
自然と人間の距離が近かったころ、鳥は日本
でも世界でも神話・伝説・予言などに登場し、
人間の生活や在りように大きな影響力を持って
いました。
そんな鳥と人間との関わりに思いを馳せながら、
民族楽器による悠久の調べと、古より紡がれて
きた文明の物語に耳を傾けてみませんか。
伝説の「ヨゲンノトリ」をモチーフに作られた、
皆さんの願いが込められた作品も必見です。
 

なないろのかんむりをつくろう

★やまとみらい 7 館のテーマカラーで素敵なかんむりを作ろう︕

やまとみらい 7 館には、それぞれのテーマカラーがあります。
げんきっこ広場では、ご入場された方を対象に 7 色の折り紙を使って
素敵な「かんむり」を作ります。皆さまのご来場をお待ちしています︕

 【会場】文化創造拠点シリウス３階　げんきっこ広場
 【対象・定員】3 歳～小学校 2 年生 
　　　　　　　 （初めてご利用の方は事前登録が必要です）
 【料金】げんきっこ広場入場料
 【問合】3 階こども広場 259-7592 まで

想像もつかなかった大きな変化を迎えたこの一年、みなさんは何を思い、考えたでしょうか。
この地球に生きる私たちが、この先の未来を明るく照らすためのヒントは、きっといろんな所に隠れています。
みんなで一緒に探してみませんか︖

～繋がる大宇宙～

願い～翼を広げて～

【会場】文化創造拠点シリウス 1 階特設ステージ
【出演】  演奏とお話︓
           長岡 竜介、Ricky Rodriguez、Cacho Cardozo

【料金】  無料（申込不要）
【問合】1 階芸術文化ホール 259-7591 まで

①フォルクローレの演奏
　（チャランゴ・ギター・アンデスパーカッション）

②「ヨゲンノトリ」
　 大和オリジナルバージョンの展示

〒242-0016　神奈川県大和市大和南一丁目 8 番 1 号
小田急江ノ島線・相鉄本線　大和駅から徒歩 3 分
主催︓やまとみらい（大和市文化創造拠点　指定管理者）

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
      https://www.facebook.com/yamatomirai20161103/   公式 HP  https://www.yamato-bunka.jp/

デジタル地球儀で考えよう 
～地球のこと、世界の今～

★「触れる地球」の博士と一緒に見てみよう
　地球環境・SDGs・感染症

地球は広い︖つながっている︖
目に見えないウイルスは、どうして
世界中に広がるの︖
図書館で人気の美しいデジタル地球儀

「触れる地球」を使って、身近な疑問を
地球規模で考えるワークショップです。

 【会場】文化創造拠点シリウス 4 階　健康テラス
 【対象・定員】どなたでも／ 15 名
 【講師】稲葉 佳之（Earth Literacy Program） 

 【料金】無料
 【申込・問合】4 階図書館健康カウンター 263-0211 まで

11/3       10:30 ～ 11:50（予定） 火・祝

3D プリンター開放事業見学会

★制作の様子を見てみよう︕

生涯学習センターに、3D プリンターの機械があるのをご存知ですか︖
3D プリンターを使った作品づくりの様子をご覧いただけます。
そもそも、3D プリンターって何︖という方もお気軽にどうぞ。

 

11/3       
10:00 ～ 16:00

火・祝

 【会場】文化創造拠点シリウス 6 階　612 文化創造室
 【対象】見学はどなたでも
 【料金】無料（申込不要）
 【問合】6 階生涯学習センター 261-0491 まで

YouTube で SDGs

★一緒に「学び」×「発信」を体験してみませんか︖

シリウス 3F に、YouTube スタジオが限定
オープン︕ Google 認定イノベーターの教員に
よるユニット『どこがく』による出張講座です。

『どこがく』は、“「学びたいひと」と「共に学ぶ
ひと」がいれば、そこはいつだって学校になる。
いつでも、どこでも、だれでも、生徒にだって
先生にだってなれる。” そんな想いで作られました。
出演時間は 5 秒から。会場で、ある「お題」を用意してお待ちしています︕

  【会場】文化創造拠点シリウス 3 階　マルチスペース前特設ブース
  【対象】どなたでも　※未成年の出演希望者は保護者の承諾が必要です。
  【講師】どこがく（Google 認定イノベーターの教員によるユニット）　
　　　　 小林勇輔、山田美奈都、新井啓太
  【料金】無料（申込不要）　  【問合】6 階生涯学習センター 261-0491 まで

11/3       
12:30 ～ 14:30 

火・祝 11/3       
13:30 ～ 14:30

火・祝

11/3       
9:00 ～ 18:30 

火・祝

各イベントの参加にあたっては、マスク着用・手指消毒・検温・チェックシートのご記入等をお願いする場合がございます。予めご了承ください。

どこがく

シリウス開館 4 周年
オープニングセレモニー

★「ヨゲンノトリ」に願いを込めて

さわ

11/1（日）

11/30 （月）

2020
日

月



大和市立中央林間図書館　　　TEL  046-277-8030      大和市立渋谷図書館               TEL  046-267-2741
大和市市民交流拠点ポラリス　TEL  046-274-4361　　大和市つきみ野学習センター　TEL  046-275-0088　
大和市桜丘学習センター　　　TEL  046-269-0411　　大和市渋谷学習センター      　TEL  046-267-2027        YAMATO MIRAI

2020 年、私たちは多くの人と楽しみを共にする機会が得にくい
状況の中にあります。それでも、一人ひとりの日常の暮らしは
続きます。例えば暮らしの中の楽しみを、作品を通して展覧会に
来られた皆様に楽しんでもらえたら︕そんな呼びかけに応えて
くれた大和市民の作品（テーマ「宇宙」）の展覧会です。

【会場】渋谷学習センター 2 階　多目的ホール
【料金】無料　※ソーシャルディスタンス確保のため入場制限あり　

【問合】渋谷学習センター 267-2027 まで

はじめのいっぽ︕
SDGs（エスディージーズ）とは、日本語で『持続可能な開発目標』で、
2030 年までに達成しようと国連が掲げた目標です。「自分には関係ない
こと」と思いがちですが、実は私たちの生活や社会に繋がりの深い内容
です。この書き込み式のテーマ展示では、思いつくこと、やってみたい
こと、分からないことなどを皆で書き込んでみましょう。

 

空の上には何がある︖

宇宙をテーマとした本や資料を展示します。
お楽しみに︕

 【会場】中央林間図書館 メインエントランス
 【対象】どなたでも 
 【問合】中央林間図書館 277-8030 まで

つながるやまとの宇宙展
～ A4 サイズの宇宙～ 見つけよう☆SDGs のかけら

Twinkle Star !!
～宇宙にまつわる展示～

小学生向け　本のお楽しみ袋

映画音楽の世界 よみうり回想サロン 第 2 弾 11/25
14:30 ～ 15:30

（14:00 受付開始）

11/28    
11:00 ～ 11:30

おはなしのひろば
中央林間図書館
やまとみらいまつりスペシャル

　　危機迫る環境問題と私たちの健康
　　～公害から地球環境問題を経て、アントロポセンへ　　　

袋には、図書室スタッフが選んだ色々な本が入っています。
いつも読んでいるジャンルだけでなく、読んでみると意外と面白
かったり、ためになったり…本のスペシャリストが選んだ本を、
皆さんにお届けします︕

【会場】つきみ野学習センター 1 階　図書室
【対象・定員】小学生以下／先着 40 名（予定）、無くなり次第終了
　                 ※大和市図書利用者カードをご持参ください。

【料金】無料（申込不要）　　【問合】つきみ野学習センター 275-0088 まで

数々の映画音楽を彩ってきた『映画音楽』。名シーンから聴こえる
心地の良い音色は心を豊かにさせるものです。
本講座では、「映画音楽とは何か︖」というアプローチから、音楽
が作品に与える影響とシーンの演出を解説します。講師は数々の
作品で映画音楽を担当し、これまでに多くの賞を受賞された周防
義和氏。この機会に是非、映画音楽の世界を覗いてみませんか︖
※内容は変更となる場合がございます。

　

思い出を語り合おう

あらゆる年齢の全ての人が元気に暮らせる
世の中の実現への願いを込めて、昨年好評
だった回想サロン第 2 弾を開催します。
昭和 30 年代の写真や新聞記事を映像で見たり、
クイズに答えたり、参加者の皆さんとコミュニケーション
を取りながら、「回想法」で一緒に脳のトレーニングを
しましょう︕

ドキドキ、ワクワク、宇宙のおはなし

宇宙をテーマに幼児向けの絵本の読み聞かせを行います。

もはや無関係ではない︕私たちを取り巻く環境問題と向き合おう

地球温暖化、PM2.5 など、環境問題が私たちの身に降りかかってきています。
課題となっている問題を知り、私たちに何をもたらすのか考えてみませんか。

健康都市大学 11/28
14:00 ～ 16:00

【会場】市民交流拠点ポラリス
　　　  プレイルーム（入室時要受付）

【対象】どなたでも　【料金】無料（申込不要）
【問合】中央林間図書館 277-8030 まで

　【会場】市民交流拠点ポラリス（Room１・２・３）
　【対象・定員】市内在住・在勤・在学の方／ 20 名（定員超過の場合は抽選）
　【講師】周防 義和（作編曲家）、Jirafa（作編曲家） 　【料金】無料
　【申込】窓口または官製はがきに下記事項を明記
　　　　 ①講座名、②氏名 ( ふりがな )、
　　　　 ③住所 ( 市内在勤・在学の方はその旨を明記 )、④電話番号
　　　　 〒242-0007　大和市中央林間 1-3-1　市民交流拠点ポラリスまで　
          　11/6 ( 金 ) 必着　※1 通につき１名まで応募可
　【問合】市民交流拠点ポラリス 274-4361 まで

素晴らしき映画音楽の世界へ

周防 義和

11/20　 ～ 22       
　10:00 ～ 17:00
　　※22 日は 13:00 まで

金 日  11/1　 ～ 29       
     8:30 ～ 21:30

日 日

 11/14　  12:00　 
   ～ 15     18:00

土
日

水

土
土

 11/1　 ～ 30       
　10:00 ～ 21:00

日 月

   11/15       
　14:00 ～ 16:00

日

　【会場】つきみ野学習センター　304 講習室
　【対象・定員】どなたでも／先着 20 名 　【料金】500 円
　【申込】10/27（火） 10:00 より　電話またはつきみ野学習センター窓口にて
　【問合】つきみ野学習センター 275-0088 まで

何が入っているかはお楽しみ♪

ひろがる、つながる。宇宙の展覧会

【会場】渋谷学習センター　310 会議室
【対象・定員】年齢不問、昭和 30 年代の事を
　　　　　　  お話頂ける方／先着 10 名

【料金】無料
【申込】電話または渋谷図書館カウンターにて
【問合】渋谷図書館 267-2741 まで

健康都市大学

 【会場】桜丘学習センター 2 階　ロビー
 【対象】どなたでも　　【料金】無料（申込不要）

 【問合】桜丘学習センター 269-0411 まで

渋谷図書館
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