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費用：無料（電池代・材料費を頂くことがあります）
申込：不要 *当日修理が完了しない場合が
あります。
̶
桜丘親子のおはなし会
4／7、5／12、6／2［水］ 10:30-11:00
毎月第1水曜日（5月は第2水曜日）
読み聞かせと絵本の紹介。
対象：市内在住・在勤の4歳くらいまでの子
どもと保護者
定員：5組　費用：無料
申込：開催1週間前の水曜日9:30～ 電話ま
たは窓口
̶
臨時休館日…4／26［月］

渋谷学習センター ＞＞＞ 046-267-2027
̶
健康都市大学
《令和3年度子ども科学講座 ～出てこい！
未来のエジソン～》
①5／22［土］ 14:00-16:00
②6／5  ［土］ 14:00-16:00
科学の話と簡単な実験、工作。
①実験コース「錯視の不思議な実験」
②工作コース「分光シート万華鏡を作ろう」
対象：市内在住・在学の小学3～6年生
定員：各先着25名 *両コースの申込不可
費用：各コース300円
申込：電話または窓口
̶
渋谷学習センター利用者懇談会
4／25［日］ 11:30-13:00
事業報告、事業計画、施設利用や学習セン
ターまつりについて。意見交換など。
対象：同センター利用者
定員：先着30名　費用：無料
申込：電話または窓口

つきみ野学習センター ＞＞＞ 046-275-0088
̶
つきみ野学習センター利用者懇談会
4／17［土］ 10:00-12:00
事業報告、事業計画、施設利用や学習セン
ターまつりについて。意見交換など。
対象：同センター利用団体
定員：先着50名　費用：無料
申込：3／10［水］9時～ 電話または窓口
̶
健康都市大学
《中国茶紀行》
5／7、5／21［金］ （全2回） 18:00-20:00
中国の歴史や中国茶の文化に触れる。
対象：市内在住・在勤の成人・興味のある方
定員：先着15名　
費用：1,000円（お土産付き）　持物：筆記用具 
申込：3／13［土］10時～ 電話または窓口
̶
臨時休館日…6／7［月］

市民交流拠点ポラリス ＞＞＞ 046-274-4361
̶
健康都市大学
《あそび塾Ⅱ》
5／15［土］ 10:00-12:00 
バランスとんぼを作って遊ぼう！
対象：小学生および未就学児と保護者
定員：先着10名　費用：無料　申込：不要
̶
健康都市大学
《ポラリス清話  大和の歴史を学ぶ（近現代）》
6／15［火］ 10:00-12:00 
近現代の大和の歴史を学びます。
対象：市内在住・在勤者
定員：30名（抽選）　費用：300円
申込：窓口またはハガキで *5／31［月］必着

桜丘学習センター ＞＞＞ 046-269-0411
̶
桜丘おもちゃ病院 
4／18、5／16、6／20［日］ 13:30-15:00
毎月第3日曜日（11月は未定）
おもちゃの修理。
対象：市内在住・在勤・在学者
定員：先着15組（1組2点まで）

生涯学習センター ＞＞＞ 046-261-0491
̶
健康都市大学
《雑草と虫と楽しむ庭からのヒント》
5／26、7／28、8／25［水］ （全3回） 
10:00-12:00
オーガニックの寄せ植え、藍の生葉染め、
ハーブのブレンド等を実践し、自身で育てた
植物の様子から、命がめぐり環境が保たれ
ることを学びます。
対象：市内在住・在勤者
定員：先着18名　費用：2,500円
申込：4／4［日］10時～ 電話または窓口
̶
健康都市大学
《子育て応援！オンライン講座 ～親子で楽
しむこどもの読書週間～》
4／16［金］ 10:30-11:30
屋内こども広場プレイリーダーによる読み
聞かせと手遊びなど。図書館スタッフからは
絵本を選ぶときのポイントや読み聞かせの
コツなどをお話しします。
ご自宅からオンライン会議システムを使用
して参加していただきます。
対象：乳幼児期のお子さまとその保護者
定員：先着20組　費用：無料
申込：電話・窓口または生涯学習センター
ホームページのお申し込みフォームから
̶
生涯学習センター利用者懇談会・生涯学習
推進説明会
6／19［土］ 10:00-12:00 
生涯学習センターの運営報告と、まなびの
輪支援事業の説明及び意見交換会など。
対象：生涯学習センター利用者　
定員：先着50名　費用：無料　
申込：電話または窓口

桜丘学習センター 〒242-0024大和市福田1-30-1 ◎小田急江ノ島線 桜ヶ丘駅から徒歩3分
◎開館時間 9:00-21:30 ◎受付時間 8:30-17:00 ◎休館日 4／26、10／25、12／29～1／3
渋谷学習センター 〒242-0023大和市渋谷5-22  IKOZA3階 ◎小田急江ノ島線 高座渋谷
駅から徒歩2分 ◎開館時間 9:00-21:30 ◎受付時間 8:30-17:00 ◎休館日 10／25、12／29
～1／3、毎月最終月曜日（休日の場合には前週の月曜日）
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1-8-1  https://www.yamato-future.jp/
発行日：2021年4月1日　*次号は2021年7月1日発行予定です

生涯学習センター 〒242-0016大和市大和南1-8-1大和市文化創造拠点シリウス6階 ◎小田
急江ノ島線・相鉄本線 大和駅から徒歩3分 ◎開館時間 9:00-21:30 ◎休館日 12／29～1／3
つきみ野学習センター 〒242-0002大和市つきみ野5-3-5 ◎東急田園都市線 つきみ野駅
から徒歩5分、中央林間駅から徒歩18分 ◎開館時間 9:00-21:30 ◎受付時間 8:30-17:00
◎休館日 6／7、12／29～1／3
市民交流拠点ポラリス 〒242-0007大和市中央林間1-3-1 ◎小田急江ノ島線・東急田園都市
線 中央林間駅から徒歩3分 ◎利用時間 Room・アリーナ・市民交流スペース 9:00-21:30／
プレイルーム・親子交流サロン・親子交流テラス 9:00-18:00 ◎休館日 12／29～1／3

大和市内 5つの学習センターの講座・イベント情報や施設の活動をお知らせする広報紙です

学習センターだより No.07

“人・地域・文化をはぐくむ場所”としてこれからも…
市内に5館ある学習センター。学習活動の場や講座の受講など、たくさんの方にご利用いただいています。今号は、
まだ利用したことがないという方にも、どんな場所かを知っていただくために、各学習センターの特色とともにご紹介
します。（写真について：掲載している写真は、2020年1月以前のものです。）

目次　　P1-P3 ＞＞＞  “人・地域・文化をはぐくむ場所”としてこれからも…　　P4 ＞＞＞  4–6月の講座

講座  2021.4-6
掲載されている講座は、期間中に開催される
ものの一部です。各講座の詳細は、各館窓口
までお問い合わせください。申込不要の講座
は、当日直接会場へお越しください。

▶学習センターは、活動の
場の提供だけでなく、講座
を開催し、学習の機会の提
供も行っています。専門的
な講義が受けられたり、生
活に役立つ知識を学べた

り、受講を通じて、新しい気づきやつながりが生まれる
ことを願って、企画しています。
　11月には“やまとみらいまつり”が行われます。施設
の枠を超えたイベント等、この日だけの特別な催し物を
用意していますので、楽しみにしてくださいね！

令和3年度
社会教育関係団体の更新受付について

送付書類は3月頃各団体に郵送または
手渡ししています。ご不明点やご相談が
ございましたら担当の学習センターへ
お問い合わせください。

Access
大和駅からプロムナードを通って正面
に見えるのが文化創造拠点シリウス。
生涯学習センターは、図書館、芸術
文化ホール、屋内こども広場とともに、
シリウス内にあります。

生涯学習センター
▶生涯学習センターは、6階の大小会議室、和室や調理
実習室、3階の音楽スタジオなど、様々な活動に対応し
た部屋があり、約1,000の団体や個人が利用しています。
　6階には予約なしで自由にご利用いただける交流ス
ペース“ぷらっと大和”があります。テラスからの眺めも
良く、ちょっとした休憩にも最適です。
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▶会議室（左上）  スタジオ（右上）  ぷらっと大和（下）



▶ポラリスは2018年8月1日
に新たな市民交流の拠点と
して中央林間にオープンしま
した。運動を中心に多目的に
利用ができる「アリーナ」、市
民の交流の場として自由に利

用できる「市民交流スペース」などあり、様々な目的に合わ
せてご利用できます。
　2019年には1周年記念として『ポラリスサマーイベント』
を開催しました。アリーナで白熱の試合が行われた『親子
卓球大会』、打ち水をして効果を体感する『打ち水大作戦』
など子どもたちに向けたイベントで賑わいました。
　また、ポラリスには小さなお子様と一緒に遊ぶことがで
きる『プレイルーム』があり、読み聞かせやクリスマス会など
の各種イベントを行っております。その他にも気軽に利用
できる学習室開放や週末のアリーナ個人利用などを開催
しています。
　2021年も沢山の方に来ていただけるように、現在イベント
や講座を企画しています。多くの方の笑顔であふれるポラ
リスの夏をお楽しみに！

市民交流拠点ポラリス

夏の思い出作りはポラリスで！
渋谷学習センター　

今年の冬も、音楽とともに…
桜丘学習センター

あたたかな春、文化にふれる。
つきみ野学習センター

秋はたのしいまつりの季節！

季節でたのしむ学習センター、ちょっとのぞいてみませんか？

▶各学習センターでは毎年
学習センターまつりを開催し
ています。このイベントは、そ
れぞれの館で活動する団体
の学習の成果発表の場であ
り、団体同士の交流の場でも

あります。
　つきみ野学習センターでは、11月に開催し、約45の団体
が参加します。参加団体が実行委員会をつくり、約半年前
から準備を行っています。当日の受付・片付けまで団体の
皆さんが主体的に行います。
　まつり当日は、ギャラリーをはじめとして、会議室が作品
展示会場へと様変わりします。そこには皆さんの丹精込め
て作られた作品が並びます。集会室は舞台として太極拳や
卓球体験などや、カラオケや合唱が催されます。学習セン
ターの活気あふれる様を味わえるのではないかと思いま
す。また小学生など子どもを対象とした楽しいイベントも
開催します！
　新しい趣味や作品に出合えるチャンスでもあります。ぜひ
遊びに来てください！

▶桜丘学習センターはその名
のとおり、「桜」の木に囲まれた
施設です。春になると、近くの
公園や、少し歩いた引地川沿
いにも、華やかな桜を楽しむ
ことができます。

　スケッチをしたり、写真を撮ったり、散歩したり、季節を
存分に味わうことができる環境が、当館の周りには多くあり
ます。
　当館1階のギャラリーは、団体や個人の作品を展示する
ことができ、絵画、陶芸、写真など毎年様々な団体が展
示会や体験会を開催しています。2017年の改修工事で、
ギャラリーはより明るい雰囲気になりました。
　毎年絵画展を開催している団体、「桜彩会（おうさいかい）」
は年に1度の集大成として、会員が自慢の作品を展示して
います。テーマは人物、景色、静物など様々で、桜丘学習
センター周辺の並木道や引地台公園などをモチーフにされ
ているそうです。
　自然に囲まれた桜丘学習センター周辺を散歩の際には、
ギャラリー展示、図書室の利用、情報収集などに、是非お立
ち寄りください。

▶渋谷学習センターの2階
には、様々な用途にご利用い
ただける多目的ホールがあり
ます。
　広 と々した空間をダンスの
練習や体操、展示会などに

利用できるほか、机や椅子を設置することで集会や研修の
実施が可能です。また、ひな壇式の客席仕様にすることで
講演会や発表会等にも利用できます。2019年より、地域の
方 に々生演奏の音楽をお届けしようと「ウィンターコンサート
高座渋谷」の定期開催を開始しました。第1回は「マリン
バと世界の珍しい民族楽器」。ドラム缶を打楽器にしたス
ティールパンや、アフリカの木の実の楽器アサラトなど、普
段聴く機会がない珍しい楽器の生演奏をお届けしました。
第2回の「みんなの音楽会～クリスマスファミリーコンサー
ト～」では、うた・ピアノ・ヴァイオリンの演奏で、ディズニー
ソングからクラシックまで幅広い曲を披露。うたのお兄さん
が踊ったり、クリスマスメドレーのプログラムでは自然と手
拍子が始まり、小さなお子様からご年配の方まで楽しめる
コンサートになりました。今年はどんな音楽と出会えるの
か、皆様どうぞお楽しみに。

家族や友人同士、もちろんおひとりでも、見て・感じて・参加できるイベントがたくさんあります。
中でも一押しのイベントや利用方法を、季節ごとにご紹介します。

Access
桜ヶ丘駅を下車し、緩やかな下り坂を
歩いて3分。レンガ調の建物です。

Access
中央林間駅から徒歩3分。ガラス張り
とウッドデッキが特徴の建物です。

Access
高座渋谷駅西口から目の前に見える
IKOZAビルの3階にあります。

Access
つきみ野駅から徒歩5分の年月を経
たヴィンテージな施設です。
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