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10:00 〜 15:00 体験あそびの広場 他
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

全館

第47回羽村市文化祭 ─みんなで学ぶ 創る つなぐ 羽村の文化─
詳しくは「広報はむら」
10/15 号をご覧ください。

︻特別企画︼

10/8 土 〜11/3 木 祝
10/16 日

開演 13:30 〜 文化講演「もう一度私にわくわく」講師 / 作家 西田小夜子

10/22 土

上映 18:30

映画「JAZZ 爺 MEN」 出演：井上順、他

11/3 木 祝

開演 14:00 〜

音楽劇「水の女神アルマ〜玉川上水誕生の物語」作 / 桜田ゆみ
出演 / 岩崎由美恵、高橋淳、古澤利人、櫻井日菜子、羽村の堰合唱団

主催：第47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

大ホ
ホール フレッシュ名曲コンサート 2016

展示室

最上一平

こころのふるさと

『おかめひょっとこ』
『からかさにざえもん』
原画展

保

フレッシュ名曲コンサート

無料

販売中 !

ゆとろぎアメリカン・クラシック

11/2 水 〜13 日

ドヴォルザーク 交響曲第9番
「新世界より」
、
ガーシュイン
「ラプソディ・イン・ブルー」
などをお楽しみください。

11/20 日

開場 14:30 開演 15:00

指揮：原田 慶太楼
ピアノ：黒岩 航紀
ナビゲーター：朝岡 聡
（フリーアナウンサー／
コンサート・ソムリエ）
管弦楽：東京交響楽団

大ホール

※未就学児は入場できません。

11/5 土
Ⓒ井村重人

原田 慶太楼

黒岩 航紀

14:00〜 図書館児童文学講演会

Ⓒ N.Ikegami

朝岡 聡

東京交響楽団

小ホール

神津善行の文化講座と音楽会 第4回

伝統文化交
交流事業
業inゆと
とろぎ

第5回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

琵琶語り 坂田美子嬢の世界

『ローマの休日』
（1953年公開作品）
★上映前に、カンツォーネのミニミニライブを
行います。

11/9 水
開場 13:30
開演 14:00

開場 13:30
12
入場無料
土 開演 14:00
直接会場へ・先着順 252 名まで

/17

神津善行

受講料：6,000円
（残3回分 一括納入）
※未就学児は入場できません。
【全席自由】

主催：公益財団法人 青梅佐藤財団

監督：ウィリアム・ワイラー
出演：オードリー・ヘプバーン

グレゴリー・ペック

開場 13:30 開演 14:00
ワークショップ・バックステージツアー
も開催予定！

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

1/15 日
開場 13:00

10/16
販売開始

開演 13:30

島根県で受け継がれる舞や囃子の伝統芸能
島根県で受け継がれる舞や囃子の伝統芸
能
詳しくは
「広報はむら」
10/15 号を
ご覧ください。

入場大人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。

Ⓒ櫻井保秋

大蛇

人倫

人倫 鬼面

詳 し く は「 広 報 は む ら 」10/15 号 を ご 覧 く だ さ い。

小ホール

元気になるカンツォーネコンサート
〜加藤順子inゆとろぎ〜
日本カンツォーネ界の歌姫、加藤順子の素晴らしい歌声と生バンドの演奏でお届け
するコンサート。主な曲目：帰れソレントへ、ラ・ノヴィア、夢見る想い、ゴッドファー
ザー愛のテーマ、映画「ひまわり」のテーマ、オ・ソーレ・ミオ、ケ・サラなどを予定。
たっぷりとカンツォーネの名曲をお楽しみください。

3/11 土

開場 17:30 開演 18:00

10/16
販売開始

大人1,500円、高校生以下500円
【全席自由】 ※未就学児は入場できません。

加藤

順子

※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

だってオレたち
あの世に知り合いがいるんだ
それってすごい心強くないか？

羽村市生涯学習 センター

10/16
整理券配布
開始

Ⓒ櫻井保秋

回羽村ゆゆととろろぎぎ寄席

「夏の庭‐The Friends‐」

大人(前売)1,500円 (当日)2,000円
高校生以下 800円 【全席自由】

湯久保獅子舞

50

保

東京
芸術座

2/26 日

小沢式三番

他

第51回：2/25㊏ 14:00開演

大ホール

販売中！

入場無料（要整理券）※未就学児は入場できません。

第第

今後の開催予定

遊七

販売中！

︻落語︼三遊亭

主催：文化庁、公益社団法人 落語芸術協会

鯉津

歌春

開場 13:30 開演 14:00

大人(前売)1,000円 (当日)1,200円 【全席自由】
高校生以下 500円 ※未就学児は入場できません。

︻落語︼瀧川

︻落語︵ゲスト︶︼桂

︻コント︼コント青年団

可龍

12/10 土

保 大ホール
保
大ホール
ル
『小沢式三番・湯久保獅子舞』
『石見神楽公演』
1/7 土 開場 12:30 開演 13:00

※未就学児は入場できません。

平成28年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業
︻落語︼三笑亭

小ホ
ホール

10:00〜17:00（最終日 16:00 まで）

大人：(前売)3,000円 (当日)3,500円、 高校生以下：1,500円【全席指定】

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︒問合せ・申込みはゆとろぎへ︒

全館

イベント日程

マーク事業のお問い合わせは

ゆとろぎ ℡042−570−0707まで

マーク事業は一時保育（1歳半〜就学前）が利用できます。
要予約 先着順 保育室定員15人）

保 （有料

■

■

■

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）

全 館
タイトル

開催日時

内容・入場料・問合せ先等
【特別企画】10/16㈰ 13：30開演 文化講演 「もう一度私にわくわく」西田小夜子（作家・「定年塾」主宰 羽村市在住）
10/22㈯ 18：30上映 映画「JAZZ 爺 MEN」井上順他
11/3（木・祝）14：00開演 音楽劇「水の女神アルマ〜玉川上水誕生の物語」作/桜田ゆみ 出演/岩崎由美恵、高橋淳、古澤利人、櫻井日菜子、羽村の堰合唱団
入場無料・要整理券（ゆとろぎ窓口にて配布中。1人2枚まで。定員600名。満員になりしだい締切）
【展示1期】10/12〜10/19 東・西洋的な表現 【展示2期】10/19〜10/23 東洋的な表現 【展示3期】10/26〜10/30 西洋的な表現、10/29 茶道
【ホール】10/15＜小＞芸能他＜大＞洋楽器、10/16＜大＞洋舞他、10/22＜大＞洋舞他、10/23＜大＞日舞、10/29＜大＞邦楽、10/30＜大＞合唱
【交流ひろば】10/23 フラダンス・フォークダンス・盆踊り★詳しくは「広報はむら」10/15号をご覧ください。
主催：第47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

第47回 羽村市文化祭
10/8㈯〜
〜みんなで学ぶ 創る
11/3（木・祝）
つなぐ 羽村の文化〜

青少年健全育成の集いから始まり、子ども達の模擬店、色々な体験･あそびができる広場やアトラクションなどワクワクがいっぱいの２日間!! 伝統文化こども教室の発表、絵本原画展に
おばけやしきなどもあります。みんな、ゆとろぎへ出かけよう!!
11/12㈯ 9：30〜10：45 青少年健全育成の集い 11：00〜15：00 模擬店、わくわく広場、体験遊びの広場
11/13㈰ 10：00〜15：00 わくわく広場、体験あそびの広場
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」10/15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

青少年健全育成の日

子どもフェスティバル〜おいで 11/12㈯・13㈰
よ！ゆとろぎのあそびの森へ〜

大ホール・小ホール・創作室・展示室・講座室
タイトル

開催日時

最上一平 こころのふるさと 11月2日㈬〜13日㈰
『おかめひょっとこ』『から 10：00〜17：00
（最終日16：00まで）
かさにざえもん』原画展

会 場

内容・入場料・問合せ先等

展示室

羽村市在住の児童文学作家、最上一平さん(文)の原画展です。絵は『おかめひょっとこ』が陣崎草子さん、
『からかさにざえもん』が国松エリカさんです。どこか懐かしく、
こころで感じるふるさとの作品を堪能ください。
また、11/5㈯14:00〜 最上一平さんの図書館児童文学講演会を開催します。

11/9㈬
大ホ−ル
開場 13：30
開演 14：00（〜16：00予定）

神津先生の蓄積された音楽文化に耳を傾け、毎回の話題にちなんだゲストを迎え演奏を楽しむ講座。毎年ご好評をいただいておりましたが、今年度で最後となります。
第4回のテーマは「琵琶語り 坂田美子嬢の世界」。邦楽の基礎となる琵琶語りの坂田美子さんの語りと唄を聞きます。出演：坂田美子、鎌田しのぶ（ピアノ）、田尻かをり
（ヴァイオリン） ほか。
主催：公益財団法人青梅佐藤財団 受講料：6,000円（残3回分一括納入）定員：500名（先着順）
【全席自由】＊未就学児は入場できません。 ゆ
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

11/20㈰
保 大ホール
開場 14：30
ゆとろぎアメリカン・クラシック 開演 15：00（〜17：00予定）

今年のフレッシュ名曲コンサートは「ゆとろぎアメリカン・クラシック」と題し、アメリカに関係の深い名曲を集めました。
ドヴォルザーク作曲交響曲第9番「新世界より」、ガーシュイン作曲「ラプソディ・イン・ブルー」、スーザ作曲「星条旗よ永遠なれ」ほか。
指揮はアメリカのメジャーオーケストラと契約する期待の逸材、原田慶太楼。ピアノは第11回日本音楽コンクールピアノ部門第1位、第84回日本音楽コンクールピアノ部
門第1位と国内のメジャータイトルをダブルで制した黒岩航紀。
管弦楽は東京交響楽団、案内役にはフリーアナウンサーの朝岡聡を迎え、わかりやすいお話とともにクラシックの名曲を存分にお愉しみください。
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】＊未就学児は入場できません。 ゆ ・ ス ・ マ ・ に 【販売中】
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）

第60回
ゆとろぎサロンコンサート

南米の軽やかな音楽をお楽しみください。 出演：フォルクローレ「クレノンダ」
入場無料（直接会場へ)
主催：羽村市文化協会 共催：羽村市教育委員会・羽村市音楽連盟

神津善行の文化講座と音楽会 第4回

琵琶語り 坂田美子嬢の世界
フレッシュ名曲コンサート

第50回 羽村ゆとろぎ寄席
第5回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

「ローマの休日」

11/27㈰
1階
ホワイエ
12：00〜12：45
12/10㈯
開場 13：30
小ホール
開演 14：00（〜16：00予定）
12/17（土）
開場 13：30
小ホール
開演 14：00
平成29年1/7㈯

伝統文化交流事業inゆとろぎ

開場 12：30

保

「小沢式三番・湯久保獅子舞」開演 13：00（〜15：00予定）

大ホール

平成29年1/15㈰

伝統文化交流事業inゆとろぎ

保 大ホール
開場 13：00
（〜15
：
30予定）
開演 13：30

「石見神楽公演」
東京芸術座
「夏の庭−The Friends −」
元気になる
カンツォーネコンサート
〜加藤順子inゆとろぎ〜

パソコン講座
12月「Excelの基本操作」
1月「Excel初級」

平成29年2/26㈰

開場 13：30
大ホール
保
開演 14：00
平成29年3/11㈯
開場 17：30
小ホール
開演 18：00（〜20：00予定）
11/25、
12/2、
12/9、
12/16
(金/月4回)
講座室2
平成29年1/6、
1/13、 保
1/20、
1/27(金/月4回)

出演：［落語］三遊亭遊七、
［落語］瀧川鯉津、
［落語(ゲスト)］桂歌春、
［コント］コント青年団、
［落語］三笑亭可龍
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
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 ・ に 【販売中】
ヘプバーンのハリウッド映画初出演作で、 永遠の妖精オードリー が誕生した記念すべき作品。お茶目で愛くるしい、小国の姫君アンと一介の新聞記者の甘く切ない恋の
おとぎ話。この作品で、ヘプバーンはアカデミー賞主演女優賞を受賞した。
上映前に、和田瑞穂（ピアノ）・豊川達夫（ヴォーカル）のカンツォーネミニミニライブを行ないます。お楽しみに!
入場無料（直接会場へ）、定員252名（満員になり次第、入場をお断り致します）。＊未就学児は入場できません。
小沢式三番(おざわしきさんば)と湯久保獅子舞（ゆくぼししまい）はどちらも檜原村に伝わる奉納舞で、鎮守の伊勢清峯神社へ「天下泰平・五穀豊穣・厄病除け」を祈願し
て行われます。東京都と文化庁の無形民俗文化遺産にも登録されている小沢式三番と、力強く迫力のある三匹獅子の湯久保獅子舞、西多摩地域に残る貴重な郷土芸能
を二つ合わせてお楽しみください。
入場無料（要整理券：10/16㈰〜ゆとろぎ窓口にて配布）
【全席自由】＊未就学児は入場できません。 ゆ
主催：羽村市・羽村市教育委員会、後援：檜原村教育委員会
国内で伝承されている神楽で、ひときわ精力的な活動を行っていることで知られる石見神楽（いわみかぐら）。中でも島根県指定無形民俗文化財に指定され50年以上を
経過した歴史ある神楽団体「有福神楽保持者会（ありふくかぐらほじしゃかい）」による壮大な舞台をお楽しみください。
演目「人倫」
「大蛇」ほか（予定）出演：有福神楽保持者会
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 ・ に 10/16㈰販売開始
主催：羽村市・羽村市教育委員会 後援：浜田市（予定）芸術文化振興基金助成事業
町はずれのぼろ家に暮らすひとりの老人を三人組の少年たちは<観察>し始めた。
「死んだ人って見たことある？」
「怖いけど見たい」と、生ける屍のような老人が死ぬ瞬間
をこの目で見るために――。しかし、夏休みを迎え、老人は不思議と元気になっていく様子。そうしていつしか、少年たちの<観察>は、老人との深い友情へと姿を変え始
めていた……。公演のほか、出演俳優とのワークショップ・本番当日のバックステージツアーも予定しています。原作／湯本香樹実、脚本・演出／印南貞人
入場料：大人（前売）1,500円（当日）2,000円・高校生以下800円【全席自由】 ゆ ・ ス ・ マ ・ に 【販売中】
イタリアの太陽や国民性を思わせるような明るく朗々と歌い上げられるカンツオーネ。日本カンツォーネ界の歌姫、加藤順子の素晴らしい歌声と生バンドの演奏でお届
けするコンサート。主な曲目＞帰れソレントへ、ラ・ノヴィア、夢見る想い、ゴッドファーザー愛のテーマ、映画「ひまわり」のテーマ、オ・ソーレ・ミオ、ケ・サラなどを予定。
たっぷりとカンツォーネの名曲をお楽しみください。※曲目は変更になる場合があります。
入場料：大人1,500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 ・ に 10/16㈰販売開始
12月『Excelの基本操作』では〈Excelの基本操作・表計算と関数の基礎〉を、1月『Excel初級』では〈表計算とグラフ・データベースの並び替え・抽出等〉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(VISTA、7、8、10など)を明記して、下記へ。
〒205-0001 羽村市小作台3-5-8 並木一夫 【12月講座は11/16㈬必着、1月講座は12/27㈫必着】
主催：パソコンなかま/問合せ：並木 ℡：042-555-1489

《ゆとろぎ主催講座》 申込み・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。お知らせいただいた個人情報は、今回の講座のに関する目的にのみ使用し、他の目的には使用いたしません。

タイトル

開催日時

会 場

子どもが憧れる夫婦を目指そう!

〜笑顔で子育てを楽しむ夫婦 11/5㈯
10：00〜12：00
コミニュケーション〜
ＱＲコードのしくみをさぐる

11/26㈯
13：30〜15：30

保

保

内 容

講座室１

対象：ママパパ、およびプレママパパ。
夫婦で我が家の子育てについてゆっくり考えてみませんか？子どもの生きる力を育み、夫婦で子
定員：30名
育てを楽しむコミュニケーションのコツを参加者と一緒に考える講座です。
参加費：無料／子どもを会場に連れての参加も可能。
講師：林田香織さん（パートナーシップアドバイザー)
申込み：ゆとろぎ窓口、電話。★先着順・受付中【締切：11/4㈮】

レセプション
ホール

携帯電話やスマートホンのカメラをかざすと瞬時に情報が表示されるＱＲコード。この四角い小
さな白黒のドットパターンに秘められた技術を学び、未来を切り開くテクノロジー開発の一端を
知ることができます。
講師：田村仁さん（日本工業大学 情報工学科 准教授）

《一般利用》 2016.10.15〜12.14
開催日時

タイトル・会場・入場料 等

申込方法 等

対象：一般市民(在住・在勤優先)
定員：50名 参加費：無料 ★先着順
申込み：ゆとろぎ窓口、電話。羽村在住在勤：11/1(火)〜11/18（金）
市外の方：11/8(火)〜11/18（金）】

※お問合せは各問合せ先へお願いします。
問合せ先
華當
（はなとみ）
山本 ℡042-553-1387

開催日時
11/23（水・祝）
14：00〜15：30

タイトル・会場・入場料 等

問合せ先

講座 多言語で子育て 親子で参加できるわくわくワーク
ショップ＆講演会
ヒッポファミリークラブ
レセプションホール／入場無料／定員15組
船津 ℡090-4523-0293
申込み：問合せ先電話番号へ／0歳から参加できます
後援：羽村市教育委員会

10/22㈯
12：00〜16：00

音楽フェスティバルinゆとろぎ
小ホール／入場料：500円、学生・子供は無料

11/5㈯
13：00〜16：30
開場12：30

フューチャーセッションTAMA2016 vol.3
「多摩地域を元気にするアイデアソン」
多摩メディアセンター
レセプションホール／入場料：1,000円（茶菓・資料代）／
℡042-440-7071
定員120名／お申込み http://kokucheese.com/event/
index/422261/ もしくは電話で。

11/8㈫
13：30〜15：00
開場13：00

最近の資産活用と税制改正について
レセプションホール／入場無料（直接開場へ）

（公社）
全日本不動産保証協会東
京都本部
森田 ℡090-2753-6631

12/4㈰
13：30〜
開場13：00

第一回英語で朗読・朗読劇発表会
レセプションホール／入場無料（直接会場へ）／未就学児は入場 穂浦 ℡042-555-5358
できません。

11/20㈰
12：30〜
開場12：00

第2回やまぶき会歌謡教室発表会
小ホール／入場無料（直接会場へ）

田原春 ℡042-554-6004

12/4㈰
13：30〜15：30

ＤＶＤ上映会 温暖化「巨大危機」
学習室1／入場無料（直接会場へ）

11/23（水・祝）
14：00〜
開場13：30

2016オータムコンサート
大ホール／入場無料（直接会場へ）

羽村フィルハーモニー管弦楽団
峰 ℡0428-31-8632

11/23（水・祝）〜27㈰
10：00〜17：00
第40回水彩画グループ展
初日13：00から
展示室／入場無料
最終日16：00まで

城島 ℡042-578-1448

エコライフ羽村
倉地 ℡042-570-7370

