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★当日限定オリジナルブレンドコーヒーのご提供＆コーヒーセミナーを
開催します！セミナーのお申込•お問合せは店頭にて受付中！

※内容は回により異なります。詳しくは店頭掲示をご覧ください。

★2周年を記念して今年もパスタを全品ワンコイン（500
円）で提供させて頂きます！お得なランチセット（別料
金）も併せてご利用ください！

スターバックスコーヒー
YAMATO文化森店

【時間】 9：00～21：00　
【セミナー】 10：00 / 11：00 / 12：00 / 13：00
　　　　　  （各回30分・申込先着6名様）

「器の中の宇宙」～響きあう感性～ 

大和市文化創造拠点シリウスは、2018年11月3日に開館2周年を迎えます。おかげさまで
同年7月7日には累計来館者数500万人を突破いたしました。これからも多くの方 に々愛され、
訪れていただけるような施設を目指して歩んでいきます。日頃シリウスをご利用いただいて
いる皆様に、感謝を込めたイベントを。いつもと違うシリウスにぜひお越しください！

★開館2周年記念セレモニー

シリウス2周年記念阿波踊り
（秋の阿波踊り）

E PRONTO YAMATO文化森店
【時間】 10：00～20：30　

関連イベントINFORMATION

11/3
2018

［土祝］

10：30～【入退場自由】

【出演】 華道家：上野雄次 / 琴：小田原幸江、赤堀昭子、髙橋美香（水野筝曲学院） 
　　　  サックス：関水優子（海上自衛隊東京音楽隊）

1階エントランス / 特設ステージ

今年は、前衛的でダイナミックな華道パフォーマンスで観客を
魅了する華道家・上野雄次氏と、市内在住の音楽家のコラボ
レーションをお届けします！花いけバトルや海外でのパフォーマ
ンスでも高い評価を受ける上野氏が、皆さんの願いが詰まった
素材をどんな作品に仕上げるのか？！琴とサックス、そして華道
が魅せるパフォーマンス。情熱と感性のクロスオーバー！
必見＆必聴のオープニングです！

  あなたの「お願い事」が作品の素材に！
10月18日(木)から25日(木)までシリウスのエントランスにて
お願い事を募集します！備え付けのリボンに願い事を書いて
箱にお入れください！

上野雄次

★大和の隠れ家的メンズサロンよりスペシャルな
特典！❶新規のお客様全メニュー10％オフ ❷2周
年特別コースご利用の方に素敵なプレゼント！

BOND HONDA  メンズサロン

【期間】 11/3～11/30
【時間】 〈水～金〉11：00～20：00　〈土～月〉10：00～19：30

★ぎんざ粋狂連
をはじめとする大
和が誇る実力派
連が、シリウスの
2周年を華やかに
盛り上げます！

【会場】大和銀座商店街路上 
【時間】13：00～15：45

水野筝曲学院

★お手伝いいただける方も大募集！

11月3日(土・祝)朝9時より１階エント
ランスで上野氏と一緒に集まったお
願い事を木に結ぶ作業を行います。
是非ご参加ください！ 〈申込不要〉



【対象・定員】 市内在住・在学の
　　　　　　小学3年生～中学生／30名
【講師】 鈴木圭子（宇宙教育リーダー）　 【費用】 無料　

コズミックカレッジ
「ロケットをつくろう！」

市民とつくる合唱・朗読作品
『宙』～紡ぐ言の葉～

開館2周年を記念し、「星・宇宙」をテーマにした
新作の合唱・朗読作品を制作・上演します。テーマ
にまつわる言葉や合唱曲を募集し、それらを基に
作家の小川糸さんが新作の物語を制作。当日は、
アーティスト・篠原ともえさんによる朗読と公募で集
まった合唱団による歌唱で披露します。この日しか
見ることができない特別なステージをお楽しみに！

触れる地球ワークショップ
開館2周年スペシャル

13：30～14：30

毎月恒例のデジタル
地球儀を使ったワーク
ショップが2周年を記
念し、スペシャルにバー
ジョンアップ!!これまで
地球の今や天体の不
思議など、さまざまなコ
ンテンツをお届けしてきましたが、2周年記念には特別
講師をお招きし、これまでなかった新しいコンテンツを
披露します！どうぞお楽しみに！

こども図書館・屋内こども広場にまつわるクイズにチャレ
ンジしよう！すべて正解した子には、きっず広場（多目的
室）で遊べるスペシャルチケットと、オリジナル缶バッジ
をプレゼント！

　シリウスの2周年記念事業に参加させてい
ただけることをとても嬉しく思います。今年の8
月に学校説明会で、私達合唱部はメインホー
ルで演奏をしました。ここのメインホールはと
ても響きが良くて演奏しやすかったです。ま
た、他の施設も、落ち着いた空間なので、勉強
や読書など、充実した時間を過ごすことが出
来るので、たくさん利用しています。私はシリウ
スが大好きです。
　「宙～紡ぐ言の葉～」の企画は素晴らしいと
思います。小川先生の感動的な作品を合唱と
朗読を融合して表現することにより、感動が
何倍にも広がる可能性が生まれるように思い

ます。この企画に関わった全ての人の力を合
わせて表現の可能性を最大に引き出せたら、
きっと素晴らしい作品に仕上がります。
　美しい作品を作りたいという強い思いと共
に、シリウスへの感謝の気持ちを込めて、精一
杯取り組みたいと思います。

県立大和西高等学校
合唱部 部長

 芹川 裕紀さん

【対象・定員】 小学生以下のお子様／80名（先着順）
【費用】 無料　 【申込】 不要〈直接会場にお越しください〉
【問合】 電話または3階屋内こども広場カウンターにて

【対象】 どなたでも
【講師】 稲葉佳之（触れる地球コンテンツディレクター）
【費用】 無料　 【申込】 不要〈直接会場にお越しください〉

【  作  】 小川 糸　 
【出演】 篠原ともえ（朗読）、市民合唱団
【料金】 1,500円・学生（26歳未満）1,000円（全席指定・税込）
【申込・問合】 要事前申込、やまと芸術文化ホールチケットデスクまで

クイズラリー　
シリウスのお誕生日をお祝いしよう!!

3階 / 大和こどもの国

4階図書館 / 健康テラス

15：00開演（14：30開場）1階芸術文化ホール / メインホール

バルーンスティックでロケットをつくり、
ロケットが飛ぶ仕組みを学びます。

作家・小川糸さんが
3ヶ月をかけて執筆した
この日のためだけの
感動作です！

 受付  13：00～15：00
★ラリーカードが無くなり次第終了
 答え合わせ  15：30まで
 きっず広場〈多目的室〉利用 
13：20～16：00
★1クール20分（各クール10名まで）

募集
終了
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惑星探査機やロケットの
ペーパークラフトを作ってみよう！

13：00～16：006階生涯学習センター / 604小会議室

13：00～15：00
6階生涯学習センター / 601講習室

【定員】 ５０名（先着順） 　【費用】 無料　　
【申込】 不要〈直接会場にお越しください〉
【問合】 生涯学習センター

★ハサミやカッターを使用します。
　小さなお子様は、保護者の方と
　一緒にご参加ください。

『宙』～紡ぐ言の葉～
11/3（土祝）メインホール

シリウスで輝いている方々 に
それぞれの思いを
綴っていただきました。

鏡華万の々星

ご出演イベント

※各イベントの内容・時間は変更になる場合がございます。

リハーサル風景



フィルハーモニクス ウィーン＝ベルリン

シリウス・クリスマス
おはなし会
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昨年大好評だったクリスマスホワイエコンサートを今年も開催
します。今回はバンドネオン奏者の早川純さんをお迎えし、その
繊細な音色と美しい楽器のフォルムをご覧いただきます。
アルゼンチンタンゴでおなじみのバンドネオンは、実はドイツの
ハインリッヒ・バンドによって考案され制作された楽器です。計
71からなるボタンを自在に操ることで、複雑なリズムや5オク
ターブという幅広い音域と渋味のある音色を奏でています。
寒い冬に、しっとりと、大人の音楽を楽しむ…ホールから一足早
いクリスマスプレゼントをどうぞお楽しみください。

クリスマス ホワイエコンサート

今年も待ちに待ったクリスマスがやってきます。
家族や恋人、友人と一緒に、シリウスですばらしい休暇と新年をお過ごしください☆

世界に君臨する二大オーケストラ“ウィーン･フィル”と“ベルリン・フィル”のメン
バーを中心に結成された「フィルハーモニクス ウィーン＝ベルリン」。ポップ、
ラテン、民族音楽からジャズ、クラシックまで、クリスマスに一流の音楽を！

＊12月16日（日）  14：00開演（13：30開場）

会場…1階 芸術文化ホール　
　　　メインホール・ホワイエ　　
料金…無料　　
出演…早川 純（バンドネオン奏者）

※ご来場時間によってはお立ち見となる場合が
　ございます。予めご了承ください。
※演奏中の写真撮影・録音・録画はご遠慮ください。

＊12月20日（木）  
　 13：00～13：45

シリウス・クリスマスおはなし会では、
大型絵本や紙芝居の読み聞かせ、パ
ネルシアターなどを行う予定です。歌
を歌ったり、手遊びをしたり、一緒に
楽しい時間を過ごしましょう！

　　 第32回大和市立図書館
　　 クリスマス映画上映会

『I Loveスヌーピー』
何をやってもうまくいかない少年チャーリー・ブラウンと、空想
大好きな親友のスヌーピー。彼らの友情に“ぽっ”とじんわり、ダ
イナミックなアクションに大興奮のハートフルアドベンチャー。

会場…6階 生涯学習センター　601講習室
料金…無料　　定員…先着100名　　申込…不要

©Toru Komatani

会場…１階 芸術文化ホール　メインホール　
料金…S席4,500円　A席3,500円　
　　　学生（26歳未満）S席2,500円　学生A席1,500円 （全席指定・税込）
出演…ノア・ベンディックス＝バルグリー（Vn）、セバスティアン・ギュルトラー(Vn)、
　　　ティロ・フェヒナー（Va）、シュテファン・コンツ（Vc）、エーデン・ラーツ（Cb）、
　　　ダニエル・オッテンザマー（Cl）、クリストフ・トラクスラー（Pf）

会場…3階 こども図書館　おはなしのへや
料金…無料　　申込…不要

©Max Parovsky

Happy Holiday in SIRIUS
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＊12月23日（日・祝）  14：00～14：30
＊12月24日（月・振休）  13：30開演（13：15開場）

※未就学児の入場はご遠慮ください。

芸術文化ホール 12月はワクワクする音楽で、特別な日を過ごしませんか？

図書館 大切な人と、図書館で過ごすクリスマス★



SIRIUS

生涯学習センター★インタビュー
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“和菓子”で楽しむ
　　クリスマス＆お正月
12月からはじまる「親子で参加！わっと可愛い和菓子づくり」では、クリスマス
モチーフの練りきりアートとお正月モチーフのデコもちを親子で作ります！
今回講師をお務めいただく、前田恵美さんにお話をうかがいました。

前田 恵美 さん
Interview

デコもち認定講師／サロ
ネーゼ協会練りきりアート
認定講師／簡単おいしい
和の楽しみ方主宰

４姉妹の子育てをしながら、ご自宅やイベン
トで教室を開催されていますが、和菓子づく
りをするようになったきっかけを教えてくだ
さい。
─元現場監督でお料理には興味がな
かったのですが、結婚、出産で専業主婦に。
育児ストレス解消と、食の細い長女のため
に、デコ巻きずし教室へ子連れで通い始めま
した。もともと料理が苦手で、初めは上手く
いかないこともありましたが、それでも一生
懸命に作った料理をこどもたちはとっても喜
んでくれて、それが励みで先生にまでなっ
ちゃいました(笑) 。

“練りきりアート”や“デコもち”といった言葉
を初めて聞いた方も多いと思いますが、どの
ようなものですか？
─私が教えている“練りきりアート” “デ
コもち” “デコ巻きずし”どれも日本ならでは
の和食、郷土料理なんです。
“練りきりアート”はよくお茶席で食べる和菓
子を、“デコもち”は青森の「ベコもち」をかわ
いく現代風にアレンジしたものです。
デコもちはグルテンフリー。優しい三色団子
のような味で、デザートはもちろん、お弁当
に入れたり、麺類のトッピング、チーズフォン
デュ、お鍋など…。冷えても固くなりにくく、

冷凍保存もできるので、作り置きもできちゃ
うんです。

今回の講座で楽しみにしてほしいところはど
こですか？
─和菓子も郷土料理も、おうちでも気軽
に作れて、親子で一緒に楽しむことができる
んだと感じてほしいです。東京オリンピック
もあり、日本の良さ、和食の良さ、もっとたく
さんの人に関心を持っていただけたら嬉し
いです。

屋内こども広場 親子で楽しめるクリスマスイベントをご紹介します★

親子で参加！わっと可愛い和菓子づくり講座情報

Okie-Dokie music
世界のみんなに
Merry Christmas!

先生のパワフルな歌声と
リズムに合わせて、英語・
音楽リトミックを行いま
す。もうすぐクリスマス！
サンタさんと一緒に、世
界中のこどもたちにプレ
ゼントを届けましょう。打
楽器体験もお楽しみに♪

クリスマスに
トーンチャイムの
音色を♪
トーンチャイムの素敵な音で、お馴染
みの曲を演奏してくださいます。親子
で癒しのひと時をお過ごしください。

ほっこり
クリスマス会

歌を歌ったり体を動かしたり！クリ
スマスを親子で楽しみましょう。
きっとサンタさんに会えるよ♪

会場…3階 屋内こども広場
　　　ちびっこ広場
対象…0歳～2歳の親子
費用…無料　　申込…不要
問い合わせ…電話または
　　　　　　3階こども広場
　　　　　　カウンターにて直接

会場…3階 屋内こども広場　多目的室
対象・定員…小学生以下の親子 
　　　　　 20組（先着順）
費用…無料　　
申込…11月9日（金）10時より
問い合わせ…電話または3階こども広場
　　　　　　カウンターにて直接

＊12月9日（日）  
　 13：00～14：30

＊12月24日（月・振休）  
　 11：30～12：00

会場…3階 マルチスペース
対象・定員…小学生以下の親子 30組（先着順）
費用…無料　　申込…11月21日（水）10時より
問い合わせ…電話または3階こども広場カウンターにて直接

＊12月22日（土）  10：30～11：30

1 32

会場…生涯学習センター  611調理実習室・会議室　　費用…1,500円（全2回分・材料費込）　　
対象・定員…小中学生とその保護者（いずれかが市内在住・在勤・在学であること）／12組（定員を超えた場合は抽選）
申込…窓口または官製はがきに、講座名、住所（市内在勤の方はその旨を明記）、電話番号、保護者とお子さまの氏名（ふりがな）、
　　　お子さまの学年／学校名、食物アレルギーの有無を明記の上、生涯学習センターへ。11/30(金)必着

＊12月23日（日・祝）、12月26日（水）〈全2回〉  いずれも 10：00～13：00
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3 土祝

1 木

第2回フレッシュコンサート（ヴァイオリン・フルート） 14：00 1,000円 大和市音楽家協会  070-3523-7068（田辺）マルチスペース
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

読み聞かせボランティア養成講座（ブラッシュアップ編）❶〈全2回〉   　 14：00～16：00 無料（30名） 大和市立図書館610大会議室

あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

ほっこりスペシャル ベビーヨガ 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
ママとアネシィ～キックエアロ 10：00～11：30 500円 大和市屋内こども広場多目的室

着つけのおけいこ 9：40～11：40 （公社）服飾文化研究会  080-1164-2100（秋山）マルチスペース
カラオケ発表会&舞踊コンサート 11：00 900円 新神奈川音楽友の会  090-2537-5085（吉沢）サブホール
パフューム（0才～6才の親子） 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室

健康講座 シニア活き活きセミナー❷〈全3回〉 13：00～15：15 大和市生涯学習センター601講習室 600円（全3回）
シリウス赤ちゃんおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
親子でものづくり教室 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室

健康都市やまとフェア2018 10：00～16：00 無料 大和市政策総務課  046-260-5327（鈴木）ギャラリー
第48回秋季吟詠大会 9：30 無料 大和市詩吟連盟  046-262-1200（名取）サブホール

健康都市やまとフェア2018×未病を改善する県民フォーラム（講演会）　　 13：00 無料（要整理券） 大和市政策総務課  046-260-5327（鈴木）メインホール
親子でものづくり教室 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室
市立病院月例講演会 14：00～15：00 無料（20名） 大和市立図書館健康テラス

シリウス親子のおはなし会 14：00～14：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
第15回寿会大和支部発表会 10：30 無料 寿会  090-1202-4926（花翠）サブホール

A O SHOW（アー・オー・ショー） 13：00 S席3,000円・A席2,000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

飛べ飛べロケット リターンズ 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」秋ニャン編❶〈全3回〉 10：30～11：45 大和市生涯学習センター601講習室 500円（全3回）
胸骨圧迫とAEDについて～救急車が来るまでにできること～ 14：00 無料 医療法人徳州会 大和徳州会病院  046-264-1111（鈴木）マルチスペース

とばしてあそぼう！紙ひこうき 13：00～15：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

赤い靴ダンスパーティー 13：30 900円 090-3572-1278（鈴木）サブホール
ふれあいコンサート2018 13：30 無料（要整理券） 社会福祉法人県央福祉会  046-200-2888（川上）メインホール

ひとりできける子のおはなし会 15：30～16：00 無料 大和市立図書館おはなしのへや
フリーダンスパーティ 13：30 500円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）サブホール
あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

みんなでわいわい、おもちゃづくり❶〈全2回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター610大会議室 500円（全2回）

 楽しくはじめるリメイク～こどもに伝えたいモノを大切にするココロ❶〈全3回〉　　　 10：30～12：00 大和市生涯学習センター612文化創造室 1,000円（全3回）
グエンさんとつくる ベトナムごはん 10：00～13：00 大和市生涯学習センター611調理実習室 500円

健康講座 シニア活き活きセミナー❶〈全3回〉 13：00～15：15 大和市生涯学習センター601講習室
第2回高齢者施設取り組み発表会 19：00 無料

600円（全3回）
大和市高齢者福祉施設協議会  046-267-3818（久次米）サブホール

大和市民大学 国際情勢の“なぜ”を知る❸〈全5回〉 14：00～16：00 大和市生涯学習センター601講習室

日本おうちサロンマップ協会かながわ支部2019年新規入会説明会 13：30 無料マルチスペース
第3回おうちサロンマーケットかながわwith第25回Smile Healing Garden 10：30～17：00 無料ギャラリー

日本おうちサロンマップ協会かながわ支部
080-2129-8594（事務局）

ウイスタリア音楽院演奏発表会 未定 無料 ウイスタリア音楽院  046-261-6823（斉藤）サブホール
「小さいっ◯が消えた日」劇団仲間 大和おやこ劇場第277回例会　　 14：00 大和南部おやこ劇場  046-269-2247（杉本）メインホール

ほっこりスペシャル ベビーマッサージ 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
LaLaLa Land ①13：00～13：45 ②14：00～14：45 500円 大和市屋内こども広場多目的室

にこにこたまご（ふたご・みつごの親子） 10：30～12：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室
生涯学習センター利用者懇談会・生涯学習推進説明会 10：00～12：00 無料 大和市生涯学習センター601講習室
神奈川県中文連 大和市総合文化祭 部活動発表会 要問合せ 要問合せ 大和市中学校教育研究会  046-274-8903事務局（大塚）メインホール

まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん） 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室
ファミーユ～新しい家族を迎えるまでに～（妊婦さん） 10：30～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室
神奈川県中文連 大和市総合文化祭 音楽発表会 要問合せ 要問合せ 大和市中学校教育研究会  046-274-8903事務局（大塚）メインホール

大和スマイル合唱団（練習） 13：00 大和スマイル合唱団  03-6304-0161（支援事務局）マルチスペース
基礎から楽しく！社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 10：30 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース
神奈川県中文連 大和市総合文化祭 英語大会 要問合せ 要問合せ 大和市中学校教育研究会  046-274-8903事務局（大塚）サブホール

チップリップ♪リズムにのって1、2、3 ～親子でリトミック 10：00～11：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室
ウィッグ（かつら）展示即売会 10：00～16：00 無料 ㈱ユキ  0120-20-3020ギャラリー
マイソング歌の会（練習） 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マルチスペース
あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

大和市民大学 国際情勢の“なぜ”を知る❹〈全5回〉 14：00～16：00 大和市生涯学習センター601講習室

思春期講座「性といのち」を伝えたい
～大人への入り口にたつ子どもへのメッセージ～❸〈全3回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター610大会議室

おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
着つけのおけいこ 9：40～11：40 （公社）服飾文化研究会  080-1164-2100（秋山）マルチスペース

シリウスうちドックのおはなし会 14：00～14：30 無料 大和市立図書館おはなしのへや

触れる地球ワークショップ 開館2周年スペシャル 13：30～14：30 無料 大和市立図書館健康テラス

TUK ヘアーコンテスト“challenge” サブホール 10：00～17：00予定
ギャラリー 10：00～15：00 無料 TUK  045-812-6907（林田）サブホール

ギャラリー

市民とつくる合唱・朗読作品  「宙」～紡ぐ言の葉～ 15：00 1,500円・学生（26歳未満）1,000円 やまと芸術文化ホールメインホール
ピュア・シャボン（0才～2才の親子）
藤多香子 歌と踊りのチャリティーショー

10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室

クイズラリー シリウスのお誕生日をお祝いしよう！ 受付 13：00～15：00
きっず広場（多目的室） 13：20～16：00 無料 大和市屋内こども広場3階 

大和こどもの国

10：00 無料 藤多香子後援会  090-5403-3457（谷川）
11月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

＝要事前申込 ＝入会金 ＝月会費
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11月 12月 EVENT CALENDAR 2018

サブホール

コズミックカレッジ「ロケットをつくろう！」 13：00～15：00 大和市生涯学習センター601講習室

1,000円（月2回）

1,000円（月2回）

1,000円・ 4,000円（月3回）

10：30 1,000円・ 4,000円（月3回）

3,000円・ 3,000円（月2回）

200円・ 1,400円



15 土

14 金
13 木
12 水
11 火
10 月

9 日

8 土

7 金

6 木
5 水

4 火

3 月

2 日

1 土

30 金

29 木
28 水

27 火

26 月

25 日

23 金祝

24 土

市立病院月例講演会 14：00～15：00 無料（20名） 大和市立図書館健康テラス
シリウス親子のおはなし会 14：00～14：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
やまとロボットフェスタ 10：00 無料 大和市産業活性課  046-260-5135（稲垣）サブホール

ほっこりクリスマス会 11：30～12：00 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場

親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」秋ニャン編❸〈全3回〉 10：30～12：00 大和市生涯学習センター601講習室 500円（全3回）
シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20～16：30 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）サブホール

Okie-Dokie music 英語リトミック 10：30～11：30 500円 大和市屋内こども広場多目的室
ひとりできける子のおはなし会 15：30～16：00 無料 大和市立図書館おはなしのへや

SSJD 忘年パーティ 13：30 500円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）サブホール
あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

ほっこりスペシャル ベビーマッサージ 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
楽しくはじめるリメイク～こどもに伝えたいモノを大切にするココロ❸〈全3回〉　　  10：30～12：00 1,000円（全3回） 大和市生涯学習センター612文化創造室

クリスマスにトーンチャイムの音色を♪ 13：00～14：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室

落語フェスタ やまと寄席～その参～ 輝きの会 13：30 1,000円 やまと芸術文化ホールサブホール
落語フェスタ やまと寄席～その参～ 極みの会 16：30 やまと芸術文化ホールサブホール

にこにこたまご（ふたご・みつごの親子） 10：30～12：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室
昔ばなしをきく会 14：00～14：45 無料 大和市立図書館健康テラス

クリスマスダンスパーティー 18：45 2,900円 トミタダンススクール  046-264-3468サブホール
BURN OUT vol.2（ダンスイベント） 13：00 無料 090-3088-4965（小泉）メインホール
まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん） 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室

セレンディピティ 大和（施術・WS・販売） 10：00 500円～ 046-264-8757（井上）マルチスペース

ピュア・シャボン（0才～2才の親子） 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室

あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
ピアノと歌とギターのミニ・コンサート 13：30 無料 モデラート  090-6931-3024（久保）サブホール

Heart warming yoga～親子でヨガをしよう～ 13：30～14：30 500円 大和市屋内こども広場多目的室
親子でものづくり教室 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室

第31回大和市立図書館人権映画上映会「コール&レスポンス」、「わたしはマララ」 13：30（13：15開場) 無料（100名） 大和市立図書館601講習室
シリウスうちドックのおはなし会 14：00～14：30 無料 大和市立図書館おはなしのへや
親子でものづくり教室 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室

「そうだったのか！紙芝居」
（読み聞かせボランティア養成講座ブラッシュアップ編 公開講座） 14：00～16：00 無料（60名） 大和市立図書館601講習室

やまと国際オペラ協会「Winter Concert」 17：30 1,500円 やまと国際オペラ協会  046-272-1885（長谷部）マルチスペース

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

みんなでつくろう☆クリスマスオーナメント 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室

親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」秋ニャン編❷〈全3回〉 10：30～11：45 大和市生涯学習センター601講習室 500円（全3回）
シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20～16：30 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）サブホール

親子で楽しむおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
アテンダントと踊る3&1ダンスパーティ 13：30 4,000円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）マルチスペース

11月おたんじょう会 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場
あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

読み聞かせボランティア養成講座（ブラッシュアップ編）❷〈全2回〉   　 14：00～16：00 無料（30名） 大和市立図書館612文化創造室
楽しくはじめるリメイク～こどもに伝えたいモノを大切にするココロ❷〈全3回〉　　  10：30～12：00 1,000円（全3回） 大和市生涯学習センター612文化創造室
うたごえひろば・童謡・叙情歌・歌謡曲・フォーク等懐メロを中心にみんなで歌おう 13：45 900円 うたごえがかり  080-5944-0425サブホール

大和市民大学 国際情勢の“なぜ”を知る❺〈全5回〉 14：00～16：00 大和市生涯学習センター601講習室

秋の演技発表会とダンスパーティー 18：30 1,000円（当日1,200円）
着席2,000円

鶴間カトレアダンススクール  
046-261-6165（鈴木）サブホール

第2回スウィーティシュアンサンブル演奏会 14：00 無料 スウィーティシュアンサンブル  046-267-3759（斎藤）サブホール
第33回箏と尺八の集い 10：00 無料 大和三曲協会  046-269-3430（長藤）メインホール

第30回大和市立図書館バリアフリー映画上映会「武士の家計簿」 13：30（13：15開場) 無料（100名） 大和市立図書館601講習室

第17回 大和市民芸術祭 13：00 無料 大和市文化振興課  046-260-5222（佐藤）メインホール

平成30年度大和市子ども読書フェスティバル
第1回大和市「図書館を使った調べる学習コンクール」入賞作品展示 14：00～16：30 無料 大和市教育委員会  046-260-5210（高井）マルチスペース

ギャラリー

平成30年度大和市子ども読書フェスティバル 表彰式
第7回大和市子ども読書感想文コンクール

第1回大和市「図書館を使った調べる学習コンクール」
13：15 無料 大和市教育委員会  046-260-5210（高井）サブホール

YWOサクソフォーンアンサンブル 第7回演奏会 19：00 無料 YWOサクソフォーンアンサンブル 
080-9030-8561（楽団事務局）メインホール

クラシック音楽を楽しむ会 蓼沼明子と仲間たち ①10：30 
②13：00 ③15：30

前売 ①③親子券500円 ②700円
当日 ①③親子券700円 ②1,000円

石川ファミリーアンサンブル  
046-269-6055マルチスペース
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11月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

みんなでわいわい、おもちゃづくり❷〈全2回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター610大会議室 500円（全2回）

おこさま落語～きいて わらって やってみて！！～ ①11：00～11：50 ②13：30～14：20 無料 大和市屋内こども広場多目的室

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

第三回フィガロ歌劇団公演「戯けた一日」
モーツアルト作曲オペラ「フィガロの結婚」抜粋 15：30 無料 フィガロ歌劇団  090-9294-8232（山口）サブホール

12月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

健康講座 シニア活き活きセミナー❸〈全3回〉 13：00～15：15 大和市生涯学習センター601講習室 600円（全3回）

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

＝要事前申込 ＝入会金 ＝月会費

10：30 1,000円・ 4,000円（月3回）

LaLaLa Land ①13：00～13：45 ②14：00～14：45 500円 大和市屋内こども広場多目的室

はらぺこおんがくたい ファミリーコンサート ～0歳からの音楽会～Vol.5　　  10：30 1,000円・子ども（小学生以下）500円 はらぺこおんがくたい  090-5506-6226（戸村）サブホール
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12/18（火）～12/24（月振休） 10：00～17：00ART×しゃべる展覧会「同じ窓からー違う景色の向こう側」 大和市文化振興課  046-260-5222（山崎）
12/14（金）～12/16（日） 10：00～18：00（最終日～17：00）四季彩アートフェア（絵画・版画即売会） 株式会社四季彩社  03-5369-2521（山内）
12/8（土）～12/9（日） 10：00～17：00第67回いけばな諸流展 冬の彩 また美し 大和華道協会  046-267-4153（大垣）
11/25（日）～11/30（金） 10：00～17：00（初日13：00～、最終日～16：00）県央女流作家協会 第16回県央女流展 県央女流作家協会  046-275-2623（澤田）
11/21（水）～11/23（金祝） 10：00～17：00（最終日～16：00）第17回 大和市民芸術祭 大和市文化振興課  046-260-5222（佐藤）
11/15（木）～11/17（土） 10：00～17：00やまとげんきっこアートフェスティバル 大和市こども部ほいく課  046-260-5672（田野倉）
11/9（金）～11/10（土） 9：00～17：00神奈川県中文連 大和市総合文化祭 美術展 大和市中学校教育研究会  046-274-8903事務局（大塚）

ほっこりスペシャル お誕生会 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20～16：30 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）サブホール
講談師に学ぶ「自分の言葉を伝える技術」 15：00～16：00 無料 大和市生涯学習センター601講習室

12月おたんじょう会 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場
親子で参加！わっと可愛い和菓子づくり❷〈全2回〉 10：00～13：00 1,500円（全2回） 大和市生涯学習センター611調理実習室

親子で楽しむおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
第42回ピアノコンサート 13：30 無料 ぴあのぐるーぷ青い麦  0466-81-3985（川上）サブホール

あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場
ほっこりクリスマス 11：30～12：00 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場

第32回大和市立図書館クリスマス映画上映会「I LOVE スヌーピー」 13：30（13：15開場） 無料（100名） 大和市立図書館601講習室
平成30（2018）年度 第18回高等学校 器楽・管弦楽演奏会 11：00 無料 県立川崎北高校  044-855-2652（菅野）メインホール

こどもとcomodoにコンサート ①10：30～11：30 ②13：00～14：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室
親子で参加！わっと可愛い和菓子づくり❶〈全2回〉 10：00～13：00 1,500円（全2回） 大和市生涯学習センター611調理実習室

シリウス・クリスマスおはなし会 14：00～14：30 無料 大和市立図書館おはなしのへや
Okie-Dokie music 世界のみんなにMerry Christmas! 10：30～11：30 無料 大和市屋内こども広場マルチスペース

赤い靴ダンスパーティ 13：30 900円 090-3572-1278（鈴木）サブホール
2018 冬のコンサート（ピアノ・フルート・ヴァイオリン） 13：30 2,500円（当日2,800円）・学生1,000円 大和市音楽家協会  070-3523-7068（田辺）メインホール

YCB&SBA Jr.Company Winter 2018
The Nutcracker “くるみ割り人形”全2幕 17：00 S席4,000円

A席3,000円・B席2,000円
佐々木三夏バレエアカデミー
046-264-3827（鎌田）メインホール

ピアノの発表会 18：05 無料 多島ピアノ教室  090-6152-3685マルチスペース
胸骨圧迫とAEDについて～救急車が来るまでにできること～ 14：00 無料 医療法人徳州会大和徳州会病院  046-264-1111（鈴木）マルチスペース

ほっこりスペシャル（ベビーヨガ） 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場

集合！いつもの広場がちょっとちがう！Merry Christmas！SPECIAL 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

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
①15：00 ②18：00 ①2,000円 ②3,000円 おとカワやまとプロジェクト  046-262-7808サブホール

クリスマスホワイエコンサート 13：00～13：45 無料 やまと芸術文化ホールメインホール・ホワイエ
お正月はワンプレートで華やかなおせち料理 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場611調理実習室

マイソング歌の会（練習） 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マルチスペース

あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場
ママとアネシィ～ヨガ 10：00～11：30 500円 大和市屋内こども広場多目的室

パフューム（0才～6才の親子） 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室

シリウス赤ちゃんおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
体験！救急救命士（職業紹介） 18：30 無料（高校生のみ） 学校法人湘央学園  0467-77-1234（河野）マルチスペース

うたごえひろば・童謡・叙情歌・歌謡曲・フォーク等懐メロを中心にみんなで歌おう 13：45 900円 うたごえがかり  080-5944-0425サブホール
みんなでうたおう♪Sing with Glee 13：15～14：45 500円 大和市屋内こども広場多目的室

親子でものづくり教室 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室
大和こども市民大学 ★わくわくKidsバリスタ体験★ 10：30～11：30 無料 大和市生涯学習センター611調理実習室

大和琵琶楽剣詩舞道大会 13：00 無料 大和琵琶楽剣詩舞道会  046-263-2584（鎌田）サブホール

おとなカワイイ2018 X’masフェスタ～Music&Foods&Market　　 

【 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

10/28（日）～11/3（土祝） 10：00～17：00（最終日～15：00）第66回大和市文化祭 一般公募展 第三期 写真の部 大和市文化振興課  046-260-5222（横田）
開催期間 イベント名 時間 お問合せ

11月 12月 ギャラリー　期間イベント 【入場無料】

掲載されている内容は、2018年10月16日現在の情報です。
次号は、2018年12月下旬発行予定です。
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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
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「シリウス2周年」おめでとうございます！大和駅からまっすぐに
伸びた道の向こうに見えるシリウス。これからも、知的で文化
的な生活を楽しく快適に過ごせる場所でありますように。
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。

12月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

11月 12月 EVENT CALENDAR 2018 ＝要事前申込 ＝入会金 ＝月会費

10：30 1,000円・ 4,000円（月3回）

フィルハーモニクス ウィーン＝ベルリン 14：00 S席4,500円・A席3,500円
学生（26歳未満）S席2,500円・A席1,500円 やまと芸術文化ホールメインホール

今 月 の 表 紙 イベントの
最新の情報は
公式サイトを
ご覧ください


