保

賢治の猫と雨ニモマケズ展

小林敏也の画本(えほん)です。宮澤賢治作品から猫の登場する「猫の事務所｣「どんぐりと
山猫」「注文の多い料理店」「セロ弾きのゴーシュ」と「雨ニモマケズ」の原画を展示します。
幻燈会では「猫の事務所」を、講演会では宮澤賢治について小林敏也さんにお聞きします。

発行
編集

10
/20●
氺～ /1●
㊐

9

羽村市教育委員会
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

8/15～Vol.94

Ｐ

富士見小

ファミリー
レストラン

信用金庫

羽村駅

至小作

至福生

ゆ ス マ に イ 保

ワンダードラムパフォーマンス 9
〜驚異のボディパーカッションと楽しいパーカッションワールド〜
出演：T.J.P.P.A.L (ティー・ジェイ・パル)

/30●
圡

大型マリンバを６人で叩く華麗な連弾や、重厚
で迫力のある打響音、スピード感と臨場感のあ
るドラムパフォーマンスをお楽しみください。

開場 14:30
開演 15:00

【全席自由】
※未就学児は入場できません。

販売中！

大ホール

9/1
販売開始

※未就学児は入場できません。

53

次回の 第₅₄回：₁₂/9 圡
予定 チケット販売：9/9～

主催：文化庁、公益社団法人 落語芸術協会

公募の市民合唱団が「八ヶ岳音楽祭」に出演し
ているプロの声楽家と共演し、オペラの名作
「椿姫」を上演します。ぜひご覧ください。

主催：第48回羽村市文化祭実行委員会・羽村市・羽村市教育委員会

第 回羽村ゆとろぎ寄席

(当日)1,200円

︻落語︼桂 伸しん

大人 (前売) 1,000円
高校生以下 500円

ゆとろぎオペラ「椿姫」 11/3㊎●
祝
北杜市交流事業

大人 (前売)：1,000円 (当日) 1,200円
高校生以下：500円

ゆ ス マ に

︻落語︼古今亭 今いち

︻落語︼桂 小文治

開場 13:30
開演 14:00

︻ スタンダップコメディ︼ナオユキ

︻落語︼昔昔亭 桃之助

/9●
圡

9

ゆ 保

第48回羽村市文化祭特別企画

大ホール【全席指定】

大人 (前売)1,500円 (当日)2,000円
３才～高校生以下 1,000円【全席自由】
３才未満の膝上観覧は無料

平成29年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

大ホール

開場 13:30 開演 14:00

販売中！

主な曲目：道化師のギャロップ・熊ん蜂の飛行・剣の舞・大きな古時計など

小ホール

（レセプションホール）

羽村市
図書館

小ホール

インターネット販売

幻燈会・児童文学講演会

10:00～17:00 (最終日16:00まで)

（隔月15日発行）
2017年8月15日

Copyright ⓒ 2008～2017 by YUTOROGI All rights reserved

祝 14:00～
/23圡●

9

無料

大ホール

フレッシュ名曲コンサート

昨年度「八ヶ岳音楽祭｣

子ども体験塾

平成₂₉年度
多摩・島しょ広域連携活動助成事業

ゆ

ブラスオルケスター演奏会
9
8/16
●
㊐
入場券

子ども国際交流音楽祭
コンサート
10
祝
⺼●
●
販売中

入場無料【全席自由】※未就学児は入場できません。

大ホール（1階指定席）
入場料 1,000円 ※未就学児は入場できません。

国立音楽大学

/24

開場 13:00
開演 13:30

/9

開場 16:30 開演 17:00

配布開始

主催：公益財団法人 青梅佐藤財団

後援：羽村市教育委員会

ゆ ス マ に イ 保

ゆ

大ホール

主催：子ども国際交流音楽祭実行委員会

小ホール

ゆ

神津善行の文化講座と音楽会 第２回

第7回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

ゆとろぎクラシック・スペインの風 『面白いジャズ・コンサート』 『禁じられた遊び』
氺
/20●

9

〜アランフェス協奏曲とカルメン〜

開場 14:15
開演 15:00

迫田 美帆

(ギター)

山下 牧子

(ソプラノ)

(メゾ・ソプラノ)

ヴィタリ・ユシュマノフ
(バリトン)

販売中！

＊14:40〜(約10分)
プレコンサート

大人 (前売)：3,000円 (当日) 3,500円
高校生以下：1,500円 【全席指定】
インターネット販売

新日本フィルハーモニー交響楽団

「はじめてのわくわく HIPHOP」 無料

そんな人なら誰でも大歓迎

講師：三好 香次さん

羽村市生涯学習センター

」

受講料：6,000円（残り３回分一括納入）
【全席自由】※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

（上映時間１時間26分）

開演 18:00

【受付方法】当日17：00より、小ホール入口
にて入場券を配布します。

※ひとり1枚まで。定員(252名)に達し次第、配布
を締め切ります。
※未就学児は入場できません。

＜監督・脚本＞ルネ・クレマン ＜音楽＞ナルシソ・イエペス
＜出演＞ブリジット・フォッセー 他

保

（羽人流主宰）

みんなでHIPHOPにチャレンジしてみましょう

ゆとろぎ

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

〜「東大卒」より家族が大事〜

/16圡

9

講座室１

13:30～
15:30

講師：堀込 泰三さん

子育てを楽しもう�
楽しめるんだ�を実感

無料

（フリーランス翻訳者、秘密結社 主夫の友ＣＥＯ）

堀込 泰三

ママパパ講座

育休取得したパパから学ぶ
仕事・子育ての両立

/3㊐

12

講座室１

13:30～
15:30

無料

仕事・家事・育児に追わ
れない。笑顔いっぱいの
ママとパパになる�

講師：塚越 学さん NPO法人ファザーリング・ジャパン理事

塚越 学

※公演によって販売所が異なります。

ゆ 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 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
ス 羽村市スポーツセンター(9:00～17:00・月曜休館）☎042-555-0033 に 西多摩新聞社チケットサービス(土日定休）☎0120-61-3737
イ インターネット販売（チケ探・公文協公演情報& T I C K E T S ）http://zenkoubun.ticketan.net/ ➡
保 マークのあるイベントは､一時保育(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

■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

/11・18・25圡 全６回
14:00～
12
/2・9・16圡 16:00

11

＊「HIPHOPダンスをやってみたい

青木 研

開場 17:30

当日入場券配布

子育て主夫に学ぶ男性観

ダンス体験講座

リハーサル室・音楽練習室２

鈴木 直樹

祝
/23●
圡●

これからの男性について考える＠はむら

羽村第二中学校２年生 大谷 恵理架

※未就学児は入場できません

山下 洋輔

（1952年公開作品）

9

バンジョー

/19●
㊐

11

朴 葵姫

クラリネット

(指揮)

© Akihiko Sonoda

© Toshiya Sudo

ピアノ

海老原 光

開場 13:30
開演 14:00

※ 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

イベント日程
第48回

羽村市文化祭

タイトル

第48回羽村市文化祭

～楽しく学び 創る
つなごう 文化の輪～

特別企画
北杜市交流事業
ゆとろぎオペラ「椿姫」

マークは羽村市教育委員会主催・共催事業
問合せは

ゆとろぎ ℡042－570－0707まで

開催日時

10/7㈯～11/3㈮㈷

保

11/3㈮㈷
開場13:30
開演14:00（16:30終了予定）

主催・共催・後援
タイトル

開催日時

会

場

会

場

保

マーク事業は一時保育（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）

内容・入場料・問合せ等
市内小中学生音楽フェスティバルでスタートし、市内で活動する文化団体（ホール部門46団体、展示部門27団体、3連盟、3個人）が日頃の文
化活動の成果を発表します。文化講演会・音楽公演・映画会など盛りだくさんの企画もお楽しみに！
＊10/7㈯ 小中学生音楽フェスティバル[大ホール] ＊10/9㈪㈷・10/14㈯ 芸能他[小ホール] ＊10/14㈯ 合唱[大ホール]
全 館 ＊10/15㈰ 邦楽[大ホール] ＊10/11㈬～10/15㈰ 展示1期：西洋的な表現[全館]
[10/15以降の内容は次号の紙面でお知らせいたします。]
主催：第48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
昨年の特別企画「水の女神アルマ～玉川上水誕生の物語」公演は大好評でした。今年は公募の市民合唱団がプロの声楽家と共演し、オペラ「椿
姫」を上演します。「椿姫」は19世紀を代表するイタリアの作曲家ヴェルディの代表作の一つであり、世界各地の歌劇場で上演される最も有名
なオペラの一つです。ぜひご覧ください。
大ホール 入場料：大人（前売）1,000円（当日）1,200円 高校生以下500円【全席指定】
＊未就学児は入場できません。ゆ
【9/1㈮ 販売開始】
主催：第48回羽村市文化祭実行委員会・羽村市・羽村市教育委員会

第65回
ゆとろぎサロンコンサート
第53回
羽村ゆとろぎ寄席

9/3㈰
12:00～12:45

子ども映画会

9/10㈰・10/1㈰
10:30～11:30

神津善行の文化講座と音楽会

9/20㈬
大ホール
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定）

賢治の猫と
雨ニモマケズ展

9/20㈬～10/1㈰
10:00～17:00
（最終日16:00まで）

第7回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

9/23㈯㈷
小ホール
開場17:30
開演18:00（19:30終了予定）

創作室1

内容・入場料・問合せ等
ウクレレの生の演奏を身近にお楽しみください。
出演：ルナ・ハワイアンズ
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

9/9㈯
出演：［落語］桂伸しん、［落語］古今亭今いち、［落語］桂小文治、［スタンダップコメディ］ナオユキ、［落語］昔昔亭桃之助
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
開場13:30
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
開演14:00（16:00終了予定）

第２回『面白いジャズ・
コンサート』

「禁じられた遊び」

（1952年公開作品）

講座室1

9/24㈰
開場13:00
開演13:30

国立音楽大学ブラス
オルケスター演奏会
ワンダードラムパフォーマンス

展示室

9/10㈰：『セロひきのゴーシュ』、『まいごのテントウムシ』、『まこちゃんのこうつうあんぜん』、『マトリョーシカ』
10/1㈰：『どんぐりと山猫』、『ネズミさんのおんがえし』、『モチモチの木』
上映作品は変更する場合があります。入場無料【直接会場へ】
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２回のテーマは「面白いジャズ・コンサ
ート」。出演：山下洋輔（ピアノ）、鈴木直樹（クラリネット）、青木研（バンジョー）他
主催：公益財団法人青梅佐藤財団 受講料：6,000円（残り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 Tel 090-5195-3030
小林敏也さんの画本（えほん）原画展です。宮澤賢治作品から猫の登場する「猫の事務所」「どんぐりと山猫」「注文の多い料理店」「セロ弾き
のゴーシュ」と「雨ニモマケズ」の原画を展示します。
また、9/23㈯㈷14:00～ レセプションホールにて「宮澤賢治について、小林敏也に聞く」というタイトルで、幻燈会と講演会を開催します。幻
燈会では、山本寿美さんによる『猫の事務所』の朗読を行います。入場無料
監督：ルネ・クレマン（フランスを代表する名監督）
、音楽：ナルシソ・イエペスが贈るフランス映画珠玉の名作。1940年6月、パリから逃げる途
中でナチの戦闘機に両親を殺された5歳の少女ポーレット。農家の少年ミシェルはこの孤児となった少女と仲良くなり彼女の死んだ愛犬の墓を
立ててやるが、子供達の行為が大人たちの思わぬ反感を招き…。ナルシソ・イエペスの哀愁を帯びたギター音楽があまりにも有名な作品です。
アメリカアカデミー特別賞/ヴェネツィア映画祭金獅子賞に輝いています。（上映時間1時間26分）入場無料【要入場券】 当日17：00より、小
ホール入口にて入場券を配布します。ひとり1枚まで。定員（252名）に達し次第、配布を締め切ります。※未就学児は入場できません。
吹奏楽：国立音楽大学ブラスオルケスター 演目：上岡洋一「秋空に」、Ｐ．リーマンス「ベルギー落下傘兵」、Ｊ．ビリク「ブロックＭ」他。

大ホール ※演目は変更する場合があります。入場無料【要入場券】【全席自由】＊未就学児は入場できません。ゆ【8/16㈬からゆとろぎ窓口で配布】
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

｢T.J.P.P.A.L」は打楽器職人“十鳥勉”が代表を務める打楽器パフォーマンスグループ。大型マリンバ3台を6人で叩く華麗な連弾など、クオリテ
ィの高い驚異のパフォーマンスで、ステージ・テレビ出演（世界の果てまでイッテQ他）等で活躍中‼ 子どもから大人まで、パーカッションパフォ
ーマンスをお楽しみください。主な曲目 道化師のギャロップ・熊ん蜂の飛行・剣の舞・大きな古時計 出演 T.J.P.P.A.L（ティー・ジェイ・パル）
入場料：大人(前売)1,500円 (当日)2,000円、3才～高校生以下1,000円、3才未満の膝上観覧は無料。【全席自由】 ゆ・ス・マ・に・イ 【販売中】
第Ⅰ部：羽村市・檜原村・奥多摩町の中学生を中心に編成される音楽祭合唱団・吹奏楽アンサンブルによる歓迎演奏とウィーンの一流音楽家た
10/9㈪㈷
ちとの交流演奏を行います。また、3市町村の若手音楽家の歓迎演奏を予定しています。第Ⅱ部：音楽の都ウィーンから、ウィーン・フィルメンバ
大ホール ーを中心とした演奏をお楽しみください。入場料：大人1,000円【1階指定席】＊未就学児は入場できません。ゆ【販売中】※小学生から18歳まで
開場16:30
開演17:00（19:00終了予定）
の方及びその同伴保護者1名は無料ご招待（先着400名）。申込み締切9/7㈭。ゆとろぎ窓口のみ。主催：子ども国際交流音楽祭実行委員会
今年のフレッシュ名曲コンサートは「ゆとろぎクラシック・スペインの風」と題し、情熱の国スペインを彷彿させる名曲をお楽しみください。ロ
ドリーゴ／「アランフェス協奏曲」、ビゼー／歌劇「カルメン」より前奏曲、“ハバネラ”、“闘牛士の歌”、“何を恐れることがありましょう”
11/19㈰
他。指揮：海老原光、ギター：朴葵姫、ソプラノ：迫田美帆、メゾ・ソプラノ：山下牧子、バリトン：ヴィタリ・ユシュマノフ、管弦楽：新日本フィ
大ホール ルハーモニー交響楽団 ※14:40～プレコンサート実施（約10分)。出演：大谷恵理架（羽村第二中学校2年生）第38回ジュニアギターコンクー
開場14:15
開演15:00（17:00終了予定）
ル最優秀賞受賞。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・イ 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） 企画協力：東京オーケストラ事業協同組合
10月のインターネットでは、地図・観光案内・時刻表・イラストの取り込み・時刻表・PCの疑問解決・他を学びます。
10月：9/29・10/6・13・20
11月の年賀状の作成では、Windows版を利用した宛名面の作成／自作の写真、イラストを利用した裏面作成を学びます。
11月：10/27・11/3・10・17
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）
講座室2 申込み：往復はがきに、住所、氏名、年齢、電話番号、月、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（7・8・8.1・10な
【金/各月4回】
【午前】10:00～12:00
ど）を明記して右記へ。XP・VISTAには対応していませんのでご注意ください。 〒205-0001 羽村市小作台3-5-8 並木一夫
【午後】13:30～15:30
【10月講座分は9/23㈯、11月講座分は10/21㈯必着 10月・11月同時申込可能】 主催：パソコンなかま 問合せ：並木 ℡042-555-1489

9/30㈯

小ホール
開場14:30
～驚異のボディパーカッションと
楽しいパーカッションワールド～ 保 開演15:00（16:15終了予定）

子ども体験塾 平成29年度多摩
・島しょ広域連携活動助成事業

子ども国際交流音楽祭

フレッシュ名曲コンサート

ゆとろぎクラシック
・スペインの風 保
～アランフェス協奏曲とカルメン～

パソコン講座

10月「インターネット」
11月「年賀状の作成」

保

電子申請QRコード➡

《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

開催日時

子育てママの
読書たいむ

保

これからの男性について考える＠はむら

子育て主夫に学ぶ男性観
～「東大卒」より家族が大事～

～ママも子どももパパだーい好き～

モテパパ育成講座

8/25㈮・9/13㈬・9/22㈮
10/11㈬
10:00～12:00
9/16㈯

保 13:30～15:30
10/1㈰

保 10:00～12:30
11/11・18・25㈯
12/2・9・16㈯
全6回 公開練習あり
14:00～16:00

はじめてのわくわくHIPHOP
これからの男性について考える＠はむら

育休取得したパパから学ぶ
保
仕事・子育ての両立

12/3㈰
13:30～15:30

《一般利用》 2017.8.15～10.14
開催日時

会

タイトル・会場・入場料

内 容
子育て中の保護者の皆さまに、育児から少し離れてリフレッシュしていただくために、ゆっくりと図書館を活用してください。図書館を利用され
る間、ゆとろぎ保育室「さくらんぼ」でお子さんをお預かりします。ひとりでゆっくり読書をしたり、お子さんに読んであげる本を選んだり、調
図書館
べものをしたり…。
保育室
対象：1歳6か月～未就学児のお子さんをお持ちの保護者の方 保育定員：15名（先着順） 利用料：お子さん１人につき1回500円 受付：各
利用日の3ヶ月前から8日前の午後5時まで 申込み・手続き：ゆとろぎ窓口
東大大学院を経て大手自動車メーカーに勤務後「子育て主夫」に転身した講師を招き、新しい男性観、家族、主夫の姿について考えます。参加
者同士で意見交換もします。講師：堀込泰三さん（フリーランス翻訳者、秘密結社 主夫の友CEO）
講座室1
定員：40名 参加費：無料 申込み：ゆとろぎ窓口、電話、はがき、市役所電子申請サービス
【受付中】締切9/8㈮必着 申込み多数の場合は抽選 保育締切9/8㈮
ママを支える共感力アップのためのお話しと、パパならではの親子遊びを紹介します。家族そろってご参加ください。
前半「共感力アップでモテパパになろう」講師：須摩智佳子さん（羽村市子ども家庭支援センター 臨床心理士）
創作室1
後半「Let’
s enjoy！パパ遊び」講師：ホップの会所属保育士（市内男性保育士の会）
対象：市内在住で未就学児を子育て中のパパ・ママ 定員：20家族（先着順） 受付：8/16㈬～ 申込み：子ども家庭支援センター（窓口・電
話）、ゆとろぎ（窓口・電話） 問合せ：子ども家庭支援センター ℡042-578-2882（土日・祝日を除く午前8時30分～午後5時）
HIPHOPをはじめてみたい人にお勧めの講座です。リズムの取り方、基礎のステップを中心に練習します。「HIPHOPでこんなに楽しく踊れる」
ことを体感してみませんか？ 講師：三好香次さん（羽人流主宰）多数のストリートダンス大会を経験し、今は教員をしながらHIPHOPカルチャ
リハーサル室
ーを広める活動を続けています。
音楽練習室2
対象：小学生以上 定員：20名（市内在住在学優先 申込み多数の場合は抽選）＊小学2年生以下は保護者の送迎をお願いします。参加費：無
料 受付：8/16㈬～10/28㈯ 申込み：ゆとろぎ窓口・電話・市役所電子申請サービス
講座室1

等

8/22㈫～27㈰
アートれいめい第1回グループ展
10:00～17:00
初日は13:30から 最終日は16:00まで 展示室／入場無料／直接会場へ
8/24㈭
①10:00～ ②13:00～
③16:00～ ④19:00～

場

パパの育休って楽しいの？辛いの？ママの気持ちは？…育休取得したパパの実体験談から仕事と子育ての両立のポイント・コツを知りましょ
う。講師：塚越学さん（NPO法人ファザーリング・ジャパン理事）
定員：40名（羽村市民優先） 参加費：無料 申込み：ゆとろぎ窓口、電話、市役所電子申請サービス
受付：8/15㈫～11/25㈯必着 申込み多数の場合は抽選 保育締切11/25㈯

問合せ先

「この世界の片隅に」
小ホール／入場料：1,000円（3才以上均一料金。当日 梅沢 ℡090-3497-6273
券のみ。満席時は次回上映へおまわりいただきます。
）

Bano Ballet（バニョ バレエ）勉強会
8/26㈯
開場13:00 開演13:30 終演15:30 小ホール／入場無料／直接会場へ

開催日時

9/6㈬、10/4㈬
羽村伊佐雄 ℡090-8112-9509 13:15～16:30

鷲頭正子 ℡080-4185-7575

※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

ダンスパーティー
小ホール／入場料：800円

問合せ先

高田力王 ℡080-5378-4180

9/7㈭～9/13㈬
小柳祥子版画展「軌跡」
10:00～17:00
展示室／入場無料／直接会場へ
初日は12:00から 最終日は16:00まで

小柳祥子 ℡042-555-1238
℡090-3806-0992

9/14㈭～16㈯
いきいき水墨画作品展
9:00～17:00
初日は12:00から 最終日は16:00まで 展示室／入場無料／直接会場へ

瀧島薫 ℡042-555-2792
尾上育子 ℡042-554-3514

8/27㈰
開場13:00 開演13:30

第31回音楽発表会
小ホール／入場無料／直接会場へ

井上寛子 ℡042-554-8913

第45回三味線弥尾地会演奏会
9/16㈯
開場12:30 開演13:00 終演16:00 小ホール／入場無料／直接会場へ

9/1、8、15、22㈮
9:15～11:45

ダンスパーティー
小ホール／入場料：500円（9/22㈮のみ）

岡野 ℡090-6952-5264

9/30㈯
開場13:00 開演13:30

琴伝流大正琴第17回友紀ハーモニーつどい
大ホール／入場無料／直接会場へ

増田珠子 ℡042-551-5391

9/2㈯
開場12:30 開演13:30

はたらく消防の写生会表彰式
小ホール／入場無料／直接会場へ

福生消防署 ℡042-552-0119

10/1㈰
開場13:45 開演14:00

チャリティーコンサートVol.12「希望への架け橋」
小ホール／入場無料／直接会場へ

井上寛子 ℡042-554-8913
江久保千英 ℡090-1207-0703

9/3㈰
14:00～16:00

三多摩合唱発表交流会
大ホール／入場無料／直接会場へ

小田克彦 ℡090-3045-2806

10/10㈫
開場13:00 開演13:30

オーロラ上映会
レセプションホールA／入場料：1,200円

百瀬美佐子 ℡090-9811-9964

