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ゆとろぎ開館10周年記念事業

保

HAMURAアニソンライブ
HAMURA
アニソンライブ
羽村でアニソン、やります！

2/28 日

開場 15:00

2/24 水

販売中!

10:00〜17:00
（最終日16:00まで）

開演 15:30

大人：(前売)3,000円 (当日)3,200円、
高校生以下：2,500円
【全席指定】

SANAのぬり絵教室（無料）
★こどものぬり絵 2/27（土）13:00〜【20名】
小学3年生以下は保護者同伴
★おとなのぬり絵 3/5（土）13:00〜【10名】
対象10才以上
申込み：2/16（火）〜 ゆとろぎ窓口または電話（先着順）

小ホ
ホール

〜3/6 日

SANAトークショー（無料）
2/28（日）13:00〜

直接会場へ

ゆとろぎ映画劇場
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米倉 千尋

黒崎 真音

2/27 土

玉置 成実

※未就学児は入場できません。※立ち見禁止です。

︻落語︼春風亭

昇也

昇市

回羽村ゆゆととろろぎぎ寄席

︻落語︼春風亭

昔昔亭 桃太郎

ナナ
開場 13:30
開演 14:00
【全席自由】

︻落語︼︵ゲスト︶

︻奇術︼瞳

遊雀

3/5 土

第第

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︼三遊亭

小ホ
ホール

47

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、
（公社）落語芸術協会

受講料：2,000円
（残１回分）
【全席自由】
※未就学児は入場できません。
主催：
（公財）青梅佐藤財団

ステージ体験
希望者募集!!

大ホール舞台デビュー

ゆとろぎの舞台で演奏、発表できるステージ体験企画。
演奏、コーラス、演劇、ダンスetc.…みなさまのご応募をお待ちしています。

4/16 土・
17日

要申込み 保

1区分25分2,000円（連続2区分55分までOK）
16
（土）反響板あり（音楽向き）
17
（日）反響板なし（ダンス、演劇等はこちら）

申込み：2/18(木)〜3/31(木)
ゆとろぎ窓口にて。
★応募締切り後、内容の確認・調整を行います。
応募多数の場合は抽選。

無料

〝なぜ地震が日本では多発するのか〟の素朴な疑問に答えます！

ゆとろぎ協働事業運営
営市民の会 公開講座

実例満載！人が集まるチラシの作り方
イベント・講座に参加したくなるチラシの作り方を実例により学びます。
ターゲットを絞った効果的な広報戦略を知りたいあなたのための講座です！

13:30〜15:30
会場：レセプションホール
講師：仲西理子さん
（JAMSTEC 技術研究員）
「プレート運動の模式図」
（気象庁ホームページより）

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

要申込み 保

3/12 土

無料
14:00〜16:00
講座室１

講師：坂田静香さん
（NPO法人 男女共同参画おおた 理事長）

※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
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羽村市生涯学習 センター

客席
入場無料

10:00〜17:00

堀越 彰（ドラム）

防災
災 講座

3/26 土

ゆとろぎステ
テージ体
体験

客席は一般公開
︵入退場自由／無料︶︒
いろんな
パフォーマンスを
お楽しみに♪

「バヤン天才奏者」招聘
13:30
3/16 水 開場
開演 14:00
イグナット・パスヒン（バヤン）

無料

開場 13:30 開演 14
14::00 直接会場へ

※両日ともにピアノ
（スタインウエイ D274）
は使用可能です。
※入場料・指導料徴収など営利目的でのご利用はできません。

大ホ
ホール
神津善行の文化講座と音楽会 第６回

無料

イ ベ ン ト 日程
タイトル

会 場

第4回羽村舞踊まつり

2/20（土）
開場12:00 開演12:30

文化協会10周年事業

2/21（日）

第11回はむら音楽祭
「邦楽の集い」 開場12:40 開演13:00
ゆとろぎ開館10周年記念事業
−カラーペンと色鉛筆で描く−

さなの森のゆかいな動物展
ゆとろぎ映画劇場

旭山動物園物語
−ペンギンが空を飛ぶ−
ゆとろぎ開館10周年記念事業

大ホール
大ホール

2/24（水）〜3/6（日）
10:00〜17:00
（最終日16:00まで）

展示室

2/27（土）
開場13:30 開演14:00
（15:50終了予定）

小ホール

2/28（日）
開場15:00 開演15:30

大ホール

第47回羽村ゆとろぎ寄席

3/5（土）
開場13:30

小ホール

企画展

3/11（金)〜3/17（木)
9:00〜17:00

HAMURAアニソンライブ

保

あの日を忘れない 東日本大震災
第26回小作台小学校ジュニア
バンド定期演奏会
羽村東ジュニアオーケストラ
第26回定期演奏会

3/12（土)
開場12:30

開演14:00

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。（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）

ゆとろぎ ℡042−570−0707まで

開催日時

文化協会10周年事業

保

マーク事業のお問い合わせは

内容・入場料・問合せ先

等

文化協会10周年記念事業の一環として羽村市舞踊連盟加盟6団体による新日本舞踊／主催：羽村市文化協会、共催：羽村市舞
踊連盟、後援：羽村市教育委員会
入場無料／問合せ：舞踊連盟 八巻 ℡042-554-3030
文化協会10周年記念事業の一環として音楽連盟「邦楽部門」6団体による大正琴、箏、尺八、三味線、詩吟、民謡の発表／主催：
羽村市文化協会、共催：羽村市音楽連盟、後援：羽村市教育委員会
入場無料／問合せ：市野 ℡090-5510-0191
美しくて楽しい「さなの森」に住む可愛い動物たちに逢いに来てください！
・SANAのぬり絵教室（要申込み･先着順）★こどものぬり絵2/27（土）13:00〜・★おとなのぬり絵3/5（土）13:00〜
・SANAトークショー 2/28（日）13:00〜（直接会場へ）
【詳しくは表面をご覧ください】
逆境にあっても決して諦めることなく、動物たちを信じ、愛し、一途な思いで夢を叶えた人々の奇跡と感動のトゥルーストー
リー！！／入場無料（直接会場へ）
【全席自由】
（定員252名）
羽村初！？アニソンライブやります！米倉千尋・黒崎真音・玉置成実ら豪華出演陣による圧巻のパフォーマンスをお見逃しなく！！
出演：米倉千尋（「機動戦士ガンダム08MS小隊」
「フェアリーテイル」など）、黒崎真音（「とある魔術の禁書目録Ⅱ」
「がっこうぐ
らし！」など）、玉置成実（「機動戦士ガンダムSEED」
「白銀の意思 アルジェヴォルン」など）
入場料：大人（前売）3,000円（当日）3,200円・高校生以下2,500円【全席指定】＊未就学児は入場できません。＊立ち見は禁止
です。ゆ ・ ス ・ マ ・ ニ
出演：
［落語］春風亭 昇市、
［落語］春風亭 昇也、
［落語］
（ゲスト）昔昔亭 桃太郎、
［奇術］瞳 ナナ、
［落語］三遊亭 遊雀
主催：文化庁・
（公社）落語芸術協会、共催：羽村市教育委員会
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
東日本大震災における被災地写真を展示するほか、映像集の上映、防災用品などを展示
入場無料（直接会場へ）／問合せ：市民生活部危機管理課 ℡042-555-1111（内線217）

大ホール

「継続は力なり」をモットーに1年間活動してきた成果の発表。ゲスト：羽村第一中学校吹奏楽部
入場無料／問合せ：羽村市立小作台小学校 小山田 ℡042-554-1431

3/13（日）
開場13:00 開演13:30

大ホール

私たちは弦楽オーケストラです。羽村東小の4〜6年生が一年間の練習の成果を発表します。
入場無料／問合せ：羽村市立羽村東小学校 中村 ℡042-554-5663

3/13（日）
10:30〜11:30

小ホール

上映作品：
「はつかネズミキャンプへ行く」
「空とぶジュータン シンドバッドの冒険」
「モチモチの木」
（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、共催：羽村市教育委員会

小ホール

釜石市の防災教育に携わるほか、全国各地で地域防災活動を展開する片田 敏孝先生を講師に招きます。
入場無料／定員250名／申込み・一時保育申込み・問合せ：市民生活部危機管理課 ℡042-555-1111（内線217）

3/16（水）
開場13:30 開演14:00
（〜16:00予定）

大ホール

神津先生の含蓄ある音楽文化のお話と、ロシアの天才バヤン奏者イグナット・パスヒン氏と堀越彰氏（ドラム）による演奏をお送
りします。情緒性あるバヤンとリズミカルなドラムの共演をお楽しみください。
定員：500名（先着順）
【全席自由】＊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青梅の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030／申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707

栄小金管バンド部
第12回定期演奏会
第29回羽村西小学校金管
バンド部定期演奏会
羽村第三中学校吹奏楽部
第9回定期演奏会
松林小学校金管バンド
第2回定期演奏会
羽村第一中学校吹奏楽部
第32回定期演奏会

3/19（土）
開場12:30 開演13:00

大ホール

羽村第二中学校吹奏楽部の先輩たちと一緒に演奏する、迫力ある「スターウォーズ」をお楽しみに！
入場無料／問合せ：羽村市立栄小学校 浜中 ℡042-554-2024

3/20（日）
開場13:00 開演13:30

大ホール

4〜6年生47人が今年度1年間楽しんだ音楽を一挙に、心温まるステージでお届けします。
入場無料／問合せ：羽村市立羽村西小学校 藤宮 ℡042-554-2034

3/21（月祝）
開場13:30 開演14:00

大ホール

第一部 クラシック・アンサンブルステージ「いつも風 巡り合う空」他、第二部 ポップス・ステージ
入場無料／問合せ：羽村市立羽村第三中学校 小飼 ℡042-555-5131

3/26（土）
開場13:00 開演13:30

大ホール

日頃の活動の成果を発表します。ぜひ聴きに来て下さい。ゲスト：羽村第二中学校吹奏楽部
入場無料／問合せ：羽村市立松林小学校 大平 ℡042-554-7800

3/27（日）
開場16:00 開演16:30

大ホール

入場には整理券が必要です。詳しくはポスター・チラシを参照ください。
入場無料／問合せ：羽村市立羽村第一中学校 塚本 ℡042-554-2012

文化協会10周年記念事業

3/31（木）〜4/3（日）
10:00〜17:00
（最終日16:30まで）
4/3（日）
開場13:00 開演13:30
4/1・8・15・22
5/6・13・20・27
（金／各月4回）
【午前】
10:00〜12:00
【午後】
13:30〜15:30

子ども映画会

開演13:00

羽村市防災週間講演会

「その時のために」想定を超える 保 3/13（日）
開場13:30 開演14:00
災害から身を守る
〜釜石の防災教育から学ぶ地域の防災力〜
神津善行の文化講座と音楽会第6回

「バヤン天才奏者」招聘

「いけばな展」
第6回はるかぜコンサート
パソコン講座
4月「Wordの実用基礎講座」 保
5月「Word中級講座」

《参加者募集》

展示室

文化協会10周年記念事業の一環として、華道会加盟の池坊、小原流、草月流、龍生派の展示／主催：羽村市文化協会、共催：羽
村市華道会、後援：羽村市教育委員会
入場無料／問合せ：華道会 加藤 ℡042-554-2441

大ホール

クラシックからJ-POPまで、誰でも楽しめる吹奏楽のコンサートです。
入場無料／問合せ：羽村市立羽村第二中学校 内藤 ℡042-554-2041

講座室2

4月は、データの整理方法、タッチタイピング、文字の編集を学びます。締切3/7（月）必着。5月は、図形・表・テキストボックス・
ワードアートの応用を学びます。締切4/12（火）必着。／定員各20名（先着順）、受講料：各月2,000円（午前・午後共通）、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、持参するパソコンのOS（VISTA・7・8・
10等）を明記して 〒205-0001羽村市小作台3-5-8 並木一夫 へ
主催：パソコンなかま、後援：羽村市教育委員会／問合せ：パソコンなかま 並木 ℡042-555-1489

申込み・お問い合わせは

ゆとろぎ

〒205-0003

羽村市緑ヶ丘1-11-5

℡042-570-0707

まで

応募者が定員を超過した場合は、羽村市民（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。
（★先着順を除く）

タイトル

開催日時

ゆとろぎステージ体験
大ホール舞台デビュー

4/16・17（土・日）
10:00〜17:00

ゆとろぎ協働事業運営市民の会公開講座

実例満載！
人が集まるチラシの作り方

保

3/12（土）
14:00〜16:00

防災講座
保 3/26（土）
13:30〜15:30
動く地球プレートと日本の地震

会 場

内 容

ゆとろぎ大ホールの舞台で演奏、発表できるステージ体験企画。さ
まざまなパフォーマンス（ピアノ、朗読、踊り、演劇等）の体験希望者
を募集します。16日は反響板あり、17日は反響板なしのステージで
大ホール
す。ピアノ（スタインウェイD274）をご使用いただけます。※電気楽
器、アンプ等の持込みは可能ですがピアノ以外のゆとろぎの音響機
材、舞台備品、照明等の使用はできません。
イベント・講座に、より多くの方々が参加したくなるチラシ作りのコ
ツを実践的に学びます。さらに、対象者〈ターゲット〉に効果的に情
報を届ける広報戦略全般についてもお話を伺います。各地で大好評
講座室1
のカリスマ講師の講座に乞うご期待！
講師：坂田静香さん（NPO法人 男女共同参画おおた 理事長）
① 大陸移動説 と プレートテクトニクス ②海嶺と海洋プレート
レセプション のしくみ③全地球プレートと日本列島の位置④プレート境界の地
震⑤沈み込み帯に起こる地震の種類⑥会場での質疑応答
ホール
講師：仲西理子さん
（国立研究開発法人海洋研究開発機構技術研究員）

タイトル・会場・入場料 等

対象：一般／定員：50名／参加無料★先着順
申込み：羽村市民2/16（火）〜、市外2/23（火）〜、ゆとろ
ぎ窓口または電話
対象：一般／定員：70名／参加無料★先着順
申込み：羽村市民2/16（火）〜、市外2/23（火）〜、ゆとろ
ぎ窓口または電話【締切3/24（木）】

問合せ先

開催日時

タイトル・会場・入場料 等

問合せ先

3/24（木）〜27（日）
10:00〜17:00

第2回作品展／展示室／初日13:00から、最終日16:00 水彩画パレット
まで／入場無料
小澤 ℡042-555-9048

第3回ミニコンサート／小ホール／入場無料

3/27（日）
13:30〜16:30

講習会 ロケットストーブを作ろう！
講座室2／定員：10名／材料費：3,500円

エコネットはむら
大崎 ℡042-554-3430

第16回彩 書作展、手ならい展／展示室／初日13:00 彩翠書学院
から、最終日16:30まで／入場無料
池谷 ℡042-555-6375

3/27（日）
開演17:00

第7回都立青梅総合高校合唱部定期演奏会
小ホール／入場無料

都立青梅総合高校合唱部
伊藤 ℡0428-22-7604

3/29（火）
開演18:30

第8回東京都立拝島高等学校吹奏楽部定期演奏会
大ホール／入場無料

東京都立拝島高校吹奏楽部
難波 ℡042-543-1772

2/21（日）
開演14:00

コモドコンチェルティ（大人の生徒のためのコンサー
ト）／小ホール／入場無料

2/28（日）
10:00〜、13:00〜、
16:00〜
2/16（火）〜21（日）
10:00〜17:00
3/12（土）
10:00〜、14:00〜、
18:00〜

対象：小学生以上。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（音楽教室の発表会等としてのご
利用はご遠慮ください）。／小・中学生は保護者同伴でお
願いします。／参加費： 1区分（25分）2,000円
申込み：2/18(木)〜3/31(木)、ゆとろぎ窓口にて

※お問い合わせは各主催者へお願いします。

《一般利用》2016.2.15〜4.14
開催日時

申込方法 等

『小さき声のカノン ‐ 選択する人々』自主上映会
小ホール／入場料：1,000 円、大学生 800 円

音楽の森．K 羽村スクール
℡042-555-5927

ブンブンの会
佐藤 ℡090-8852-5040

3/12（土）
19:30〜21:00

ぽっかぽかゴスペル16／音楽練習室2／入場無料（要 フェイバード ゴスペル クワイア
事前申し込み）／申込みは問合せ先電話番号へ
アマノ ℡090-9822-6229

3/30（水）
14:00〜16:00

謡・仕舞の発表会／小ホール／入場無料

謡と仕舞の会
森田 ℡042-554-1406

3/13（日）
13:30〜15:30

講演会 どう選ぶ？「電力自由化」
講座室1A／入場無料

4/13（水）〜19（日）
9:30〜17:00

第21回写遊 光彩 写真展
展示室／初日12:00から／入場無料

国際電気社友会写真同好会
八木 ℡042-554-4120

3/20（日）
開演14:00

東日本大震災復興支援チャリティーコンサート音楽のおく
井上 ℡042-554-8913
りもの「希望への架け橋」Vol.9／小ホール／入場無
江久保 ℡090-1207-0703
料（募金あり）

エコライフ羽村
倉地 ℡042-570-7370

