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ゆ ス マ に
︻落語︼柳亭 楽ちん

文化庁
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次回の 第57回：9/28 ㊎
予定 チケット販売開始：5/25㊎
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

ゆ ス マ に イ 保

伝統文化交流事業inゆとろぎ

越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能
6
圡 販売中！

/23

開場 16:30

開演 17:00

大人：500円

高校生以下：100円

越中八尾おわら風の盆

【全席指定】※未就学児は入場できません。

出演：富山県民謡越中八尾おわら保存会
川野車人形保存会(奥多摩町)

大ホール

国立音楽大学
オーケストラ演奏会

/12 ●
圡
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開場 13:00

入場無料
要鑑賞券

ゆ

第9回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

『エデンの東』
入場無料
6
㊐ 要入場券
●

/17

開場 13:30

（1955年公開作品）

開演 14:00 (16：00終演予定)

※入場券は事前配布になりました

開演 13:30

【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

6/3 ㈰ 9:00より、ゆとろぎ窓口で配布
配布方法については裏面をご参照ください

＜監督＞エリア・カザン ＜音楽＞レナード・ローゼンマン
＜出演＞ジェームズ・ディーン、ジュリー・ハリス 他

ゆとろぎホール等事業予定

事

業

～ハンディを乗り越えた感動のヴァイオリニスト～
ミ ズ キ

出演：式町水晶・Keiko(ピアノ)・渡辺庸介(パーカッション)
絶妙なトークと軽快なヴァイオリンの音色で聴衆を魅了する式町水晶21歳。
脳性まひ障害を抱えつつも努力と希望を持ち続け、メジャーデビューを果たした
感動のヴァイオリニストの熱いコンサートをお楽しみください。

/1●
㊐
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6月23日︵土︶

第３回ＨＡＭＵＲＡメリーリボン演劇祭

7月21日︵土︶・22日︵日︶

子ども体験塾「宇宙をもっと身近に！」

8月

ゆとろぎ映画劇場

8月4日︵土︶

羽村ゆとろぎ寄席特別公演

9月1日︵土︶

子ども体験塾「子ども国際交流音楽祭」

10月8日︵月・祝︶

伝統文化ウィーク「阿蘇・大分御嶽神楽」公演

11月18日︵日︶
他

1月5日︵土︶～13日︵日︶
冬季

この他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。

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

開演 14:00

大人 (前売) 1,500円

高 校 生 以下

4/17
販売開始

(当日) 2,000円

1,000円

【全席自由】 ※未就学児は入場できません。

式町

水晶

Keiko

渡辺

庸介

保

プログラミング入門講座

楽しさ体験…

スクラッチプログラミング超入門
～きみもあなたもプログラミングの楽しさを体験しよう！～

/13・20㊐ /3・17㊐
6

5

講座室２ 受講料：2,500円(教材費含む)
対象：小学4〜6年生
講師：日渡 輝美 (ヒワタシ テルミ)さん
(合同会社ポンテフェリーチェ代表)

一緒にスクラッチ
プログラミングしよう
＼(◎о◎)／

13:30～
15:30

(全４回)
保

「明治の文豪から…島崎藤村」
日本の近代詩・近代小説の先駆者“藤村”の作品から文学の魅力を探る！
代表作「若菜集」と「夜明け前」を中心に、藤村が切り開いた詩と小説の
世界を学びます。

/9・16 圡
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13:30～15:30 (全２回)

講座室１
受講料：1,000円
講師：小林 明子 (コバヤシ アキコ)さん

(白百合女子大学文学部国語国文学科 教授)

１階ロビー、２階廊下

ゆとろぎ美術館

無料

6
31期： 5/3 ●
木●
祝 ～ /28 ●
木
田代 由子

9:00～22:00

One Scene 2018

※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(9:00～20:00・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 9:00～20:00 ※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

フレッシュ名曲コンサート
「ゆとろぎクラシック～ドイツへの音楽旅行～」

ゆとろぎ

開場 13:30

保

日本の近代文学

開 催 予 定 日

越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能

羽村市生涯学習センター

式町水晶サマーコンサート

ゆとろぎ文学講座

名

二胡と朗読の奏で

ゆ ス マ に イ 保

川野車人形

小ホール

4/17㈫ 9:00より、ゆとろぎ窓口で配布

平成30年度

小ホール

★チケット購入者全員に富山県の伝統工芸「八尾和紙」
を使った特製しおりをプレゼントします。

ゆ

絵画の部︵日本画、水墨画、水彩画 他︶
４⊘24︵火︶～４⊘29︵日･祝︶
書と篆刻の部
無料
５⊘８︵火︶～５⊘13︵日︶
写真の部
５⊘22︵火︶～５⊘27︵日︶
絵画の部︵油彩画、パステル画 他︶
６⊘５︵火︶～６⊘10︵日︶
陶芸の部
６⊘12︵火︶～６⊘17︵日︶
10：00～17：00︵各会期の初日は13：00～、最終日は16：00まで︶

至福生

︻落語︼春風亭 昇吾

※未就学児は入場できません。

﹁特別ゲスト﹂

販売中！

大人 (前売) 1,000円
(当日) 1,200円
高校生以下 500円

開場 18:00
開演 18:30【全席自由】

大ホール

︻落語︼柳亭 楽輔

︻ 動物ものまね︼江戸家 まねき猫

︻落語︼三遊亭 遊喜

/25●
㊎
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信用金庫

羽村駅

平成30年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

第５期

富士見小

ファミリー
レストラン

Copyright ⓒ 2008～2018 by YUTOROGI All rights reserved

小ホール

第４期

羽村市
図書館

（隔月15日発行）
2018年4月15日

主催：羽村市文化協会 後援：羽村市教育委員会

※ 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

保

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

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）

内容・入場料・問合せ等
羽村市で活動中の羽村市文化協会会員34団体1個人の242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。

第13回羽村市美術・工芸展

4/24㈫～6/17㈰
10:00～17:00
（各会期の初日は13:00から
最終日は16:00まで）

国立音楽大学
オーケストラ演奏会

5/12㈯
開場13:00
開演13:30

子ども映画会

5/13㈰
6/ 3 ㈰
10:30～11:30

第56回 羽村ゆとろぎ寄席

5/25㈮
［落語］柳亭楽ちん、［落語］春風亭昇吾、［落語(特別ゲスト)］柳亭楽輔、［動物ものまね］江戸家まねき猫、[落語]三遊亭遊喜
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【販売中】
開場18:00
開演18:30（20:30終了予定)

展示室

大ホール

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 ℡090-5510-0191
今年も国立音楽大学オーケストラが演奏するクラシック音楽の名曲を皆さんにお贈りします。指揮：工藤俊幸、管弦楽：国立音楽大学オーケス
トラ、演目：スッペ作曲「軽騎兵」序曲、モーツァルト作曲「ホルン協奏曲第１番」、チャイコフスキー作曲バレエ音楽「白鳥の湖」より 他
※演目は変更になる場合があります。
入場無料（要鑑賞券：4/17（火）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法人多摩の青少年を育てる会℡：090-5195-3030

小ホール 5/13㈰：『走れメロス』『花さかじいさん』『はだかの王様』
講座室1 6/ 3 ㈰：『トッピィと森の仲間たち』『忍たま乱太郎の交通安全』『小さなバイキングビッケとクジラの親子』
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）

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！

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69回
ゆとろぎサロンコンサート

5/26㈯
13:00～13:30

｢名曲アルバム」

第9回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

小ホール

出演：大井哲也 ピアノ：小田切洋子
曲目：「待ちぼうけ」、「もう飛ぶまいぞこの蝶々」オペラ フィガロの結婚より 他
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
※入場券は事前配付になりました。
原作者は「怒りの葡萄」でピューリッツァー賞を受賞したジョン・スタインベッグ、監督は「紳士協定」「波止場」で2度のアカデミー作品賞、監
督賞に輝くエリア・カザン。旧約聖書「カインとアベル」を題材にした物語。生真面目で温厚な兄と気難しい性格の暴れん坊の弟と、まったく性
格の異なる兄弟が、幼いころ兄弟を捨てて出て行った母親の存在に気が付いたころから二人の仲に亀裂が入り込む。
主演は、若くしてこの世を去ったジェームズ・ディーン。戦後アメリカ映画の名作にあげられる作品。ローゼンマンのテーマ曲は映画音楽のベス
ト・ワンとして長く後世に残る名曲です。
入場無料（要入場券）6月3日㈰9:00より、ゆとろぎ窓口にて入場券を配布します。一人一枚まで。定員252名に達し次第、入場券の配布を締め
切ります。 ＊未就学児は入場できません。

『エデンの東』

6/17㈰
小ホール
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定)

越中八尾おわら風の盆と
保
西多摩の郷土芸能

尾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奥多摩町の川野車人形保存会のみなさんが出演します。川野車
6/23㈯
大ホール 人形は、明治18年奥多摩町（旧小河内村）の川野地区に車人形浄瑠璃として人形芝居が伝承されました。昭和27年東京都より無形民俗文化財
開場16:30
の指定を受けています。
開演17:00（19:00終了予定)

（1955年公開作品）

式町水晶サマーコンサート

「越中八尾おわら風の盆」は街中を編み笠をかぶった踊り子さんが、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

入場料：大人500円・高校生以下100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】

絶妙なトークと軽快なヴァイオリンで聴衆を魅了する式町水晶21歳。脳性まひ障害を抱えつつも不断の努力と希望を持ち続け、この春メジャー

～ハンディを乗り越えた
保
感動のヴァイオリニスト～

7/1㈰
デビューを果たしました。「感動のヴァイオリニスト」と言われる彼の熱いコンサートをお楽しみください。
小ホール 出演：式町水晶・Keiko（ピアノ）・渡辺庸介（パーカッション）
開場13:30
開演14:00（15:30終了予定)

入場料：大人(前売）1,500円（当日）2,000円 高校生以下1,000円 ＊未就学児は入場できません。【全席自由】ゆ・ス・マ・に・イ

東京都では、伝統芸能を次世代に伝えるため都内の文化施設を会場に、能楽や長唄、三曲など様々なジャンルの「キッズ伝統芸能体験」プログ
【開講式】
ラムを毎年実施しています。今年、人気の長唄三味線のコースをゆとろぎで行います。
7/26㈭ 会場：国立能楽堂
【稽古日】8/12・19・26、9/2・9・16・23・30、10/7・21、11/4・18・25、12/2・9・16（毎回日曜・全16回）［Aクラス］10:00～11:00、
【稽古日】
［Bクラス］11:15～12:15 ※クラスの指定はできません。
右記をご参照ください
和室 他 対象：小学生～高校生／講師：プロの実演家／定員：1クラス15人程度／申込み：4/2(月)～6/6(水)までに(公社)日本芸能実演家団体協議会内
会場：ゆとろぎ 和室
「キッズ伝統芸能体験」事務局へ。詳しくは、ゆとろぎ窓口にあるパンフレットもしくは「キッズ伝統芸能体験」公式サイト(www.geidankyo.
【リハーサル・発表会】
12/23(日・祝)または12/24(月・祝)
or.jp/kids-dento/)をご覧ください。
会場：国立劇場 小劇場
主催：東京都、アーツカウンシル東京((公財)東京都歴史文化財団)、(公社)日本芸能実演家団体協議会 共催：羽村市教育委員会

キッズ伝統芸能体験

パソコン講座

※開講式・リハーサル・発表会は時間未定

問合せ：（公社）日本芸能実演家団体協議会内「キッズ伝統芸能体験」事務局 電話03-5909-3050

6/8・15・22・29
7/6・13・20・27
【金/各月4回】
【午前】10:00～12:00
【午後】13:30～15:30

6月「Word応用１」ではイラストとワードアートの描き方の基礎・写真のパソコンへの取り込み方法・表作成の基礎と応用などを学びます。
7月「Word応用２」ではイラストや写真入り名刺・栞・日記およびフォトアルバムの作成。表を利用したハガキなどのあて名書きなどを学びます。
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
【6月講座分は5/31㈭、7月講座分は6/28㈭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

開催日時

子育てママの読書たいむ

保

楽しさ体験…スクラッチ
プログラミング超入門

保

日本の近代文学
「明治の文豪から
…島崎藤村」

ゆとろぎ市民大学講座

開催日時

4/27㈮、5/9㈬、
5/25㈮、6/22㈮
10:00～12:00（各日）

5/13・20、6/3・17㈰
（全4回）
13:30～15:30

6/9・16㈯（全2回）

保 13:30～15:30

｢生涯にわたる発達心理学」

《一般利用》 2018.4～6

会

5/27、6/3・6/10㈰
(全3回）
14:00～16:00

タイトル・会場・入場料

等

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2

1回目：プログラミングとはなにか、スクラッチの学習環境・使い方、画面構成について学びます。
2回目：簡単なプログラミング体験としてキャラクターの動きをプログラミングで表現することを学びます。
3回目：スクラッチの各機能（最小限の機能）について学び、様々な機能を使ってプログラミングすることで色んな表現ができることを学びます。
4回目：簡単なゲームづくり、作ったオリジナルのゲームを発表します。
講師：日渡輝美（ヒワタシ テルミ）さん（合同会社ポンテフェリーチェ代表）
対象：市内、近隣市町村の小学４～６年生（羽村市民優先） ＊保護者の見学可／定員：20名／受講料（教材費含）：2,500円
持ち物：受講生は毎回ノートパソコンを持参してください。キーボードのあるもの。OSはWindows7以上。（Macは要相談）
申込み：4/15㈰から、電話、ゆとろぎ窓口、市役所電子申請サービスで受付。締切：5/5㈯。申込み多数の場合は抽選。保育締切5/5㈯。

講座室1

日本の近代を文学分野で切り開いた文豪の1人“島崎藤村”に光をあてます。彼は、日本の近代詩と近代小説の両方の分野で先駆的業績をあげた
文豪です。講師から代表作「若菜集」と「夜明け前」を中心に藤村が切り開いた詩と小説の世界を紹介していただき、藤村文学の魅力を学びます。
講師：小林 明子（コバヤシ アキコ）さん 白百合女子大学文学部国語国文学科 教授。専門分野は日本近代文学、特に明治・大正期の文学（島
崎藤村を中心に）
対象：一般（羽村市民優先）／定員：50名／受講料1,000円 申込み：電話、ゆとろぎ窓口、市役所電子申請サービスで受付。締切:5/25㈮。
申込
み多数の場合は抽選。保育締切6/1㈮。

身体が大きくなる、出来なかったことができるようになるという成長、進歩、向上だけでなく、出来たことができなくなる、あった機能が失われ
るという衰退や喪失も発達の重要な側面としてとらえ、人間の一生を総合的に理解する講座です。
1回目：誕生から始まる心のそだち（乳幼児期・児童期）【櫻井講師】
2回目：自らを問い直し新しい関係へ（青年期・成人期）【石川講師】
レセプション
3回目：人生の午後を生きる（中年期・老年期）【石川講師】
ホール
講師：石川 智（イシカワ サトシ）さん（杏林大学 保健学部 臨床心理学科 講師)、櫻井 未央（サクライ ミオ）さん（杏林大学 保健学部 臨床心
理学科 講師）
対象：一般（羽村市民優先）／定員：50名／参加費：無料 申込み：電話、ゆとろぎ窓口、市役所電子申請サービスで受付。締切:5/11㈮。申込
み多数の場合は抽選。

問合せ先

開催日時

4/29(日・祝)
開場16:00 開演16:30

さやかバレエスタジオ第6回発表会 Spring Performance さやかバレエスタジオ 小山洋子 5/26㈯
開場11:30 開演12:00
大ホール／入場無料／入場整理券が必要です
（当日券あり）
。 ℡042-555-8683

4/30(月・祝)
開場12:15 開演12:30

ピアノ＆うたの発表会“平和を祈るコンサート”
大ホール／入場無料／直接会場へ

成瀬和子
℡042-578-0887

6/10㈰
受付9:30～

5/3(木・祝)
開場17:30 開演18:00

都立上水高校ダンス部公演
大ホール／入場無料／直接会場へ

山本
℡042-590-4580

6/16㈯
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
京扇踊りの会 祭加代子 踊り歌の祭典
大ホール／入場無料／直接会場へ
第16回はむら・市民交流囲碁大会
講座室1／5/1～5/31までに羽村市コミュニティセンタ
ー1Fにてお申込みください。
定員50人／参加費1,000円（高校生以下500円）
声のボランティア桑の実 40周年記念朗読会
小ホール／入場無料／直接会場へ

問合せ先
祭加代子
℡0428-78-8938

島谷晴朗
℡042-555-2087
石川千寿
℡042-555-7519

