
 実施期日  会　　場 詳　　細

１月12日（月） ゆとろぎ大ホール
対象者689人（男379人、女310人）
出席者402人（男193人、女209人）

１月24日（土） ゆとろぎ小ホール 参加者178人（子ども61人、大人117人
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2月4日(水) 創作室１ 茶話会（夜）

2月22日(日） 青梅市 弁論大会（４市交流）

3月4日（水） 創作室１ 茶話会（夜）

3月15日(日) 未定 小旅行（いちご狩り）

2月8日(日) 講座室１
〔上映作品〕雪おんな・小さなバイキン
グビッケ・北極の冒険・じごくのそうべ
え

3月8日(日) 小ホール
〔上映作品〕ネズミのおんがえし・母う
ずら・花さかじいさん・まいごのテント
ウムシ

2月5日(木) 講座室2 19:00～

2月14日（土） ゆとろぎ小ホール

13:30開場、14:00開会
生涯学習・生涯スポーツに関係する団体
が、それぞれの活動の成果の課題をもと
に、未来の羽村市における「生涯学習活
動の新たな可能性」を語り合う。

ゆとろぎイベントガイドの通り

ゆとろぎ寄席 2月4日(水) 小ホール
18:00開場、18:30開演
柳家靭語楼、柳家ほたる、春風亭ぽっぽ

3月12日(木) 小ホール
18:00開場、18:30開演
神田陽子、桂花丸、柳亭こみち

ゆとろぎサイエンスシア
ター「小惑星探査機『は
やぶさ』の物語」

2月27日(金) 大ホール

18:30開場、19:00開演
無人探査機「はやぶさ」による小惑星
「イトカワ」への軟着陸・表面標本採取
について、DVD映像を交えながらの講演
会

ゆとろぎLIVE！「吉岡考
悦コンサート」

2月7日(土) ゆとろぎ小ホール
13:30開場、14:00開演
マリンバのコンサート。

《終了》成人式

青年学級

《終了》第11回地域教育シ
ンポジウム

こども映画会

生涯学習フォーラム
「生涯学習活動の新たな可
能性を探る」

事　　業　　名

［ 生涯学習センターゆとろぎ  ］

2月～3月　社会教育関係事業実施予定表

事　　業　　名

［ 生涯学習  課］

ゆとろぎイベント

生涯学習フォーラム
　実行委員会
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ゆとろぎLIVE！
「吉岡考悦コンサート」

2月7日(土) ゆとろぎ小ホール
13:30開場、14:00開演
マリンバのコンサート。

世界無形遺産
人形浄瑠璃文楽

3月15日(日) ゆとろぎ大ホール
《昼の部》13:00開場、13:30開演
《夜の部》17:30開場、18:00開演

水はむら写真展
2月4日(水)～15日

(日)
ゆとろぎ展示室

水はむら写真コンクール入選作品50点の
展示。

ファイバーアート展～糸
と布の造形～

3月4日(水)～15日
(日)

ゆとろぎ展示室
科学繊維やウールなどで作製された造形
作品を展示。

ゆとろぎ映画会 3月実施予定 ゆとろぎ小ホール 作品未定。一般向け作品の上映会
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2月21日 スポーツセンター 体育指導委員協議会主催

3月1日 富士見公園周辺道路 教育委員会主催

3月7日・15日・21日
スポーツセンター、
コミュニティセン
ター

教育委員会主催
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2月6日
10:00～12:00

ボランティア室
おはなしボランティアを養成するための
講座。テーマ：特別支援学校に向けたお
はなし会

2月13日
14:30～16:30

ボランティア室
おはなしボランティアを養成するための
講座。テーマ：特別支援学校に向けたお
はなし会

2月14日
11:00～12:00

おはなしの部屋
読み聞かせやパネルシアターなど幼児に
向けたおはなし会

2月20日
14:30～16:30

ボランティア室
おはなしボランティアを養成するための
講座。テーマ：特別支援学校に向けたお
はなし会

2月21日
11:00～12:00

おはなしの部屋
読み聞かせやｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞなど小学生に向
けたおはなし会

羽村市スポーツリーダー養
成講習会

ボランティア養成講座
「すべての子どもにおはな
しを③」

［ 図書館  ］

［ 体育課  ］

事　　業　　名

第31回なわとび大会

事　　業　　名

事　　業　　名

第27回駅伝大会

ボランティア養成講座
「すべての子どもにおはな
しを①」

ボランティア養成講座
「すべての子どもにおはな
しを②」

幼児向けおはなし会

小学生向けおはなし会

［ 生涯学習センターゆとろぎ  ］



 実施期日  会　　場 詳　　細

2月21日
11:00～12:00

おはなしの部屋
読み聞かせやｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞなど小学生に向
けたおはなし会

2月26日
10:00～12:00

ボランティア室
おはなしボランティアを養成するための
講座。テーマ：特別支援学校に向けたお
はなし会

3月14日
11:00～12:00

おはなしの部屋
読み聞かせやパネルシアターなど幼児に
向けたおはなし会

3月21日
11:00～12:00

おはなしの部屋
読み聞かせやｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞなど小学生に向
けたおはなし会

3月21、22日
10:00～16:00

ボランティア室
除籍になった図書や保存年限を過ぎた雑
誌を無償提供

3月14日
14:00～15:00

ボランティア室
声のボランティア「桑の実」によるミニ
朗読会
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6月14日～21年3月10日 博物館学習室

親子博物館教室⑩ 2月7日 博物館学習室 ひな人形を作ろう！

親子博物館教室⑪ 3月10日 博物館学習室 ひな人形のかた付けと一年のまとめ

2月8日 郷土博物館周辺
市内在住、在勤者30名を1月20日か
ら募集して、冬鳥の観察を行う。

1月25日
～3月8日

企画展コーナー
博物館学習室

市民から寄贈された「ひな人形」を
展示する。

3月29日
～5月17日

企画展コーナー
中世の羽村を収蔵資料などから探
る。
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3月21日《土》 ゆとろぎ創作室１
2月15日～3月9日募集
対象：5年生～中学生20名
「目指せ！教員～先生って何だ～」

3月下旬予定 未定

3月26日～31日 小笠原

事前研修：3月8日(日)、宿泊研修3月14
～15日、3月20日(金)結団式
小笠原：3月26日～31日
＊応募15名（大学生１、高校生３）

本のリサイクル

洋上セミナー

［ 児童青少年　課  ］

ボランティア養成講座
「すべての子どもにおはな
しを④」

自然観察会「冬鳥観察会
ぶらぶら歩いて鳥探し」

夢チャレンジセミナー

青少年問題協議会

［ 郷土博物館  ］

事　　業　　名

企画展「ひな人形展」

親子博物館教室

幼児向けおはなし会

事　　業　　名

ミニ朗読会

企画展「中世の羽村ー資料
と景観から探るー」

小学生向けおはなし会

小学生向けおはなし会

［ 図書館  ］

事　　業　　名
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