入場料：大人（前売）1000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：6/20（土）ゆ ・ ス ・ マ ・ に

保

8/4（火）
13:30〜16:30

保

理科好きになる工作塾
Ⓐまつり太鼓手回し演奏機
Ⓑ電磁ピストン機関車

残暑ジャズ！

保
第45回羽村ゆとろぎ寄席

8/5（水）
9:30〜12:30または
13:00〜16:00

7/20（月・祝）・8/8（土）・
9（日）

夏休みこども工作教室
Ⓑ動く紙工作
①プルプル歩き虫
②アニマルトレイン

創作室 1

多摩で育った〝多摩材〟を使って自分の作品をつくってみませんか！絵葉書用フレーム（1〜3年生）、風車(４〜６年生)、時計(４〜６年
生)の３グループで手作り体験をして頂きます。用いる工具や機械の説明、木と人との関わり等の話を混じえて楽しい夏休みのひととき
を過ごしましょう。講師：小山勲さん（木工房代表職人）／対象：市内の小学生（小学1〜3年生は保護者同伴）／定員：15名／材料費：
各作品1,500円／申込み：窓口またはハガキ。締切：7/22（水）

保

夏休みこども工作教室
Ⓐ手づくり木工
①絵葉書用フレーム
②風車
③時計

講座室２

毎年大好評の〈おにたまさん〉によるゲームプログラミング講座。今年は、8月18日〜23日にゆとろぎで予定されている〝こども体験塾
ロボットワールド〟に合わせ、ロボット制御のプログラミングに挑戦です。初回、ゲームづくりを通して、ＨＳＰを使ったプログラムの仕
組みや考え方を学びます。２回目は、簡単なロボット制御プログラムを実際に体験します。最終回には、自らの発想をいかしたオリジナ
ル・プログラム（ゲーム・ロボット制御）を作成します。講師：おにたまさん。HSPの開発者／対象：小学5年生以上／定員：15名／参加
料：2,000円（材料費含む）／ノートパソコン毎回持参。ＯＳはwindows vista以上が望ましい。
（保護者と一緒の参加の場合は、ノート
パソコン１台でも可。タブレットは保護者持参可）／申込み：窓口またはハガキ。締切7/5（日）

9/11（金）
開場 18:00
9/26（土）
開場 13:30

開演 18:30

開演 14:00

