つきみ野学習センターで活動されている団

費用：無料

ものの一部です。各講座の詳細は、
各館窓口

体の有志の展示と発表会。

申込：10／21
［木］9:30〜 電話または窓口

までお問い合わせください。申込不要の講座

対象：どなたでも

̶

は、
当日直接会場へお越しください。

申込：不要

第35回 大和市桜丘学習センターまつり

̶

［日］10:00-16:00
・21
11／20［土］

＝健康都市大学 講座

健康講座シニアセミナー「コロナに打ち

生涯学習センター ＞＞＞ 046-261-0491
̶

やまとみらいカレッジ「 VR（バーチャルリア

・展示。

11／30、12／7［火］14:00-15:30（全 2 回）

対象：どなたでも

温泉と健康の関りや現代の
「湯治」につい

費用：無料

て、温泉の専門家を招いて学習します。

申込：不要

対象：市内在住・在勤の方

［日］
［日］
・24［日］
・31
、11／21
、
10／17［日］
12／4［土］14:00-16:00（全 5 回）

定員：先着 20 名

VRの現在と未来を、最先端で研究されてい

申込：10／11
［月］
10時〜 電話または窓口

る先生方から学びます。

̶

渋谷学習センター ＞＞＞ 046-267-2027
̶

親子でおはなし会

冬休み子ども科学教室

10／13、10／20、11／10、11／17、12／8、12／15
いずれも水曜日 10:30-11:00

「転がれ進めジェットコースター」

定員：先着 40 名
費用：2,000円 *学生半額

12／26［日］13:00-15:30

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなど。

申込：電話または窓口

回転や転がる仕組みを学び、工作で作った

対象：0 〜 4 歳くらいまでの乳幼児と保護者

̶

ジェットコースターで実験をします。

定員：先着 5 組程度

対象：市内在住・在学の小中学生
（小学 4 年〜

費用：無料

とらわれず生きていくために〜

中学 3 年まで）

申込：開催 1 週間前の水曜日10時〜 電話また

・13［土］14:00-16:00（全 2 回）
11／6［日］

定員：先着 30 名

は窓口 *空きがあれば当日参加可

次世代の子どものジェンダー意識を、時代に

費用：400円

̶

合わせてバージョンアップするために、親

申込：12／10
［金］
10時〜 電話または窓口

英語で遊ぼう！Story Time

これからの男の子たちへ 〜
「男らしさ」
に

世代ができることを一緒に考えましょう。

“Enjoy winter&Christmas season! ”

対象：市内在住・在勤の方

12／6［月］10:30-11:10

桜丘学習センター ＞＞＞ 046-269-0411

定員：先着 20 名
費用：500円

0

2

1

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

「地域の文化とつきみ野学習センター35 年の歩み」
つきみ野学習センターが開館して35 年。来年 1 月から大規模改修のため休館します。1987 年（昭和 62 年）4 月に
市民の学習や活動の場として「つきみ野文化会館」が開館し、その後、1999 年（平成 11年）4 月に「つきみ野学習セ

費用：500円

対象：市内在住・在勤・在学の方優先

2

同センターで活動している団体の活動発表

勝つ！温泉で健康維持」

リティー）
が未来を切り開く！
！

10-12 月号

ai

掲載されている講座は、期間中に開催される

学習センターだより No.09
ir

定員：先着 5 組程度

oM

・14［日］10:00-16:00
11／13［土］

at

対象：乳幼児の親子（市内在住・在勤・在学）

m

第 2 回つきみ野博覧会

Ya

講座 2021.10-12

英語絵本と英語の歌を一緒に楽しみませ

ンター」に名称が変更されました。2019年（令和元年）4 月には、指定管理者やまとみらいの運営になり現在の体制
に至ります。その歴史の中で地域の文化として根付いてきたものをご紹介します。

つきみ野学習センター

▶開館当時から活動している団体
「革絵松の会」

開館当時の様子。左は完成した建物。右は学習センターだより
『ひろば』。

開館当時に開催した講座「革絵教室」の参加者で作っ
たサークル「革絵松の会」は、活動 35 年目になった今

▶
「遺跡の町」

でも3 名で活動中！結成当初は17 名程の会員がおり、

昭和 62 年開館当時に開館記念講演会「日本史の謎と

以前は展覧会へ行ったり、講師の自宅で作品を鑑賞

発見『遺跡のある町』」
を開催しました。この講演会で

することもあったそうです。

̶

んか？

申込：電話または窓口

桜丘親子のおはなし会

対象：未就学児とその保護者

̶

10／6、11／3、12／1［水］10:30-11:00

定員：先着12 組

取り上げた月見野遺跡は一般的にはあまり知られて

革絵の作成行程は、柔らかくした革にとがったペンで

いませんが、旧石器時代研究における有名な遺跡で

なぞり下絵を描きます。その革に染料を全体に色付

す。発掘された石器や土器から、その時代の人々の生

けし、表面を整えその上にアクリル絵具で絵に色を付

活などを垣間見ることができます。開館から35 年後

けていきます。次に、革に刻印を打込み凹凸の模様を

の今年、
「地元探究〜月見野遺跡を知る」を開催しま

付け立体感を出したら完成です。

す。地元の歴史に触れて後世へ伝えていきませんか。

現在講師は不在ですが、思い思いの作品を作成し活

毎月第 1 水曜日

費用：無料

らせない！『今だからこそ』のフレイル予防」

健康講座シニアセミナー
「頭も身体も弱

読み聞かせと絵本の紹介。

申込：10／18
［月］
10時〜 電話または窓口

12／3・10・17［金］10:00-12:00（全 3 回）

対象：市内在住・在勤の 4 歳くらいまでの子

̶

フレイル予防の 3 大要素「食事と口腔ケア」

どもと保護者

「社会参加」
「運動」
について学びます。

演劇ワークショップ
「だれでも小さなパフォーマーⅡ」

定員：先着 5 組

対象：市内在住・在勤の方

費用：無料

・19［日］13:00-16:00（全 2 回）
12／18［土］

定員：先着 20 名

申込：開催 1 週間前の水曜日9:30〜 電話また

初めてでも大丈夫！ はじめましての仲間と

費用：1,000円

は窓口

一緒に、知らない自分を発見しましょう。

申込：10／9
［土］
10時〜 電話または窓口

̶

対象：小学 3 年生以上の大和市在住・在勤・

ちぇりるんのへや

在学の方

11／11［木］10:00-10:45

定員：先着 16 名

親子のリズム遊びや工作で楽しく過ごしま

費用：1,000円
（全 2 回分）

しょう！

申込：11／2
［火］
10時〜 電話または窓口

つきみ野学習センター ＞＞＞ 046-275-0088
̶

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

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

つきみ野学習センター 〒242-0002 大和市つきみ野5-3-5

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

急江ノ島線・相鉄本線 大和駅から徒歩 3 分
から徒歩 5 分、中央林間駅から徒歩18 分
◎休館日

◎開館時間

◎開館時間

9:00-21:30

◎休館日 12／29 〜1／3

◎東急田園都市線

つきみ野駅

9:00-21:30 ◎受付時間 8:30-17:00

12 ／6、12 ／29 〜 R5.1／31（大規模改修のため）

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

◎開館時間

動しています。つきみ野博覧会などで、作品を展示し
て地域の方々に革絵や革の風合いを見に来ていただ
きたいです。
写真提供：
明治大学
博物館所蔵
「 神奈川県
月見野遺跡
調査風景写
真」

月見野第Ⅱ遺跡の発掘調査風景。左上は県立大和高校。遠景は丹沢山系。

9:00-21:30 ◎受付時間 8:30 -17:00 ◎休館日 10／25、12／29 〜1／3

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 10／24、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10 月1日 *次号は2022年 1月4日発行予定です

目次

▶大規模改修工事による休館

つきみ野学習センターは大規模改修工事のため休館
いたします。期間は、
令和 4 年1月〜令和 5 年1月末です。
ご不便をおかけいたしますが、
よろしくお願いします。

P1 ＞＞＞ 地域の文化とつきみ野学習センター35年の歩み P2-P3 ＞＞＞ 大和こども市民大学って何？／やまとみらいまつり＆
シリウス開館 5 周年オープニングセレモニー／新キャラクターお披露目会 〜みんなのちぇりるん〜 P4 ＞＞＞ 10-12月の講座

生涯学習センター

大和こども市民大学って何？

から「ラジオで安全な情報を送れるようなパーソナリティ

勿論、買う人がいれば、それを作る人がいます。今回は

になります」
「バリスタの仕事がとてもよく分かり、将来

カプセルトイの企画・デザインを仕事にしている日本ガ

この仕事をやりたいと思った」
という声を聞き、将来の仕

チャガチャ協会の武笠太郎さんを講師に迎え、“カプセ

事を考えるきっかけになったと感じました。

ルトイ”を通して、消費者と開発者の両面から商品作り

「モノづくり」
5 年の開催の中で特に印象的だった年が、

について考えていく予定です。今からどんな講座になる

の視点から 2 つの異なる職業を取り上げた 2019 年です。

のか、楽しみです。皆さんからのお申込みをお待ちしてお

1 つ目は「傘デザイナーのお仕事」。デザイン画から、ど

ります。

を仕事にしようと思ったのかを伺いました。大量生産の

気象予報士

が企画する合同イベント
「やまとみらいまつり」。今年は
開館 5 周年を迎えるシリウスを中心に、イベントを盛り

大和こども市民大学

「カプセルトイの企画・デザインをやってみよう！」

商品を手にする機会が多いなか、1 本1 本手作りされる

12／26［日］13:00-16:00

傘は新鮮なようで、こどもたちは様々な柄に大興奮で

商品が売れるようにカプセルトイの表紙であるディスプレイ

した。
「デジタル世界のお仕事」
です。簡易プログラ
2 つ目は、

▶
「大和こども市民大学」は、子どもたちが自らの将来や、

ムPC であるIchigojamを使用し、LED点灯やゲーム制

職業選択への興味関心を広げるきっかけをつくるため

作を体験しました。同じ
「モノづくり」でも、比べてみると

に始めた事業です。

異なる職種があり面白いですね。

ポップを描きましょう。最後には、
カプセルトイの機械をみん
なで回して売り上げを競います。
対象：市内在住・在学の小学 4 年生〜中学生
定員：先着 24 名

費用：300円
（材料費込）

申込：12／12［日］
10時〜 電話または窓口

れた新しい仕事など、様々な職種があります。色々な仕

別企画としてオカリナ演奏と、皆さんとの手拍子とで曲
を作り上げるスペシャルコラボも。
当日は、渋谷学習センター（ IKOZA内）
と同時中継します。
セレモニーをメイン会場シリウスから離れた場所でも
参加できます。ぜひ足をお運びください。

11／ 3［水・祝］10:30-12:00（予定）

桜丘学習センター

なことを職業にして生きていくという選択肢があること

新キャラクターお披露目会

に気づいてほしいと私たちは考えています。

〜みんなのちぇりるん〜

今まで開催した講座

傘デザイナー

大和こども市民大学は2016 年「ぼくのわたしのドリーム

デジタル世界

▶桜丘学習センターの新キャラ

マップ」からスタートしました。小学生を対象に夢いっぱ

企画担当の想い

クター「ちぇりるん」のぬり絵や

いの大和のまちを描くイラストワークショップで、子ども

インターネットの普及と共に情報が溢れる社会になりま

作品に、たくさんのご応募あり

たちが思い描くキラキラと希望にあふれた作品が出来

した。それは、こどもたちの世界でも同じです。情報が

がとうございました！

上がりました。
「初めてだったけど未来のことを描くの

溢れるからこそ、外側から見るだけではなく、どうして

作品は 8 月1日［日］〜 8 月31日

が楽しかった」といった感想を寄せてくれた子たちも今

その職業を選択したのか、また良い点も悪い点も含めて

では中高生になります。

“生の声”を、実際に働いている人に会って、聞いてほし

癒しや笑顔を与えてくれました。

他にも、ファッションデザイナー、ラジオパーソナリティ、

いと思います。

カラフルでオリジナリティあふれる
「ちぇりるん」のぬり絵

介助犬訓練士やバリスタなど幅広い職種の方々を講師

そして、これは保護者の方へのお願いなのですが、講座

は、応募総数 43 枚。楽しい気持ちにさせてくれるもの

に迎え、開催しました。

が 終わったら「どんなことをやったのか」
「それに対し

から、背景に凝ったものまで、素晴らしい作品が集まり

ラジオパーソナリティとバリスタ講座では、同じ施設（シ

てどう思ったのか」ぜひお子さんと話してください。子ど

ました。立体の個人作品では、紙粘土を使って「ちぇり

リウス）内のFM やまと、スターバックスコーヒー YAMATO

もの気づきに大人がハッとさせられることもあるはず

るん」を作ってくれた子もいました。これからも皆様に

文化森店にご協力いただきました。参加した子どもたち

です。

長く愛されるキャラクターになれるよう、桜丘学習セン

［火］
まで 2 階ロビーに掲示し、たくさんの方の目に触れ、

ターのいろんな場面に登場する予定です。
今年の大和こども市民大学は
「カプセルトイの企画・デザインをやってみよう！」
少し前までは100円で買えるカプセルトイが主流でした
が、今は中身も値段も多種多様。その市場規模も年々
拡大し、子どものみならず大人までもが夢中になってい
介助犬指導士

「みると」氏による生演奏をお楽しみいただきます。特

• オープニングセレモニー

事が繋がり、支え合い、社会ができている事、自分の好き

ファッションデザイナー

上げます！
オープニングセレモニーでは、市内在住のオカリナ奏者

問合：生涯学習センター（ Tel.046-261-0491）

世の中には、昔から続く仕事や生活の変化によって生ま

〜新しいつながり・広がるみらい〜

▶皆様への日頃の感謝を込めて、市内 7 つの文化施設

うやって傘ができるのか。実際にお店で作っている傘
や布をお持ちいただき、そのこだわりや、なぜ傘づくり

やまとみらいまつり＆
シリウス開館 5 周年

ます。

「シリウスのあゆみ」
ビデオ上映／読書感想図画コンクール表
彰式／
「私とシリウス」おたより紹介／オカリナ Special LIVE
会場：
（メイン会場）文化創造拠点シリウス 1 階サブホール

（サブ会場）渋谷学習センター 3 階
費用：無料 申込：不要

• ぬり絵でガッチャン！オリジナル缶バッジ
11／ 3［水・祝］〜 7［日］9:00-17:00 *ポラリスのみ〜11／5［金］
専用台紙に描いてきた絵を、その場で缶バッ
ジに仕立てます。ワークショップも開催予定！
詳細はQRコードをご確認ください ▶▶▶
会場：文化創造拠点シリウス、
市民交流拠点ポラリス、
つきみ

野学習センター、桜丘学習センター、渋谷学習センター、渋
谷図書館
定員：各館、材料がなくなり次第終了

費用：無料

• スマホで楽しむスタンプラリー！
11／ 3［水・祝］〜 7［日］
*各館の開館時間中／ポラリスのみ〜11／5［金］

ARは、スマートフォンなどを使い、実在する風景の上に現実
には存在しない情報を重ねて表示することができる技術
です。今回は、スマホで参加できるスタンプラリーを用意
しました！スタンプを集めると、特別なプレゼントも！
会場：文化創造拠点シリウス、
市民交流拠点ポラリス、
つきみ

野学習センター、桜丘学習センター、渋谷学習センター、渋
谷図書館、中央林間図書館
定員：景品がなくなり次第終了

費用：無料 申込：不要

