吉川 潔

羽村市公式サイト
（ゆとろぎ）

2/21氺

～

10:00～17:00

発行
編集

2/15～Vol.97

(詳細は裏面)

大ホール

ゆ

神津善行の文化講座と音楽会 第４回（最終回）

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)

【全席自由】※未就学児は入場できません

ゆ ス マ に

回羽村ゆとろぎ寄席

開演18:30

ステージ体験
希望者募集

客席
入場無料

/7圡・8

大人 (前売) 1,000円
高校生以下

500円

(当日)1,200円
【全席自由】

※未就学児は入場できません。

インターネット販売

田辺

凌鶴

江尻南美と仲間たちによる
スプリングコンサート

/1●
㊐

4

羽村市出身ドイツ在住の江尻南美が、故郷羽村でコンサートを開催します。
販売中！

大学生以下 500円
【全席自由】

※未就学児は入場できません

申込み：２/16 ㈮ 〜３/15 ㈭

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。

江尻

小ホール

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♪

みんなで考えるスマホのモラル

ゆ 保

大人 1,500円

※両日ともにピアノ（スタインウエイ D274）は使用可能です。
※入場料・指導料徴収など営利目的でのご利用はできません。

第27回ゆとろぎ映画劇場

保

～親が知らないインターネットの世界～

無料

あなたや子どもは大丈夫？意外なスマホのルール違反
講師：岩隈

開演 14:00

開場 13:30 開演 14:00

１区分25分 2,000円（連続２区分₅₅分までOK）
７㈯・８㈰ とも反響板あり

/24圡

開場 13:30

販売中！

大ホール

10:00～
㊐ 17:00(予定)

14:00～
16:00

/17●
圡

3

55

ゆとろぎの舞台で演奏、発表ができるステージ体験企画。
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。

講座室２

ゆ ス マ に イ 保

羽村ゆかりの講談師、田辺凌鶴がゆとろぎへやってきます。
西多摩周辺の講談ネタを中心に語っていただきます。
また、講談界の大御所・文化庁芸術祭賞受賞の一龍斎貞山がゲスト出演。
一流の話芸をお見逃しなく！
！

第

文化庁

Agency for Cultural Aﬀairs,
Government of Japan

チケット販売 3/₁₀～

ゆとろぎステージ体験

第43回 美術の祭典・東京展 東京展賞

出演：田辺凌鶴・田辺凌天・︹ゲスト︺ 一龍斎貞山

善行

次回の予定
第₅₆回：5/₂₅ (金︶

大ホール舞台デビュー

3

コルク粘土でつくるキーホルダー・ストラップ

Ⓒ高橋慎一

神津

︻落語︼瀧川 あまぐ鯉

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

4

マリオネット

羽村ゆかりの講談師 田辺凌鶴 in ゆとろぎ

︻落語︼立川 幸之進

︻落語︼古今亭 寿輔

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。 販売中！

開場 13:30
開演 14:00【全席自由】

大ホール

︻落語︼瀧川 鯉斗

︻奇術︼山上兄弟

/10●
圡

3

①10:30～

主催：公益財団法人 青梅佐藤財団

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

ストラップ

小ホール

【出 演

受講料：2,000円

無料

②14:00～ 木の枝で作るマリオネット

『神津善行コンサート』

開演 14:00

「生きること」

体験教室

Copyright ⓒ 2008～2018 by YUTOROGI All rights reserved

開場 13:30

「妖精ミレバ」

2/25㊐

（隔月15日発行）
2018年2月15日

/1●
㊍

3/4 ㊐

(最終日16:00まで)
後援：チェコ共和国大使館
チェコセンター

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

3

木彫・陶彫作品展

道洋 (イワクマ ミチヒロ) さん

（2010年公開作品）
＜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。

クァルテット・エクセルシオ

/24 圡

2

開場 13:30
開演 14:00

【全席自由】

直接会場へお越しください。
※未就学児は入場できません。

無料
吹替版
(字幕あり)

１階ロビー、２階廊下

ゆとろぎ美術館
/1㊍～3/27●
㊋

30期： 2

吉川

無料

9:00～22:00

潔 (１Fロビー) 村田幽玄 (２F廊下)

・吉川 潔「白のっこ」

・村田幽玄「残雪」

ゆとろぎ協働事業運営市民の会 のご案内

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、

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う」

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。

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、ゆとろぎ協働事業

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）

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

保

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、

※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

（杏林大学 総合政策学部 教授、総合情報センター長）

『わたしを離さないで』

南美

※ 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
主催・共催・後援
タイトル

マークは羽村市教育委員会主催・共催事業
問合せは

会

2/21㈬～3/4㈰
10:00～17:00
(最終日16:00まで）

後援：チェコ共和国大使館
チェコセンター

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

開催日時

吉川 潔 木彫・陶彫作品展

保

内容・入場料・問合せ等
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。
2/25㈰ 体験教室 ①10：30～
		
②14：00～
		
		

展示室

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

2/24㈯
小ホール
開場13:30
開演14:00（15:50終了予定）

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。
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。
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。
＜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。 ※吹替版（字幕あり）

神津善行の文化講座と音楽会
第４回（最終回）

3/1㈭
大ホール
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定)

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。長きにわたり開催してきましたこの講座も
ついに最終回を迎えます。最終回のテーマは「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)、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)
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法人多摩の青少年を育てる会 Tel 090-5195-3030／申込み：ゆとろぎ Tel 042-570-0707

第55回

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）

『神津善行コンサート』

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！

羽村ゆとろぎ寄席
羽村ゆかりの講談師

田辺凌鶴inゆとろぎ
江尻南美と仲間たちによる

スプリングコンサート

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

保

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
3/17㈯
小ホール 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。出演：田辺凌鶴、田辺凌天、ゲスト：一龍斎貞山
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定)
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】ゆ・ス・マ・に・イ【販売中】 ※未就学児は入場できません

保

4/1㈰
開場13:30
開演14:00

ゆとろぎステージ体験

大ホール舞台デビュー

パソコン講座

大ホール

羽村市出身ドイツ在住のピアニスト江尻南美が、年間70公演以上を行う日本では数少ない常設の弦楽四重奏団クァルテット・エクセルシオとス
プリングコンサートを開催します。演目：メンデルスゾーン「春の歌」、モーツアルト「アイネ・クライネ・ナハトムジーク第1楽章」、ブラーム
ス「ピアノ五重奏曲 ヘ短調Op34」ほか。※演目は変更になる場合があります。
入場料：大人1,500円 大学生以下500円【全席自由】＊未就学児は入場できません。 ゆ 【販売中】

4/7㈯・8㈰
大ホール
10:00～17:00予定（両日とも）

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。7日・8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）を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。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（音楽教室の発表会等としてのご利用はご遠慮くださ
い）
。小・中学生は保護者同伴でお願いします。参加費：1区分（25分）2,000円（連続2区分55分までOK） 申込み：2/16㈮～3/15㈭、ゆとろ
ぎ窓口にて。応募多数の場合は抽選。 ※観覧（客席）は入場無料です。

4月：6・13・20・27
5月：11・18・25・6/1
【金/各月4回】
【午前の部】10:00～12:00
【午後の部】13:30～15:30

4月「Wordとパソコンの基礎」ではタッチタイピングの方法・文字の編集・知っていると便利な機能を学びます。
5月「Word中級」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、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
【4月講座分は3/29㈭、5月講座分は4/26㈭必着】 主催：パソコンなかま 問合せ：並木 ℡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

電子申請QRコード➡

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

子育てママの読書たいむ

iPS 細胞と夢の医療

開催日時

保

会

2/23㈮・3/14㈬・3/23㈮
4/11㈬
10:00～12:00（各日）
3/3㈯

保
～親が知らない
インターネットの世界～

図書館
保育室

3/24㈯
14:00～16:00

講座室2

《羽村市立小・中学校定期演奏会》

開催日時
2/24㈯
開場12:30 開演13:00
3/4㈰
開場12:30 開演13:00
3/11㈰
開場13:00 開演13:30
3/17㈯
開場13:00 開演13:30
3/18㈰
開場12:30 開演13:00

タイトル・会場・入場料 等
第34回武蔵野小学校吹奏楽団 定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ
小作台小学校ジュニアバンド 第28回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ
松林小学校金管バンド 第4回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ
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／直接会場へ
栄小学校金管バンド部 第14回定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

《一般利用》 2018.2.15～4.14
開催日時

タイトル・会場・入場料

内

容

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

2006年8月にiPS細胞（人工多能性幹細胞）についての理論が発表され、京都大学の山中伸弥教授が2012年のノーベル生理学・医学賞を受賞
しました。今回の講座は、21世紀の大発見であるiPS細胞について、その第一線で活躍している研究者から直接話を聞き、iPS細胞と夢の再生医
レセプション
療がどう実現しつつあるかを学びます。
ホール
講師：村田聡一郎（ムラタ ソウイチロウ）さん（横浜市立大学大学院 医学研究科臓器再生医学 准教授） 定員：100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【受付中】締切2/23㈮ 申込み多数の場合抽選 保育締切：2/23(金)17時

保 13:30～15:30

みんなで考える
スマホのモラル

場

等

スマートフォンの普及により、より身近になったインターネットの世界。SNSなどで多くの人と繋がり、コミュニケーションを図るのに便利にな
った反面、その利用に際して他人の人権を侵害してしまうケースもあります。インターネットの特性を踏まえた上で、インターネット上で起こり
うる人権侵害について理解を深め、ルールやモラルを守って利用できる手助けとなる講座です。
講師：岩隈道洋（イワクマ ミチヒロ）さん（杏林大学 総合政策学部 教授、総合情報センター長） 定員：30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：2/15㈭～3/9㈮ 申込み多数の場合抽選 保育締切：3/16㈮ 17時

問合せ先
武蔵野小学校 樋口善幸
℡042-555-6904
小作台小学校 小山田
℡042-554-1431
松林小学校 大平
℡042-554-7800
羽村西小学校 藤宮博子
℡042-554-2034
栄小学校 浜中順子
℡042-554-2024

問合せ先

外交問題について／大ホール／入場無料／申込み：問合 公益社団法人 青梅法人会
せ先電話番号へ（定員850名）
℡0428-24-8863

2/25㈰
開場12:30 開演13:00

第2回消費生活講座「タネが危ない」
小ホール／入場無料／直接会場へ（手話通訳あり）

3/3㈯
開場13:10 開演13:30

はむら九条の会学習会 主権者が知っておくべき安倍改
憲の真実（講師：白神優理子弁護士）
小ホール／参加費：500円／直接会場へ（定員250名）

3/3㈯
13:30～15:30

温暖化「地球はこれからどうなる？」‐2度以内に収める
には‐／講座室2／入場無料／直接会場へ

3/7㈬～13㈫
10:00～17:00

企画展 あの日を忘れない 東日本大震災
展示室／入場無料／直接会場へ

3/8㈭
開場18:30 開演19:00

羽村市防災週間講演会「その時のために」～いわき市の
避難所運営から学ぶ要配慮者対策～
小ホール／入場無料／申込み：問合せ先電話番号へ（定
員250名）

開催日時

3/15㈭
開場13:30 開演14:00
羽村市産業振興課 消費生活係 3/16㈮
14:00～15:30
℡042-555-1111（内640）
（受付開始は13:45）
北山善信
3/16㈮～22㈭
℡090-1046-2002
9:00～17:00
（最終日は14:00まで）
倉地篤子
℡042-570-7370
3/21㈬㈷
･
開場13:30 開演14:00
渡辺恵子
℡042-555-5927
3/27㈫
開場17:50 開演18:00
羽村市危機管理課
℡042-555-1111（内217）
4/1㈰
開場13:45 開演14:00
羽村市危機管理課
4/8㈰
℡042-555-1111（内217）
開場12:30 開演13:00

2/24㈯
開場17:30 開演18:00

3/4㈰ 13:45～､ 16:30～
11㈰ 10:00～
音楽の森.K 第5回ミニコンサート
24㈯ 13:15～
小ホール／入場無料／直接会場へ（定員252名）
25㈰ 16:00～

開催日時
3/21㈬㈷
開場13:00 開演13:30
3/24㈯
開場13:30 開演14:00
3/25㈰
開場16:00 開演16:30
3/28㈬
開場17:00 開演17:30
3/31㈯
開場13:00 開演13:30

※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
第28回羽村東ジュニアオーケストラ定期演奏会
羽村東小学校
大ホール／入場無料／直接会場へ
℡042-554-5663
羽村第三中学校吹奏楽部 第11回定期演奏会
羽村第三中学校 小飼
大ホール／入場無料／直接会場へ
℡042-555-5131
羽村第一中学校
羽村第一中学校吹奏楽部 第34回定期演奏会
大ホール／入場無料／要整理券（詳しくはチラシ・ポスターをご覧ください） ℡042-554-2012
羽村第二中学校 吉田菜南子
羽村第二中学校合唱部 定期演奏会
℡042-554-2041
小ホール／入場無料／直接会場へ
第8回はるかぜコンサート
羽村第二中学校 内藤
大ホール／入場無料／直接会場へ
℡042-554-2041

※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
ふれあいの集い スプリングコンサート
小ホール／入場無料／直接会場へ
はむらオレンジカフェ～縁（ゆかり）～
レセプションホール／入場料：200円（コーヒー代）／直
接会場へ

問合せ先
青梅学園 コンサート担当
℡0428-31-4800
羽村市高齢福祉介護課
高齢福祉係
℡042-555-1111（内456）

はむら家族プロジェクト「愛情はむら写真展」
展示室／入場無料／直接会場へ

羽村市シティプロモーション推進課
℡042-555-1111（内342）

「つくってあそぼ！」のワクワクさんがやってくる。はむ
羽村市シティプロモーション推進課
ら家族プロジェクト「くぼたまさと工作ショー」
小ホール／入場無料（定員240名）／申込み：広報はむ ℡042-555-1111（内342）
ら2/1号、もしくは羽村市公式サイトをご覧下さい。
青梅総合高等学校
都立青梅総合高等学校合唱部 第9回定期演奏会
田村（合唱部）
小ホール／入場無料／直接会場へ
℡0428-22-7604
音楽の贈りものチャリティコンサートVol.13「希望への 井上寛子
℡042-554-8913
架け橋」／小ホール／入場無料／直接会場へ
江久保千英 ℡090-1207-0703
琴伝流大正琴 友紀ハーモニーさわやかコンサートinゆ
増田珠子
とろぎⅡ
℡042-551-5391
小ホール／入場無料／直接会場へ（定員252名）

