
羽村市生涯学習センター  ゆとろぎ
☎042-570-0707
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※公演によって販売所が異なります。
:00～20:
:00～17: ☎0120-61-3737

インターネット販売（チケ探・公文協公演情報&TICKETS）http://zenkoubun.ticketan.net/ ➡

■ URL http://www.hamura-tokyo.jp FAX 042-570-6422
※羽村駅から徒歩8分 ※受付時間 9:00～20:
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※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
再生紙を使用しています。
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22 日　開場12:00　開演12:30
21 日　開場12:30　開演13:00

9:30～11:30 13:30～15:30

77/21 ・22/21 ・22土 日 77/22 /22 日 88/26 /26 日
大河ドラマ「真田丸」の時代考証を担当した
講師から学ぶ戦国大名の姿と地域社会

さかな釣りは川の自然にふれ、観察し、その成り立ちを学べる素晴らしい遊びです。
自然ゆたかな多摩川で、家族といっしょに夏休みの思い出をつくりましょう!

多摩川の自然体験多摩川の自然体験 日本史講座日本史講座

多摩川 親子で遊ぶ釣り体験 百姓から見た戦国大名
小ホホーールル

※未就学児は入場できません。
【全席自由】
直接会場へお越しください。

※雨天の場合、7/29㈰同時刻に
　延期。さらに雨天の場合中止。

大ホホーールル

※未就学児は入場できません。
大人：(前売)2,000円 (当日)2,500円
高校生以下：1,000円

【全席指定】

マ イス にゆ

主催：羽村市教育委員会

※詳しくは「広報はむら」※詳しくは「広報はむら」
　6/1号をご覧ください。　6/1号をご覧ください。今年の子ども体験塾は「宇宙をもっと身近に」

出演：式町水
ミズキ

晶・Keiko(ピアノ)・渡辺庸介(パーカッション)

7/1日 販売中!

小ホール

※未就学児は入場できません。

大人：（前売)1,500円 (当日)2,000円　
高校生以下：1,000円
【全席自由】

開場 13:30　開演 14:00

イにマスゆ

式町水晶サマーコンサート ～ハンディを乗り越えた
感動のヴァイオリニスト～ヴァイオリニスト

保

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。

無料
無料

無料

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
都立多摩高等学校演劇部
劇団宙
演劇集団銀のすず２号
劇団マイスター
劇団さんまるはち
朗読劇ひびき
（ひろ+たく）企画

参加団体

対象 :市内在住の小学生（保護者の同伴が必要です）
講師 :ゆとろぎ協働事業運営市民の会 植栽管理メンバー
協力 :奥多摩漁業協同組合

レセプションホール
講師 :黒田 基樹さん (駿河台大学副学長、法学部法律学科 教授 )

大ホール

開場13:00　開演13:30
入場料1,000円（中学生以下無料）【全席指定】

主催：公益財団法人 青梅佐藤財団

9/22土
6/16　
販売開始

国立音楽大学ブラスオルケスター

国立音楽大学ブラスオルケスター演奏会国立音楽大学ブラスオルケスター演奏会

大ホール

※未就学児は入場できません。

開場13：30　開演14：00
【全席自由】
直接会場へお越しください。

＜監督＞デミアン・チャゼル　＜出演＞ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン　他

第28回ゆとろぎ映画劇場

(2016年公開作品)
『ラ・ラ・ランド』
8/4 土

参加費：800円(材料費のみ)　創作室1　講師：原田 光代 さん(画家)

参加費：400円(材料費のみ) 　創作室1　　　　　
講　師：羽村市おもちゃ病院ねじまわし
　　　　（代表 山口 脩さん）

10:00～12:00（全2回）

午前の部 9:30～12:00
午後の部 13:00～15:30
※どちらか選んでください。

今年の夏休みは油絵を描こう!
夏休みの思い出をゆとろぎで。

夏休みの思い出作りと自分だけのものを
作る楽しさを体験しよう!

夏休み子ども教室夏休み子ども教室 ②のみ保

①油絵体験

②目覚まし時計･万年カレンダー付き ペン立て

7/31火

8/2 木

・8/7火

全館

9:00～22:00（創作室１は9:00～17:00、屋上は10:00～17:00）
最終日16:00まで　※7/9㈪は休館日

14:00～16:00

無料

現代アートをゆとろぎ全館に展示します　　　　
18thアート in はむら展

7/4 水～16 月・祝

7/8 日

先着
20名

子どものためのワークショップ

10:00～12:007/14 土 講師：山﨑美樹さん 直接会場へ

「気分は鳥？鳥の巣を作ろう！」
ギャラリー
トーク

越中八尾おわら風の盆 川野車人形

6/23土

大ホール

※未就学児は入場できません。

大人：500円　高校生以下：100円

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)

【全席指定】

開場 16:30
開演 17:00

伝統文化交流事業 in ゆとろぎ伝統文化交流事業 in ゆとろぎ 保イにマスゆ

越中八尾おわら風の盆と西多摩の郷土芸能   

★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。

販売中!

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　

【落語】桂　夏丸
【漫才】宮田陽・昇

【落語】桂　伸治
【落語】橘ノ　双葉
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小ホール 平成30年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業平成30年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業

※未就学児は入場できません。

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

第58回： 12/8㈯
チケット販売開始:9/28㈮

次回の予定
販売中!

にマスゆ文化庁
Agency for Cultural Affairs,
 Government of Japan

（作品見本）

無料

アカデミー賞最多6部門受賞
ゴールデン・グローブ賞歴代最多7部門受賞
日本アカデミー賞受賞
など多数受賞

日本語字幕・日本語吹替え日本語字幕・日本語吹替え

土

個性あふれる11団体の演劇をお楽しみください。
第3回HAMURAメリーリボン演劇祭第3回HAMURAメリーリボン演劇祭

保

日程7/30　～8/6　月 月

第57回第57回
羽村羽村ゆゆととろろぎぎ寄席寄席

羽村羽村ゆゆととろろぎぎ寄席 寄席 特別公演特別公演～落語で夕涼み～～落語で夕涼み～

【全席自由】

99/1/1土 販売中!

開場 18:00　開演 18:30開場 18:00　開演 18:30

たくさん
笑おう！



タイトル 開催日時 会　場 内　容

子育てママの読書タイム 7/11㈬、7/27㈮、8/8㈬
10:00～12:00

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。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:ゆとろぎ窓口

杏林大学公開講演会
「ことばの能力～日本語再考」

6/30㈯開場13:30
14:00～16:00 小ホール

日本語の美しさ・素晴しさについて再発見するきっかけ作りとする。世界に数多くある言語に全くひけを取らない日本語について学び、日本に
ついても再考する。講師：金田一秀穂さん（杏林大学外国語学部教授)　対象：一般／定員：252名／参加費：無料／申込み：ゆとろぎ窓口、電
話／募集期間：6/1㈮～（先着順）※定員に達し次第、〆切。募集状況等の詳細は、お問合せください。

美術鑑賞のすすめ
アートを学んで美術館へ
行こう！

7/10㈫14:00～16:00
7/13㈮10:30～12:30
（全2回）

講座室2
東京国立近代
  美術館工芸館

美術鑑賞について、お話と美術館見学により学びます。
１日目：「作品を鑑賞する」ことについて様々な視点を持つことができるように講義を受講。 ／２日目：実際に美術館へ行き、作品を鑑賞し講師
の解説などを通じてより深く学ぶ。／対象：一般（市内在住・在勤・在学の方優先)／定員：30名(先着順）／参加費：無料。ただし交通費、入館
料は実費負担。／申込み：ゆとろぎ窓口または電話／締切：６/30㈯まで

多摩川の自然体験
多摩川 親子で遊ぶ釣り体験

7/22㈰9:30～11:30　
雨天の場合、7/29㈰に
延期※さらに雨天の場合は中止

多摩川
いこいの里
近辺

釣りは川の自然に触れ、観察し、その姿や成り立ちを学べる素晴らしい遊びです。自然豊かな多摩川で、むかしから地元の子どもたちが楽し
んだ伝統的な釣りを楽しみます。一緒に夏休みの思い出を作りましょう。　講師：ゆとろぎ協働事業運営市民の会 植栽管理メンバー／協力：
奥多摩漁業協同組合／対象：市内の小学生（保護者の同伴が必要です)／定員：20名（先着順）／参加費：無料／申込み：６/16㈯～7/14㈯に、
「住所・氏名・年齢・電話番号・保護者名」を、電話またはゆとろぎ窓口へ

夏休み子ども教室
「油絵体験」

7/31、8/7㈫（全2回）
10：00～12：00 創作室1

自宅や学校ではできない「油絵を描く」初めての体験を通して、ゆとろぎで夏休みの思い出を作りましょう。
講師：原田光代さん（画家）／対象：市内在住在学の小学4～6年生／定員：20名／参加費:800円（材料費のみ） ／申込み：ゆとろぎ窓口、はが
き、市役所電子申請サービス。締切は7/15㈰必着。※申込み多数の場合は抽選。

夏休み子ども教室
「目覚まし時計・万年カレ
ンダー付きペン立て」

8/2㈭
【午前】9:30～12:00
【午後】13:00～15:30
※どちらか選んでください

創作室1

厚紙で箱を作り、万年カレンダーと時計を取り付け、色紙やカラーペンで自由に飾りましょう。
講師：羽村市おもちゃ病院 ねじまわし（代表山口脩さん）／対象：市内在住在学の小学1～4年生（※小学3年生までは保護者同伴）／定員：各
回20人／参加費：400円(材料費のみ)／申込み：ゆとろぎ窓口、はがき、市役所電子申請サービス。※午前／午後のどちらかを選択。／締切：
7/15㈰必着※申込み多数の場合は抽選
一時保育/対象：1歳6ヶ月～未就学児／定員4名（先着順）／費用700円／申込み7/25㈬17時までにゆとろぎ窓口まで

日本史講座
「百姓から見た戦国大名」

8/26㈰
13:30～15:30

レセプション
ホール

戦国時代における戦国大名(特に関東地域の）について、社会システムと庶民の立場から実像にせまります。
講師/黒田基樹さん（駿河台大学副学長、法学部法律学科教授)　対象：中学生以上（羽村市民優先）／定員：70名／参加費：無料／申込み：
ゆとろぎ窓口、電話、市役所電子申請サービス／募集期間：6/15㈮～8/11㈯※申込み多数の場合は抽選／保育締切：8/15㈬

《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
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。

主催・共催・後援
タイトル 開催日時 会　場 内容・入場料・問合せ等

第9回ゆとろぎ想ひ出の
映画鑑『エデンの東』
(1955年公開作品）

6/17㈰
開場13:30
開演14:00（16:00終了予定）

小ホール
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。
入場無料【要入場券】配布期間：6/3㈰～(先着順)※定員に達し次第、入場券の配布終了。配布状況等の詳細はお問合せ下さい。＊未就学児
は入場できません。

越中八尾おわら風の盆と
西多摩の郷土芸能

6/23㈯
開場16:30
開演17:00（19:00終了予定）

大ホール
「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、情緒豊かに踊ります。富山県民謡越中八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の指定を受けていま
す。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】

第70回サロンコンサート
ウズベキスタンの音楽と
舞踊

6/30㈯
開演12:00～12:45 創作室１ シルクロードの風に吹かれて、ウズベキスタン民族の音楽と舞踊をお楽しみ下さい。入場無料【直接会場へ】

式町水
ミズキ

晶サマーコンサート
～ハンディを乗り越えた感
動のヴァイオリニスト～

7/1㈰
開場13:30
開演14:00（15:30終了予定）

小ホール
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。
出演：式町水晶・Keiko(ピアノ)・渡辺庸介(パーカッション) ／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【販売中】

18th アート in はむら展
7/4㈬～7/16（月・祝）
9:00～22:00
創作室1：9:00～17:00
屋上、屋外：10:00～17:00
（最終日16:00まで）

全館
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 7/8㈰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。
・子どものためのワークショップ 「気分は鳥？鳥の巣を作ろう！」7/14㈯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。参加費無料【直接会場へ】 問合せ：ゆとろぎ ℡042-570-0707

子ども映画会 7/15㈰・8/5㈰
10:30～11:30

小ホール
講座室１

7/15 ㈰：『ドナルドダックの防火訓練』 『鉄腕アトム』 『まちでみつけたたからもの』
8/5 ㈰：『小さなバイキングビッケ　大きな木馬の贈り物』 『七夕ものがたり』 『空飛ぶマウス』
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】

第3回HAMURA
メリーリボン演劇祭

7/21㈯・22㈰
21日 開場12:30 開演13:00
22日 開場12:00 開演12:30

小ホール 西多摩の学校の演劇部および劇団が一堂に会し、上演します。各団体の情熱あふれる個性豊かな演劇を是非、ご覧ください。＊未就学児は
入場できません。入場無料【直接会場へ】 

第71回サロンコンサート 7/22㈰
開演12:00～12:45 創作室１ 男性ジャズコーラスをお楽しみください。出演：トライエアーズ 　入場無料【直接会場へ】

第28回ゆとろぎ映画劇場
「ラ・ラ・ランド」
(2016年公開作品）

8/4㈯
開場13:30
開演14:00

大ホール
ロサンゼルスを舞台に、女優を目指しながら映画スタジオのカフェで働くミア(エマ・ストーン)と、ジャズを愛しいつか自分の店を開く夢を持
つセブ(ライアン・ゴズリング)が音楽を通じ惹かれあうミュージカル映画。素晴らしい音楽と共に描かれる二人の物語を大きなスクリーンで
是非ご鑑賞ください。入場無料【直接会場へ】／定員:668名　＊未就学児は入場できません。

羽村ゆとろぎ寄席　特別
公演　～落語で夕涼み～

9/1㈯
開場18:00
開演18:30（20:30終了予定）

大ホール
［落語］三遊亭馬ん次、［落語］三遊亭楽大、［落語］瀧川鯉昇、［漫才］ナイツ、［落語］三遊亭円楽
入場料：大人(前売)2,000円 (当日)2,500円　高校生以下 1,000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】

国立音楽大学ブラスオル
ケスター演奏会

9/22㈯
開場13:00
開演13:30

大ホール

吹奏楽：国立音楽大学ブラスオルケスター
演目：G．ヴェルディ／歌劇「運命の力」序曲、D．ミヨー／フランス組曲、M．ラヴェル／ボレロ、久石譲／ウィンドバンド・ストーリーズ「とな
りのトトロ」他。※演目は変更する場合があります。
主催：公益財団法人青梅佐藤財団　入場料：1,000円　中学生以下無料（6/16㈯からゆとろぎ窓口で販売）【全席指定】ゆ　
問合せ：ＮＰＯ法人多摩の青少年を育てる会 ℡090-5195-3030  ゆとろぎ ℡042-570-0707

第57回 羽村ゆとろぎ寄席
9/28㈮
開場18:00
開演18:30（20:30終了予定）

小ホール
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！
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】
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

子ども
ゲームプログラミング教室
～ゲーム・ロボット制御
プログラミング入門～

7/21㈯・22㈰
(全2回)
13:30～17:30

講座室１

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 開発者)　
対象:小学4年生～高校生／定員:25名／参加費:3,000円(教材費込)／持ち物:ノートパソコン(ＯＳはWindows7以上、Mac不可)／申込み:
インターネットウェブサイト(https://nishitamapc.jimdo.com/)「西多摩プログラミングクラブ」内の申込みページにて「住所・氏名・学校
名・学年・保護者氏名・電話番号」を記入し「送信」。／締切:7/5㈭まで※申込み多数の場合は抽選　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

パソコン講座

8月：3・10・17・24
9月：8/31・7・14・21.
【金/各月4回】
【午前】10:00～12:00
【午後】13:30～15:30

講座室2

8月 イラストと写真の取り込みおよび加工。
9月 パワーポイントを利用した音楽付きのスライドショー（パワーポイントがインストールされていないPCは不可）
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。またパソコンを持参できない方は対応できない場合もあります。
〒205-0001　羽村市小作台3-5-8　並木一夫　　8月講座分は7/26㈭まで、9月講座分は8/23㈭まで必着　
主催：パソコンなかま　　問合せ：並木 ℡042-555-1489

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 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

7/7㈯
13：30～16：30

映画上映会「日本と再生」－光と風のギガワット作戦－
学習室1／入場無料／定員30名(先着順)

エコライフ羽村　倉地篤子
℡042-570-7370

7/22㈰
開演16:00

斉藤バレエスタジオ発表会
大ホール／入場無料／直接会場へ

斉藤みさを
℡090-1854-7495

7/8㈰
開場13:30
開演14:00

第27回羽村フィルハーモニー管弦楽団定期演奏会
大ホール／入場無料／直接会場へ

峰義一
℡0428-31-8632

7/19㈭～7/22㈰
9:30～17:00
（初日11:00～）
（最終日～16:00）

2018くれは会作品展
展示室／入場無料／直接会場へ

井上肇彦
℡042-554-9967

7/15㈰
開場13:00
開演13:30

琴伝流大正琴第15回メリーゴーラウンド・チャリティコンサート
大ホール／チケット代2,800円／申し込み方法:右記問合せ先
へご連絡のうえ郵便局の口座へチケット代金をお振込くださ
い。[口座名:メリーゴーラウンド][口座番号:00170-2-186114]

田治米洋子
℡080-3150-2410

8/14㈫
開場10:00
開演10:15

正田公栄ピアノ教室発表会
小ホール／入場無料／直接会場へ

正田公栄
℡0428-76-2379

《一般利用》 2018.7～8 ※お問合せは各問合せ先へお願いします。

電子申請QRコード➡
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保
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