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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

12/15～Vol.96

Ｐ

至福生

販売中！

【出演】
鹿本農業高校郷土芸能伝承部
岩泉高校郷土芸能同好会
羽村の祭ばやし保存連合会（小作本町囃子保存会）

大人1,500円

木の枝で作るマリオネット

ストラップ

伝統文化交流事業 in ゆとろぎ
ゆ ス マ に イ 保 大ホール

山鹿灯籠・中野七頭舞

開場 12：30
開演 13：00

②14:00～

信用金庫

羽村駅

熊本・岩手災害復興支援公演

/6 ●
圡

コルク粘土でつくる
キーホルダー・ストラップ

富士見小

至小作

大ホール

1

無料

①10:30～

ファミリー
レストラン

Copyright ⓒ 2008～2017 by YUTOROGI All rights reserved

「生きること」

2/25㊐ 体験教室 (詳細は裏面)

羽村市
図書館

（隔月15日発行）
2017年12月15日

保

木彫・陶彫作品展
「白のっこ」

芸術文化振興基金助成事業

マリオネット
第43回 美術の祭典 東京展 最高賞

展示室

ゆ 保

『天空の御嶽神楽』 『御嶽神楽展』

/14㊐

1

開場 13：30
開演 14：00

/6圡～1/14●
㊐

1

入場券
配布中

10:00～17:00

入場料：無料（ 要入場券、ゆとろぎ窓口にて配布中。)
【全席自由】※未就学児は入場できません。

無料

展示室

高校生以下500円

【全席指定】※未就学児は入場できません

インターネット販売

浦

安

奉

神楽衣装や武蔵御嶽神社
に関連した物具の展示

幣

ホワイエ等
書初め、初生け、
『お正月を遊ぼう』︵初釜、
コマまわし、
けん玉など︶

/7●㊐『ゆとろぎ邦楽サロンコンサート』

1
山鹿灯籠

羽村の祭ばやし

(当日)1,200円
※未就学児は入場できません。

開演 14:00【全席自由】 販売中！

回羽村ゆとろぎ寄席

55

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

小ホール

ゆ ス マ に イ 保

羽村ゆかりの講談師 田辺凌鶴 in ゆとろぎ
出演：田辺凌鶴・田辺凌天・ゲスト講談師

西多摩出身の講談師、田辺凌鶴がゆとろぎへやってきます。

/17●
圡

3

開場 13:30

田辺

(当日)1,200円

高校生以下

【全席自由】

500円

30期：２月上旬～３月下旬
羽村市生涯学習センター

ゆとろぎ

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

無料

圡
/24 ●

2

開演 14：00

（16:00終演予定）

（2010年公開作品）

無料

開場 13:30 開演 14:00（15 : 50終演予定）

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

直接会場へお越しください。
※未就学児は入場できません。

＜監督＞マーク・ロマネク
＜出演＞キャリー・マリガン、アンドリュー・ガーフィールド、
キーラ・ナイトレイ 他
ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ氏が2005年に
発表した同名の小説を映画化した作品です。

大ホール

ゆ

神津善行の文化講座と音楽会 第４回（最終回）

『神津善行コンサート』

/1●
㊍

3

開演 14：00

【出演
坂 田 美 子 (琵琶)
高 橋 薫 子 (ソプラノ)
鈴 木 直 樹 (クラリネット)
田尻かをり (ヴァイオリン)
鎌田しのぶ (ピアノ)

神津

Ⓒ 高橋慎一

善行

主催：公益財団法人 青梅佐藤財団

インターネット販売

インターネットに接続し、スマートフォンを経由して遠隔で
制御できるエアコン 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。

/17●
㊐ 13:30～15:30

12

講座室１

無料

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

鈴木 未都

/16 ●

12

『わたしを離さないで』

「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？」

うねり

ペーパークラフト

（1970年公開作品）

先端テクノロジー講座

ゆとろぎ美術館

12/23︵土・祝︶まで 9:00～22:00

『ひまわり』開場 13：30

第27回ゆとろぎ映画劇場

【全席自由】※未就学児は入場できません

１階ロビー、２階廊下
29期：開催中

第８回 ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

受講料：2,000円

開演 14:00

※未就学児は入場できません。

凌鶴

販売開始

サロンコンサート

小ホール

開場 13：30

12/16

大人 (前売) 1,000円

小ホール
当日入場券
配布

第

ゆ ス マ に
︻落語︼瀧川 あまぐ鯉

大人 (前売) 1,000円
高校生以下 500円

文化庁

Agency for Cultural Aﬀairs,
Government of Japan

︻落語︼立川 幸之進

開場 13:30

︻落語︼古今亭 寿輔

/10●
圡

3

︻落語︼瀧川 鯉斗

︻奇術︼山上兄弟

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︼古今亭 今輔

小ホール

中野七頭舞

11 : 00～14 : 00

︵ 詩吟、筝・尺八︶
12 : 00～13 : 00
無料（初釜のみ 100円)・詳しくは裏面をご覧ください

※ 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

マークは羽村市教育委員会主催・共催事業
問合せは

開催日時

会

場

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）

ゆとろぎ ℡042－570－0707まで

ゆとろぎ伝統文化ウィーク平成30年1/6㈯～1/14㈰
タイトル

保

内容・入場料・問合せ等

1/6㈯
大ホール
開場12:30
開演13:00（15:00終了予定)

｢災害復興支援公演」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）｣（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、羽村の祭ばやし保存連合会（小作本町囃子保存会）も出演。地元・羽村の郷土芸能をご披露します。
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。ゆ・ス・マ・に・イ【販売中】 保育締切：12/27㈬

伝統文化交流事業inゆとろぎ

1/13㈯
開場15:00
開演15:30

羽村市の各地域に伝わる祭囃子は、古くは江戸時代末期に隣接村などの囃子の名人を師匠として、村の有志が苦心の末その技術を習得し、神田
流や重松流の囃子が戦後期の衰退を経験しながら現在に受け継がれ、羽村市の無形民俗文化財に指定されています。
ふるさと・羽村で脈々と受け継がれてきた郷土芸能を、ぜひお楽しみください。
入場無料（要入場券)【全席自由】 ゆ 【配布中】

伝統文化交流事業inゆとろぎ

1/14㈰
無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。
大ホール
開場13:30
ゆとろぎ窓口にて入場券を配布しています。
開演14:00（15:30終了予定)

伝統文化交流事業inゆとろぎ

熊本・岩手災害復興支援公演
｢山鹿灯籠・中野七頭舞」

芸術文化振興基金助成事業

保

｢羽村の祭ばやし
～今を繋ぐ～」公演
『天空の御嶽神楽』

大ホール

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

保

伝統文化交流事業inゆとろぎ

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

1/6㈯～1/14㈰
10:00～17:00

『御嶽神楽展』
第66回

ゆとろぎ邦楽サロンコンサート
ゆとろぎでお正月を遊ぼう！

展示室

1/7㈰
12:00～13:00

ホワイエ

1/7㈰
11:00～14:00

ホワイエ等

主催・共催・後援
タイトル

開催日時

会

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。
初春にふさわしい詩吟の朗詠と箏・尺八による邦楽の演奏を身近にお楽しみください。出演：詩吟サークル西吟会（書道吟
好）
、羽村三曲会 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

書道連盟

田村

初釜、書初め、初生け、コマまわし、けん玉などお子様から年配の方まで、どなたにも楽しんでいただける催しを行います。
参加費：初釜のみ100円。ほかの催しは参加無料。【直接会場へ】

場

内容・入場料・問合せ等

｢ひまわり」

12/16㈯
小ホール
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定）

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/黒い罠）、主演：ソフィア・ローレ
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
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）
上映前に、山谷隆夫さんによるスクリーン・ミュージックのギター生演奏があります。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、配布を締め切ります。 ※未就学児は入場できません。

子ども映画会

1/14㈰、2/4㈰
10:30～11:30

1/14㈰：『おやゆびひめ』『だるまちゃんとうさぎちゃん』『どうぶつ村の地震用心火の用心』
2/ 4㈰：『ムーミン、消えないおばけ』『ミッキーマウスのバンドコンサート』『森のなかまたち』
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】

第２回

マジックとフラダンスのコラボレーションをお楽しみください。
2/10㈯
大ホール 出演：手品サークル羽、ラウリイ・レフア・フラサークル、フラダンス羽村anuenue
開場12:30
開演13:00（15:30終了予定）
入場無料（直接会場へ） 主催：羽村市文化協会 問い合わせ：鶴岡090-1114-0048

第8回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑
（1970年公開作品）

Magic &フラダンス

2/21㈬～3/4㈰
10:00～17:00
（最終日16:00まで）

吉川 潔 木彫・陶彫作品展
後援：チェコセンター

講座室1

1970年代に「人形劇王国」チェコに留学し、芸大で人形劇の舞台・人形美術・制作の基本を学び、帰国後、多くの劇団で人形と舞台美術で活躍
された吉川さんの木彫人形・木彫マリオネット・ 陶器人形・イラスト等を展示します。また、チェコと日本を結びつける妖精たちにも登場して
もらいます。更に今年10月に開催された、第43回美術の祭典東京展で最高賞の東京展賞を受賞した彫刻作品「生きること」も展示します。

展示室

2/25㈰ 体験教室

①10：30～
②14：00～

コルク粘土でつくるキーホルダー・ストラップ
対象：3歳以上（小3以下は保護者同伴) 先着20名（当日直接展示室へ) 材料費100円
木の枝で作るマリオネット
対象：小１以上（小3以下は保護者同伴) 先着12名（要申込み 材料費500円を添えてゆとろぎ窓口へ)
受付 2/17(土)～ 受付時間9:00～17:00

ノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ氏が2005年に発表した同名の小説を映画化した作品。

第27回ゆとろぎ映画劇場

｢わたしを離さないで」

（2010年公開作品）

不治の病の治療に成功し、平均年齢が100歳を越えた世界が舞台。外界から隔絶された全寮制の学園で「特別な子ども」として育てられた男女3人。
2/24㈯
小ホール 18歳になり3人で共同生活を始めるが、やがて自らに課せられた残酷な運命と向き合っていく。揺れ動く感情の機微を、詩情豊かに描いた作品。
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定）
＜監督＞マーク・ロマネク ＜出演＞キャリー・マリガン、アンドリュー・ガーフィールド、キーラ・ナイトレイ 他
入場無料【全席自由】直接会場へお越しください。定員：252名 ＊未就学児は入場できません。
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！

3/10㈯
出演：[落語］瀧川あまぐ鯉、[落語］立川幸之進、[落語］古今亭寿輔、[落語］瀧川鯉斗、[奇術］山上兄弟、[落語］古今亭今輔
小ホール
開場13:30
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】
開演14:00（16:00終了予定)

第55回

羽村ゆとろぎ寄席

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

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。ご好評いただいておりましたが、ついに最

神津善行の文化講座と音楽会
第４回（最終回）

終回となる今回のテーマは「神津善行コンサート」。神津先生が長い間お正月に『松の内コンサート』と称し、面白いと思うものを何でも取り上
3/1㈭
、高橋薫子（ソプラノ）
、鈴木
大ホール げ、期間も一週間ほど続けて行ってきた音楽会を、今回再現していただくことになりました。出演：坂田美子（琵琶）
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定)
直樹（クラリネット）
、田尻かをり（ヴァイオリン）
、鎌田しのぶ（ピアノ）

『神津善行コンサート』

主催：公益財団法人青梅佐藤財団 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【受付中】

真打講談師 田辺凌鶴がゆとろぎへやってきます。羽村・福生・瑞穂で育った凌鶴氏。西多摩ゆかりの講談ネタをひっさげての高座です。講談

羽村ゆかりの講談師

田辺凌鶴inゆとろぎ

保

3/17㈯
初心者の方も、講談ファンの方も幅広くお楽しみいただけます。
小ホール
開場13:30
出演：田辺凌鶴・田辺凌天・ゲスト講談師
開演14:00（16:00終了予定)

大人(前売)1,000円 (当日)1,200円、高校生以下500円【全席自由】ゆ・ス・マ・に・イ【12/16（土）販売開始】 ※未就学児は入場できません

2月：9・16・23・3/2
3月：9・16・23・30
【金/各月4回】
【午前】10:00～12:00
【午後】13:30～15:30

パソコン講座

2月「Excel応用1」
3月「Excel応用2」

講座室2

2月の「Excel応用１」は家計簿とそれにまつわる「入力規則」の使い方ならびに関数を学びます。
3月の「Excel応用２」は種々データとそのグラフの描き方を学びます。
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、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
【2月講座分は1/25㈭、3月講座分は2/22㈭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

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
先端テクノロジー講座

アイオーティー

保

｢ここまで身近になったⅠｏＴ
…ものがインターネットに結びつくとは？」

12/22㈮・1/10㈬・1/26㈮
2/14㈬
10:00～12:00（各日）

12/17㈰
13:30～15:30

《一般利用》 2017.12.15～2018.2.14
開催日時

12/17㈯
開場10:30 開演10:45
12/23㈯㈷
開場13:00 開演13:30
12/23㈯㈷
開場15:00 開演15:30

会

場

内

容

図書館
保育室

子育て中の保護者の皆さまが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、調べものをする際にご利用ください。
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

講座室1

｢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
ゆとろぎ窓口もしくは電話にてお問い合わせください。

タイトル・会場・入場料 等
エバリークリスマスファミリーコンサート in 羽村
小ホール／入場料：2,500円（2歳以下膝上無料・0歳
より入場可）／申込み：ticket@everly.jpまで（定員
240名）
はおんクリスマスコンサート2017
小ホール／入場無料／直接会場へ
瑞穂中・羽村二中・羽村三中ジョイントクリスマスコ
ンサート／大ホール／入場無料／直接会場へ

問合せ先
桑田
info@everly.jp
割田次郎
℡042-554-6929
羽村第二中学校 内藤
℡042-554-2041

開催日時

※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

平成30年1/5㈮
13:30～16:00

新春うたごえ大合唱
小ホール／入場無料／直接会場へ（先着250名）

吉田清四郎
℡070-2172-2622

平成30年1/17㈬
開場13:00 開演13:15

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

平成30年2/12㈪㈷
開場13:00 開演13:30

青梅総合高校農林太鼓まつり2018
大ホール／入場無料／直接会場へ

青梅総合高校 渡邉
℡0428-22-7604

