青少年健全育成の日事業

〜おいでよ！ゆとろぎのあそびの森 へ 〜
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文化の輪

第48回 羽村市文化祭 /7

〜11

月

日（土）～

月

日（金・祝）

羽村市生涯学習センター
ゆとろぎ
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・ 羽村市文化協会

お問い合わせ／ 042-570-0707 羽村市生涯学習センターゆとろぎ

羽村市公式キャラクター
「はむりん」

迫田 美帆

(ソプラノ)

山下 牧子

(メゾ・ソプラノ)

ヴィタリ・ユシュマノフ
(バリトン)

大谷 恵理架

管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団
大人 (前売)：3,000円 (当日) 3,500円
高校生以下：1,500円

開演 15:00

【全席指定】※未就学児は入場できません

大ホール

ゆ

インターネット販売

小ホール

第８回 ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

『菅原洋一を招いて』 『ひまわり』開場 13：30
12
12
/16 ● 開演 14：00

（1970年公開作品）

/6

（16:00終演予定）

開場 13：30
開演 14：00

菅原 洋一

受講料：4,000円 (残り２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

上映前に、山谷隆夫さんによるギターの生演奏を行います。
【受付方法】
当日13：00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＞ヴィットリオ・デ・シーカ ＜音楽＞ヘンリー・マンシーニ
＜出演＞ソフィア・ローレン、
マルチェロ・マストロヤンニ 他

ゆとろぎ協働事業運営市民の会公開講座
情報発信公開講座

ポスターデザイン入門
13:30〜15:30

現代デザインの最新動向を探りながら、
その実践・応用方法をワークなどを通じ
て学ぶ講座です。

講座室１
講師：二ノ宮 傑（ニノミヤ スグル）さん

（サステナブルデザイン国際会議実行委員、
social design unit UDON）

羽村市生涯学習センター

小ホール

ゆとろぎ

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

保

無料

/9●

大ホール

販売中！

うみ

ゆ

(当日)1,200円

ゆ ス マ に

主催：文化庁、公益社団法人 落語芸術協会

熊本・岩手復興支援公演

54

次回の 第55回：3/10
予定 チケット販売 12/9〜

【全席自由】
※未就学児は入場できません。

後援：羽村市教育委員会

伝統文化交流事業 in ゆとろぎ
ス マ に イ 保 大ホール

ゆ 保

青梅市御岳山

『山鹿灯籠・中野七頭舞』 『天空の御嶽神楽』

/6●

1

10/17
販売開始

開場 12：30
開演 13：00

10/17
整理券
配布開始

山鹿灯籠

インターネット販売

大人1,500円 高校生以下500円
【全席指定】

詳しくは
「広報はむら」10/15号
をご覧ください

※未就学児は入場できません

展示室

『御嶽神楽展』
展示室

/14●

1

開場13：30
開演14：00

中野七頭舞

/6

1

入場料：無料
(要整理券：10/17 〜
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

〜1/14● 10:00〜17:00

無料

神楽衣装や武蔵御嶽神社に関連した物具の展示

保

ママパパ講座

育休取得したパパ
から学ぶ仕事・
無料 子育ての両立

/3

鈴木 未都

大人 (前売) 1,000円
高校生以下 500円

これからの男性について考える＠はむら

12

ペーパークラフト

平成29年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

12

開場 13:30
開演 14:00

祝
●

13:30〜15:30
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
講座室１
講師：塚越 学（ツカゴシ マナブ）さん（NPO法人ファザーリング・ジャパン理事）

保

先端テクノロジー講座

「ここまで身近になったIoT（アイオーティー）…
ものがインターネットに結びつくとは？」
インターネットに接続し、スマートフォンを使っ
て遠隔で制御できるエアコン が登場するなど、
IoT＝モノがインターネットと結びつく社会は、
わたしたちの生活を大きく変えつつあります。
IoT実用の最前線から、豊富な実例を紹介します。
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13:30〜16:30

無料

講座室１
講師：粂野 文洋（クメノ フミヒロ）さん（日本工業大学准教授・工学博士）

※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

※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 ■http://www.hamura-tokyo.jp FAX 042-570-6422
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。 ※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

再生紙を使用しています。

詳細は裏面をご覧ください
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当日入場券
配布

神津善行の文化講座と音楽会 第３回

(ギター)
羽村
第二中学校
２年生

/23

9:00〜22:00

無料

第 回羽村ゆとろぎ寄席

開場 14:15

29期

〜12

︻落語︼春風亭 昇咲
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/21●

11

︻落語︼三遊亭 遊子

(ギター)

卑弥呼

小南治改メ

葵姫Sudo
Toshiya
©朴

(指揮)

14:40〜(約10分)

(直接会場へ)

︻落語︼三代目桂 小南

海老原 光

プレコンサート

無料

(最終日16:00まで)

︻コント︼コント山口君と竹田君

〜アランフェス協奏曲とカルメン〜

10:00〜17:00

14:00〜 ギャラリートーク(展示室)

ゆとろぎ美術館

ゆ ス マ に イ 保

フレッシュ名曲コンサート

主管：子どもフェスティバル実行委員会

１階ロビー、２階廊下

後援：羽村市・羽村市教育委員会・羽村市文化協会

ゆとろぎクラシック・スペインの風
販売中！

/17●
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その他、詳しくは裏面・広報はむら10/15号をご覧ください

主催：第48回羽村市文化祭実行委員会

大ホール

/6●〜17●

12

︻落語︼三笑亭 夢丸

【音楽公演】姉妹都市・北杜市交流事業「ゆとろぎオペラ 椿姫 」
11/３ ㈮ ㈷ 開場：13時 30分 開演1 4 時
入場料：一般(前売)1,000円、一般(当日)1,200円、高校生以下500円【全席指定】
販売中 ※未就学児は入場できません。一時保育あり(有料・10/26㈭申込〆切)

入場無料（｢椿姫｣のみ有料)

主催：羽村市･羽村市教育委員会

̶ 50年の歩みを振り返って ̶

祝
●

【ホ ー ル】10/７㈯ 小中学生音楽フェスティバル 10/９㈪㈷ 芸能他
10/14㈯ 合唱、芸能他 10/15㈰ 邦楽 10/21㈯ 洋舞
8 回 羽村市
第4
第48回
48回
10/22㈰ 洋楽器、洋舞 10/28㈯ 日舞、盆踊り 10/29㈰ 洋舞
【展
示】第１期【西洋的な表現】
10/11㈬〜15㈰
楽しく学び 創る
第２期【東・西洋的な表現】 10/18㈬〜22㈰
つなごう 文化の輪
第３期【東洋的な表現】
10/25㈬〜29㈰
【文化講演】10/22㈰「日本語の文化が科学を変える」
開演：14時 講師：松尾義之さん(申込み受付中) 10 7 11 3
【映 画 会】「アナと雪の女王」
10/29㈰ 開場：14時30分 開演：15時（当日整理券配布）
会 場
主 催
後 援

10 : 00〜15 : 00 体験あそびのひろば 他

来住野和子 日本画大作展

至福生

/3

10

9 : 30〜 青少年健全育成の集い
11: 00〜15 : 00 模擬店･体験あそびのひろば 他

展示室

信用金庫

羽村駅

保

子どもフェスティバル

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）

※ 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

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）

第48回羽村市文化祭・青少年健全育成の日事業 子どもフェスティバル
タイトル

開催日時

第48回羽村市文化祭

〜楽しく学び 創る
つなごう 文化の輪〜

10/7㈯〜11/3㈮㈷

第48回羽村市文化祭特別企画

北杜市交流事業

ゆとろぎオペラ「椿姫」

会

保

青少年健全育成の日事業

子どもフェスティバル

〜おいでよ！
ゆとろぎのあそびの森へ〜

全 館

11/3㈮㈷
大ホール
開場13:30
開演14:00（16:30終了予定)
11/11㈯ 9:30〜15:00
11/12㈰ 10:00〜15:00

主催・共催・後援
タイトル

開催日時

公益財団法人青梅佐藤財団
設立40周年記念市民コンサート

場

全 館

会

場

11/2㈭
大ホール
開場18:30
開演19:00（21:00終了予定)

ゲーデ・ピアノ五重奏団演奏会
NHK共催

11/5㈰
小ホール
開場16:30
開演17:00（18:40終了予定)

ゴッホ展 巡りゆく日本の夢
関連文化講演会

11/12㈰・12/3㈰
10:30〜11:30

子ども映画会
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〜
神津善行の
文化講座と音楽会 第３回

講座室1

11/19㈰
大ホール
開場14:15
開演15:00（17:00終了予定）
12/6㈬
大ホール
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定)

菅原洋一を招いて』

内容・入場料・問合せ等
ホール】10/7 大 小中学生音楽フェスティバル、10/9 小 芸能他、10/14 大 合唱 小 芸能他、10/15 大 邦楽、10/21 大 洋舞、
10/22 大 洋楽器、10/28 大 日舞、10/29 大 洋舞
交流ひろば】10/22 フォークダンス 10/28 盆踊り
展示1期】10/11〜15 西洋的な表現【展示2期】10/18〜22 東・西洋的な表現【展示3期】10/25〜29 東洋的な表現
体験教室】マジック・詩吟(10/14)､ニット(10/20〜22)､書道(10/21、22)､フォークダンス・フラダンス(10/22)､折り紙(10/25〜29)､華道(10/28)
文化講演】10/22「日本語の文化が科学を変える」開場13:30 開演14:00 講師：松尾義之さん（先着250名 要申込み：ゆとろぎ窓口・電話）
映画会】10/29「アナと雪の女王」開場14:30 開演15:00（先着250名 要整理券：当日14:00〜 小ホール入口で配布）
★詳しくは広報はむら10/15号をご覧ください
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
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
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。
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。【販売中】
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
青少年健全育成の集いから始まり、子ども達の模擬店、たくさんの体験･あそびができるひろばやアトラクションにワクワクがいっぱいの２日間!!
ダンスステージや伝統文化こども教室の発表、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!!
11/11㈯ 9:30〜10:20 青少年健全育成の集い 11:00〜15:00 模擬店、わくわくひろば、体験・あそびのひろば
11/12㈰ 10:00〜15:00 わくわくひろば、体験・あそびのひろば
＊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。
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 問合せ：羽村市役所児童青少年課 Tel042-555-1111内線262〜263

内容・入場料・問合せ等
公益財団法人青梅佐藤財団設立40周年を記念したコンサート。ダニエル・ゲーデ（ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団前コンサートマスタ
ー）を中心とした弦楽器メンバーとピアノの五重奏団がゆとろぎで演奏します。
入場無料【要鑑賞券】【全席指定】鑑賞券はゆとろぎ窓口にて配布、数に限りがありますので配布終了の場合あり。＊未就学児は入場できませ
ん。 【配布中】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
フィンセント・ファン・ゴッホは浮世絵や日本に高い関心を寄せていました。一方、ゴッホの死後、日本の芸術家たちはこの画家に憧れました。
東京都美術館でゴッホの油彩画やデザインなど関連資料を通してゴッホと日本の相互関係を探り、新たな魅力を紹介します。その関連文化講演
会を「ゆとろぎ」で開催します。来場者には同展の招待券を1人1枚プレゼントします。入場無料【全席自由】 定員252名（申込み先着順）ゆと
ろぎ窓口・電話 ＊未就学児は入場できません。 【配付中】 主催：羽村市教育委員会、NHK 講師：大橋菜都子（東京都美術館学芸員）
11/12㈰： あかずきん』『一休さん』『いのししうりっ子のぼうけん』
12/3㈰： ミッキーマウスのメリークリスマス』『したきりすずめ』『少年とこだぬき』
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】
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” 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。 ・ ・ ・ ・
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 【販売中】
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３回のテーマは「菅原洋一を招いて」と
題し、神津先生のご友人で国立音楽大学の同級生でもある菅原洋一さんをお招きします。内容はタンゴ特集などを予定しています。
受講料：4,000円（残り2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。 【受付中】
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
日展で数々の賞を受賞しているあきる野市在住の来住野和子さんの日本画の作品を展示します。本展は平成23年3月に、ゆとろぎ開館以来初め
ての日本画展として開催しましたが、会期中に起きた東日本大震災の影響で中断になりました。再展示の要望が多いことから、6年経過しての
展示となりました。今回は、来住野和子さんの日本画に魅せられ、日本画に生きた集大成の作品を展示します。日本固有の技法で描かれる繊細
で美しい日本画の世界を堪能して頂きます。
12/17㈰14:00〜 展示室内でギャラリートークを開催します。作品紹介の他、普段馴染みの薄い日本画独特の画材や技法など、市民に分かり
やすく紹介・説明します。【直接会場へ】

来住野和子 日本画大作展

−50年の歩みを振り返って−

12/6㈬〜17㈰
10:00〜17:00
（最終日16:00まで）

第54回
羽村ゆとろぎ寄席

12/9㈯
出演：[落語］三笑亭夢丸、[コント］コント山口君と竹田君、[落語］小南治改メ三代目桂小南、[落語］三遊亭遊子、[落語］春風亭昇咲
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。 ・ ・ ・ 【販売中】
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8回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

ン、マルチェロ・マストロヤンニ。戦争によって引き裂かれた夫婦の行く末を悲哀たっぷりに描いています。エンディングでの地平線にまで及ぶ
12/16㈯
画面一面のひまわり畑が評判になりました。まるで太陽が「夫」、ひまわりが「妻」であるかのように。（上映時間1時間41分）
小ホール 当日は、羽村市在住の山谷隆夫さんによるスクリーン・ミュージックのギター演奏があります。お楽しみに。
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定）
入場無料【要入場券】 当日13:00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

監督：ヴィットリオ・デ・シーカ（自転車泥棒/終着駅）、音楽：ヘンリー・マンシーニ（ティファニーで朝食を/終着駅）、主演：ソフィア・ローレ

｢ひまわり」

（1970年公開作品）

伝統文化交流事業inゆとろぎ

熊本・岩手復興支援公演

｢山鹿灯籠・中野七頭舞」 保
伝統文化交流事業inゆとろぎ

天空の御嶽神楽』

伝統文化交流事業inゆとろぎ

御嶽神楽展』

パソコン講座

12月「Excelの基本」
1月「Excel初級」

展示室

保

ります。 ※未就学児は入場できません。
「復興支援公演」
と題し、地震や台風などの被災地域である熊本県・岩手県の郷土芸能をお招きします。優美な「山鹿灯籠(やまがとうろう)」
1/6㈯
（熊本）と勇壮な「中野七頭舞(なかのななずまい)」（岩手）は、いずれも地元高校生による継承活動が活発に行われており、全国高校総合文化
大ホール 祭での入賞や海外公演など実績豊富。若さあふれる演技をお楽しみください。また、羽村祭ばやし保存連合会の出演も予定しています。
開場12:30
開演13:00（15:00終了予定）
入場料：大人1,500円、高校生以下500円【全席指定】※未就学児は入場できません。 ・ ・ ・ ・ 【10/17㈫販売開始】保育締切12/27㈬

1/14㈰
青梅市御岳山にある武蔵御嶽神社の参拝方法として最も格式高く、神様をお慰めし共に楽しむ太々神楽(だいだいかぐら)。昭和32年には都の無
大ホール 形民俗文化財の指定を受けました。武蔵御嶽神社に代々伝わる由緒正しい神楽を神主の解説と合わせてご鑑賞ください。
開場13:30
入場無料（要整理券）【全席自由】＊未就学児は入場できません。 【10/17㈫配布開始】
開演14:00（15:30終了予定）
1/6㈯〜1/14㈰
武蔵御嶽神社にて神楽や雅楽を奉納する際に使用されている衣装などの物具を展示します。日頃見ることの少ない貴重な品々を、1/14㈰大ホー
展示室 ルにて行われる『天空の御嶽神楽』とともにお楽しみください。
10:00〜17:00

12月：1・8・15・22
1月：5・12・19・26
保 【金/各月4回】
【午前】10:00〜12:00
【午後】13:30〜15:30

講座室2

12月の「Excelの基本」ではExcelの基本と特長・Wordとの比較・表計算とグラフ１を学びます。
１月の「Excel初級」では表計算とグラフ2・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（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（7・8・8.1・10など）
を明記して下記へ。XP・VISTAには対応していません。 〒205-0001 羽村市小作台3-5-8 並木一夫
【12月講座分は11/24㈮、１月講座分は12/22㈮必着】 主催：パソコンなかま 問合せ：並木 ℡042-555-1489
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
情報発信公開講座

保

｢ポスターデザイン入門」 保
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
先端テクノロジー講座

会

10/27㈮・11/8㈬・11/24㈮
12/13㈬
10:00〜12:00（各日）

図書館
保育室

11/26㈰
13:30〜15:30

講座室1

12/3㈰

講座室1

保 13:30〜15:30

12/17㈰
｢ここまで身近になったⅠｏＴ
13:30〜15:30
保
…ものがインターネットに結びつくとは？」
アイオーティー

《一般利用》 2017.10.15〜12.14
開催日時

11/2㈭
開場13:30 開演14:00
（16:00終了予定）

場

タイトル・会場・入場料

講座室1

等

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
べものをしたり…。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
人の目を引き、見た人に興味を持ってもらえる、そんなポスターをデザインするには？現代のデザイン動向を探りながら、それぞれの活動にど
う活かせるのか、ワークなどを通じて学ぶ講座です。地域活動やサークル活動、イベント運営での情報発信に役立ちます。
講師：二ノ宮 傑(ニノミヤ スグル)さん（サステナブルデザイン国際会議実行委員、social design unit UDON） 定員：50名（羽村市民優先）
参加無料 申込み：ゆとろぎ窓口、電話、市役所電子申請サービス 受付：10/17㈫〜11/14㈫ 申込み多数の場合は抽選。保育締切：11/18㈯。
子どもの成長はあっという間‼ もっともっと育児を楽しみたいけれど忙しくて…というママパパへ。育休取得した講師の体験談から仕事と子
育ての両立のコツを学びます。
講師：塚越 学(ツカゴシ マナブ)さん（NPO法人ファザーリング・ジャパン理事）定員：40名 参加無料 申込み：ゆとろぎ窓口、電話、市役所
電子申請サービス【受付中】締切11/25㈯ 申込み多数の場合は抽選 保育締切11/25㈯
｢IoT=モノのインターネット」とは何か。何のための技術であり、私たちの社会や生活は、一体どう変わるのか。IoT実用の最前線から、豊富な
実例を紹介後、家庭生活（スマートホーム）や教育への応用システムを念頭に、IoTを利用したシステムを実現するための方法を学びます。
講師：粂野 文洋（クメノ フミヒロ）さん。(日本工業大学情報工学科准教授 工学博士）定員：50名（羽村市民優先） 参加無料
申込み：ゆとろぎ窓口、はがき、電話、市役所電子申請サービス。【受付中】締切：11/30㈭。申込み多数の場合は抽選。保育締切：12/9㈯。

問合せ先

杏林大学公開講演会 認知症予防 こころとからだ
羽村市高齢福祉介護課
の両面から（講師：長谷川 浩さん）／小ホール／入
℡042-555-1111 内線178
場無料／直接会場へ（定員200名）

開催日時

11/26㈰
開場13:30 開演14:00

12/1㈮〜3㈰
いい睡眠が万病を防ぐ−睡眠はこころとからだのバ 医療法人財団岩尾会 東京海道病院 9:15〜15:45（最終日は15:30）
℡0428-32-0111
ロメーター−／大ホール／入場無料／直接会場へ
12/2㈯
講座 多言語で子育て「親子で参加できるわくわくワ
開場9:00 開演9:30
11/16㈭、18㈯
ークショップ＆講座」／レセプションホール／入場無 船津百合子
12/2㈯
10:30〜12:00
料／申込み：問合せ先電話番号へ（各日定員20組・0 ℡090-4523-0293
開場13:30 開演14:00
才児から参加できます）／後援：羽村市教育委員会
12/6㈬
11/17㈮
2017中央大学・都市経営シンポジウム／大ホール／ 大勢待利明
開場13:00 開演13:15
18:00〜20:45
入場無料／直接会場へ（先着200名まで）
℡080-6805-9236
12/8㈮
11/21㈫
西多摩地区障害者雇用・就労支援シンポジウム
羽村市就労支援センター エール
開場12:30 開演13:00
開場13:00 開演13:30（16:30終了予定） ／小ホール／入場無料／直接会場へ
（江原）℡042-570-1233
第23回はむら保育展
第23回はむら保育展実行委員会 12/9㈯
11/25㈯
10:00〜16:00
／ゆとろぎ全館／入場無料／直接会場へ
さくら保育園 ℡042-533-6204 13:30〜16:00
11/7㈫
開場18:30 開演19:00

※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

羽村フィルハーモニー管弦楽団 2017オータムコン
峰 義一 ℡0428-31-8632
サート／大ホール／入場無料／直接会場へ
羽村市特別支援学級発表会 作品展の部
／展示室／入場無料／直接会場へ

松林小学校
浜中佳規 ℡042-554-7800

羽村市特別支援学級発表会 舞台発表の部
／大ホール／入場無料／直接会場へ

松林小学校
浜中佳規 ℡042-554-7800

第二回英語で朗読・朗読劇発表会／レセプションホール
穂浦 ℡042-555-5358
／入場無料／直接会場へ
（未就学児は入場できません）
ダンスパーティー
／小ホール／入場料：800円（定員100名）

高田力王 ℡080-5378-4180

なんて素敵なオカリーナ！2017／小ホール／入場無
亀山豊子 ℡090-8047-6085
料／直接会場へ（未就学児は保護者同伴）
100000年後の安全「原発の後始末は？」
／講座室2／入場無料／直接会場へ

倉地篤子 ℡042-570-7370

