※

主催：羽村市文化協会

後援：羽村市教育委員会

第12回羽村市美術・工芸展
第1期 写真の部
5/9㈫〜5/14㈰
第2期 絵画の部（日本画、水墨画、水彩画 他）
5/16㈫〜5/21㈰
第3期 書と篆刻の部
6/6㈫〜6/11㈰
無料
第4期 陶芸の部
6/13㈫〜6/18㈰
第5期 絵画の部（油彩画、パステル画 他）
6/27㈫〜7/2㈰
10:00〜17:00（各会期の初日は13:00から、最終日は16:30まで）

発行 羽村市教育委員会
編集 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

2017年4月15日
（隔月15日発行）
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大ホール
神津善行の文化講座と音楽会 第1回

回羽村ゆゆと

主催：文化庁、公益社団法人 落語芸術協会
後援：羽村市教育委員会

第第

※未就学児は入場できません。

52

金かん

4/16㈰
販売開始

︻落語︼三遊亭

吉幸

大人(前売)1,000円
(当日)1,200円
金 高校生以下 500円
【全席自由】

︻落語︼立川

開場 18:00
開演 18:30

正二郎

/30

鶴光

︻太神楽曲芸︼鏡味

鯉朝

6

︻落語︼笑福亭

文化庁委託事業 平成29年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業
︻落語︼瀧川

小ホール

次回以降の開催予定
第53回： 9/9㈯
第54回： 12/9㈯
第55回： 3/10㈯

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、
神津善行
演奏を楽しむ講座です。ご好評につき平成29年度は特別アンコール講座として開催することとなりました。
＜第１回出演者＞中村メイコ・神津カンナ・神津はづき・坂田美子・田尻かをり
次回以降の開催予定
受講料：8,000円（全4回分一括納入）
水 【全席自由】※未就学児は入場できません。 第２回 9/20㈬ 面白いジャズ・コンサート
第３回 12/6㈬ 菅原洋一を招いて
第４回 3/14㈬ 神津善行コンサート
開場 13:30 開演 14:00 主催：公益財団法人 青梅佐藤財団

5/10

小ホール

保

フルート四重奏 宵待小町コンサート
7

開場 14:30

/1

土

大人：1,500円

〜天上の瞬き〜

＊未就学児は入場できません。

宵待小町

着物に身を包み和の心で奏でるフルート。
あの名曲からクラシックまで胸に
染み入る暖かい音色をお届けします。

ゆとろぎステージ体験

大ホール舞台デビュー

無料

＜演奏曲目＞
花燃ゆ 平清盛 ふるさと 悲しい酒
見上げてごらん夜の星を 他
( 変更の場合があります。)

「ゆとろぎ大ホールで演じたい！」とエントリーした方々が、さまざまなパフォーマンス
を披露します。どなたでもご自由にご覧いただけます。どうぞお楽しみください。

4/22 土・
23 日

国立音楽大学オーケストラ演奏会
5

名

開催予定日

越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能

7月22日㈯・23日㈰

子ども体験塾
「科学であそぶ夏休み！」

8月19日㈯

羽村ゆとろぎ寄席特別公演

8月26日㈯

ワンダードラムパフォーマンス

9月30日㈯

ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

9月23日㈯・12月16日㈯

子ども体験塾
「子ども国際交流音楽祭」

10月9日
（月・祝）

フレッシュ名曲コンサート
「ゆとろぎオータムコンサート（仮称）
」

11月19日㈰
他

1月6日㈯〜14日㈰

講談 田辺 凌鶴

3月17日㈯

このほかさまざまな事業を企画中です。お楽しみに！
※予定は変更になる場合があります。詳しくは、今後のイベントガイドや広報はむらをご覧ください。

芸術・趣味の講座

/7

保

日 開場 13:00 開演 13:30

無料

6月24日㈯

第２回ＨＡＭＵＲＡメリーリボン演劇祭

伝統文化ウィーク
「山鹿灯籠・中野七頭舞」
公演

7

/28

（1974年公開作品）
『砂の器』

6/17 土
無料

〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘1-11-5

当日整理券配布

開場 13:30 開演 14:00

【受付方法】
当日 13:00 より、小ホール入口にて整理券を配布します。
※ひとり1枚まで。定員（252名）に達し次第、配布終了。

保

おもてなしシリーズ

＜監督＞野村 芳太郎
＜出演＞加藤 剛、丹波 哲郎、森田 健作 他

全館

ゆとろぎ美術館

28期：５月〜６月 平面：大野美代子さん(2F廊下)
立体：大塩英生さん(1Fロビー)

おもてなし の第１歩は、ことばでの交流。外国人から話しかけられた
（話しかける）時、世界公用言語の１つ英語で受け答え。

次回以降の開催予定

5/20 土・
21日 （全2回）

期

13:30〜15:30

講座室2
講師：Geeth Godakumbura(ジータ・ゴダクブラ）さん
(英会話学校運営)
ジータ・ゴダクブラ

無料

大野美代子

期

間

29期

11月〜12月

30期

2月〜3月

大塩英生

※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

ゆとろぎ
☎ 042-570-0707
羽村市生涯学習 センター

※詳しくはゆとろぎイベントガイド６月15日号をご覧ください。
主催：公益財団法人 青梅佐藤財団

第6回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

あなたも参加を！ことばから始める おもてなし

服部考規

開場 18:30 開演 19:00

金

保

小ホール

あいさつと道案内の英語入門

講座室１、他
講師：服部考規さん（プロ写真家）

主催：公益財団法人 青梅佐藤財団

東京アンサンブルギルド演奏会
『愛と追憶の六重奏』

光がわかればあなたの写真は飛躍する！
13:30〜15:30
（6/24のみ13:00〜15:00）

【全席自由】※未就学児は入場できません。

4/16 ㈰
入場券配布開始

小ホール

光をよむ撮影術・
・
・デジタル写真入門
5/14㈰・27㈯・6/11㈰・24㈯（全4回）

4/16㈰
販売開始

大ホール

いずれも
10:00〜17:00
（予定）

平成 29 年度 ゆとろぎホール等事業予定
業

開演 15:00
高校生以下：500円

【全席自由】

大ホール

事

受講受付中

『音楽物語』

Copyright ⓒ 2008〜2017 by YUTOROGI All rights reserved

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︒

展示室

マークは羽村市教育委員会主催・共催事業
問合せは

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

■

■

■

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

子ども映画会

5/7㈰、6/4㈰
10：30〜11：30

国立音楽大学
オーケストラ演奏会

5/7㈰
開場13：00
開演13：30

第12回羽村市美術・工芸展

5/9㈫〜7/2㈰
10：00〜17:00
（各会期の初日は13:00から
最終日は16：30まで）

会

場

内容・入場料・問合せ先等

5/7
小ホール
6/4
講座室１

上映作品は各回3作。
（変更の場合があります）
5/7：
『グーフィーの上手なお買物』、
『小さな五つのお話』、
『ぼくときどきぶた』
6/4：
『ぎろろんやまと10ぴきのかえる』、
『クマのプーさん プーさんと大あらし』、
『うんじゃみ祭り』
入場無料【直接会場へ】

大ホール

今年度も国立音楽大学のオーケストラによるクラシック音楽の名曲を市民の皆さんにお贈りします。
指揮・お話：工藤俊幸、クラリネット：松本玲香、管弦楽：国立音楽大学オーケストラ。
演目：ビゼー作曲「アルルの女」第2組曲、ウェーバー作曲「コンチェルティーノ」、リスト作曲 交響詩「前奏曲」他
入場無料（要入場券：4/16（日）からゆとろぎ窓口で配布）
【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 Tel：090-5195-3030
羽村市で活動中の羽村市文化協会会員32団体240名による、秋の文化祭に匹敵する大々的な作品展です。各会期、作品を入れ替えて展示
します。日程の詳細は、表面を参照ください。
入場無料（直接会場へ）
主催：羽村市文化協会 後援：羽村市教育委員会 問合せ：市野 Tel：090-5510-0191

展示室

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。
第１回「音楽物語」では、神津先生がオーケストラと共に舞台で演奏するために手掛けた数多くの作品の中から、是非聞いていただきたい２
5/10㈬
作品をお届けします。
開場13：30
大ホール 出演：中村メイコ、神津カンナ、神津はづき、坂田美子、田尻かをり
開演14：00（16：00終了予定）
受講料：8,000円（全4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

神津善行の文化講座と音楽会 第１回

『音楽物語』

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 Tel：090-5195-3030

第62回ゆとろぎサロンコンサート

5/27㈯
13：00〜13：30

「私の好きな歌〜名曲をあなたに」

主催：羽村市文化協会

「砂の器」

保

共催：羽村市教育委員会、羽村市音楽連盟

監督・野村芳太郎、脚本・橋本忍の名コンビで贈る、松本清張原作の傑作、社会派サスペンスです。迷宮入りと思われた殺人事件を捜査する
二人の刑事の執念と、暗い過去を背負い殺人を犯してしまう犯人の宿命を描いています。映画の後半、犯人の過去が明らかになる場面で、
犯人自身のピアノ演奏と親子の旅が重なり合う映像は、監督が一年かけてロケハンした全国津々浦々の素晴らしい季節描写と相まって、日
本映画でも屈指の名シーンです。
入場無料【要整理券】当日13：00より、小ホール入口にて入場整理券を配布します。
※ひとり1枚まで。定員（252名）に達し次第、配布を終了します。

6/17㈯
開場13：30
小ホール
開演14：00（16：00終了予定）

第6回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

越中八尾おわら風の盆と
西多摩の郷土芸能

出演：岩崎由美恵、ピアノ：成瀬和子
曲目：モーツアルト「アレルヤ」
、グリー作曲オペラ「ファウスト」より「宝石の歌」 他

小ホール 入場無料（直接会場へ）

「越中八尾おわら風の盆」は街中を編み笠をかぶった踊り手が、唄、三味線、胡弓、太鼓に合わせて情緒豊かに踊ります。富山県民謡越中八尾
6/24㈯
おわら保存会のみなさんが一足早く羽村にて演じます。
「西多摩の郷土芸能」は青梅市の高水山古式獅子舞保存会のみなさんが出演します。
大ホール 入場料：大人500円、高校生以下100円 市内小・中学生の無料招待あり。
開場16：30
（要申込み）
【全席指定】＊未就学児は入場できません。 ゆ ・ ス
開演17：00（18：40終了予定）
・ マ ・ に 【販売中】

第52回 羽村ゆとろぎ寄席

恒例の羽村ゆとろぎ寄席で、 笑って笑って 健康になりましょう！
6/30㈮
出演：
［落語］三遊亭金かん、
［落語］立川吉幸、
［落語］笑福亭鶴光、
［太神楽曲芸］鏡味正二郎、
［落語］瀧川鯉朝
開場18：00
小ホール 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
開演18：30（20：30終了予定）
主催：文化庁、公益社団法人落語芸術協会 後援：羽村市教育委員会 問合せ：ゆとろぎ
【4/16㈰販売開始】

フルート四重奏
宵待小町コンサート
〜天上の瞬き〜

7/1㈯
開場14：30
開演15：00

パソコン講座
6月「Word応用１」
7月「Word応用２」

保

男女4人の「宵町小町（よいまちこまち）」によるフルート四重奏。日本の土壌で育った日本のフルート。耳を澄ませばいつもそこにあるよう
な、大切な心の１頁にそっと鳴っている、そんな音楽です。クラシックから演歌、ゲーム音楽、オリジナル楽曲まで

小ホール 出演：佐藤梢、齋藤寛、杉原夏海、上原麻衣

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 【4/16㈰販売開始】

6月：6/2・9・16・23
7月：6/30・7/7・14・21
保 （金/各月4回）
【午前】
10:00〜12:00
【午後】
13:30〜15:30

6月の「Word応用１」では、イラスト・写真・ワードアート・表の基礎と応用を学びます。
7月の「Word応用２」では、イラストと写真入り名刺・しおり・日記などの応用と表を利用した郵便宛名などを学びます。
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、
〒205-0001 羽村市小作台3-5-8 並木一夫宛。
【6月講座は5/25㈭必着、7月講座は6/22㈭必着】
主催：パソコンなかま／問合せ：並木 Tel：042-555-1489

講座室2

《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）
」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

芸術・趣味の講座
光をよむ撮影術・
・
・
デジタル写真入門

おもてなしシリーズ
あいさつと道案内の英語
入門

開催日時

保

保

5/14㈰・5/27㈯
6/１１㈰・6/24㈯
(全４回）
13：30〜15：30
6/24は13:00〜15:00

5/20㈯・21㈰
（全2回）
13：30〜15：30

会

場

内

創作室１

6/11
レセプショ
ンホール

講座室２

参加費：2,000円（全4回）／定員：30名
申込み：ゆとろぎ窓口、はがき、市役所電子申請サービス
（羽村市公式ホームページよりアクセス）での申し込みができます。
市内4/15〜、市外4/22〜受付
（羽村市民優先）
締切：5/5㈮必着 多数の場合は抽選 保育締切：5/5㈮
毎回受講者はデジタルカメラ持参
（三脚は任意）
第１回 自己紹介のあと、講師作成の〝英語のあいさつ〟音声指導（発音、
リズムとイントネーション）とグループ演習
第２回 前半は講師作成の〝道案内の英語〟をレシテーション（朗読）で音声指導（発音、
リズムとイントネーション）
とグループ演習。後半はレ
シテーションのグループ発表と講師の審査 修了書授与
講師：Geeth Godakumbura(ジータ・ゴダクブラ）さん（英会話学校運営)
対象：英語を音声（朗読）で学びたい方／参加費：1,200円 （ＣＤ代とレジメ代含）
／定員：20名
申込み：ゆとろぎ窓口、はがき、市役所電子申請サービス
（羽村市公式ホームページよりアクセス）での申し込みができます。
市内4/15〜、市外4/22〜受付
（羽村市民優先）
締切：5/12㈮必着 多数の場合は抽選 保育締切：5/12日㈮

《一般利用》 2017.4.15〜6.14
開催日時

4/16㈰
開場13：30
開演14：00

※お問合せは各問合せ先へお願いします。

タイトル・会場・入場料

等

問合せ先

羽村市吹奏楽団 第23回演奏会
大ホール／入場料無料

塚本

第22回国際電気社友会
展示室／入場無料

八木眞介

℡090-3041-1534

写遊 光彩 展

℡042-554-4120

開演16：00
4/23㈰
①１
１
：30〜
②14：00〜

5/21㈰
開場12：30
開演13：00

最終日は16：00まで
4/22㈯
開場15：30

開催日時

5/14㈰
開場10：00
開演10：30

4/18㈫〜23㈰
10：00〜18：00
初日は13：00から

容

第１回 デジタル写真を撮る上での基礎知識、デジタルカメラの機能と設定、特に光の調整法
5/14、6/24
第２回 自然光での撮影術（順光，逆光、斜光、反射光、曇天光、輝き、木漏れ日、プリズム光）と後半実習（ゆとろぎ屋上、図書館屋上）
講座室１ 第３回 人工光（照明、舞台、フラッシュの使用と不使用）と後半実習
第４回 前半レタッチでの光の調整（ヒストグラム、トーンカーブ、彩度）と後半作品講評（各1枚）
5/27
講師：服部考規さん（プロ写真家）

5/25㈭〜28㈰
9：30〜17：00

タイトル・会場・入場料

第42回伊庭会民謡発表会
小ホール／入場料無料

都山流尺八による古曲・本曲発表会
小ホール／入場料無料

神谷奈穂一周年記念コンサート

高橋音楽事務所

小ホール／入場料：3,500円

℡042-554-6489

初日は１
１
：00から
展示室／入場無料/直接会場へ
最終日は16：00まで

子ども劇場西多摩
℡0428-24-8981

5/28㈰
開場１
１
：30

石川

開演12：00

おおたか静流ライブ①大おせなか大会②春に唄えば
小ホール／各入場料：1,500円 4歳〜小学生1,000円

℡080-3604-6442

5/30㈫〜6/4㈰
10：00〜17：00

4/29㈯・㈷
開場15：30
開演16：00

さやかバレエスタジオ 第5回発表会
Spring Performance「
『コッペリア』
より」
ほか
大ホール／入場料無料/整理券必要
（当日整理券あり）

小山洋子

4/30㈰
14：00〜16：00

友田女声＆省友会混声ジョイントコンサート
小ホール／入場料無料／直接会場へ

中村

5/3㈬、
6/7㈬
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

6/4㈰
開場12：00
開演12：30

5/13㈯
開場13：00
開演13：30

白木裕子と
ブランシュ．
マドモアゼルで贈るスプリングコンサート
小ホール／入場料無料

加藤章倖
℡090-8464-7720

6/１
１㈰
9：30〜17：00

℡042-555-8683

℡0428-24-3635

等

2017くれは会作品展

粋な江戸の芸「かっぽれ」
ゆかたざらい会
小ホール／入場料無料/直接会場へ

第23回彩画会展

初日は13：00から
展示室／入場無料
最終日は16：00まで
6/3㈯
開場12：30
開演13：30

問合せ先

伊庭末雄

℡042-554-0172

都山流尺八楽会陵山会
青木彰
（辰山）
℡042-554-0458

井上肇彦

℡042-554-9967

舞雀の会
（羽村さくら会）
村上 ℡0428-24-2377

西川みどり ℡042-555-5748

ＯＭＥ ＴＡＩＫＯ ＦＥＳ
小ホール／入場料：1,000円/定員252名

Ｊ ｓｐｉ
ｒ
ｉ
ｔ ｃｏｍｐａｎｙ
ハギノ ℡080-6887-3367

松乃扇流

松瀬佐代子

創作新舞踊まつり／大ホール／入場料無料

第15回はむら・市民交流囲碁大会
講座室1／参加料：1,000円 高校生以下500円/定員約50名
島谷晴朗
5/１
１㈭よりコニュミティセンター1F
（市民活動センター窓口）
にて申込みをしてください。

℡042-554-6610

℡042-555-2087

