
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

※チケットの販売初日はゆとろぎ窓口のみで、翌日以降は下記でも販売します（公演によって販売所が異なります）。
ゆとろぎチケットカウンター（9：00～17：00・月曜休館） 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

西多摩新聞社チケットサービス（土日定休）羽村市スポーツセンター（9：00～17：00・月曜休館）
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

☎042-570-0707

☎042-555-0033 ☎0120-61-3737

■http://www.hamura-tokyo.jp FAX 042-570-6422 ※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
※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。
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小ホホーールルル 平成28年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業平成28年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

平成28年度　ゆとろぎホール等事業予定平成28年度　ゆとろぎホール等事業予定

文学講座文学講座  アート講座アート講座 女性の輝く未来応援講座 女性の輝く未来応援講座 

開場 18:00 開演 18:30

[全席自由]

[ 全席自由 ]※未就学児は入場できません

※今回は金曜・夜の開催です！

主催：文化庁、（公社）落語芸術協会

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

第1期　写真の部
　　　　　4/26㊋～5/1㊐

第2期　絵画の部（油彩画、パステル画　他）
　　　　　5/3㊋～5/8㊐

第3期　書と篆刻の部
　　　　　5/24㊋～5/29㊐

第4期　絵画の部（水墨画、日本画、砿石画　他）
　　　　　6/7㊋～6/12㊐

第5期　陶芸の部
　　　　　6/14㊋～6/19㊐

第6期　特別企画「はむらを撮る」展
　　　　　7/19㊋～7/24㊐

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
※ご好評いただいてまいりましたが、今年度で最後です

羽村市出身ドイツ在住の江尻南美による羽村市出身ドイツ在住の江尻南美による
ハイドン・ショパン・ムソルグスキーなどのピアノ名曲リサイタルハイドン・ショパン・ムソルグスキーなどのピアノ名曲リサイタル

東西に花開いた松尾芭蕉と井原西鶴の代表作である
『おくの細道』・『好色一代男』などにスポットを当て、
古典の魅力や面白さを味わいます。

布でつくる豊かな芸術表現を学びましょう！ なりたいあなたになるためのなりたいあなたになるための
魔法のマップつくり魔法のマップつくり

ゆとろぎでは館内に美術作品を展示しています。
ロビーや廊下にさりげなく飾られたアートを
ゆっくりお楽しみください。
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第49回：  9/24㊏　14:00開演
第50回：12/10㊏　14:00開演
第51回：  2/25㊏　14:00開演

年間開催予定

大ホール

展示室

大ホール

大ホール

館内

大ホール

ステージ体験ツアーステージ体験ツアー

主催：羽村市文化協会　後援：羽村市教育委員会主催：羽村市文化協会　後援：羽村市教育委員会

4/16  ・17土 日
いずれも 
10：00 ～17：00（予定）

5/17・6/7・6/21・7/5火
5/21・28・
　6/11・25土

5/31火
14：00 ～16：00

13：30～15：30　創作室１ 創作室１9：30～12：00

入場無料

無料

大大ホールホール舞台舞台デビューデビュー

「ゆとろぎ大ホールで演じたい！」とエントリーした方々が、「ゆとろぎ大ホールで演じたい！」とエントリーした方々が、
さまざまなパフォーマンスを披露します。さまざまなパフォーマンスを披露します。
どなたでもご自由にご覧いただけます。どうぞお楽しみください。どなたでもご自由にご覧いただけます。どうぞお楽しみください。

第11回羽村市美術・工芸展

神津善行の文化講座と音楽会　第1回

デキシーランド・ジャズ

江尻南美江尻南美「スプリングコンサート」「スプリングコンサート」

江戸文学に親しむ～「芭蕉と西鶴の世界」 布絵づくり入門 夢叶うマップつくり夢叶うマップつくり

国立音楽大学オーケストラ演奏会

ゆとろぎ美術館

10：00～17：00（各会期の初日13：00～、各会期の最終日は16：30まで）

開場 13:30
開演 14:00 

5/25水
受講料：12,000円
（全6回分 一括納入）
[全席自由 ]

開場 13:30
開演 14:00 

5/14 土

大人：1,000円　大学生以下：500円
[全席自由 ]

※未就学児は入場できません　共催：羽村市教育委員会

5/7土

青木研
（バンジョー） 神津善行

鈴木直樹
（クラリネット）

※未就学児は入場できません　主催：（公財）青梅佐藤財団　

第2回以降の講座予定
第2回 7/6㊌ 再度オペラを考える
第3回 9/7㊌ 落語・講談について考える　その２
第4回 11/9㊌ 琵琶語り坂田美子嬢の世界
第5回 1/11㊌ ドミトリー・シシキンのピアノを聴く
第6回 3/24㊎ ビックバンド・コンサート

開場 13:00
開演 13:30 

入場無料（要整理券）

主催：（公財）青梅佐藤財団　

講師：山崎省次さん（元中央大学文学部講師）

講座室１・レセプションホール

講師：入山喜代美さん(布絵作家 ) 講師 :近藤裕美さん（あいのひろ学園主宰）

※予定は変更になる場合もあります。詳細は、今後のイベントガイドや広報はむらをご覧ください。※予定は変更になる場合もあります。詳細は、今後のイベントガイドや広報はむらをご覧ください。

4/16 土
整理券配布開始

4/16 土
販売開始

このほかさまざまな事業を企画中です、お楽しみに！このほかさまざまな事業を企画中です、お楽しみに！

事　業　名 実施予定日
越中八尾「おわら風の盆」 6月25日
ゆとろぎ想ひ出の映画鑑 7月16日・12 月17日
HAMURA メリーリボン演劇祭（仮称） 7月21日～23日
子ども体験塾「真夏の北極・南極展」 8月16日～21日
昭和歌謡コンサート 秋期
ゆとろぎライブ「ポルトガルギターコンサート」 10月 １日
子ども体験塾「子ども国際交流音楽祭」 10月10日
フレッシュ名曲コンサート「アメリカンクラシック」 11月20日
伝統文化ウイーク「石見神楽」公演　ほか 1月7日～15日
ファミリー劇場　東京芸術座「夏の庭」 2月 26日
ゆとろぎライブ「元気になるカンツォーネコンサート」 3月 11日

保

無料

保 保保



イベント日程 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）

マーク事業のお問い合わせは

ゆとろぎ  ℡042－570－0707まで

タイトル 開催日時 会　場 内容・入場料・問合せ先　等

第11回羽村市美術・工芸展
4/26㈫～7/24㈰
10：00～17：00
（各会期初日13：00～、
各会期最終日16：30まで）

展示室

羽村市で活動中の羽村市文化協会会員31団体200名による、秋の文化祭に匹敵する大々的な作品展。
6期にわたり、各会期毎に作品を入れ替えて展示します。詳細は表面／主催：羽村市文化協会、後援：羽村市教
育委員会
入場無料（直接会場へ）
問合せ：市野 ℡090-5510-0191

国立音楽大学オーケストラ
演奏会

5/7㈯
開場13：00
開演13：30

大ホール
指揮とお話：工藤俊幸、メゾソプラノ独唱：実川裕紀、管弦楽：国立音楽大学オーケストラ。演目：ブラームス
作曲「ハンガリー舞曲第5番」、ビゼー作曲 歌劇「カルメン」より、ブラームス作曲「交響曲第1番」ほか／主催：
（公財）青梅佐藤財団
入場無料（要整理券：4/16㈯～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。ゆ

江尻南美
「スプリングコンサート」

5/14㈯
開場13：30
開演14：00

大ホール

ドイツ在住の江尻南美が、ゆとろぎ開館10周年に思いを寄せて、故郷羽村でピアノリサイタルを開催します。
演目：バッハ/ブゾーニ作曲「来たれ、異教徒の救い主よ」、ショパン作曲「バラード 変イ長調」、ムソルグス
キー作曲「展覧会の絵」ほか／共催：羽村市教育委員会
入場料：大人1,000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
問合せ：江尻 ℡042-558-4194、ゆとろぎ ℡042-570-0707

神津善行の文化講座と音楽会　第１回
デキシーランド・ジャズ

5/25㈬
開場13：30
開演14：00
　  （～16：00予定）

大ホール

毎年ご好評をいただいている年間6回開催のすてきな音楽講座♪ 今年度で最後となります。
第1回のテーマは「デキシ－ランド・ジャズ」。その後のジャズの元になった音楽です。クラリネットの鈴木直樹、
バンジョ－の青木研を中心としたメンバ－で、おなじみの曲をお聞かせします。音符の読めなかった黒人が始
めた、音楽の原点の楽しさを味わってください。主催：（公財）青梅佐藤財団
受講料：12,000円（全6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。ゆ
問合せ：NPO青梅の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030／申込み：ゆとろぎ ℡042-570-0707

第48回羽村ゆとろぎ寄席
6/24㈮
開場18：00
開演18：30

小ホール

出演：［落語］三遊亭 金の助、［落語］雷門 音助、［落語］山遊亭 金太郎、［漫談］新山 真理、［落語］桂 枝太郎
今回は【金曜・夜】の開催となります／平成28年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業／主催：文化
庁、（公社）落語芸術協会　共催：羽村市教育委員会
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。
【4/16㈯発売】ゆ・ス・マ・ニ

パソコン講座
6月「Word応用1」
7月「Word応用2」

6/3・10・17・24
7/1・8・15・22
（金／各月4回）
【午前】10：00～12：00
【午後】13：30～15：30

講座室2

6月は、イラスト・写真・ワードアート・表の応用を学びます。締切5/9㈪必着。7月は、イラストと写真入り名刺・
しおり・郵便宛名・日記・他。締切6/6㈪必着。／定員各20名（先着順）、受講料：各月2,000円（午前・午後共
通）、申込み：往復ハガキに住所、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（VISTA・7・8・10等）を明記して“〒205-0001羽村市小作台3-5-8 並木一夫”へ
主催：パソコンなかま、後援：羽村市教育委員会
問合せ：パソコンなかま 並木 ℡042-555-1489

開催日時 タイトル・会場・入場料　等 問合せ先 開催日時 タイトル・会場・入場料　等 問合せ先
4/20㈬～24㈰
10：00～18：00

第10回写真と水墨画二人展
展示室／最終日16:00まで／入場無料 沖本　℡042-555-6389 5/15㈰

開演10：30 第41回伊庭会民謡発表会／小ホール／入場無料 伊庭会
伊庭　℡042-554-0172

4/23㈯
開演13：30

コールひまわり35周年記念コンサート
大ホール／入場無料（直接会場へ）

コールひまわり
臼井　℡042-554-3379

5/15㈰
開演14：00

第22回羽村市吹奏楽団演奏会
大ホール／入場無料

羽村市吹奏楽団
塚本　℡090-3041-1534

4/23㈯
開演13：30 映画と講演トークのつどい／小ホール／入場無料 市民交流集会実行委員会

岩田 ℡080-8721-7177
5/17㈫～22㈰
10：00～17：00

第22回彩画会展／展示室
初日13:00から、最終日16:00まで／入場無料

彩画会
武田　℡042-555-5480

4/24㈰
開演16：00

さやかバレエスタジオ第4回発表会 Spring Performance
大ホール／入場無料

さやかバレエスタジオ
小山　℡042-555-8683

5/22㈰
開演14：00

音楽朗読劇「星の王子さま」
小ホール／入場料：1,000円

朗読ことほぎ
山本　℡070-4099-3760

4/29㈮・㈷
開演12：00

命の泉コンサート　ピアノ＆うたの発表会
大ホール／入場無料

成瀬和子フリューゲル子
供会・コール　リラ
成瀬　℡042-578-0887

5/29㈰
開演14：00

グラチア音楽賞受賞記念　佐野隆哉ピアノリサイ
タル 2016／大ホール／入場料：大人3,000円、
高校生以下2,000円／CNプレイガイド 0570-
08-9990

佐野　℡0428-24-8792

4/30㈯
14：00～17：00

第3回高校生ダンスコンテスト
大ホール／入場無料（直接会場へ）

西多摩自動車学校
℡042-554-1943

6/5㈰
9：30～15：00

第3回「もう一度花嫁」
レセプションホール／参加費：1,000円／詳細は
広報はむら4/15号をご覧下さい。

羽村市商工会女性部
℡042-555-6211

5/1㈰
開演14：30

西多摩子どもオペラ教室／小ホール／入場無料
申込みは問合せ先電話番号へ

子どもオペラによる街づくり
の会
瀧上　℡0428-25-1115

6/5㈰
開演12：30 松乃扇流創作新舞踊まつり／大ホール／入場無料 松乃扇流

松瀬　℡042-554-6610

5/12㈭～15㈰
9：30～17：00

2016くれは会水彩画展／展示室／初日11:00か
ら、最終日16:00まで／入場無料（直接会場へ）

くれは会
井上　℡042-554-9967

6/11㈯
開演12：30 第31回山藤流山藤会／大ホール／入場無料 山藤　℡042-555-8136

《一般利用》2016.4.15～6.14 ※お問い合わせは各主催者へお願いします。

保

保

タイトル 開催日時 会　場 内　容 申込方法　等

江戸文学に親しむ
芭蕉と西鶴の世界

5/17・6/7・21・7/5
（火・全4回）
14：00～16：00

講座室1
（6/7は
レセプション
ホール）

芭蕉と西鶴“『おくの細道』から『好色一代男』”で、江戸
期の庶民の生き方に触れる講座です。
第1回：芭蕉の俳諧　第2回：芭蕉の紀行文について
第3回：西鶴…俳諧から浮世草子へ・粋と笑い
第4回：西鶴…町人物の世界へ・知恵と生活力
講師：山崎省次さん（元中央大学文学部講師）

対象：一般／定員：50名
参加費：2,000円（テキスト代含む）
申込み：羽村市民4/15㈮～市外4/22㈮～
　　　  ゆとろぎ窓口または電話★先着順

布絵づくり入門
5/21・28・6/11・25
（土・全4回）
13：30～15：30

創作室1

今回の「布絵」は、下絵のモチーフ(型紙あり)を布の色や柄
を選んで切り抜き、色紙にのりで貼って仕上げます。布き
れと遊ぶような気軽な気持ちでご参加ください。
モチーフ：〝イチゴ、ナス〟〝真鯛〟〝額アジサイ〟
講師：入山喜代美さん（布絵作家）

対象：一般／定員：20名
参加費：2,500円（材料費含む）
申込み：ゆとろぎ窓口またはハガキ
　　　【締切：5/7㈯必着】

女性の輝く未来応援講座
夢叶うマップつくり

5/31㈫
9：30～12：00 創作室1

5年後10年後の夢を思い描いていきます。夢を持つことで
生活に張りあいを！夢に近づくことで自分の人生に喜び
を！なりたいあなたになるための魔法のマップつくり
講師：近藤裕美さん
      （あいのひろ学園主宰・心理カウンセラー）

対象：女性／定員：20名
参加費：570円（材料費含む）
申込み：羽村市民4/15㈮～市外4/22㈮～
　　　  ゆとろぎ窓口または電話★先着順

《参加者募集》
申込みは　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。（★先着順を除く）
以下の講座にハガキで申込み場合は、「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
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