ゆとろぎは、おかげさまで10周年を迎えます
無料

Galllerry

絵本よみきかせ
発行
編集
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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

8/15〜

/5 土

14:00 〜 14:30

展示室（図書館ボランティア）

2015年8月15日（隔月15日発行）

9/2 水

Vol.82

10:00 〜 17:00( 最終日 16:00 まで）
展示室

Copyright ⓒ 2008〜2015 by YUTOROGI All rights reserved

Haalll ゆとろぎ開館10周年記念事業
ファミリー劇場

〜 9/13 日

保

劇団かかし座 ｢宝島」
さあ行こう冒険の海へ！心躍る影絵の世界へ！

12/20 日

8/16 日
発売！

開場 13:30
開演 14:00（〜 15:30 予定）
大ホール（全席自由）
高校生以上
（前売）1,500 円
（当日）2,000 円

大人
( 前売 )2,000 円
( 当日 )2,500 円

10/12 月 ・ 祝

〜 23 日

☆ロボットの展示

開場 18:00
開演 18:30
小ホール（全席自由）

開場 17：30
開演 18：00（〜20：00予定）
大ホール（1階自由席）

うごかして
あそべるよ！

入場料 1,000 円

☆ロボットのバトルなど

高校生以下
1,000 円

8/28 金
発売 !

※未就学児は入場できません

無料招待あり！詳しくは裏面参照

主催：青梅市・福生市・羽村市
子ども体験塾実行委員会

オルケスタ・リブレ

主催：子ども国際交流音楽祭実行委員会

Haalll

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」

︻落語︼桂桂 伸力
︻落語︼柳亭 小痴楽

︻︻ 特別ゲスト︼︼三遊亭

土

バロック音楽のひととき

チェンバロの優雅なしらべ

開場 13:30
開演 14:00
小ホール（全席自由）
大人
( 前売 )1,000 円
( 当日 )1,200 円
高校生以下
500 円

遊三

花花

〜仲入り〜

︻紙切り︼林家

夢花

羽村ゆ
羽村
ゆとろぎ寄席 9/26

︻落語︼三笑亭

第45回

8/18 火

☆ロボットのお話（ 8/23 日 ）

※未就学児は入場できません

Haalll

無料

子ども国際交流
音楽祭コンサート

9:00 〜 17:00

第 1 部 ピアノと和楽器による現代音楽
第 2 部 オルケスタ・リブレ

9/11 金

平成27年度 多摩・島しょ広域連携活動助成金事業

ロボットワールド

保

矢部優子
︵羽村市出身︶

Haalll

4 歳〜中学生
800 円

子ども体験塾

11/14 土

Ⓒ堀田力丸

演奏とお話：大塚直哉（東京藝術大学准教授）

開場 17:30
開演 18:00
（〜20：00 予定）
小ホール（全席自由）

大人
( 前売 )1,000 円
( 当日 )1,200 円

8/16㊐
発売！

高校生以下
500 円

※未就学児は入場できません

※未就学児は入場できません

主催：文化庁、（公社）落語芸術協会

次回 第46回ゆとろぎ寄席は12/5㊏です！【9/26㊏発売予定】

Haalll

無料

第22回ゆとろぎ映画劇場

8/29 土

Ẑࠧٽᨗẑ

開場 13:30
開演 14:00
小ホール（全席自由）

※未就学児は入場できません

Cultturre

Cultuure

幕末太陽傳Ⓒ日活

ゆとろぎ版

白熱教室 保

身近なGPS
GPSの
の
ᅸỉᧈٸỉზඥ 身近な
〜充実ライフは快眠から〜

9/5 土 13：30 〜 15：00
無料

国立音楽大学
ブラスオルケスタ−演奏会

しくみを探る

カーナビや携帯電話は
どうして自分の位置が
わかるのでしょうか？

無料

開場 13:00 開演 13:30
大ホール（全席自由）

8/15（土）より
整理券配付

※未就学児は入場できません

「タイムファイブ」の世界

神津善行の文化講座と
音楽会 第3回

9/16 水
受講料

開場 13:30
8,000円
（残4回分）
開演 14:00
大ホール（全席自由）
※未就学児は入場できません

撮るシリーズ 保 Cultu
サロン deトーク 保
Cultturre
ure
糸絵 布絵への招待
カメラ機能と レンズを 糸絵・布絵への招待
トークで知ろう！糸絵と布絵が描く世界
知って秋を撮る
講師：石川金太郎さん（糸絵師）、入山喜代美さん（布絵作家）
9/19・10/3・11/7・21

トーク＆実演

（土・全 4 回）13:30 〜 15:30
11/7 のみ

9/27 日

9:30 〜 11:30

無料

13:30〜15:00

会 場 講座室2
受講料 2,000円
講 師 服部考規さん
（風景写真家)

11/14 土

13：30 〜 16：30

会場：講座室 1
無料
講師：細谷暁夫さん
（東京工業大学名誉教授）

ゆとろぎ
☎ 042-570-0707
羽村市生涯学習 センター

〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘1-11-5

Ⓒ k.ishikawa

展 示
Ⓒ thattori

9/25

Ⓒ k.iriyama

金

10::00 〜 17:
10
17:00
〜 27 日 （最終日
16:00 まで）

※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
（土日定休）☎0120-61-3737

（有料・
８日前までに要手続き）
が利用できます。申込みはゆとろぎへ
保 マークのあるイベントは、一時保育
■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。

詳細は裏面をご覧ください

会場：レセプションホール
講師：古賀良彦さん
（杏林大学医学部教授）

主催：（公財）青梅佐藤財団、共催：羽村市教育委員会

9/19 土

監督：川島雄三
出演：フランキー堺、南田洋子、
左幸子、石原裕次郎 ほか

杏林大学文化講演会 保

Haalll

2015.8/15〜10/14

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

8~10
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

■

■

■

■

■

■

タイトル

内

子ども体験塾「ロボットワールド」平成27年度 多摩・島しょ広域連携活動助成金事業

8/18（火）〜23（日）9:00〜17:00

（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。
■

開催日

のマークは、イベントの際に「一時保育

■

■

■

容
主催：青梅市・福生市・羽村市子ども体験塾実行委員会

全
館

◇講演会「ロボットと暮らす未来」8/23（日）12：30〜講師：高橋智隆さん（ロボットクリエイター／東京大学先端科学技術研究センター特任准教授）★要申込み
◇ロボット・パネル展示「アクトロイド大事典」等羽村市内企業で開発されているロボット（アクトロイド）や、パネルなどを展示します。
◇「ロボットステージ」ロボットによる司会進行でのラジオ体操や、ブレイクダンスロボットのダンスステージを鑑賞しよう！
〔１階ホワイエ〕★開催時間：8/18〜22は11:00〜11:30、15:00〜15:30、8/23のみ時間未定
◇ロボット体験操縦①「ロボットバトル」2足歩行ロボットを操縦してバトルをしてみよう！
〔小ホール〕★1日1回／定員：各回20名（各回開始15分前までに参加申込み※抽選）／開催時間：8/18〜22は13:30〜、8/23のみ時間未定
②「ロボットサッカー」2足歩行ロボットを操縦してゴールに向かってシュートを決めよう！
〔１階ホワイエ〕★随時開催／人数制限なし
③「昆虫型ロボット」多脚ロボットに搭載したカメラの画像を手元の端末で見ながら、障害物のあるトンネルを通過しよう！
〔1階ホワイエ〕★随時開催／人数制限なし
申込み・問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

10/10（土）〜11/3（火・祝）

第46回 羽村市文化祭

〜みんなで学び みんなで創る 羽村の文化〜

主催：第46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

市内小中学生音楽フェスティバルでスタートし、市内で活動する文化団体（ホール部門50団体、展示部門31団体、3連盟）が日頃の文化活動の成果を発表します。文化講演会・音楽公演・文芸公演・映画会・特別展示など盛りだくさんの
企画もお楽しみに！＊10/10（土）小中学生音楽フェスティバル〔大ホール〕＊10/12（月・祝）芸能他〔小ホール〕＊10/9（金）〜12（月・祝）
【特別展：絵画・書道 指導者作品展】
〔展示室〕＊10/14（水）〜18（日）展示1期：東洋的な作品
〔全館〕 [10/15以降の内容は次号の紙面でお知らせいたします。]
問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

大ホール

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（6回/年）。第3回は、ジャズコ
ーラス界の重鎮「タイムファイブ」の世界。ゲストヴォーカルとして伊藤君子さんも交えた円熟のハーモニーをご堪能ください♪
定員：500名（先着順）／受講料：残4回分一括納入 8,000円／主催：
（公財）青梅佐藤財団
問合せ：NPO法人青梅の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030／申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707

9/16（水）

開場 13:30
開演 14:00（〜16:00）

神津善行の文化講座と音楽会
「タイムファイブ」の世界

第3回

9/19（土）

開場 13:00
開演 13:30

国立音楽大学
ブラスオルケスター演奏会

10/12（月・祝）

平成27年度 多摩・島しょ広域連携活動助成金事業
開場 17:30
開演 18:00
子ども体験塾
（〜20:00 予定）

指揮：三浦 徹、ユーフォニアム独奏：安東京平、吹奏楽：国立音楽大学ブラスオルケスター
入場無料（入場整理券：8/15（土）よりゆとろぎ窓口にて配布）＊未就学児は入場できません
主催：
（公財）青梅佐藤財団／問合せ：ＮＰＯ法人青梅の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030、ゆとろぎ ℡042-570-0707
第Ⅰ部：羽村市・檜原村・奥多摩町の中学生を中心に編成される音楽祭合唱団による歓迎演奏とウィーンの一流音楽家たちとの交流
演奏を行います。また、3市町村の若手音楽家の歓迎演奏を予定しています。第Ⅱ部：音楽の都ウィーンから、ウィーン・フィルメンバー
を中心とした木管五重奏による夢の演奏をお楽しみください。
入場料：1,000円【1階自由席】＊未就学児は入場できません。ゆ【発売日：8/28(金）】※小学生から18歳までの方及びその同伴保護
者1名は無料ご招待（先着400名）。発売日より9/30（水）までゆとろぎ窓口で申込み受付（定員に達し次第終了）。
主催：子ども国際交流音楽祭実行委員会／問合せ：ゆとろぎ ℡ 042-570-0707

子ども国際交流音楽祭コンサート

小ホール

ゆとろぎホール

創作室１ 講座室１

展示室

ギャラリー

講座室２

参加者募集

8/29（土）

開場 13:30
開演 14:00

第22回 ゆとろぎ映画劇場
「幕末太陽傳」

45歳という若さでこの世を去った名監督・川島雄三の代表作であり、映画専門誌による邦画ベストランキングでは上位常連の名作で
す。1957年公開。幕末・東海道品川宿に実在した遊郭「相模屋」を舞台に繰り広げられる、主人公・佐平次の活躍と人々の悲喜こもご
もをコミカルに描いた傑作時代劇を、ぜひご覧ください。上映時間110分。出演:フランキー堺、南田洋子、左幸子、石原裕次郎ほか
入場無料（直接会場へ）
【全席自由／定員250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

8/30（日）

開場 13:00
開演 13:30

第29回 音楽発表会

音楽教室の生徒による演奏発表。ピアノ、エレクトーン、みんなで歌おうコーナー等。
入場無料（直接会場へ）／問合せ：井上 ℡042-554-8913

9/5（土）

開場 13:30
開演 14:00

なんて素敵なオカリーナ！2015 in 羽村

亀山豊子門下生出演のオカリナ発表会。入場無料（直接会場へ）未就学児及び低学年児は保護者同伴。
問合せ：ミュージックワールド亀山 ℡090-8047-6085

9/6（日）

開場 12:30
開演 13:00

三味線弥尾地会演奏会

は唄、小唄長唄、民謡などの唄と三味線の演奏会。入場無料（直接会場へ）／問合せ：三味線弥尾地会 尾上 ℡042-554-3514

9/11（金）

開場 18:00
開演 18:30

残暑ジャズ！

羽村市出身アーティスト・矢部優子と、連続TV小説『あまちゃん』オープニング曲のドラム奏者・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
に彩る音色をご堪能ください。出演:【第1部】矢部優子（作曲・ピアノ）、金子友紀（民謡）、奥田敦也（法竹）、長谷川美鈴（篠笛）、芳
垣安洋（ドラム）、沢口真生（サウンドエンジニア）
【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】ゆ ・ ス ・ マ ・ ニ ＊未就学児は入場できません。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

9/13（日）

開場 13:45
開演 14:00

希望への架け橋⑧

ステキなコンサートをお楽しみいただくとともに、復興支援の義援金募金をお願いします♪
入場無料（直接会場へ）／問合せ：音楽の贈りもの 江久保 ℡090-1207-0703

9/19（土）

開場 15:30
開演 16:00

がんばれ東北チャリティーコンサート
トラベリングありがとう2015

演奏活動の傍ら、震災後の東北を訪ねライブイベントを行うトラベリングのコンサート。定員250名
入場料：2,000円。申込み先：チケットぴあ、ローソンチケット他。／問合せ：GAIAボランティアチーム 林田 ℡03-5304-5400

9/26(土)

開場 13:30
開演 14:00

第45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。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）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 ・ ニ ／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」
主催：文化庁、
（公社）落語芸術協会／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

10/3（土）

開場 11:30
開演 12:00

音楽フェスティバル in ゆとろぎ

フォーク、ブルーグラス、ロカビリーなど、ジャンルにこだわらない音楽。／入場料：大人500円、学生・子ども 無料
問合せ：華當（はなとみ） 山本 ℡042-553-1387

8/29（土）

12:00〜12:45

第53回 ゆとろぎサロンコンサート

生のマンドリンの演奏を間近でお楽しみください。出演：マンドリーノ☆フィオーレ
入場無料（直接会場へ）／主催：羽村市文化協会／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

9/13・10/4（日）

10:30〜11:30

子ども映画会

上映作品：9/13「座頭の木（まんが日本昔ばなし）」
「トッピィと森の仲間たち」
「おじいさんのランプ」
10/4「ドナルドダックとゆかいなペンギン」
「王子様はブタの番人」
「はだかの王様」
（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16mm映像研究会（9月）羽村映画クラブ（10月）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

8/27（木）〜8/30（日）

10：00〜17：00
（最終日16：00まで）

第19回 薫風会水墨画展

水墨画の作品展。／入場無料（直接会場へ）／問合せ：薫風会 吉田

9/2（水）〜9/13（日）

10：00〜17：00
（最終日16：00まで）

にしむらあつこ

「ホネホネさん」シリーズなどでお子さんたちに大人気！絵本作家にしむらあつこさんの原画展です。愉快でちょっと不思議なにしむら
あつこワールドをお楽しみください。
「ゆうびんやさんのホネホネさん」
「ぐぎがさんとふへほさん」の原画展示をはじめ、図書館ボラン
ティアによる絵本のよみきかせ9/5（土）14:00〜14:30や、絵本コーナーもあります。ぜひお立ち寄りください。
協力：羽村市図書館／入場無料（直接会場へ）／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

9/15（火）〜9/19（土）

初日13：00から
最終日16：00まで

第5回 墨遊会

9/29(火）〜10/1（木）

9/29 13：00〜17：00
9/30 10：00〜17：00
10/1 9：00〜11：00

第4回 いきいき水墨画作品展

いこいの里の生涯学習、いきいき講座水墨画コースで学習している有志の作品展です。／入場無料（直接会場へ）
問合せ：いきいき講座水墨画 藪 ℡042-554-1127

【午前】
10:00〜12:00
【午後】
13:30〜15:30

パソコン講座
10月「インターネット入門」
11月「年賀はがきの作成」

10月は、インターネットを利用した調査（旅行・催し物・イラスト他）。すでに家庭でインターネットをつないでいる方が望ましい。締切
8/30必着。11月は、イラスト・写真入りなどオリジナリティのある年賀はがき。締切9/30必着。受講料：10月は1,000円、11月は
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

10/2・9（金／全2回）
11/6・13・20
（金／全3回）

保

東日本大震災復興支援チャリティコンサート

絵本原画展
作品展

＜これからのゆとろぎ主催事業＞参加者募集 !

℡042-555-7348

書道作品の展示。／入場無料（直接会場へ）／問合せ：墨遊会 久保埜 ℡042-554-0802

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・一時保育希望の有無（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。
杏林大学文化講演会

秋の夜長の睡眠法

保

受講者募集中

9/19・10/3・11/7・21
（土・全4回）
13：30 〜 15：30
（11/7は9:30〜11:30）

撮るシリーズ

カメラ機 能とレンズ を
知って秋を撮る
サロン de トーク

糸絵・布絵への招待

9/5（土）
13：30〜15：00

保

トーク＆実演：9/27（日）
13:30〜15:00
展示：9/25（金）〜27（日）
10:00〜17:00
（最終日16:00まで）

チケット販売

身近なGPSのしくみを探る 保

11/14（土）13:30〜16:30

バロック音楽のひととき
チェンバロの優雅なしらべ

11/14（土）
開場 17:30
開演 18:00
（〜 20:00 予定）

ゆとろぎ開館10周年記念事業

12/20（日）
開場 13:30
開演 14:00
（〜 15:30 予定）

ファミリー劇場

劇団かかし座｢宝島」

保

レセプション
ホール

充実ライフは快眠から。心と体の健康を維持増進させるための上手な睡眠法を紹介します。さらに、もし不眠になってしまった時の医
者への相談の仕方や対処法についても、具体的にお教えします。素敵な睡眠をとることで、毎日の暮らしを楽しく充実したものにする
お手伝いをいたします。講師：古賀良彦さん（杏林大学医学部教授）
対象：一般（未就学児は入場できません）／定員：170名／入場無料／申込み：8/16(日)から窓口または電話★先着順

講座室 2

デジタルカメラの機能やレンズのしくみと使い方について学びます。11/7には羽村郷土博物館とその周辺で撮影実習（台風以外雨天
決行）を行い、最終回11/21には、各自USBで提出した作品を講評します。講師：服部考規(はっとり・たかのり)さん（風景写真家)
対象：一般／定員：20名／受講料：2,000円（全4回分）／持参物等：毎回カメラ持参／申込み：窓口またはハガキ【締切：9/5（日）】

展示室

3日間の展示で身近な素材、世界でもめずらしい〝糸と布〟で描き出す芸術の世界をご鑑賞ください。
最終日 9/27（日）13:30〜15:00はトークタイム。2人の作家が〝糸絵と布絵〟の世界を語ります。トーク後半には入山さんによる〔布
絵の制作過程実演〕も。お楽しみに！ 講師：石川金太郎さん（糸絵師）入山喜代美さん（布絵作家）／対象：一般／トーク定員：40名。
※トーク時のみ保育あり。／入場無料／申込み（トーク参加希望の方）
：8/16（日）から窓口または電話★先着順

講座室 1

21世紀になって日常生活で身近になったGPS。カーナビなどでは、どのようにして瞬時に位置がわかるのでしょう？ この講座では、
時間から距離を求めるGPSのしくみをわかりやすく解説します。参加者からの質問に答えながら進める形で、ゆとろぎ版〝白熱教室〟
をめざします！ 講師：細谷暁夫さん（東京工業大学名誉教授)
対象：中学生以上／定員：50名／入場無料／申込み：8/16（日）から窓口または電話★先着順

小ホール

秋の夜、心が穏やかで優しくなるチェンバロが再び羽村にやってきます。チェンバロはバロック時代の代表的な鍵盤楽器であり、また
精細な装飾がほどこされたインテリアとしても素晴らしい芸術品です。J.S.バッハを中心とする繊細で精緻な音楽、さらに興味あるお
話を聴いて、秋の夜のひとときを過ごしましょう。演奏とお話:大塚直哉（東京藝術大学音楽学部准教授）
入場料：大人（前売）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 ・ ニ
【販売開始：8/16(日）】

大ホール

ジム少年が手に入れた一枚の地図、それは海賊の宝のありかの地図だった。ジムは仲間と一緒に宝島へ冒険の旅に出る！果たして宝は
見つかるのか、片足のジョンシルバーは敵か味方か、ジムの運命は？ 勇気と知恵、迫り来る試練…さあ行こう冒険の海へ！ 心躍る影
絵の冒険劇。スティーブンソン原作の｢宝島」が舞台の上で鮮やかによみがえる。出演:劇団かかし座
入場料：高校生以上（前売）1,500円（当日）2,000円、4歳〜中学生800円 ※4歳未満のお子さまはひざ上観覧無料。座席をとる場
合は800円のチケットをお求めください。
【全席自由】ゆ ・ ス ・ マ ・ ニ 【販売開始：8/16(日）】

