17th アート in はむら展
現代アートをゆとろぎ全館に展示します

祝
/5●
氺～17●
⺼●
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発行
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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

6/15～Vol.93

Ｐ

・ギャラリートーク
14:00～
7
㊐ 16:00

羽村駅

至小作

至福生

高校生以下：100円

/30㊎

6

高水山獅子舞

【全席指定】※未就学児は入場できません。

★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。
出演：富山県民謡越中八尾おわら保存会・高水山古式獅子舞保存会

越中八尾おわら風の盆

小ホール

保

フルート四重奏 宵待小町コンサート
〜天上の瞬き〜 7/1圡
販売中！

大人：1,500円

高校生以下：500円

開場 18:00
開演 18:30

宵待小町

〜驚異のボディパーカッションと楽しいパーカッションワールド〜

13:30～15:30

/28

講座室１
講師：廣 優樹さん

（ＮＰＯ法人 二枚目の名刺代表、商社勤務）

小ホール

小ホール

第６回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

当日整理券配布

/17●
圡

6

T.J.P.P.A.Lは打楽器職人 十鳥勉 が代
表を務める打楽器パフォーマンスグループ。
大型マリンバ３台を６人で叩く華麗な連弾や、
重厚で迫力のある打響音、スピード感と臨場
感のあるドラムパフォーマンスを、観て聴い
てお楽しみください。
主な曲目：道化師のギャロップ・熊ん蜂の
飛行・剣の舞・大きな古時計など

【受付方法】 当日13：00より、小ホール入口にて
入場整理券を配布します。
※ひとり1枚まで。定員（252名）に
無料
達し次第、配布終了。
※未就学児は入場できません。
＜監督＞ 野村 芳太郎
＜出演＞ 加藤 剛、丹波 哲郎、森田 健作 他

保

子育て主夫に学ぶ男性観
〜
「東大卒」
より家族が大事〜

/16圡

〒205-0003 東京都羽村市緑ヶ丘1-11-5

開場 13:30

無料

開演 14:00

直接ゆとろぎへお越しください。
※未就学児は入場できません。

＜監督＞ 小泉 堯史
＜出演＞ 寺尾 聰、深津 絵里、齋藤 隆成 他

保

夏休み子ども工作教室

(8/1のみ)

「楽しく作ろう！ 歩くロボット」
・・・作って楽しく学ぶ ゆとろぎ工作教室

/1㊋ 小１～４年生

8

小さなてんとう虫またはクワガタ

/3㊍ 小５～中３年生

8

大きなてんとう虫またはクワガタ

両日とも【午前】9:30～12:30 定員：20名 【午後】13:00～16:00 定員：20名

13:30～15:30

無料

講座室１
講師：堀込 泰三さん

小さなてんとう虫

（フリーランス翻訳者、秘密結社 主夫の友ＣＥＯ）

小さなクワガタ

大きなてんとう虫

大きなクワガタ

会場：創作室1
費用：材料費のみ(裏面参照)
講師：羽村市おもちゃ病院ねじまわし会員の皆さん（代表 山口 脩さん）

今年の子ども体験塾は「科学であそぶ夏休み 」
ゆとろぎ
☎042-570-0707

/5●
圡

8

開場 13:30
開演 14:00

※詳しくは、「広報はむら」
7/1号をご覧ください。

羽村市生涯学習 センター

第２６回ゆとろぎ映画劇場

圡 『砂の器』
●
（1974年公開作品） 『博士の愛した数式

開場 14:30
開演 15:00

出演：T.J.P.P.A.L (ティー・ジェイ・パル)

9

※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

日程 8/2(水)、
17(木)、
19(土)

※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）☎042-570-0707
羽村市スポーツセンター(9:00～17:00・月曜休館）☎042-555-0033

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）☎0120-61-3737

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

■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。

詳細は裏面をご覧ください

あなたも「２枚目の名刺」を持ちませんか？

保

6/16(金)
入場券配布開始

『愛と追憶の六重奏』ブラームス
弦楽六重奏曲の夕べ
開場 18:30 無料 【全席自由】 定員252名
7
㊎ 開演 19:00
●

西洋の楽器フルートを日本人の視点で演奏し、和の心を
表現する宵待小町の世界をどうぞお楽しみください。

無料

入場無料 直接会場へ

【全席自由】
※未就学児は入場できません。

東京アンサンブルギルド

ワンダードラムパフォーマンス 9/30

/16㊐

参加団体

羽村第一中学校演劇部
都立羽村高等学校演劇部
都立五日市高等学校演劇部
都立福生高等学校演劇部
演劇集団 銀のすず２号
劇団 宙
劇団 マイスター
劇団 さんまるはち
朗読劇 ひびき

両日とも 開場 12:30 開演 13:00

無料

保

小ホール

小ホール

7

後援：羽村市教育委員会

/22圡・23㊐

(変更の場合があります。)

〜地域を元気にする！未来を変える生き方〜

※未就学児は入場できません。

主催：文化庁、公益社団法人 落語芸術協会

7

また君に恋してる
卒業写真 悲しい酒
見上げてごらん夜の星を
ふるさと 他

2枚目の名刺

販売中！

52

次回の 第₅₃回：9/9圡
予定 チケット販売：6/30～

第2回 HAMURAメリーリボン演劇祭

開場 14:30
開演 15:00

演奏曲目

これからの男性について考える＠はむら

大人 (前売) 1,000円 (当日)1,200円
高校生以下 500円 【全席自由】

小ホール

【全席自由】※未就学児は入場できません。

大人 (前売)1,500円 (当日)2,000円
6/16(金)
３才～高校生以下 1,000円 【全席自由】 販売開始
３才未満の膝上観覧は無料

平成29年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

講師：伊藤タダオさん

第 回羽村ゆとろぎ寄席

大人：500円

手を拭くタオルをご持参ください

︻落語︼三遊亭 金かん

/24

先着20名

︻落語︼立川 吉幸

小ホール

/15圡 10:00～
12:00

「ゆらゆら・・・モビールをつくろう！」

︻落語︼笑福亭 鶴光

「越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能」
6
圡 販売中！
開演 17:00

屋上は10:00～17:00）

最終日16:00まで

︻ 太神楽曲芸︼鏡味 正二郎

保

伝統文化交流事業inゆとろぎ

開場 16:30

9:00～22:00（創作室１は9:00～17:00、

・子どものためのワークショップ 7

/9

信用金庫

︻落語︼瀧川 鯉朝

大ホール

無料

富士見小

ファミリー
レストラン

Copyright ⓒ 2008～2017 by YUTOROGI All rights reserved

保

羽村市
図書館

（隔月15日発行）
2017年6月15日

※ 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

ゆとろぎ ℡042－570－0707まで

開催日時

会

場

第6回ゆとろぎ想ひ出の映画鑑

6/17㈯
小ホール
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定）

第63回・第64回
ゆとろぎサロンコンサート

6/18㈰・7/1㈯
12:00～12:45

創作室1

6/23㈮
開場18:30
開演19:00

小ホール

「砂の器」

NHK共催
「アルチンボルド展」
関連文化講演会

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）

内容・入場料・問合せ等
監督・野村芳太郎、脚本・橋本忍の名コンビで贈る、松本清張原作の傑作、社会派サスペンスです。迷宮入りと思われた殺人事件を捜査する二
人の刑事の執念と、暗い過去を背負い殺人を犯してしまう犯人の宿命を描いています。映画の後半、犯人の過去が明らかになる場面で、犯人自
身のピアノ演奏と親子の旅が重なり合う映像は、監督が一年かけてロケハンした全国津々浦々の素晴らしい季節描写と相まって、日本映画でも
屈指の名シーンです。入場無料【要整理券】 当日13:00より、小ホール入口にて入場整理券を配布します。※ひとり1枚まで。定員（252名）に
達し次第、配布終了。未就学児は入場できません。
第63回 マンドリン「マンドリーノ☆フィオーレ」 第64回 ファゴット奏者 洞谷美紀
生の演奏を身近にお楽しみください。
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
16世紀後半、肖像画を果物や野菜、魚などの思いもよらないモティーフで描くなど歴史上ひときわ異彩を放つ宮廷画家ジュゼッペ・アルチンボ
ルド。その数々の絵画を日本で初めて、「アルチンボルド展」（6/20㈫～9/24㈰）として国立西洋美術館で展示します。この展覧会に合わせ、
奇想と知、驚異と論理が交錯する、この画家のイメージ世界の生成の秘密に迫る講演会を「ゆとろぎ」で行います。
講師 原田亜希子さん（慶応義塾大学講師）
入場無料【要入場券】【全席自由】 定員 252人【先着順】 申込み 電話または直接ゆとろぎへ（受付時間：午前9時～午後5時 月曜休館）
入場券配布中。来場者には同展の招待券を1人1枚プレゼントします。

越中八尾おわら風の盆と
西多摩の郷土芸能
保
第52回
羽村ゆとろぎ寄席

6/24㈯
「越中八尾おわら風の盆」は編み笠をかぶった踊り手が、唄、三味線、胡弓、太鼓に合わせて情緒豊かに踊ります。富山県民謡越中八尾おわら保
大ホール 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」は青梅市の高水山古式獅子舞保存会のみなさんが出演します。
開場16:30
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【販売中】
開演17:00（18:40終了予定）
6/30㈮
出演：［落語］三遊亭金かん、［落語］立川吉幸、［落語］笑福亭鶴光、［太神楽曲芸］鏡味正二郎、［落語］瀧川鯉朝
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
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
問合せ ゆとろぎ ℡042-570-0707
開演18:30（20:30終了予定）

宵待小町コンサート

7/1㈯
開場14:30
開演15:00

フルート四重奏

保

～天上の瞬き～

7/2㈰・8/6㈰
10:30～11:30

子ども映画会

7/5㈬～７/17㈪㈷
9:00～22:00

17thアートinはむら展
第2回 HAMURA
メリーリボン演劇祭
保
東京アンサンブルギルド
『愛と追憶の六重奏』
ブラームス弦楽六重奏曲の夕べ

創作室1 9:00～17:00 屋上 10:00
～17:00（最終日16:00まで）

7/22㈯・23㈰
開場12:30
開演13:00

両日とも

着物に身を包んだ男女4人の「宵待小町」によるフルート四重奏。日本の土壌で育った日本のフルート。耳を澄ませばいつもそこにあるような大
切な心の１頁にそっと鳴っている音楽をお楽しみください。
小ホール 出演：佐藤梢 齋藤寛 杉原夏海 上原麻衣
入場料：大人1,500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】
7/2㈰：『コン太と森の仲間たち』、『さるかに合戦』、『シートン動物記-ちび犬チンク-』
7/2㈰
小ホール 8/6㈰：『しあわせの王子』、『シンドバッドの冒険』、『ちびまる子ちゃん 自習時間大好きの巻』
上映作品は変更する場合があります。
8/6㈰
講座室１ 入場無料【直接会場へ】
多摩地区で活躍しているアーティストの現代アートをゆとろぎ全館に展示します。
・ギャラリートーク 7/9(日)14：00～16:00 展示室からスタートし、作家の解説を聞きながら館内展示を回ります。
展示室他 ・子どものためのワークショップ「ゆらゆら・・・モビールをつくろう！」
7/15㈯10:00～12:00 先着20名 小学3年生以下は保護者同伴 手を拭くためのタオルを持参してください。【直接会場へ】

好評だった第1回を受け、第2回は活動拠点を拡大し、西多摩で活動している学校の演劇部および劇団が一堂に会し、2日間に分かれ上演しま

小ホール す。各団体の個性あふれる！情熱あふれる！演劇をお楽しみください。
入場無料【直接会場へ】 ＊未就学児は入場できません。

7/28㈮
開場18:30
開演19:00

小ホール

第26回ゆとろぎ映画劇場

8/5㈯
小ホール
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定）

ワンダードラムパフォーマンス

9/30㈯

子ども
ゲームプログラミング教室

①7/8㈯・9㈰
講座室1
②7/22㈯・23㈰
7/9㈰のみ
計2回
産業福祉
各日とも 13:30 ～17:30 センター

「博士の愛した数式」

小ホール
開場14:30
～驚異のボディパーカッションと
楽しいパーカッションワールド～ 保 開演15:00（16:15終了予定）

～ゲーム制御プログラミング入門～

パソコン講座

8月
「図形と写真の応用」
9月
「写真と音楽の融合」

8月：4・11・18・25
9月：1・8・15・22
保 【金/各月4回】
【午前】10:00～12:00
【午後】13:30～15:30

講座室2

2008年の設立から優れた芸術家達に活躍する場を提供し、また、多くの人たちに音楽の素晴らしさを伝えるため活動している「東京アンサン
ブルギルド」（主宰：渡部玄一）によるクラシック演奏会。演目：ブラームス/弦楽六重奏曲第1番、第2番ほか
入場無料【要入場券】【全席自由】 定員：252名 ＊未就学児は入場できません。ゆ 【6/16㈮からゆとろぎ窓口で配布】
主催：公益財団法人青梅佐藤財団 問合せ：NPO法人青梅の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030
小川洋子による同名の小説を映画化した作品。（第18回東京国際映画祭特別招待作品、芸術文化振興基金助成事業作品）事故による後遺症で
80分しか記憶の持たない「博士」と、そんな博士の家に派遣された家政婦の「私」の物語。作中には数学が多々用いられるが、難しくなく、むし
ろ親しみやすさを覚える。数学によって繋がれた「博士」と「私」の切なくも温かい映画をどうぞご鑑賞ください。
入場無料【直接会場へ】定員：252名 ＊未就学児は入場できません。
「T.J.P.P.A.L」は打楽器職人“十鳥勉”が代表を務める打楽器パフォーマンスグループ。大型マリンバ3台を6人で叩く華麗な連弾など、クオリティ
の高い驚異のパフォーマンスで、ステージ・テレビ出演（世界の果てまでイッテQ他）等で活躍中‼ 子どもから大人まで、パーカッションパフォー
マンスをお楽しみください。主な曲目 道化師のギャロップ・熊ん蜂の飛行・剣の舞・大きな古時計 出演 T.J.P.P.A.L（ティー・ジェイ・パル）
入場料：大人(前売)1,500円 (当日)2,000円、3才～高校生以下1,000円、3才未満の膝上観覧は無料。【全席自由】 ゆ・ス・マ・に 【6/16㈮
販売開始】
パソコンを利用したゲーム作りを通して、プログラミングの基礎が楽しく学べます。講師：おにたまさん（Hot Soup Processor(略称HSP)の開
発者）対象：小学４年生以上高校生まで 定員：①②各25名 受講料：2,000円 持ち物：ノートパソコン（OSはWindows7以上、Mac不可）
申込み：6/20㈫必着 往復はがきに「開催日（①か②)、住所・氏名・学校名・学年・保護者氏名・電話番号」を記入し、西多摩プログラミング
クラブ担当：千葉へ 〒198-0082 青梅市仲町295 りそな銀行青梅プラザ3F（公財)青梅佐藤財団内 ※応募多数の場合は抽選 主催：西多
摩プログラミングクラブ 後援：羽村市教育委員会・青梅市教育委員会・福生市教育委員会・瑞穂町教育委員会・公益財団法人青梅佐藤財団
8月の図形と写真の応用では、色々な図形の応用。写真の取り込みと加工を学びます。
9月の写真と音楽の融合では、音楽の取り込み。ムービーメーカソフトを利用した音楽つきのスライドショーの作成を学びます。
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、月、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（7・8・8.1・10な
ど）を明記して右記へ。XP・VISTAには対応していませんのでご注意ください。 〒205-0001 羽村市小作台3-5-8 並木一夫
【8月講座分は7/23㈰、9月講座分は8/27㈰必着】 主催：パソコンなかま 問合せ：並木 ℡042-555-1489

《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

以下の講座にハガキで申込む場合は、「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。
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

中学生でもわかる

7/8㈯・22㈯・29㈯
（全3回）
保 10:00～12:00

プログラミングで
つくるWEBサイト入門
これからの男性について考える＠はむら

２枚目の名刺

子育て主夫に学ぶ男性観
～
「東大卒」
より家族が大事～

夏休み子ども工作教室

「楽しく作ろう！
歩くロボット」

6/20㈫～25㈰
10:00～17:00
初日は13:00から
最終日は16:00まで
6/25㈰
開場13:30
開演14:00
7/1㈯
13:30～16:00
7/5㈬、8/2㈬
13:15～
7/9㈰
開場13:30
開演14:00
7/14㈮
開場17:30
開演18:00

講座室2

講座室1

9/16㈯

講座室1

保 13:30～15:30

①8/1㈫ ②8/3㈭
①②とも
保 【午前】9:30～12:30
（8/1のみ）【午後】
13:00～16:00

《一般利用》 2017.6.15～8.14

開催日時
6/17㈯
開場13:00
開演13:30
6/18㈰
開場12:30
開演13:00
6/18㈰
9:30～15:00

場

7/16㈰

保 13:30～15:30

～地域を元気にする！未来を変える生き方～

これからの男性について考える＠はむら

会

タイトル・会場・入場料

等

羽村マジッククラブ発表会
大ホール／入場無料
東流をどりの会
大ホール／入場無料
第4回「もう一度花嫁」／レセプションホール／入場料：
1,000円／詳細は広報はむら4/15号をご確認ください
第5回透明水彩画と油彩画の三人展
展示室／入場無料／直接会場へ
第26回羽村フィル定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ
宇宙船地球号はいま
学習室１／入場無料
ダンスパーティー
小ホール／入場料：800円
羽村第二中学校吹奏楽部 1年生発表会
小ホール／入場無料

創作室1

内 容
この講座は、インターネットの基本からHTMLやCSSといったウェブサイトを作成するために必要な基本的な表示言語について専門家からわか
りやすく学ぶ入門講座です。実際にウェブサイトの作成まで行います。〈一日目〉インターネットとブラウザのしくみ〈二日目〉HTML言語入門
〈三日目〉CSS入門 講師：田村仁さん（日本工業大学創造システム工学科准教授、工学博士）
定員：20名【羽村市民優先】受講料：3,000円 申込み：ゆとろぎ窓口、はがき、市役所電子申請サービス 持ち物：ノートパソコン（キーボー
ドがあるもの、OSはWindows7以上、Mac不可）
締切：6/23㈮必着 申込み多数の場合は抽選。保育締切6/30㈮
本業の１枚目の名刺のほかに地域社会活動などに取り組む個人名刺「２枚目の名刺」を持つ「新しい生き方」について考えます。また参加者同
士でこれからの生き方について意見交換もします。講師：廣優樹さん（NPO法人 二枚目の名刺代表、商社勤務）
定員：40名【羽村市民優先】 参加無料
申込み：ゆとろぎ窓口、はがき、市役所電子申請サービス
受付：6/15㈭～7/8㈯必着 申込み多数の場合は抽選 保育締切7/8㈯
東大大学院を経て大手自動車メーカーに勤務後「子育て主夫」に転身した講師を招き、新しい男性観、家族、主夫の姿について考えます。参加
者同士で意見交換もします。講師：堀込泰三さん（フリーランス翻訳者、秘密結社 主夫の友CEO）
定員：40名【羽村市民優先】 参加無料
申込み：ゆとろぎ窓口、はがき、市役所電子申請サービス
受付：6/15㈭～9/8㈮必着 申込み多数の場合は抽選 保育締切9/8㈮
テーマ：「かわいい歩くロボットを作る」2時間ほどで製作し30分遊びます。
①：小1～4年生 工作品目：小さなちょこちょこ歩く てんとう虫 又は クワガタ
8/1㈫のみ保育実施（締切7/23㈰）
②：小5～中3年生 工作品目：大きな、のっそり歩く てんとう虫 又は クワガタ
講師：羽村市おもちゃ病院 ねじまわし会員の皆さん（代表 山口脩さん）
対象：羽村市内在住在学小学１～中3年生（小1～3年生は保護者同伴）
定員：①②、各時間とも20名 材料費：①400円、②800円
申込み：ゆとろぎ窓口、はがき（住所・氏名・学年・保護者氏名・緊急連絡先TEL、開催日、時間、てんとう虫かクワガタかを記入)、市役所電子申請サービス
受付：6/15㈭～7/8㈯必着 申込み多数の場合（各日、時間帯で定員を超えた場合、てんとう虫かクワガタかは問わず）は抽選。

問合せ先

開催日時

7/15㈯
鶴岡協子 ℡090-1114-0048 開場13:00
開演13:30
7/16㈰
今井大宰 ℡042-554-4727 開場15:30
開演16:00
羽村市商工会
7/17㈪
℡042-555-6211
開場15:00
開演15:30
7/20㈭～23㈰
坂本稔 ℡042-554-1206
10:00～17:00
初日は12:00から
最終日は16:00まで
峰義一 ℡0428-31-8632
7/25㈫
開場14:45
倉地篤子 ℡042-570-7370 開演15:00
7/27㈭
高田力王 ℡080-5378-4180 開場13:30
開演14:00
羽村第二中学校
7/29㈯
内藤 ℡042-554-2041
開場12:00（予定）

第1回羽村市障害者チャリティーコンサート
折原伸司
小ホール／入場料4,000円（申込みは問合せ先電話番号へ）

8/11㈮
℡090-3402-4668 開場10:15
開演10:30

※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

青梅総合高校和太鼓部 農林太鼓 第10回定期公演
大ホール／入場無料／直接会場へ

青梅総合高校
渡邉文一 ℡0428-22-7604

Spock Piano Mates発表会
大ホール／入場無料

西尾

℡080-5460-5517

斉藤バレエスタジオ発表会
大ホール／入場無料

斉藤

℡090-1854-7495

白いキャンバス回顧展
展示室／入場無料

山㟢詔子

第67回“社会を明るくする運動”羽村市大会
小ホール／入場無料／直接会場へ

羽村市福祉健康部社会福祉課
℡042-555-1111（内477）

平成29年度障害のある児童・生徒の理解推進講演会
（講師：阿部利彦）
小ホール／入場無料（申込みは問合せ先電話番号へ）

東京都立羽村特別支援学校
滝本智史 ℡042-554-0829

℡042-555-0534

第4回高校生ダンスコンテストby西多摩自動車学校
大ホール／入場無料／直接会場へ

西多摩自動車学校
清水 ℡042-554-1943

正田公栄ピアノ発表会
小ホール／入場無料

正田公栄

℡0428-76-2379

