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大ホ
ホール

ゆとろぎ開館10周年記念事業

劇団かかし座 ｢宝島」

ファミリー劇場

心躍るシャドウ・アドベンチャー！

12/20

高校生以上（前売）1,500 円 （当日）2,000 円
〔全席自由〕
〔全席自由
〕
4 歳〜中学生 800 円

10

※4才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。

Copyright ⓒ 2008〜2015 by YUTOROGI All rights reserved
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全館

第46回 羽村市文化祭
みんなで創る

10/9 金 〜11/3 火
主催：第46回羽村市文化祭実行委員会

羽村の文化

祝

子どもフェスティバル

ࠑ

後援：羽村市・羽村市教育委員会・羽村市文化協会

チェンバロの優雅なしらべ
11/14 土

ゆとろぎ開館10周年記念事業
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水上清一

2回目

〜
、13:00
日 10:00〜
00円
材料費5
無料
1回目

バードカービング展

木彫の美しい鳥たち
11/5 木 〜 15 日

開場 17：30
開演 18：00

( 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。

演奏とお話：大塚直哉（東京藝術大学准教授）

Ⓒ堀田力丸

大ホ
ホール ゆとろぎ開館10周年記念事業

保

大人 ( 前売 )3,000 円 ( 当日 )3,500 円
高校生以下 1,500 円〔全席指定〕
円〔全席指定〕

10/16
金
発売 !

11

/11 水 ・12 木

随時

ギャラリートーク
11

/15 日 14:00 より

大ホ
ホール
神津善行の文化講座と音楽会 第４回

天才ヴァイオリン少女と呼ばれた
黒沼ユリ子さんを招いて

11/11 水

※未就学児は入場できません。

公開制作

10:00 〜 17:00( 最終日 16:00 まで） 触れるバードカービング 随時

ゆとろぎバレンタインコンサート
開場 14：30
開演 15：00

9:30 〜
主催：羽村市・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
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バロック音楽のひととき

2/14 日

11/7 土
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展示
示室

11 /7 土

青少年健全育成の集い

おいでよ！ゆとろぎのあそびの森へ

11 /8

フレッシュ
名曲コンサート

ûљ

11/7土･8 日

詳しくは
「広報はむら」
10/15号を
ご覧ください。

ȰȌȠü

áǸȀ
ӷຒǉȸ

青少年健全育成の日事業

小ホ
ホール

大人 ( 前売 )1,000 円
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全館

みんなで学び

日

開場 13：30
開演 14：00

周年

Vol.83

保

出 演：
演：黒沼ユリ子（ヴァイオリン）
鎌田しのぶ（ピアノ伴奏）
受講料：6,000円（残3回分）〔全席自由〕
受講料：6,000円（残3回分）〔全席自由
〕

開場 13：30 開演 14：00

※未就学児は入場できません

主催：（公財）青梅佐藤財団

司会：大井 哲也

Ⓒ三浦興一

指揮：梅田 俊明

ソプラノ：上田 純子

回 羽村ゆゆととろろぎぎ寄席

竹もん

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

保

航空中央音楽隊

ゆとろぎ開館10周年記念事業

10/16 金
整理券配布開始

菅生歌舞伎
「菅生一座」
「菅生一座
」公演
1/9 土

第3回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑
12/12 土
ゆとろぎ版

開場 13:30 開演 14:00
〔全席自由〕
〔全席自由
〕入場無料
※未就学児は入場できません

白熱教室

無料

保

身近な GPS のしくみを探る
カーナビや携帯電話はどうして
カ
ナビや
ナビや携帯電話はどうして
はどうし
自分の位置がわかるのでしょうか？

11/14

「雅楽と能楽の
贅沢なひと時」
2公演とも
10/16 金

詳細は「広報はむら」10/15 号をご覧ください。

ママパパ講座

日

開場 13：30 開演 14：00

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

入場無料
（要整理券）
〔全席自由〕
全席自由〕

無料

保

イライラなしの
ポジティブ子育て
12/6 日
1

土

13：30 〜 16：30

12/13

1/17 日

発売 !

13：30 〜 15：30
13：

Ⓒ JAXA
会場：講座室 1
講師：細谷暁夫さん
（東京工業大学名誉教授）

会場 講座室 1
会場：講座室
講師：高祖常子さん
（育児情報誌『miku』編集長）

※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

クリスマスコンサート in ゆとろぎ

保

2016新春 伝統文化交流事業 in ゆとろぎ
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主催：文化庁、（公社）落語芸術協会

大ホ
ホール

小ホ
ホール

第第

︻落語︼桂桂

Ａ 太郎

開場 13:30
開演 14:00
〔全席自由〕
〔全席自由
〕

︻落語︼昔昔亭

よし乃

竹丸

︻太神楽︼鏡味

柏枝

12/5 土

︻落語︼桂桂

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︼春風亭

小ホ
ホール

Ⓒ井村重人

チェロ：笹沼 樹

管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団
特別出演：羽村東ジュニアオーケストラ
羽村市内中学生の金管奏者

2015.10/15〜12/14

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。
■

羽村市生涯学習センターゆとろぎ

■

■

■

■

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

■

10~12 月のイベン ト日程

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）
■

■

■

10/9
（金）
〜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

全

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。／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
【特別企画】10/18（日）開演16：30 宮澤賢治作品朗読「セロ弾きのゴーシュ」
（藤城清治：影絵スライド）朗読・ピアノ：吉村安見子、 チェロ：江原望（日本フィルハーモニー交響楽団）
10/24（土）開演13：30 文化講演「操縦の神業を追って─世界屈指の操縦名人は生涯学習の実践者だった─」加藤寛一郎氏（東京大学名誉教授 工学博士 羽村市在住）
10/31（土）開演18：00 映画「RAILWAYS/レイルウエイズ」中井貴一、高島礼子他
11/3（火祝）開演13：00 合唱指導者によるGaLaコンサート＆みんなで歌おう
★詳しくは「広報はむら」10/15号をご覧ください。／問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

館

11/7・8
（土・日）青少年健全育成の日 子どもフェスティバル

11/7(土)9：30〜10：20小ホールの「青少年健全育成の集い」を皮切りに、子ども達の模擬店、いろんな遊びや体験の広場、アトラクションにワクワクがいっぱいの2日間！
手影絵体験コーナーや体験教室「カワセミを作ろう」、伝統文化日本舞踊こども教室の発表会などもあります。／主催：羽村市・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
★詳しくはポスター、チラシ、
「広報はむら」11/1号をご覧ください。／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

11/28
（土）
10：00〜16：00 第21回 はむら保育展 〜子育てを一緒に楽しもう〜
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】
11/24（火）〜11/27
（金）
10：00〜17：00（初日は13：00〜）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、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下さい。入場無料（直接会場へ）

会

場

開催日

間

タイトル

内容・入場等

問合せ先

大ホール
小ホール

ゆとろぎホール

11/11
（水）

開場 13:30
開演 14:00
（〜16:00予定）

神津善行の文化講座と音楽会 第４回
天才ヴァイオリン少女と呼ばれた黒沼
ユリ子さんを招いて

神津先生の蓄積された音楽文化のお話に耳を傾け、ゲストの黒沼ユリ子さんのヴァイオリン演奏を楽しむ講
問合せ：ＮＰＯ青梅の青少年を育て
座。ヴァイオリンを演奏しながら、ご自分の人生などのお話があります。ピアノ伴奏は鎌田しのぶさんです。
る会 ℡090-5195-3030
定員：500名（先着順）※未就学児は入場できません。／受講料：残3回分一括納入 6,000円
申込み：ゆとろぎ℡042-570-0707
主催：
（公財）青梅佐藤財団

11/23
（月祝）

開場 13:00
開演 13:30

グランツフリューゲル吹奏楽団
第1回定期演奏会

記念すべき第1回演奏会。吹奏楽の名曲からポピュラー音楽まで幅広くお届けします。／入場無料

問合せ：グランツフリューゲル吹奏
楽団 阿部 ℡080-2013-4272

12/5
（土）

開場 9:00
開演 9:30

羽村市特別支援学級発表会
舞台発表の部

中学校二校、小学校三校の特別支援学級が劇や音楽を発表します。ぜひご来場ください。
入場無料（直接会場へ）

問合せ：栄小くぬぎ学級
℡042-554-2055

12/13
（日）

開場 13:30
開演 14:00

航空中央音楽隊
クリスマスコンサート in ゆとろぎ

昨年 大好評であった航空中央音楽隊が、再びゆとろぎにやってくる！
「ジョージ S.ハワード大佐顕彰優秀軍
楽隊賞」をアジアで初めて受賞（平成4年）し、本年は「第25回日本管打・吹奏楽アカデミー賞（演奏部門）」
問合せ：ゆとろぎ
を受賞する等、国内外から高い評価を受け、年間で約100回の演奏活動を行っている。吹奏楽のあらゆる可
℡042-570-0707
能性を追求し、様々な分野の演奏に挑戦し続ける航空中央音楽隊の圧巻の演奏をお楽しみください。
入場無料（要整理券）ゆ【配布開始日：10/16(金）9：00から。1人2枚まで】

11/14
（土）

開場 17:30
開演 18:00
（〜20:00予定）

バロック音楽のひととき
チェンバロの優雅なしらべ

深まる秋の夜、自然で繊細な音色のチェンバロによるバロック音楽と興味あるお話を聴き、穏やかな気分に
なりましょう。演奏曲目：L.クープラン「組曲ハ長調」、D.スカルラッティ「ソナタ」、J.S.バッハ「パルティータ第
問合せ：ゆとろぎ
4番」ほか／演奏とお話：大塚直哉（東京藝術大学准教授）
℡042-570-0707
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

11/18
（水）

開場 18:00
開演 18:30

健康長寿のひけつは口腔ケアにあり

日本歯科大学口腔リハビリテーション多摩クリニック院長 菊谷 武 先生がお教えします。
入場無料（直接会場へ）

問合せ：西多摩歯科医師会
℡0428-23-6222

11/22
（日）

開場 14:00
開演 14:30

Spock Piano Mates発表会

Fall Concert♪バンド演奏〜ミュージックベル〜ピアノ〜合奏〜合唱／入場無料（直接会場へ）

問合せ：Spock Piano Mates 西尾
℡080-5460-5517

12/5(土)

開場 13:30
開演 14:00

第46回 羽村ゆとろぎ寄席

出演:［ 落語］桂 竹もん、
［落語］昔昔亭 Ａ太郎、
［落語］桂 竹丸、
［太神楽］鏡味 よし乃、
［落語］春風亭 柏
枝／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 問合せ：ゆとろぎ
℡042-570-0707
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

保

ホール

レセプション

講座室１

展示室

ギャラリー

開場 13:30
開演 14:00

第3回 ゆとろぎ想ひ出の映画鑑
「カサブランカ」

11/20
（金）
・
12/8
（火）

18:00〜20:00

盈進学園東野高等学校
学外個別入試相談会

入試に向けて、中学生徒保護者様の疑問にお答えするため、個別相談を実施いたします。
入場無料（直接会場へ）

11/8・12/6
（日）

10:30〜11:30

子ども映画会

上映作品：
【11月】
「グリーンヴァレー物語−ポゥさんと秋風−」
「こぎつねコンとこだぬきポン」
「六羽の白鳥
（グリム童話）」
【12月】
「ミッキーマウスのメリークリスマス」
「笠地蔵」
「だるまちゃんとてんぐちゃん」
（都合 問合せ：ゆとろぎ
℡042-570-0707
により変更する場合あり）
入場無料（直接会場へ）／主催：
【11月】はむら16mm映像研究会【12月】羽村映画クラブ

11/5（木）〜11/15（日） 10：00〜17：00
（最終日16：00まで）

ゆとろぎ開館10周年記念事業
水上清一 バードカービング展
木彫の美しい鳥たち

バードカービングとは木を削り、彩色して鳥を表現するアートです。
美しい木彫の鳥はまるで生きているよう！バードカービング約30点を展示します。
・子どもフェスティバル体験教室「カワセミを作ろう」11/8（日）1回目10：00〜、2回目13：00〜。先着計20
問合せ：ゆとろぎ
名。小学3年生以下は保護者同伴。材料費500円
℡042-570-0707
・公開制作 11/11（水）
・12（木）随時
・ギャラリートーク 11/15（日）14:00〜
・触れるバードカービング(実物と同じ大きさ、重さを実感できます）会期中随時【いずれも直接会場へ】

9：00〜16：00
12/4（金）〜12/8（火） （最終日14
：00まで）

羽村市特別支援学級発表会
作品展の部

市内小中学校の特別支援学級とコミュニケーションの教室の児童・生徒の作品展です。
入場無料（直接会場へ）

【午前】
10:00〜12:00
（12月）
9:30〜12:00
（1月）
【午後】
13:30〜15:30
（12月）
13:00〜16:30
（1月）

パソコン講座
12月「Excelの基本」
平成28年1月「Excel中級」

12月は、Excelの基本・表計算とグラフ1。締切10/31（土）必着。1月は、表計算とグラフ2・データベースの並
び替え・抽出等。締切12/28（月）必着。／定員各20名（先着順）、受講料：各月2,000円（午前・午後共通）、
問合せ：パソコンなかま 並木
申込み：往復ハガキに住所、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
℡042-555-1489
ンのOS（VISTA・7・2010・8・10等）を明記して下記へ。
〒205-0001羽村市小作台3-5-8 並木一夫

12/5
（土）

13：30〜16：00

DVD上映会「ハードレイン」

ウランの採掘現場では、先住民の人権を無視し放射能被害や環境破壊が行われている。
入場無料（直接会場へ）

問合せ：エコライフ羽村 倉地
℡080-6625-3074

11/22
（日）

13：30〜15：30

漢字の歴史を語る

漢字のルーツは中国殷代より前に、当や旧の簡略時は中国13世紀の俗字と紹介します。
定員：10名、入場料：200円（直接会場へ）

問合せ：漢字の会 清田
℡042-554-8483

講座室２

12/12
（土）

パリで出逢い愛しあった二人の男女、リック（ハンフリー・ボガート）とイルザ（イングリッド・バーグマン）は、
アメリカへともに亡命することを約束するが、イルザが消息を絶ち、リックだけがひとりカサブランカへと旅
立った。数年が経ち、酒場を経営していたリックだったが、ある日の店内で、かつて二人が愛しあっていた頃に 問合せ：ゆとろぎ
必ず聴いていた「As Time Goes By」の曲が流れ、そばには別れたはずのイルザがいた…。クラシック名画 ℡042-570-0707
をたっぷりとご覧ください。上映時間103分。
入場無料【全席自由】※未就学児は入場できません

参加者募集

12/4・11・18・25
（金／月4回）
平成28年
1/8・15・29
（金／月3回）

１

学習室

A

時

問合せ：まつぼっくり保育園 橋本 ℡042-554-0343

＜これからのゆとろぎ主催事業＞参加者募集 !
受講者募集中

身近なＧＰＳの
しくみを探る
ママパパ講座

イライラなしの
ポジティブ子育て
ファミリー劇場

劇団かかし座｢宝島」
錨を上げろ！海賊の宝が眠る島へ!!

チケット販売

ゆとろぎ開館10周年記念事業

菅生歌舞伎「菅生一座」
公演
ゆとろぎ開館10周年記念事業

雅楽と能楽の贅沢なひと時
新井達矢の舞楽面・能面使用による特別公演

お問合せは ゆとろぎ

11/14（土）
保 13：30〜16：30
12/6（日）
保 13：30〜15：30

ゆとろぎ開館10周年記念事業

保

保

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

平成28年1/9（土）
保 開場 12:30
開演 13:00（〜 15:00 予定）
平成28年1/17（日）
開場 14:00
保 開演 14:30（〜 17:00 予定）

講座室 1

講座室 1

大ホール

ゆとろぎバレンタイン
コンサート

平成28年2/14（日）
保 開場 14:30
開演 15:00

ゆとろぎ美術館 第23期

11月・12月

問合せ：羽村東小コミュニケーション
の教室 ℡042-555-0222

〒 205-0003 羽村市緑ヶ丘 1-11-5 ℡ 042-570-0707 まで

あなたのまわりにあるGPSのしくみを知ろう！ 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？ この講座では、時間から距離を求めるGPSの仕組みを、参加者の質問に答えるやり方でわかりやすく
解説します。 白熱教室 のような楽しい講座です。
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
参加無料（要事前予約）
★先着順【締切：11/6（金）】
申込み：窓口または電話（受付中）

対象：未就学児のママパパおよびプ
どうしてもイライラになりがちの子育て。同じ悩みを持つ人は、一人だけではありません。参加者同士で意見
レママパパ(子ども同伴参加も可)
交換して、イライラなしの子育ての輪を作りましょう。
ママとパパが一緒に子育てをするきっかけづくりにぜひ
定員：40名／参加無料★先着順
ご参加ください。プレママパパの参加も大歓迎。
申込み：10/15（木）から窓口または
講師：高祖常子さん（育児情報誌『miku（ミク）』編集長)
電話
入場料：高校生以上（前売）1,500円
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
（当日）2,000円、4歳 以 上中学生
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、ジム少年の運命は？勇気と
以下800円 ※4歳未満のお子さまは
知恵、迫り来る試練…さあ行こう冒険の海へ！心躍るシャドウ・アドベンチャー。スティーブンソン原作の｢宝
ひざ上観覧無料。座席をとる場合は
島」が舞台の上で鮮やかによみがえる。
800円のチケットをお求めください。
出演: 劇団かかし座
【全席自由】ゆ ・ ス ・ マ ・ ニ

大ホール

菅生歌舞伎は、昭和初期から現在まで一貫して同一の地域住民（あきる野市菅生）が伝承している農村歌舞
伎であり、平成26年には、東京都の無形民俗文化財に指定され、菅生一座も技術保持団体と認定されまし
た。出演者や裏方、衣装やかつらの作成まで「すべて手作り」の舞台をお楽しみください。
演目：
「喜三番臾」ほか（予定）出演: 菅生歌舞伎菅生一座
主催：羽村市・羽村市教育委員会

入 場 料：大 人 5 0 0 円、高 校 生 以下
100円【全席自由】＊未就学児は入
場できません。 ゆ ・ ス ・ マ ・ ニ
【10/16 (金）発売】

大ホール

厳かで気品に満ちた調べや響きの 雅楽 と、日本独自の優雅な美しさに魅了される 能楽 。日本が誇る２
つの伝統芸能を同時に鑑賞できる贅沢なひと時と葛西聖司（アナウンサー/古典芸能解説者）のお話「雅楽
と能楽の楽しみ方」をお楽しみください。
出演: 十二音会・観世流。
主催：羽村市・羽村市教育委員会（芸術文化振興基金助成事業）

入場料：大人2,000円、高校生以下
500円【全席指定】＊未就学児は入
場できません。 ゆ ・ ス ・ マ ・ ニ
【10/16 (金）発売】

大ホール

指揮：梅田俊明、チェロ：笹沼樹、ソプラノ：上田純子、管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団の豪華布陣
でお届けする、夢のコンサート。羽村市出身のバリトン歌手・大井哲也を司会に迎え、市内小中学生とオーケ
ストラとの共演も予定しています。曲目：チャイコフスキー作曲 ロココの主題による変奏曲・大序曲「1812
年」、プッチーニ作曲 歌劇「トスカ」より 歌に生き、愛に生き ほか（変更の場合あり）。
主催：羽村市教育委員会、公益財団法人東京都歴史文化財団（東京文化会館）

入場料：大人：(前売)3,000円 (当
日)3,500円、高校生以下：1,500円
【全席指定】ゆ ・ ス ・ マ ・ ニ
【10/16（金）発売】

ゆとろぎ開館10周年記念事業

フレッシュ名曲コンサート

問合せ：盈進学園東野高等学校
募集広報室 ℡04-2935-1331

ゆとろぎでは多摩地区のアーティストにご協力いただき、美術展示しています。今期は、1階印刷室前
に吉永優子さんの立体作品、2階ロビーに佐藤勤さんの平面作品を展示します。無料（直接会場へ）

