※
保

創作人形展 下川明子の世界

無料

2/22 水 〜 3/5 日

作家との交流会
10:00〜17:00（最終日 16:00 まで） ( 人形の作り方工程説明 )

2/25 土 13:00〜
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三ツ編みの少女

大ホール

保

感動の名作を演劇で！

ガキンチョ（前） ガキンチョ
（後）

「夏の庭‐The Friends‐」

夏、少年たちは成長する。老人の 想い を胸に…
重厚なテーマを軽やかにユーモラスに描く、あらゆる世代へ贈る感動の舞台！

小ホ
ホール

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。

販売中！

3/11

開場 13:30
日 開演 14:00

開場 17:30
土 開演 18:00

大人1,500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。

ビッグバンド・コンサート 3/24 金
開場 13:30
開演 14:00

受講料：2,000円【全席自由】
ビッグバンド

第第
回羽村ゆゆととろろぎぎ寄席

べん橋

主催：文化庁、公益社団法人 落語芸術協会

杏林大学学生連携企画

保

学生さん達と楽しいひ
と時を過ごしましょう！
羽 村 の 名 所を簡 単な
英語で紹介！
英語が苦手な方もサ
ポートしますので安心
です。

保

雑談力の秘訣

大学生と学ぶ！
はむら英語交流の集い

10:00〜12:00

︻落語︼春風亭

【全席自由】
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。

杏林大学学生連携企画

2/26 日

翔丸

開場 13:30
開演 14:00

51

柳橋

販売中！

土

︻落語︼桂

柳若

可風

︻落語︵ゲスト︶︼春風亭

︻落語︼春風亭

︻奇術︼ここあ

︻落語︼三笑亭

平成28年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

/25

順子

神津善行の文化講座と音楽会 第6回

＊終演後、バックステージツアーを行い
ます。
参加ご希望の方は、終演後ロビーにお
集まりください。
出演者との記念撮影も予定しています。

2

加藤

大ホ
ホール

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

小ホール

制作風景

〜加藤順子inゆとろぎ〜

東京
芸術座

2/26

いつくしみ

元気になるカンツォーネコンサート

販売中！

無料
雑談力アップで
人生が変わる！
？

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︒

展示
示室

神津

善行

※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

ゆとろぎステージ体験

大ホール舞台デビュー

ステージ体験
希望者募集!!

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。
ピアノ（スタインウエイ D274）も使用できます。

客席
入場無料

4/22 土・
23 日
10:00〜17:00

1区分25分2,000円（連続2区分55分までOK）
申込み：2/18(土)〜3/31(金)ゆとろぎ窓口にて。
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♪

全館

無料

ゆとろぎ美術館
Ⅲ期：開催中（3月下旬まで）
平面：セキジュン（展示場所：2階廊下）
立体：下川明子（展示場所：1階ロビー） セキジュン

下川 明子

ゆとろぎサイエンス教室

保

虹はなぜ7色に見えるのか？・・・ 量子論 でなぞをとく
みんなの なぞ を考える！ゆとろぎサイエンス教室
この講座では、子どもと大人の素朴な疑問をサイエンスのテーマにしてわかりやすく解き明かします。

無料
申込み受付中

講座室１
講師：西部 直樹さん
（㈲Ｎ＆Ｓラーニング代表、
全国教室ディベート連盟理事）

ゆとろぎ協働事業運営市民の会 のご案内

講座は参加者の疑問に答えながら進められます。
（事前アンケートあり）

2/19 日
13:30〜16:30

無料

レセプションホール
講師：細谷 暁夫さん
（東京工業大学 名誉教授） 申込み受付中

事業運営市民の会と羽村市教育委員会ゆとろぎの職員です。活動内容は、ホール公演、講
座、展示、情報発信の企画・運営と、いろいろな催し物をサポートするレセプショニスト、

楽しく充実した時間を過ごせる場を求めて、多くの市民の方々が「なんだかおもしろそ

保育、舞台操作、植栽管理です。会員は知恵や経験を出し合って楽しく活動しています。

う」と言いながら、ゆとろぎに集まってきます。そんな場を創っているのが、ゆとろぎ協働

関心のある方は是非のぞいてみてください。問合せ先：市民の会事務局（ゆとろぎ内）

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

※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

講座室１
講師：八木橋 宏勇さん
（杏林大学外国語学部英語学科
准教授）
杏林大学外国語学部の学生

3/5 日 13:30〜15:30

イベント日程

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

マーク事業のお問い合わせは

■

■

■

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

大ホール、小ホール、展示室、講座室、ホワイエ
タイトル

開催日時

会

2/19㈰
開場12：30
開演13：00

第12回はむら音楽祭

「洋楽の部」
創作人形展 下川明子の世界

場

大ホール

2/22㈬〜3/5㈰
10：00〜17：00

展示室

（最終日16：00まで）

第51回 羽村ゆとろぎ寄席

2/25㈯
開場13：30
開演14：00（〜16：00予定）

東京芸術座
「夏の庭−The Friends−」

2/26㈰
開場13：30
開演14：00

3/10㈮
開場18：00
〜陸前高田市の防災活動から学ぶ
開演18：30
女性の視点から見た防災対策〜

元気になるカンツォーネ
コンサート

出演：
［落語］春風亭べん橋、
［落語］桂翔丸、
［落語(ゲスト)］春風亭柳橋、
［落語］春風亭柳若、
［奇術］ここあ、
［落語］三笑亭可風
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】

大ホール

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……。終演後、バックステージツアーを
行います。参加希望の方は終演後ロビーにお集まりください。出演者との記念撮影も予定しています。
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】

小ホール

自宅がある陸前高田市で被災され、炊き出し支援などに携わった体験をもとに、女性の視点からの災害時における対応についてお話しを
頂きます。
講師：佐々木美代子さん(陸前高田市地域女性団体協議会 幹事)
入場無料／定員：250名／申込み：電話で問合せ先電話番号へ／問合せ：羽村市市民生活部危機管理課 ℡042-555-1111(内線217)
※企画展 3/8(水)〜14(火)[13(月)は休館]10:00〜17:00 展示室にて被災地写真等を展示します。入場無料

小ホ−ル

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ォーネ。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1,000円【全席自由】 ※未就学児は入場できません。 ゆ ・ ス ・ マ ・ に 【販売中】

大ホール

神津先生の蓄積された音楽文化に耳を傾け、毎回の話題にちなんだゲストを迎え演奏を楽しむ講座。平成28年度最後となる今回は、戦後
日本の若者を酔わせたジャズとはどんなものだったのかを考察します。
受講料：2,000円／定員：500名（先着順）
【全席自由】＊未就学児は入場できません。 ゆ
主催：公益財団法人青梅佐藤財団／問合せ：NPO法人青梅の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030

大ホール

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。22日・23日とも反響板ありのステージです。ピアノ（スタインウェイD274）も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。
参加費：1区分（25分）2,000円／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、営
利目的等としてのご利用はできません）。小・中学生は保護者同伴でお願いします。申込み：2/18㈯〜3/31㈮ 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。 ※観覧（客席）は入場無料です。

講座室2

4月の「Wordの実用基礎講座」では、パソコンの基礎・データの整理方法、タッチタイピング、文字の編集を、5月の「Word中級講座」で
は、図形・表・テキストボックス・ワードアートの基礎と応用を学びます。
受講料：2,000円（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
【4月講座分は3/18㈯、5月講座分は4/15㈯必着】
主催：パソコンなかま／問合せ：並木 ℡042-555-1489

3/11㈯
開場17：30
開演18：00（〜20：00予定）

〜加藤順子inゆとろぎ〜

神津善行の文化講座と音楽会 第6回 3/24㈮
開場13：30
ビッグバンド・コンサート
開演14：00（〜16：00予定）

ゆとろぎステージ体験
大ホール舞台デビュー

4/22㈯・23㈰
10：00〜17：00
4/7・14・21・28

パソコン講座
5/5・12・19・26
保
4月「Wordの実用基礎講座」 （金/各月4回）
【午前】
10:00〜12:00
5月「Word中級講座」
【午後】
13:30〜15:30

《ゆとろぎ主催講座》 申込み・お問合せは

℡042-554-8913

創作人形とは技術と表現への挑戦であり、生きている時間。創作であるがゆえに葛藤があり、葛藤の中で新たな自分に出会う。人形とい
え、仕草が自然であることが、目指すところ！と作者は語る。
豊かな表情で思わず微笑む、その自然な表情や姿の作品をご堪能ください。
また、作家との交流会(人形の作り方工程説明)を2/25㈯13:00から実施します。 入場無料

小ホール 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

保

羽村市防災週間・講演会
「その時のために」

内容・入場料・問合せ先等

第1部 中山晋平生誕130年によせて「中山作品でつづる四季」合唱
第2部 管弦楽演奏：ボレロ、全体演奏：ハレルヤ・大地讃頌（会場のみなさんと一緒に）
入場無料（直接会場へ）
出演団体 羽村市音楽連盟洋楽部門加盟団体
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／問合せ：井上

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

虹はなぜ7色に見えるのか？・
・
・ 2/19㈰
13：30〜16：30
量子論 でなぞをとく

会

場

流の集い

杏林大学学生連携企画

3/5㈰
13:30〜15:30

雑談力の秘訣

保

講座室１

学生と一緒に楽しいひと時を過ごしましょう。簡単な英語で「はむら」の名所を紹介します。学生がサポートしますので英語の苦手な方も安
心。世代を超えた交流をこの機会にぜひ体験してみてください！
講師：八木橋宏勇さん（杏林大学外国語学部英語学科准教授）、杏林大学外国語学部の学生
定員：40名（先着順）
／参加無料／申込み：ゆとろぎ窓口または電話【受付中】

保

講座室１ 定員：40名（先着順）／参加無料

保

雑談力アップで人生が変わる！？楽しい会話のコツを教えます。コミュニケーション能力をつけて職場、家庭、地域でぜひ活かしてください。
講師：西部直樹さん（（有)Ｎ＆Ｓラーニング代表、全国教室ディベート連盟理事）
申込み：ゆとろぎ窓口または電話（羽村市民優先） 羽村市民2/15㈬〜、市外2/22㈬〜

光と色のサイエンスアート講座

3/18㈯・25㈯（全２回）

〜クリエイティブな大人の万華 9：00〜12：00
鏡を創る〜

創作室１
保

アートに科学を取り入れたサイエンスアートをテーマにした創作講座です。今回は光と色を理解し、市販では得られないオリジナルでクリエイ
ティブな大人向けの万華鏡を制作します。
講師：北村幸信さん（YKステンドグラス＆クラフト工房）
対象：高校生以上／定員：10名（先着順）／参加費：4,800円(2回分)材料費含む／持ち物：タオル、はさみ、カッターナイフ、筆記用具、ピン
セット（お持ちの方）
／申込み：ゆとろぎ窓口または電話（羽村市民優先） 羽村市民2/15㈬〜、市外2/22㈬〜

《羽村市立小・中学校定期演奏会》
開催日時

タイトル・会場・入場料

2/25㈯
開場12：30
開演13：00〜

武蔵野小学校吹奏楽団第33回定期演奏会
大ホール／入場無料

3/4㈯
開場12：30
開演13：00〜

容

レセプション
ホール
（地下１階）

杏林大学学生連携企画

2/26㈰
大学生と学ぶ！はむら英 語 交 10：00〜12：00

内

子どものときに 虹 を見つけてその美しさに驚いたことはみなさんも経験したことでしょう。その虹がなぜ７色に見えるのかと素朴な疑問
を持ち続けていませんか？
この教室では、科学者による虹の研究の歴史から、２０世紀初頭に誕生した 量子論 も考慮して虹を考えます。また、動物が太古に光を認
識できるようになった視覚の なぞ についても触れます。講座は、みなさんの質問に答えながら進めます。また偏光板での簡単な実験も用
意しています。
講師：細谷暁夫さん（東京工業大学名誉教授）
対象：サイエンスに興味を持つ中学生以上／定員：50名（先着順）／参加無料／申込み：ゆとろぎ窓口または電話【受付中】

※お問合せは各問合せ先へお願いします。
等

問合せ先

開催日時

タイトル・会場・入場料

等

問合せ先

武蔵野小学校
樋口 ℡042-555-6904

3/19㈰
開場13：00
開演13：30〜

羽村東ジュニアオーケストラ第27回定期演奏会
大ホール／入場無料

羽村東小学校
中村 ℡042-554-5663

栄小学校金管バンド部第13回定期演奏会
大ホール／入場無料／ゲスト：羽村第二中学校吹奏楽部

栄小学校
浜中 ℡042-554-2024

3/20（月・祝）
開場13：30
開演14：00〜

羽村第三中学校吹奏楽部第10回定期演奏会
大ホール／入場無料

羽村第三中学校
小飼 ℡042-555-5131

3/5㈰
開場12：30
開演13：00〜

小作台小学校ジュニアバンド定期演奏会
大ホール／入場無料／ゲスト：羽村第一中学校吹奏楽部

小作台小学校
小山田 ℡042-554-1431

3/25㈯
開場13：00
開演13：30〜

第7回はるかぜコンサート
（羽村第二中学校吹奏楽部定期演奏会） 羽村第二中学校
大ホール／入場無料
内藤 ℡042-554-2041

3/12㈰
開場13：00
開演13：30〜

松林小学校金管バンド第3回定期演奏会
大ホール／入場無料／ゲスト：羽村第二中学校吹奏楽部

松林小学校
大平 ℡042-554-7800

3/26㈰
開場16：00
開演16：30〜

羽村第一中学校吹奏楽部第33回定期演奏会
大ホール／入場無料／入場には整理券が必要です

3/18㈯
開場13：00
開演13：30〜

第30回羽村西小学校金管バンド部定期演奏会
大ホール／入場無料／ゲスト：羽村第一中学校吹奏楽部

羽村西小学校
副校長 ℡042-554-2034

《一般利用》 2017.2.15〜4.14
開催日時

タイトル・会場・入場料

羽村第一中学校
塚本 ℡042-554-2012

※お問合せは各問合せ先へお願いします。
等

問合せ先

開催日時

タイトル・会場・入場料

等

問合せ先

公益社団法人 青梅法人会
℡0428-24-8863

3/26㈰
開場13：45
開演14：00〜

音楽の贈りものチャリティコンサート
「希望へのかけ橋」Vol.11
小ホール／入場無料（募金あり） 直接会場へ

井上寛子

遺伝子組み換え食品の基礎知識
講座室1／入場無料 定員50名 直接会場へ
保育あり先着5名 申し込みは2/16㈭まで問合せ先へ

消費生活センター
℡042-555-1111 内線640

3/29㈬〜4/2㈰
10：00〜17：00
最終日は16：00まで

アートフレンド＆ラブリーアート
展示室／入場無料

アートフレンド
川出 ℡042-554-5994
ラブリーアート
渡辺 ℡042-554-5479

3/1㈬・4/5㈬
（各日）
13：15〜

ダンスパーティー
小ホール／入場料：800円

セカンドステップ
高田 ℡080-5378-4180

3/29㈬
開場17：30
開演18：00〜

都立青梅総合高等学校合唱部 第８回定期演奏会
小ホール／入場無料 直接会場へ

都立青梅総合高等学校 合唱部
千葉 ℡0428-22-7604

3/3㈮
10：00〜12：00

食卓に入り込む遺伝子組み換え食品 その問題点
講座室1／入場無料 定員50名 直接会場へ
保育あり先着5名 申し込みは2/23㈭まで問合せ先へ

消費生活センター
℡042-555-1111 内線640

3/29㈬
開場18：30
開演19：00〜

都立拝島高等学校吹奏楽部
大ホール／入場無料

都立拝島高等学校
難波 ℡042-543-1774

3/4㈯
14：00〜16：30

映画上映会「祝福（いのり）の海」―いのちが喜ぶ暮しとは？―
講座室2／入場料500円／定員40名（先着順）直接会場へ
予約は問合せ先へ

エコライフ羽村
倉地 ℡080-6625-3074

3/30㈭
開場17：30
開演18：00〜

都立青梅総合高等学校吹奏楽部 第11回定期演奏会
大ホール／入場無料 直接会場へ

都立青梅総合高等学校 吹奏楽部
千葉 ℡0428-22-7604

3/12㈰・19㈰・
20（月・祝）
（各日）
10：00〜20：00

第4回音楽の森．
Ｋ ミニ・コンサート
小ホール／入場無料

渡辺恵子

℡042-555-5927

4/6㈭〜9㈰
10：00〜17：00
初日は12：00から
最終日は16：00まで

水彩画サークル萌 第17回作品展
展示室／入場無料

小澤

3/18㈯
開場14：00
開演14：30〜

炎の会羽村支部 三曲演奏会
小ホール／入場無料

松橋憲彰

℡042-578-8465

2/18㈯
開場13：30
開演14：00〜

青梅法人会オープンフェスティバル
東海大学菅生高等学校吹奏楽部演奏会
大ホール／無料招待 電話受付

2/24㈮
10：00〜12：00

サークル絵画展

第9回定期演奏会

℡042-554-8913

℡042-555-9048

