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［特集］

こどもと一緒に楽しもう



お料理するって楽しい！
子どもクッキング

見ているだけで楽しい料理の本です。子どもと一緒に作るのは大
変と思われるでしょうが、この本で紹介されているイベントごとの
料理は、ちょっと子どもと一緒に作ってみたくなり楽しくなります。
出来上がって食べる時、子どもは内心、次も何かを作りたいと思っ
ていることでしょう。作っている時はハラハラしているママやパパ
もニコニコ顔の子どもと一緒に楽しくなっていると思いますよ。

子どもと一緒にレッツクッキング!!

2冊図書館スタッフが選んだ 【 theme # 07 】こどもと一緒に楽しもう

図書館スタッフ  道下さん1

■おかべ たかし　文
東京書籍、2014年出版、請求記号 814.5/オカ/  5階南東

■葛 恵子　著  
講談社、2014年出版、請求記号 596/カツ/  1階中央

似ていることば

「フクロウとミミズク」。「林と森」。「サンデーとパフェ」。それぞ
れの意味するものの違いがわかりますか？この本では38組の似て
いる“もの”や“ことば”の雑学が紹介されています。簡潔で軽快な
文章と、ダイナミックな写真で、似ていることばの違いが一目瞭
然。好奇心を刺激される1冊です。大人向けの本ですが、お子さん
といっしょにページをめくってみてはいかがでしょうか。

見て、読んで、納得!
似ているものの違いを知ろう

図書館スタッフ  関口さん2

［ 図書館 ］
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居心地のいい空間
ひとり座席を数多くご用意しています。お申込
みは不要です。ふた付きの飲み物でしたら、
お持込いただけます。読書や学習はもちろ
ん、通勤・通学やお買い物の際のちょっとし
たひとときをどうぞお過ごしください。

文庫、新書の充実
文庫や新書を豊富にご用意しました。日々の
ちょっとした空き時間に楽しんでいただくも
よし、カバンに忍ばせて通勤・通学のお供に
連れて行っていただくもよし。この小さな本た
ちを、ぜひご活用ください。

図書館私

今日は、健康テラスの「読み聞かせと折り紙教
室」に初めて参加しに来ました。おひな様と鶴の
ポチ袋の折り紙に挑戦しましたが、3人とも最後ま
で上手に折れました！
シリウスは駅からも近いので、週2～3回ほど来て
います。普段は3階のイベントに参加したり、図書
館を利用したりしています。おはなしのへやでは
ゆったりと過ごせますし、シリウスはたくさんの本
を読めるので子ども達も飽きずに楽しんでいます！

子ども達も飽きずに楽しんでいます！

まなちゃん、こたくん、まりこさん親子と、ベニーさん、るなさんにお話を伺いました。

まなちゃん、こたくん、
まりこさん 親子

【インタビュー】 2018年2月18日(日) 14：40 / 4F 健康テラス

シリウスにはほぼ毎日来ているベニーさん、週末によく利用するというるなさ
ん仲良し母娘。ふたりの時間が合えば、絵手紙や手芸、なつかしのあそびを
たのしもうなどのイベントに一緒に参加しています。シリウスは開放的でとても
明るく、私達のお気に入りの居場所になっています。本が充実しているので、
知りたいことがあればすぐに調べられる安心感もあります。
イベントに参加することで会話のきっかけとなり、
お互いに完成した折り紙作品などを見せ合うこと
で会話が弾みます。元々仲が良かったのですが、
さらに絆が深まりました！

さらに絆が深まりました！
【インタビュー】 2018年2月24日(土) 13：45 / 4階 健康テラス

ベニーさん (左)、るなさん (右)

大和市立
中央林間図書館
開館しました！

2018年4月1日に、中央林間東急スクエア3Fに
中央林間図書館が開館しました。小田急江ノ島
線・東急田園都市線中央林間駅至近という立地
を活かした大人の図書館です。
通路に面した壁や仕切りを設けず開放的な空間
とすることで立ち寄りやすい図書館を目指します。
夜9時まで開館していますので、お仕事帰りのご利
用にも便利です。



［ 芸術文化ホール ］

かつては、みんな、子どもだった
　5月5日はご存知「こどもの日」です。軒先でぷかりぷかりと
動く鯉のぼりをみると初夏の訪れを感じます。
　江戸時代、武家に男の子が生まれると家紋の入ったのぼり
を立てていましたが、中期になると庶民にもこの風習が広がり
ます。縁起を担ぐ江戸っ子庶民は、急流の河をさかのぼるこ
とが出来た鯉は竜になるという、中国の立身出世の伝説にな
ぞらえ、鯉を飾るようになったと云われています。
　子どもの健やかな成長を願う気持ちは、古今東西変わらな
いことが良く分かるエピソードです。
　5月12日（土）に開催する「がまくんとかえるくんの世界」
は、アメリカの作家であるアーノルド・ローベルが子ども達を
“一人の人間として”考え、思い、そこから生み出した作品で
す。病気がちで不幸な幼少期を過ごしたローベルですが、一
人でも多くの子どもたちが真っ直ぐに育つよう心をこめた作品
の数々は、いまや小学校の教科書にも採用されています。
　約半世紀の時を越えてもなお、読み続けられる「がまくん
とかえるくん」の世界に、「こえ」と「からだ」で文学座の俳優
陣が新しい息吹をもたらします。　　　　　    ◉文＝ラプロー

ココロを解き放つ！
　皆さんは子どものころの記憶って何歳ぐらいからあります
か？「三つ子の魂百まで」という格言にもあるように、幼いこ
ろの情操教育や周りの人との関わりは、記憶のあるなしに関
わらず、その後の人生に大きな影響を及ぼすということは確か
なようですね。親や家族と一緒という安心感の中、子どもが0
歳からコンサートを体験できるとしたら、生のステージの興
奮を家族で共有できるとしたら、とてもステキなことですよ
ね！インターネットやゲームではなく、「体験する」ことは「何
かが変わるきっかけ」になるかもしれません。大人にとって
も、いつの間にか蓋をしてしまった子どもの頃の「自由なココ
ロ」を思い出したり、仕事とは違う世界に自分を解き放てるか
もしれませんね！シリウスはお越しくださる方々にとって、
とっておきの「体験の宝庫」でありたいと願っています。6月
10日（日）のケロポンズの公演は、「子どもの創造力とたくまし
さ」をダイレクトに感じ、子どもと一緒に楽しめる公演です。
ぜひご家族で一緒に楽しい時間を共有してみてください！

◉文＝よぴ。
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かぞく　みんなで　たのしむSTORY

新生活を送っている皆さん、いかがおすごしですか？
やっと慣れてきた生活リズムも、
ゴールデンウィークに突入して何となく落ち着かない日々。
きっとそれは子どもも大人も同じです。
そんな時はホールに足を運んで“非日常”の世界に漬かって、
ココロを休ませてはいかが？

■上記全てのお問い合わせ　やまと芸術文化ホール　TEL：046-259-7591

イベントINFORMATION

がまくんとかえるくんの世界
おはなし会＆からだとこえのワークショップ

文化出版『ふたりはともだち』シリーズより

開催日＝2018年5月12日（土） 
開催時間＝❶おはなし会  10:30～11:15　
　　　　　❷からだとこえのワークショップ 14:00～16:00

ケロポンズ
～みんなで楽しくルルルルル～！～

会場＝❶3階こども図書館おはなしのへや　
　　　❷マルチスペース
出演＝植田真介（文学座）、永川友里（文学座）
　　　岡本温子（文学座）
参加料＝無料（❶❷ともに要事前申込・定員あり）
対象＝～小学生
申込＝申込用紙に必要事項を記入のうえ、FAX、
　　　郵送、またはホール窓口に持参ください
　　　※申込用紙はHPまたはホール事務室にて配布

曲目＝エビカニクス　にじ　ほか
出演者＝ケロポンズ
 　（増田裕子・平田明子）
入場料＝大人2,500円 
　　　　子ども（0歳～中学生）1,500円
　　　　（全席指定、消費税込）
　　　　※大人1名につき未就学児1名まで
　　　　　　ひざ上無料

開催日＝2018年6月10日(日）
開催時間＝13:30開場 14:00開演　
会場＝メインホール



Q1.浮世絵はどのような文化なのでしょうか。
　浮世絵は、歌舞伎と並んで江戸庶民文化の
華とよく言われます。今は芸術品の扱いが強い
かと思いますが、当時は印刷物として、情報を
伝えるということで流通した面が非常に強い
ものでした。江戸時代までは、出版物を通じ
て情報を得るということが行われなかったの
で、そういったことが庶民たちの中でできる様
になって、それを皆が楽しんでいたというのが
一番大きな面白いことだと思います。今でいう
雑誌なんかは近いですね。ファッション雑誌
とか、あるいは旅行雑誌、歌舞伎の絵だった
ら芸能人のことが出ている雑誌とか。要するに
芸術品というよりは日常的なものでした。
　世の中の変化に伴って、政治への不満など

社会を風刺するような絵も出てくるのですが、
表面上分からなくても、よくよく見ていくと何
かを暗示している場合もあり、浮世絵を読み
解くというのを楽しみにしている人もいたので
はないかなと思います。

Q2.先生が浮世絵に興味を持つように
なったきっかけを教えてください。

　元々は歌舞伎を研究していて、指導教授の
先生に「江戸時代の歌舞伎は、浮世絵を見な
いとわからないよ」と言われたのがきっかけで
す。それだけ浮世絵は情報量が多いのです。
また、身近な姉が浮世絵や日本美術の研究を
していることも大きいですね。

Q3.先生お気に入りの絵師や作品を
教えてください。

　お気に入りの絵師は歌川国貞という絵師で
す。私が歌川派という流派を研究しているの
ですが、国貞は浮世絵師の中で版画の作画が
一番多いんですね。肉筆画は北斎が多いと言
われていますが、版画は国貞が一番。幕末の
頃の浮世絵界をずっとリードしていた絵師で
す。現在はそれ程知名度がなく、名前を知らな
い方も多いと思いますが、当時大ヒットした本
の挿画を手がけて、出版界全体に影響力を

持っていた絵師です。
　国貞のなかで私が好きなのが、大首絵とい
う役者の顔をクローズアップして描いた絵で
す。すごく迫力があって、お芝居の一場面を
パッと描いて、次の動作をし始めそうな、そん
な一瞬を捉えているところがすごく面白いし、
いいなと思います。

Q4. 5月から始まる市民大学浮世絵講座の
見どころを教えてください。

　今回は、あまり浮世絵を知らないという方で
も受講していただけるようにと考えています。
まず版画がどうできていくか、その熟練の技を
知っていただきたいです。
　そして、美人画、役者絵、風景画等、テーマ
ごとに取り上げますので、いろいろなジャンル
が浮世絵にはあるということ、それぞれに得意
とした浮世絵師がいて、絵師が何を伝えた
かったのかということも含めて、江戸時代の人
たちの生活ぶりとか社会の様子を知るきっか
けになるといいなと思います。
　講座では実際に浮世絵をご覧いただくこと
もできますので、隅々まで見ていただいて、職
人さんの技術のすばらしさも感じていただきた
いなと思います。

ARCHIVES   講座アーカイブ 生涯学習センターでは、皆さんに多数の学びの機会をご用意しています。

2月19日～3月2日（全10回）  地域リーダー養成講座 
「外国人のための日本語力～聞く力・伝える力アップ編～」

この講座は、日本人とのコミュニケーション力
の高い外国人を養成し、地域の外国人のリー
ダーとして、橋渡し役になってもらうことを目指
して行われました。かながわ難民定住援助協
会の地域日本語支援プロジェクト講師の指導
のもと、「相手の話を聞き取って、伝わりやすい
話し方をする」ことを学びました。参加者からは、「他の人の様子を見て、自分
ももっと勉強したいと思った」とか、「病院にいくときに、勉強したことがいかせ
た」といった今後につながる前向きな感想をいただくことができました。

2月25日  やまとこども市民大学
「介助犬訓練士のおしごと」

社会福祉法人日本介助犬協会のかたとPR犬の協
力で、手足にしょうがいのあるかたをサポートする
「介助犬」とその訓練士について学びました。ほじょ
犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）や、訓練士の仕事に
ついてのお話をうかがったあと、実際に訓練の一部を体験しました。受講者
からは、「いい経験ができた」「犬があたりまえのようにいろいろできて、すご
いと思った」という感想のほか、「介助犬について知らない人に教えてあげ
たい」「まちで困っている人がいたら、声をかけたい」という感想もあり、障が
い者福祉全体についても感心が高めることができた講座になりました。

［ 生涯学習センター ］

●内容　浮世絵のはじまりとその発展、有名絵師とその作品のみどころなどについて学びます。
●日時　5/29・6/12・6/26・7/3・7/10   18：30～20：30【全5回】いずれも火曜日
●会場　生涯学習センター601講習室　
●対象・定員　市内在住・在勤・在学の方【抽選40名】　
●参加費　2,000円（全5回分） 学生1,000円
●申込　5/15（火）までに ①講座名、②住所（市外在住で市内在勤のかたはその旨の記載）、
 ③氏名（ふりがな）、④電話番号を記載し、往復はがきで
 〒242-0016 大和南1-8-1  大和市文化創造拠点シリウス 6階 生涯学習センターへ

大和市民大学　時代を彩る「浮世絵」講座情報
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浮世絵で読み解く江戸の文化と庶民のくらし

今年度初回の市民大学は「浮世絵」をとりあげます。
西洋の絵画にも影響を与えたといわれる浮世絵の魅力について、
講師をご担当いただく、藤澤茜先生にお話をうかがいました。

藤澤  茜さん

学習院大学大学院博士後期課程修了。文学博
士。著書に『歌川派の浮世絵と江戸出版界』
（勉誠出版）、『浮世絵が創った江戸文化』（笠
間書院）、『藤間家所蔵浮世絵全覧』（公孫樹
舎）など。雑誌『演劇界』にて「江戸芝居百景」
を連載中。

Interview

学習院大学講師
国際浮世絵学会常任理事



［ こども図書館＆屋内こども広場 ］

【 わくわく どきどき 発見がいっぱい 】

こ 国の こへも よど うそ
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こども図書館 「がまくんとかえるくんの世界」にちなんだ2冊をご紹介します

屋内こども広場 子育ての悩み解消します♪

成長期の子どもにとってのおやつの
役割についてのお話の後、親が苦
にならないおやつと子どもとの付き
合い方のポイントや、砂糖を使わな
いおやつレシピの紹介などもあり、
みなさん真剣に先生の話に聞き入っ
ていました。

質問コーナーでは、参加者の疑問
に先生が回答。その後は、コンソラ
トュール・コンセイエ（癒しカウンセ
ラー）の渡辺先生による子育ての心
構えについての講座があり、子育て
の素晴らしさや大変さを、みんなで
共有することができました。

こちらのイベントは毎月開催の予定
です。イベントに参加して、子育ての
不安を解消してみませんか？
スタッフ一同、ご参加をお待ちして
おります！

今回は、3階屋内こども広場の多目的室で行われている
「パフューム じぶんらしく・・・♪」をご紹介します。

どろんこに沈むのって、どんな感じかな？
お百姓さんの家のこぶたが何よりも好きなのは、やわら
かーいどろんこの中に座ったまま沈んでゆくこと。ところが
ある日、お百姓のおばさんが、こぶたの大好きなどろんこ
を掃除してしまいました。怒ったこぶたは、とことこ家を逃
げ出します。冒険の末に、街の中でようやく見つけたどろん
こ。こぶたが喜んで沈んでみたところ…？アーノルド・ロー
ベルが描く、温かくて楽しいおはなしです。

アーノルド・ローベル 作  
文化出版局、1978年出版
請求記号 E/ロベ/ 3階南

どろんここぶた
図書館スタッフ 芦川 さん

思いやり、待つことの大切さ
世界中で愛される有名な絵本「がまくんとかえるくん」は
4シリーズあります。中でも『ふたりはともだち』に収録され
ている「おてがみ」というお話は、小学校の教科書に掲
載されています。自然の中で織り成す、2人の日常のささい
な出来事は、友だちを思いやる心や、物事を焦らずに待
つことの大切さに気づかせてくれます。相手のことを思い
やる温かい作品です。

アーノルド・ローベル 作 
文化出版局、1973年出版
請求記号 E/ロ/ 3階南

ふたりはともだち
図書館スタッフ 及川 さん

子育て 
あるある話♪

砂糖が多い順は？

★このイベントは、毎回育児に関わる専門
職の講師を招き、子育て中のお母様方の
悩みを解消していくものです。先日は、管理
栄養士の柳澤先生をお招きし、「砂糖に依
存しない！おやつとの上手な付き合い方」
をテーマに開催しました。



18：30～20：00もじ活～綺麗な字はじめました～❸〈全3回〉 大和市生涯学習センター610大会議室
11：00～11：20親子で楽しむおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや23 水

22 火

21 月

20 日

19 土

18 金

17 木

16 水

15 火

13 日

12 土

11 金

10 木

9 水

6 日

7 月

5 土祝

3 木祝

4 金祝

1 火

2 水

13：30アテンダントと踊る 3＆1ダンスパーティ 4,000円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）マルチスペース 
10：00腹式散歩を楽しむ会 300円 090-9293-0264（川﨑）マルチスペース

10：00～12：00パフューム じぶんらしく…♪ 500円 大和市屋内こども広場多目的室
11：00～11：20シリウス赤ちゃんおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや
10：30うた友倶楽部カラオケ大会 無料 宮川たかし音楽事務所  046-295-6491サブホール

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室
11：30～11：50ほっこりスペシャル ベビーヨガ 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～16：00いろはにほへと－俳句入門講座！❷〈全6回〉 大和市生涯学習センター610大会議室
14：00～15：00 無料（20名）市立病院月例講演会 大和市立図書館健康テラス
14：00～14：20シリウス親子のおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや
13：30感謝 フリーパーティ 700円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）マルチスペース

10：00～11：40おかあさんの勉強室「卒業アルバム理論」 3,000円 こども教室どんぐりひろば  045-391-8289（吉村）マルチスペース
14：00 無料フェニーチェ 第4回演奏会（声楽） フェニーチェ  090-6014-7640（佐藤）サブホール
9：30実鈴チャリティフェスタ 2018 無料 実鈴歌謡友の会  046-262-0670（鈴木）メインホール

13：30～15：00ころたん 無料 大和市屋内こども広場多目的室
19：00～20：30季節を楽しむアロマテラピー～その基本から活用まで～❷〈全3回〉 大和市生涯学習センター612文化創造室

9：40コーラスの練習 無料 みずばしょう 045-373-8000（加藤）マルチスペース
13：20～16：30シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティ 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）サブホール
10：30～11：30森のくまさん 無料 大和市屋内こども広場多目的室

18：30～20：00もじ活～綺麗な字はじめました～❷〈全3回〉 大和市生涯学習センター610大会議室
10：30～13：30和食を楽しむ～職人の技をご家庭で～❶〈全3回〉 大和市生涯学習センター611調理実習室

13：30myソング 歌の会（コーラス練習） 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マルチスペース

10：00～11：00大きくなーれ 母と子の おんがくの会（2、3才児対象） 親子ペア1,000円
子ども追加1人500円 080-5402-6337（田畑）マルチスペース

10：00～11：30ママとアネシィ～キックエアロ 500円 大和市屋内こども広場多目的室
10：00～12：00ママパパ1年生！「赤ちゃんと楽しく暮らそう」❶〈全3回〉 大和市生涯学習センター610大会議室
11：00第34回 かながわ音楽コンクール ユースピアノ部門 本選 2,000円・高校生以下1,000円 神奈川新聞社  045-227-0779（塚田）    メインホール
①13：00～13：45 ②14：00～14：45LaLaLa Land 大和市屋内こども広場500円多目的室

①11：00～11：40 ②13：00～13：40お話コンサート 大和市屋内こども広場無料マルチスペース

10：30～12：00にこにこたまご 無料 大和市屋内こども広場多目的室

10：00～12：00ピュア・シャボン　ありのままに…☆ 500円 大和市屋内こども広場多目的室

10：30～11：15がまくんとかえるくんの世界 おはなし会 無料（先着30組） やまと芸術文化ホールおはなしのへや
14：00～16：00がまくんとかえるくんの世界 からだとこえのワークショップ 無料（先着30名） やまと芸術文化ホールマルチスペース

13：30～15：00まめたん 無料 大和市屋内こども広場多目的室

10：00朝から、素敵なピアノの調べにのって、一緒にうたいましょう
（ナルコストレッチで一緒に演奏コーナー有） 1,000円 介護予防の為の一緒にうたう会

080-5402-6337（田畑）マルチスペース

11：30～11：50ほっこりスペシャル ベビーマッサージ 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場

14：00～16：00「これであなたも絵が描ける！」～絵の豊かさを知る淡彩スケッチ～❸〈全8回〉 大和市生涯学習センター612文化創造室
10：00～12：00季節を贈る絵手紙・春編❷〈全2回〉 大和市生涯学習センター610大会議室
10：30 入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース

10：00第1回フランク永井 歌コンテスト･第9回カラオケを楽しむ会 無料 ミュージックサロン コルドンブルー 045-301-7688（小菅）サブホール
10：00～11：00チップリップ♪リズムにのって1、2、3～親子でリトミック 無料 大和市屋内こども広場多目的室
18：30～20：00もじ活～綺麗な字はじめました～❶〈全3回〉 大和市生涯学習センター610大会議室
15：30～16：00ひとりできける子のおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや
13：30アテンダントと踊る 3＆1ダンスパーティ 4,000円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）マルチスペース
13：30myソング 歌の会（コーラス練習） 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マルチスペース

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～14：30シリウスうちドックのおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや
13：30アルエット（オカリナ＋ピアノ＋タイコ）5月のコンサート 1,500円・小学生500円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マルチスペース
14：00湘南フリーデンスコーア演奏会（声楽） 1,000円 湘南フリーデンスコーア  046-255-0525（平野）サブホール
10：30観月流 翁扇流 ジョイント発表会〈舞〉 無料 観月会  046-276-5437メインホール

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室

13：30
（13：15開場）

第22回大和市立図書館GW映画上映会
「ホートン/ふしぎな世界のダレダーレ」（吹替え） 大和市立図書館601講習室

10：00第83回 チャリティコンサート 無料 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055マルチスペース

ミュージックパーティ 11：20
スプリングコンサート 16：30Music Party（発表会）& Spring Concert 無料 上野ピアノ教室  090-9136-3956サブホール

14：00コールコサージュ 20周年記念コンサート（女声コーラス） 無料 コールコサージュ20周年実行委員会
046-262-6071（渡辺）メインホール

12：30第19回 ハワイアン･フラ･愛好者の集い（コラボ ホアピリアロハフラ発表会） ヤマトハワイアン愛好会  046-267-0385（木村）サブホール

14：00横浜室内管弦楽団 第53回演奏会 1,000円 横浜室内管弦楽団  
045-804-1499（小柳/19：00以降）メインホール

14：00小沢ピアノ教室発表会 無料 小沢ピアノ教室  090-4001-1681サブホール
14：00大和市民吹奏楽団 第40回定期演奏会 無料 大和市民吹奏楽団  090-1882-3835（小槫）メインホール

13：20～16：30シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティ 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）サブホール
11：00～11：20おひざでだっこのおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや
14：00歌遊び会 700円 歌遊び会  090-2528-3011（長島）サブホール

無料（100名）

5月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
申込＝要事前申込
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5月 6月 EVENT CALENDAR 2018

残席僅か
残席僅か



入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）

入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）
入会金3,000円・月会費3,000円（月2回）

入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）

入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）

18 月 10：00～12：00パフューム じぶんらしく…♪ 500円 大和市屋内こども広場多目的室
11：00～11：20シリウス赤ちゃんおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや

31 木

29 火

28 月

27 日

25 金

24 木

23 水

26 土

17 日

16 土

15 金

14 木

13 水

10 日

12 火

8 金

9 土

7 木

6 水

4 月
5 火

2 土

3 日

1 金

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室
①13：30～14：30 ②15：30～16：30こどもとcomodoにコンサート 大和市屋内こども広場無料多目的室
10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～16：00いろはにほへと－俳句入門講座！❸〈全6回〉 大和市生涯学習センター610大会議室
14：00～15：00 無料（20名）市立病院月例講演会 大和市立図書館健康テラス
14：00～14：20シリウス親子のおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや

14：30デュオの語らい 第10回（ピアノ・ヴァイオリン） 2,000円 046-731-3317（崎山）サブホール

13：20～16：30シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティ 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）サブホール

14：00石坂団十郎（チェロ）×小菅優（ピアノ）デュオ・リサイタル S席4,000円・A席3,000円
学生（26歳未満）各席種半額 やまと芸術文化ホールメインホール

13：30～15：00ころたん 無料 大和市屋内こども広場多目的室
19：00～20：30季節を楽しむアロマテラピー～その基本から活用まで～❸〈全3回〉 大和市生涯学習センター612文化創造室

10：30～11：45親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」春ニャン編❷〈全3回〉 500円（全3回） 大和市生涯学習センター601講習室
10：30～12：30読み聞かせボランティア養成講座 乳幼児編❶〈全3回〉 無料（30名） 大和市立図書館610大会議室

①13：00
②16：30夢コンサート（①昼の部 ②夜の部） SS席6,800円（当日8,000円）

S席  5,500円（当日7,000円）※税別 株式会社 夢グループ  0570-064-724メインホール

10：30基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース
10：30～13：30和食を楽しむ～職人の技をご家庭で～❸〈全3回〉 大和市生涯学習センター611調理実習室
15：30～16：00ひとりできける子のおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや
18：30～20：30大和市民大学 時代を彩る「浮世絵」❷〈全5回〉 2,000円（全5回） 大和市生涯学習センター601講習室
11：30～11：50ほっこりスペシャル ベビーマッサージ 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
10：00～12：30ママパパ1年生！「赤ちゃんと楽しく暮らそう」❸〈全3回〉 大和市生涯学習センター601講習室

14：00ケロポンズ ～みんなで楽しくルルルルル～！～ 大人2,500円
子ども（0歳～中学生）1,500円 やまと芸術文化ホールメインホール

①13：00～13：45 ②14：00～14：45LaLaLa Land 大和市屋内こども広場500円多目的室
14：00～14：45昔ばなしをきく会 ～大人もきける世界のおはなし～ 無料 大和市立図書館健康テラス
10：00～11：40おかあさんの勉強室「おはしの正しい持ち方･使い方と教え方」 3,000円・子ども800円 こども教室どんぐりひろば  045-391-8289（吉村）マルチスペース 

14：00第9回 リベルタコンサート 秋川雅史コンサート
聴いてよく分かるクラシック 5,500円 株式会社 神奈川中央新聞社リベルタ

046-265-1199（松岡）メインホール

10：00～12：00ピュア・シャボン ありのままに…☆ 500円 大和市屋内こども広場多目的室

13：30～15：00まめたん 無料 大和市屋内こども広場多目的室
10：30～11：30ファミーユ 無料 大和市屋内こども広場多目的室

13：00～14：30「不思議の国のアリス」関連企画 森山開次ダンスワークショップ 無料（先着20名） やまと芸術文化ホールマルチスペース

14：00～16：00「これであなたも絵が描ける！」～絵の豊かさを知る淡彩スケッチ～❺〈全8回〉 大和市生涯学習センター612文化創造室

10：30基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース
13：00大和スマイル合唱団（練習） 大和スマイル合唱団  03-6304-0161（支援事務局） マルチスペース

10：00育児講座 無料 大和市立 草柳保育園  046-264-1919（横田）サブホール
11：00～11：20おひざでだっこのおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや
10：00～12：00読み聞かせボランティア養成講座 入門編❷〈全2回〉 無料（30名） 大和市立図書館610大会議室
10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～14：30シリウスうちドックのおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや

19：00大和おやこ劇場例会「空の村号」 劇団仲間･舞台劇 入会金200円
月会費1,400円

大和南部おやこ劇場･大和北部おやこ劇場
090-6116-0389（杉本）メインホール

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室
12：30フラ＆ダンス ブリーズ フェス Vol.4 Natsuno  090-1259-3791（望月）サブホール

18：00第1回 リベルタ寄席 リベルタ二人会 3,800円 株式会社 神奈川中央新聞社リベルタ
046-265-1199（松岡）メインホール

13：30～15：00にこにこたまご 無料 大和市屋内こども広場多目的室
10：30～11：45親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」春ニャン編❶〈全3回〉 500円（全3回） 大和市生涯学習センター601講習室

18：15みんなで歌おう 市民歌声 500円 音楽サークル「うたごえサロンやまと」
090-3230-2185（石掛）マルチスペース

10：30基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース
18：30～20：30大和市民大学 時代を彩る「浮世絵」❶〈全5回〉 2,000円（全5回） 大和市生涯学習センター601講習室
10：00～12：00ママパパ1年生！「赤ちゃんと楽しく暮らそう」❷〈全3回〉 大和市生涯学習センター601講習室
10：00～12：00読み聞かせボランティア養成講座 入門編❶〈全2回〉 無料（30名） 大和市立図書館

9：30 999円心の歌を歌う「もみじ」主催 歌の会 歌の会「もみじ」 080-5957-9951（佐川）
610大会議室
サブホール

11：00～11：50Heart warming yoga ～親子ヨガですっきりほっこり～ 500円 大和市屋内こども広場
10：00 無料第28回 花翠流舞踊発表会「舞への誘い」～踊る楽しさ、踊れる歓び～ 花翠会  046-269-4785

多目的室
メインホール

18：30（18：15開場）第23回大和市立図書館映画上映会「くろねこルーシー」 無料（100名） 大和市立図書館601講習室
13：30～15：00とこたん 無料 大和市屋内こども広場
13：45 900円「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！ うたごえがかり  080-5944-0425

多目的室
サブホール

14：00～16：00「これであなたも絵が描ける！」～絵の豊かさを知る淡彩スケッチ～❹〈全8回〉 大和市生涯学習センター612文化創造室
10：30基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース

①10：00～11：30 ②12：30～14：00あそんde絆 500円 大和市屋内こども広場多目的室

11：30～11：50ほっこりスペシャル お誕生日会 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場

10：30～13：30和食を楽しむ～職人の技をご家庭で～❷〈全3回〉 大和市生涯学習センター611調理実習室

申込＝要事前申込
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5月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

6月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ



手作り・雑貨＆クラフトフェア 販売会

30 土

29 金

28 木

26 火

27 水

24 日

23 土

20 水

21 木

22 金

19 火

11：30～11：50ほっこりスペシャル お誕生日会 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場

10：30千翔流 舞踊発表会 無料 千翔会  046-267-0243（小川）メインホール

10：30～12：00親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」春ニャン編❸〈全3回〉 500円（全3回） 大和市生涯学習センター601講習室
18：30（18：15開場） 無料（100名） 大和市立図書館第24回大和市立図書館映画上映会「リトル・ロマンス」（吹替え）601講習室

10：30～12：30読み聞かせボランティア養成講座 乳幼児編❸〈全3回〉 無料（30名） 大和市立図書館610大会議室

入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）10：30基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース
11：00～11：20親子で楽しむおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや
13：45 900円「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！ うたごえがかり  080-5944-0425サブホール

18：30～20：30大和市民大学 時代を彩る「浮世絵」❸〈全5回〉 2,000円（全5回） 大和市生涯学習センター601講習室
10：00腹式散歩を楽しむ会 300円 090-9293-0264（川﨑）マルチスペース

10：30～11：30Okie-Dokie music ジャングルにいこう！“Let’s go to the JUNGLE” 無料 大和市屋内こども広場マルチスペース
13：00雨宮正樹 門下生ガラコンサート（声楽） 無料 090-6006-2328（雨宮）サブホール
10：00レジリエンス～生き直す力～ 2,900円・学生1,000円 大和･生と死を考える会  046-275-7303（古谷）メインホール

11：00～11：50fun fun Yoga ～キッズヨガで元気に楽しく遊ぼう～ 500円 大和市屋内こども広場多目的室

17：30サムライ･ロック･オーケストラ2018 大和公演
マッスルファンタジー オズの魔法使い

S席7,500円・子ども5,000円
当日500円増　

㈱サムライ･ロック･オーケストラ
03-5738-5438（SRO運営事務局）メインホール

13：30～15：00とこたん 無料 大和市屋内こども広場多目的室

10：30～11：30森のくまさん 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～16：00「これであなたも絵が描ける！」～絵の豊かさを知る淡彩スケッチ～❻〈全8回〉 大和市生涯学習センター612文化創造室

11：30～11：50ほっこりスペシャル ベビーヨガ 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
13：30myソング 歌の会（練習） 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マルチスペース

10：00～16：00ウィッグ（かつら）展示即売会 無料 ㈱ユキ  052-459-7030ギャラリー

10：00～11：30ママとアネシィ～ヨガ 500円 大和市屋内こども広場多目的室

19：00～20：00第42回 本大会阿波おどり教室 無料 神奈川大和阿波おどり振興協会
046-263-8377（ ㈲徳豊設計内 小幡）マルチスペース

14：00～15：30あつまれ！“こども記者”阿波おどり新聞を作ろう❶〈全2回〉
教えて記者さん！“新聞づくり” 無料 大和市立図書館健康テラス

10：30～12：30読み聞かせボランティア養成講座 乳幼児編❷〈全3回〉 無料（30名） 大和市立図書館610大会議室

14：00内山るみ クロマティック ハーモニカ コンサート 500円 ウッチーズ  046-256-7141（内山）

14：00～15：30あつまれ！“こども記者”阿波おどり新聞を作ろう❷〈全2回〉
連長さんに取材をしよう 無料 大和市立図書館健康テラス

サブホール

13：20～16：30シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティ 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）サブホール

入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）10：30基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース

6月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

【 総合お問合せ窓口 】 TEL 046-263-0214
受付時間：9時～21時（日曜・祝日は20時まで） 年末年始休館あり
〒242-0016  神奈川県大和市大和南1丁目8番1号
大和市文化創造拠点シリウス公式サイト http://www.yamato-bunka.jp
公式facebook　 @yamatomirai20161103

小田急江ノ島線・相鉄本線「大和駅」から徒歩3分

●やまと芸術文化ホール TEL 046-259-7591
●大和市立図書館 TEL 046-263-0211
●大和市生涯学習センター TEL 046-261-0491
●大和市屋内こども広場 TEL 046-259-7592

渡邊 ちょんと さん ／ 大和市出身・在住。水墨画の技法を用い、伝統と現代的
感性からダイナミックかつ繊細な独自の世界を創造し続けるアーティスト。新聞小説
挿絵（伊東潤「茶聖」幻冬舎、木下昌輝「決戦！新選組」日刊ゲンダイ、相場英雄「御
用船帰還せず」幻冬舎）、映像広告（TOSHIBA；NYタイムズスクエアカウントダウン
2017）他、多方面で幅広く活動中。また巨大水墨画ライブペイントでは日体大創立
125周年記念慶祝イベント、XFLAG PARK（幕張メッセ）他出演多数。

掲載されている内容は、2018年4月23日現在の情報です。
次号は、2018年6月下旬発行予定です。

YAMATOMIRAI  vol.9
2018年 5&6月号
2018年4月発行

編集発行：指定管理者やまとみらい
〒242-0016 神奈川県大和市大和南一丁目8番1号
Tel：046-263-0214

申込＝要事前申込5月 6月 EVENT CALENDAR 2018

子育て中のお母さんサルは、子供と一緒にいるだ
けでも幸せという表情をしています。猿は「去る」
に通じることから「魔を去る（払う）」と信じら
れ、昔から神の使いと考えられていました。ま
た、音読みの「えん」という音から、ご縁を結ぶ
大変縁起の良い動物です。

今 月 の 表 紙

こんにちは、大和市文化創造拠点シリウス広報誌「YAMATOMIRAI」編
集部の若鍋です。新緑が芽吹き、風に陽の匂いが混じる季節がやってき
ました。皆様いかがお過ごしでしょうか。9号のテーマは「こどもと一緒に
楽しもう」。シリウス1階エントランスでは鯉のぼりを揚げています。本来
は真鯉のみであった鯉のぼりは、昭和時代からは家族を表すものとして
子鯉を添えたものとなりました。家族で旅行に行ったり、料理をしたり、
絵本を読んだり。青空にたなびく鯉のぼりのように、家族みんなでどこま
でもいきたいですね。（若鍋）

編 集 後 記

6/9（土）～6/17（日） 第19回 公募 「大和展」 10：00～18：00（最終日～17：00）
6/17 13：30～ サブホールにて表彰式 大和美術協会  080-5050-2115（吉田）

ギャラリー　期間イベント 【入場無料】
開催期間 イベント名 時間 お問合せ

5/19（土）～5/20（日） 19日 11：00～17：00、 20日 10：00～16：00

5/12（土）～5/13（日） おとなカワイイ 2018 母の日マーケット 10：00～20：00 おとカワやまとプロジェクト 
046-262-7808（柏﨑）

5月 6月

手作りの会（ ㈱Artistbank）
080-3258-1700（カンノ）

5/31（木）～6/4（月） 9：00～18：00（初日13：00～）第12回 神奈川読売写真クラブ
県央支部 写真展

神奈川読売写真クラブ県央支部
090-8800-4239（伊藤）

イベントの
最新の情報は
公式サイトを
ご覧ください


