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げんきっこ広場のあそび道具を体験しましょう。海、空、洞
窟…どんな場所がでてくるかな？ いつものあそび道具が
違ってみえるかも！みんなでイメージを膨らませながら遊び
ましょう♪どうぞお楽しみに！

お話の中の登場人物になりきって大冒険！
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新年度が始まり、入進学や入社式の時期が過ぎゆく中で、生
活スタイルが大きく変化した方もいらっしゃるのではないで
しょうか。特に学校で過ごす時間は、子どもにとって生活の
大部分を占めています。将来の夢を見つけたり唯一無二の友
と出会ったりする一方で、それぞれ違う文化や価値観をもつ
人間が机を並べ、「学び」のために日々を過ごします。本公演
の出演者であるウィーン少年合唱団は、付属の学校に通いな
がら、寄宿舎で共同生活を送っています。寄宿舎がある敷地
の一部は公開され観光名所となっていますが、寄宿舎そのも
のは一般公開されておらず、秘密のベールに包まれています。
世界各国から集められた、先鋭の指導者から受ける独自の音
楽カリキュラムで日々鍛錬し、“天使の歌声”と称される圧倒
的な歌唱力を持つ彼らですが、その荘厳さとは裏腹に、ステー
ジ上で見せる笑顔は無垢な子どもそのものです。彼らの純粋
に音楽を愛し歌詞を紡ぐその姿から、私たちは、かつて自分
が何者にもなれると信じていたあの頃を思い出すのです。

小さな身体が紡ぐ歌声でウィーン少年合唱団2019

冒険！
おはなしの中にとびこもう

5月12日（日） 14:00開演（13:30開場）

【料　金】 S席6,000円、A席5,000円（全席指定・税込）
　　　 　　※5歳以上からご入場いただけます。
【会　場】 1階芸術文化ホール　メインホール
【出　演】 マノロ・カニン（カペルマイスター）
　　　 　ウィーン少年合唱団（ブルックナー組）
【申込・問合】 電話または1階ホール事務室チケットデスクまで

Ⓒwww.lukasbeck.com

羊飼いの少年サンチャゴは、エジプ
トのピラミッドに向けて旅に出た。
何度も夢の中に出てきた宝物がそこ
に隠されていることを信じて。長い
道すがら様々な人との出会いの中
で、多くのことを学んだ少年が手に
した宝物とは…。大人になって、夢
を諦めたり、人生に迷ったりしてい
るかもしれない。そんな時、自分の夢を追いかけてゆく
少年の心を思い出させてくれる一冊となっています。

一歩を踏み出す勇気をくれる本

『アルケミスト 
  　　   夢を旅した少年』

【著　者】 パウロ・コエーリョ 【出版社】 地湧社（1994年）
【請求記号】 969.3/コエ/ 【場　所】 5階東

芸術文化ホールスタッフ  竹内さん

のびのび
と 

　すこや
かに

5月18日（土） 13:00～15:00（第3クール内）

【会　場】 3階げんきっこ広場
【定　員】 先着75組
【参加費】 入場料
【問　合】 電話または
　　　 　3階こども広場
　　　 　カウンターまで
【申　込】 不要　※要事前登録

子どものココロを忘 れない

完売

いよいよ、わくわく・どきどきがいっぱい！の
超大型連休がやってきます。
新緑の風を受けながら、色んなところにおでかけしよう！
手足をのびのびと動かして、体のすみずみに初夏を感じ、
健やかで爽やかな時を過ごしましょう。



もうすぐ母の日！「お母さんいつもありがとう！」をげんきっこ
広場で伝えましょう！プレゼントづくりもお楽しみに♪

第37回大和市立図書館GW映画上映会『ザスーラ』（101分/吹替）

マザーズウィーク

●5月7日（火）・9日（木） 15:00～17:00（第4クール内）
●5月11日（土） 11:00～13:00（第2クール内） オーストリア・ウィーンは音楽の都

と呼ばれ、モーツァルト、ベートー
ヴェン、シューベルトなど、クラ
シック音楽の代表的な作曲家た
ちが活躍した街。ウィーンを本拠
地として活動するウィーン・フィル
ハーモニー管弦楽団は、1842年
に創立された世界に君臨する歴史
あるオーケストラです。このオーケストラのコンサート
マスター（第一ヴァイオリンのトップ・オーケストラのま
とめ役）を45年間務めた名ヴァイオリニスト、ライナー・
キュッヒルが、大和に登場します。現在はＮＨＫ交響楽
団のゲスト･コンサートマスターに就任し、その活躍も
注目を集めています。本公演は、知られざる名曲から
馴染み深い曲まで、キュッヒルの卓越した技術と色彩豊
かな表現力を味わえる貴重な機会。世界的ヴァイオリ
ニストの名演を聴くチャンス、どうぞお聴き逃しなく！

ライナー・キュッヒル
ヴァイオリン・リサイタル

図書館スタッフ　石井さん

5月5日（日・祝） 13:30上映（開場13:15）

MOVIE INFO 『ザスーラ』

【会　場】 6階生涯学習センター　601講習室
【対象・定員】 どなたでも／先着100名　 
【料　金】 無料　 【申　込】 不要
【問　合】 電話または4階図書館メインカウンターまで 

【会　場】 3階げんきっこ広場
【定　員】 先着75組　 【参加費】 入場料
【問　合】 電話または3階こども広場
　　　　 カウンターまで
【申　込】 不要　※要事前登録

健康にウォーキング、いいですよね。でも自己流を続けてカラ
ダを痛めてしまったことはありませんか？ウォーキングの正し
い姿勢や効果的な歩き方などを学び、健康を意識しましょう。

6月5日（水） 10:00～11:30
【会　場】 市民交流拠点ポラリス　Room2
【対　象】 市内在住・在勤の方
【講　師】 遠藤佳生（運動指導員）　 【参加費】 300円
【定　員】 30名（定員を超えた場合は抽選）
【申　込】 はがきまたは窓口にて　講座名、住所（市内在勤の方は
その旨を明記）、名前（ふりがな）、電話番号を明記の上、
〒242-0007 大和市中央林間1-3-1  市民交流拠点ポラリス  まで
5月25日（土）必着　※はがき１枚につき１人の申込

正しく知ろう
「いまどきウォーキング」

5月25日（土） 14:00開演（13:30開場）

【料　金】 S席4,000円、A席3,000円（全席指定・税込）
　　　　 学生（26歳未満）各席種半額
　　　　 ※未就学児の入場はご遠慮ください。
【会　場】 1階芸術文化ホール　メインホール
【出　演】 ライナー・キュッヒル（ヴァイオリン）、加藤洋之（ピアノ）
【申込・問合】 電話または1階ホール事務室チケットデスクまで
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ポラリス
　 で開催！
ポラリス
　 で開催！

さあ  で かけよう！

ⒸR-Resonance Inc.

世界が認める名ヴァイオリニスト、大和に登場！

待ちに待ったゴールデンウィーク！大和市立図書館では、映画上
映会を開催します！ドキドキワクワクの映画を楽しみませんか？

幼い兄弟のウォルターとダニーは、いつも喧嘩ばかり。そんなあ
る日、ダニーが地下室で「ザスーラ」というボードゲームを見つけ
る。ルールも読まずにゲームを始めてしまった瞬間、家ごと宇宙
へと放り出されていた。早くゲームを終わらせようとする2人に、
数々の試練が襲いかかる。ウォルターとダニーは無事、地球に帰
れるのか！？興奮と感動の宇宙冒険が今、始まる！

★今回の会場は、通常席に加え、親子用マット席を設けています。

【監　督】 ジョン・ファヴロー
【出　演】 ジョシュ・ハッチャーソン（千葉皓敬）、
　　　　 ジョナ・ボボ（海鋒拓也）、
　　　　 ダックス・シェパード（咲野俊介）　ほか
【原　作】 クリス・ヴァン・オールズバーグ

あらすじ
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春から夏へと気候が変わるこの季節、みんなで体を動かして心身ともにすっきりし
ませんか？日頃の疲れも吹き飛ばして、毎日を元気に健康的に過ごしましょう！カラダを動かそう！

健康都市大学「認知症予防にライブラリハビリ～私の図書館活用術～」

● 5月10日（金）まで ： 月～金曜日
● 5月14日（火）以降 ： 毎週 火・水・金曜日
9:00～11:00（第1クール内）

屋内こども広場スタッフ　森さん

あつまれ！あさイチキッズ

6月13日（木） 10:30～11:30

【会　場】 3階多目的室　 【対象・定員】 3～5歳の親子／先着15組　 
【参加費】 500円　 【問　合】 電話または3階こども広場カウンターまで
【申　込】 5月14日（火） 10:00より

健康都市大学  Okie-Dokie music 英語リトミック

6月18日（火） 10:00～11:00

【会　場】 3階多目的室　 【対象・定員】 0歳～小学生のお母様／先着10名　 
【参加費】 500円　 【問　合】 電話または3階こども広場カウンターまで
【申　込】 5月18日（土） 10:00より　1歳～未就学児のお子様は保育あり／先着10名

健康都市大学  ママとアネシィ～ヨガ

【会　場】 3階げんきっこ広場
【対象・定員】 3歳～小学2年生までの親子
　　　　　   先着75組
【参加費】 入場料
【問　合】 電話または3階こども広場カウンターまで
【申　込】 不要　※要事前登録

あなたは普段、どのように図書館を利用していま
すか？読書？講座に参加？お友達とおしゃべり？
せっかくなら図書館を上手に利用して、認知症予
防に役立てましょう！！

図書館活用で認知症予防！？

健康都市大学　健康講座

「運動と食から予防
～夏バテに負けない体づくり～」

猛暑に備えて、今のうちから夏バテしない
体づくりをしましょう。

5月4日（土・祝） 14:00～16:00

【会　場】 6階生涯学習センター　601講習室
【講　師】 結城俊也 （専門理学療法士・医療福祉学博士。
　　　　 　　　　  図書館等で医療健康講座を多数開催）
【対象・定員】 どなたでも／先着60名　 
【料　金】 無料　 【申　込】 電話または4階図書館健康カウンターまで

5月31日、6月7日・14日（金） 
10:30～12:30

【会　場】 6階生涯学習センター　601講習室ほか　 
【対象・定員】 市内在住・在勤の方／先着25名
【講　師】 斉藤なみゑ（介護予防運動指導員）、
　　　　 風間幸代（管理栄養士）　 
【参加費】 1,000円（全3回分）
【申　込】 5月12日(日） 10:00より　
　　　　 電話または6階生涯学習センターまで

健康都市大学　幼児家庭教育学級

「イヤイヤ期をキラキラに変える
　　  　  ハッピー家族のつくり方」

イヤイヤ期は、子どもの自我と自主性が育つ心の成長に大切な
時期です。イヤイヤ期を知って、楽しく子育てしましょう。

5月29日、6月12日・26日、7月10日（水） 
10:00～12:00

【会　場】 6階生涯学習センター　610大会議室
【対象・定員】 市内在住・在勤の１歳～未就学児の子どもを持つ保護者
　　　　　   先着20名
【講　師】 賀來 裕子、川合 良子（NPO法人子育て学協会講師）　
【参加費】 1,300円（全4回分）
【申　込】 5月11日(土） 10:00より　電話または6階生涯学習センターまで
【保　育】 要予約　1歳以上未就学児（若干名）　ひとり500円／回

全3回 全4回

健やかに爽やかに



昨年4月に生まれたこの少し風変わりで小さな図書館は、その規模からすれば本
来あり得ないほど、大勢の方々に足を運んでいただきました。
この図書館は、来た人の「居場所」となるために生まれました。「学習がしたい」「読
みたい本がある」などの確固たる目的がなくてもいい。何かのついでになんとなく、
理由はないけれどなんとなく。ふらりと立ち寄って、ただただ「なんとなく居られる
場所」。そんな、どこよりも気軽に訪れることができる図書館を目指してまいります。
これからも、中央林間図書館をどうぞよろしくお願いいたします！

2019年4月、中央林間図書館は1周年を迎えました

祝！中央林間図書館1周年！

やまとみらいスタンプラリーを開催します！

市内文化施設ポータルサイト 「やまとみらい」オープン！
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指定管理者やまとみらいは、シリウス以外にも中央林間図書館、市民交流拠点ポラリスなど、
大和市内の様々な施設を運営しています。ここでは、皆様にお知らせしたいニュースを取り上げました！

　私は、大和市を中心にものづくりの楽し
さを伝える活動をしています。泉の森しら
かしの家、民家園ボランティアの田中民之
助氏と共にペットボトルのふたを使用した
コマ作りを開始し、現在では大和市の学
校、コミュニティセンターなど、多くの場所
にてものづくりのイベントを行っています。
　これまでに大和市で1500人にコマづく
りを教えてきました。皆さんに「コマ仙人」

の愛称で呼んでいただいています。先日
は、縁ありましてこちらのシリウスでもコマ
づくりのイベントを開催し、大変よい経験
をさせていただきました。
　また、自宅の木工工房にて、城・神社
仏閣・民家・玩具など、多くの作品を制作
するのと平行して、コマ作り用の、お子さん
が使用しても危険のない器具も考案してい
ます。

　お子さんが自分の手で作り、遊ぶ喜び
を得ることができるような機会を、今後も提
供させていただきたいと考えています。

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

 小林 俊雄さん
ものづくり講師

イ
ベ
ン
ト
風
景

シリウスと大和市内の図書館、学習センター全7館をつなぐポータルサイ
ト「やまとみらい」が4月1日にオープンしました。各施設の情報がぎゅっ
とつまったリーフレットも配布中です。ぜひ、お気に入りの施設を見つけ
てください。

ポータルサイトのオープンを記念して、スタンプラリー
を開催します。スタンプの設置場所は全6箇所。ビン
ゴ形式のスタンプシートを入手して、縦・横・斜めのど
こか1列が揃うようにスタンプを集めよう！列を揃えた
シートを持って、「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」のいずれかに行くと、
限定グッズをプレゼント！ぜひたくさんのスタンプを集
めてくださいね！

4月27日（土）～5月31日（金）
【スタンプシート配布＆スタンプ設置場所】 
●文化創造拠点シリウス
●市民交流拠点ポラリス
●中央林間図書館
●つきみ野学習センター
●桜丘学習センター
●渋谷図書館・渋谷学習センター

中央林間図書館
〒242-0007 大和市中央林間4-12-1 
　　　　　   中央林間東急スクエア3F
開館時間  10:00～21:00

▼ アクセスはこちら
https://yamato-future.jp/

ピックアップニュース

プレゼントはつきみ野学習センター、
桜丘学習センター、渋谷学習セン
ターの3か所のみで実施します。

スタンプラリー

※ルールの詳細は、案内チラシをご覧ください。

BINGO



23 木 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

22 水

15 水

21 火

20 月

19 日

18 土

17 金

16 木

13 月

12 日

11 土

10 金

9 木

8 水

7 火

6 月
振休

5 日祝

4 土祝

3 金祝
2 木休

1 水祝

10：30～12：00 大和市生涯学習センター
親子で楽しむおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館

読み聞かせボランティア養成講座（入門編）❶〈全2回〉 10：00～12：00 無料（30名） 大和市立図書館
マイソングの会（練習） 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）
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

ヘアアレンジを楽しもう♪❷〈全2回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター
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

エコチル育児相談 9：30～10：30 無料 大和市屋内こども広場
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

「サザンクロス」♪クラシック～ポピュラーコンサート♪ 14：15 2,000円 歌おう会  080-5957-9951（佐川）
第35回 かながわ音楽コンクール ユースピアノ部門本選 11：00 一般1,800円・高校生以下800円 神奈川新聞社  045-227-0779（塚田）

出張版 大きくなったかな？ 14：30～ 無料 大和市屋内こども広場
冒険！おはなしの中にとびこもう 13：00～15：00 入場料 大和市屋内こども広場
大和市立病院月例講演会 14：00～15：00 無料（20名） 大和市立図書館
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

“Chor ” calls You！
～聴いて・感じて・一緒に楽しむ合唱ワークショップコンサート～ 19：00 やまと国際オペラ協会  046-272-1885（はせべ）

「ルドルフとイッパイアッテナ」人形劇団ポポロ 大和おやこ劇場 第281回例会　　　 14：30 大和南部おやこ劇場  046-269-2247（杉本）
まめたん 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場

ベビーシャワー・妊婦不安解消講座 10：30～11：30 無料 大和市屋内こども広場
親子のふれあい広場「ミリミリ！」はるぐみ❷〈全3回〉 10：30～11：45 大和市生涯学習センター

大和スマイル合唱団（練習） 13：00 大和スマイル合唱団支援事務局  03-6304-0161
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）1,000円・ 4,000円（月3回）

200円・ 1,400円

3,000円・ 3,000円（月2回）

みすず うたの広場 11：00 無料 実鈴歌謡友の会  090-7411-3016（鈴木）

あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険！！ 17：00～19：00 500円 大和市屋内こども広場

10：30～12：00 大和市生涯学習センター
一流学生参加 3＆1ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
瑤の会おたのしみ発表会＆幸子の歌会 10：00 瑤の会  090-2151-1673（坂本）2,500円（CD付き）
スプリング・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
マイソングの会（練習） 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15～ ②10：00～ SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15～ ②10：00～ SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

LaLaLa Land ①13：00～13：45 ②14：00～14：45 500円 大和市屋内こども広場
ウィーン少年合唱団2019 14：00 やまと芸術文化ホール
マザーズウィーク 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場

天璋院 篤姫の幕末（講演会） 13：00 （一財）大和の心 芸術文化財団  046-204-81412,800円
第27回 琴心流大正琴定期演奏会 10：00 無料 琴心流大正琴  046-274-6432（比留川）
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

にこにこたまご～ふたごちゃん・みつごちゃん あつまれ！！ 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場
親子のふれあい広場「ミリミリ！」はるぐみ❶〈全3回〉 10：30～11：45 大和市生涯学習センター

第11回カラオケを楽しむ会 第2回フランク永井 歌コンテスト　   10：30 ミュージックサロンコルドンブルー  045-301-7688（小菅）無料
マザーズウィーク 15：00～17：00 入場料 大和市屋内こども広場

大和スマイル合唱団（練習） 13：00 大和スマイル合唱団支援事務局  03-6304-0161
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）1,000円・ 4,000円（月3回）

3,000円・ 3,000円（月2回）

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
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

アテンダントと踊る3＆1社交ダンスパーティ 13：30 SSJD  090-1738-2540（山﨑）3,500円
マザーズウィーク 15：00～17：00 入場料 大和市屋内こども広場

あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ 9：30～11：00 500円 大和市屋内こども広場

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
親子でチャレンジ！ ①腹話術 ②姿勢改善トレーニング ①10：00～12：00 ②14：00～15：00 ①200円 ②無料 大和市生涯学習センター

シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）
キャンディバレエ 第9回発表会 17：30 無料 キャンディバレエ  042-799-4495（淡田）
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

第37回大和市立図書館GW映画上映会「ザスーラ」（吹替） 13：30（13：15開場） 無料（100名） 大和市立図書館
第87回チャリティコンサート（ピアノ・弦楽器） 10：00 無料 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055
大和市民吹奏楽団 第41回定期演奏会 14：00 無料 大和市民吹奏楽団  090-1882-3835（小榑）

認知症予防にライブラリハビリ～私の図書館活用術～ 14：00～16：00 無料（60名） 大和市立図書館
一流学生参加 3＆1ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

横浜室内管弦楽団 創立40周年記念シリーズI  第54回演奏会　　 14：00 1,000円 横浜室内管弦楽団  045-804-1499（小柳/19：00以降）
サレジオ学院吹奏楽部 第12回定期演奏会 17：00 無料 サレジオ学院  045-591-8222（江刺）

4・5月おたんじょう会 13：00～15：00 入場料 大和市屋内こども広場
第28回 母の日コンサート＆みんなで楽しく歌おう！ 14：00 2,000円（当日2,200円） 大和市民オペラ実行委員会  046-263-8368（山西）

1,000円

5月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費
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5月 6月 EVENT CALENDAR 2019

横浜市立上の宮中学校・緑が丘中学校・
横浜隼人高等学校・横浜市立東高等学校 4校合同演奏会（吹奏楽） 13：00（予定） 横浜市立緑が丘中学校  045-973-5375（佐藤）無料

610大会議室
おはなしのへや
612文化創造室
マルチスペース
多目的室
612文化創造室
ちびっこ広場
ちびっこ広場
おはなしのへや
マルチスペース
マルチスペース
メインホール
おはなしの部屋
げんきっこ広場
健康テラス
おはなしのへや

サブホール

メインホール
多目的室
多目的室
601講習室
マルチスペース
マルチスペース
サブホール

多目的室
げんきっこ広場

610大会議室
マルチスペース

大和絵画会・油絵体験教室 13：30 無料（材料費600円）大和絵画会 090-6934-8676（羽渕）マルチスペース

サブホール
メインホール ホワイエ
マルチスペース
マルチスペース

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15～ ②10：00～ SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円マルチスペース

多目的室
メインホール
げんきっこ広場
サブホール
メインホール
ちびっこ広場
多目的室
601講習室

サブホール
げんきっこ広場
マルチスペース
マルチスペース
多目的室
おはなしのへや
マルチスペース
げんきっこ広場

多目的室
げんきっこ広場

おはなしのへや
601講習室

サブホール
メインホール
おはなしのへや
601講習室
マルチスペース
メインホール
601講習室
マルチスペース
メインホール
メインホール
げんきっこ広場
サブホール

メインホール

　  “なぜ？”を知ろう！サプリメント、トクホ、お薬との付き合い方❶〈全2回〉

　  “なぜ？”を知ろう！サプリメント、トクホ、お薬との付き合い方❷〈全2回〉



14 金

木13

12 水

火11

10 月

9 日

8 土

7 金

木6

5 水

4 火

3 月

2 日

1 土

10：30～12：30 1,000円（全3回) 大和市生涯学習センター

31 金

30 木

29 水

27 月
26 日

25 土

24 金

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
とこたん 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場

10：30～12：30 1,000円（全3回) 大和市生涯学習センター

10：00～12：00 無料（30名） 大和市立図書館
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
一流学生参加 3＆1ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

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）1,000円・ 4,000円（月3回）

10：00～12：00 1,300円（全4回） 大和市生涯学習センター

ダイヤモンド 10：00～11：30 300円 大和市屋内こども広場
簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15～ ②10：00～ SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

自由に楽しむ「スピリットダンス」 13：30 1,000円 スピリットダンス愛好会  090-2644-4599（渡辺）

あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険！！ 17：00～19：00 500円 大和市屋内こども広場

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
大和スマイル合唱団（練習） 13：00 大和スマイル合唱団支援事務局  03-6304-0161

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）1,000円・ 4,000円（月3回）
3,000円・ 3,000円（月2回）

父の日イベント ～アートde伝えるありがとう！！～ 15：00～17：00 入場料 大和市屋内こども広場

10：00～12：00 1,300円（全4回） 大和市生涯学習センター

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
父の日イベント ～アートde伝えるありがとう！！～ 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場

10：00～12：00 大和市生涯学習センター1,000円（全3回）

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
父の日イベント ～アートde伝えるありがとう！！～ 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場

10：00～12：00 1,500円（全4回） 大和市生涯学習センター

「大和・生と死を考える会」26周年記念講演会…待ちながら　 10：00 大和・生と死を考える会  046-275-7303（古谷）
LaLaLa Land ①13：00～13：45 ②14：00～14：45 500円 大和市屋内こども広場

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

フェニーチェ 第5回演奏会（声楽） 14：00 無料 フェニーチェ  090-6014-7640（佐藤）

大和絵画会・油絵体験教室 13：30 無料（材料費600円）大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）

大和絵画会・油絵体験教室 13：30 無料（材料費600円）大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）

にこにこたまご～ふたごちゃん・みつごちゃん あつまれ！！　 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場

10：30～12：30 1,000円（全3回)

2,900円・学生1,000円

大和市生涯学習センター

大和スマイル合唱団（練習） 13：00 大和スマイル合唱団支援事務局  03-6304-0161
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）1,000円・ 4,000円（月3回）

3,000円・ 3,000円（月2回）

リベルタ映画会
「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」（2回上映）

　

①10：30
②14：00

㈱神奈川中央新聞社「リベルタ」
046-261-6111（中村）　

1,000円（当日1,500円）
小学生700円

すくすく育児相談 9：30～10：30 無料 大和市屋内こども広場
マイソングの会（練習） 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

育児講座～みんなあつまれ～ 10：00 無料 大和市立草柳保育園  046-264-1919（横田）

あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ 9：30～11：00 500円 大和市屋内こども広場

10：00～12：00 大和市生涯学習センター1,000円（全3回）

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
集合！いつもの広場がちょっとちがう！ 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場

5・6月おたんじょう会 13：00～15：00 入場料 大和市屋内こども広場
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

山本周五郎原作 前進座「ひとごろし」 19：00 大和南部おやこ劇場  046-269-2247（杉本）200円・ 1,400円
和心かたる千年文學の様相～源氏物語を愉しむ❹〈全5回〉 14：00～16：00 大和市生涯学習センター

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15～ ②10：00～ SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15～ ②10：00～ SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

ユース・ウィンド・オーケストラ 結成40周年記念演奏会 14：00 500円 ユース・ウィンド・オーケストラ  046-274-6935（秋山）
14：00～16：00 大和市生涯学習センター

クラシック音楽を楽しむ会～アルキュオン・ピアノトリオ 第１部10：30
第２部14：30 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055第１部500円（当日700円）

第2部1,100円（当日1,500円）

LaLaLa グリンコンサート（クラリネット・サクソフォン･ピアノ）　  16：00 2,000円（当日2,500円） 大和市芸術文化振興会  046-238-6733（渡辺）
ライナー･キュッヒル ヴァイオリン・リサイタル

ころたん 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場
親子のふれあい広場「ミリミリ！」はるぐみ❸〈全3回〉 10：30～12：00 大和市生涯学習センター

第38回大和市立図書館映画上映会「おとなのけんか」（吹替） 18：30（18：15開場） 無料（100名） 大和市立図書館
シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

5月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
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第30回記念発表大会 花みずき舞踊の会 10：30 無料 寿々の会  046-269-5704（桂）
6月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

昔ばなしをきく会 14：00～14：45 無料 大和市立図書館

季節を描く 心の絵手紙・初夏編❶〈全4回〉

＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費

和心かたる千年文學の様相～源氏物語を愉しむ❸〈全5回〉

　 人生100年時代を自分らしく生きるための
「自分史入門講座」❶〈全3回〉

　 人生100年時代を自分らしく生きるための
「自分史入門講座」❷〈全3回〉

　幼児家庭教育学級
イヤイヤ期をキラキラに変えるハッピー家族のつくり方❶〈全4回〉

　幼児家庭教育学級
イヤイヤ期をキラキラに変えるハッピー家族のつくり方❷〈全4回〉

　 健康講座　
運動と食から予防！～夏バテに負けない体づくり❶〈全3回〉

　 健康講座　
運動と食から予防！～夏バテに負けない体づくり❷〈全3回〉

　 健康講座　
運動と食から予防！～夏バテに負けない体づくり❸〈全3回〉

読み聞かせボランティア養成講座（入門編）❷〈全2回〉

14：00 やまと芸術文化ホールS席4,000円・A席3,000円・学生（26歳未満）各席種半額

マルチスペース

メインホール

ちびっこ広場
多目的室

601講習室

612文化創造室
多目的室
マルチスペース
マルチスペース

610大会議室

多目的室
マルチスペース
メインホール
601講習室

マルチスペース

サブホール
メインホール
多目的室
601講習室
601講習室
サブホール

611調理実習室

マルチスペース

多目的室
げんきっこ広場

多目的室
マルチスペース
マルチスペース
げんきっこ広場

610大会議室

おはなしのへや
げんきっこ広場

603中会議室

ちびっこ広場
げんきっこ広場
612文化創造室

メインホール
多目的室
601講習室

メインホール

マルチスペース

多目的室

611調理実習室

マルチスペース
マルチスペース
多目的室
マルチスペース
サブホール

多目的室
げんきっこ広場

603中会議室

おはなしのへや
げんきっこ広場

げんきっこ広場
おはなしのへや
メインホール
601講習室

マルチスペース

マルチスペース

サブホール

健康テラス



6/27（木）～6/30（日） 10：00～18：00（初日13：00～、最終日～16：00）神奈川書友展 神奈川書友くらぶ  046-263-2495（勝間田）

9：00～11：00 入場料
大和市
屋内こども広場

日30

金28

木27

水26

火25
月24

土22

金21

木20

火18

月17

日16

土15

金14

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

ドキュメンタリー映画「蘇れ生命の力」
～小児科医 真弓定夫～in大和 10：15 Yamato子育てママ応援プロジェクト

090-1998-0481（佐藤）
1,000円（当日1,500円）
高校生以下500円

とこたん 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場
親子のふれあい広場「ミリミリ！」なつぐみ❶〈全3回〉 10：30～11：45 大和市生涯学習センター500円（全3回）
第39回大和市立図書館映画上映会「ケアニン」 無料（100名） 大和市立図書館18：30（18：15開場）

シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）
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）1,000円・ 4,000円（月3回）

10：00～12：00 1,300円（全4回） 大和市生涯学習センター

親子で楽しむおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館
アテンダントと踊る3＆1社交ダンスパーティ 13：30 3,500円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）

はやぶさコンサートin大和市 14：00 4,000円 090-8819-6114（小澤）
石田泰尚 チャリティーコンサート 18：45 3,500円（当日4,000円） 国際ソロプチミストやまと-ｅ  046-261-6823（斉藤）

和心かたる千年文學の様相～源氏物語を愉しむ❺〈全5回〉 14：00～16：00 大和市生涯学習センター

2019年度 阿波おどり教室 19：00 無料 神奈川大和阿波おどり実行委員会
046-263-8377 ㈲徳豊設計内（小幡）

ころたん 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場
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

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

10：00～12：00 大和市生涯学習センター1,000円（全3回）

ダイヤモンド 10：00～11：30 300円 大和市屋内こども広場
10：00～12：00 1,500円（全4回） 大和市生涯学習センター季節を描く 心の絵手紙・初夏編❷〈全4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
マイソングの会（練習） 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

新神奈川音楽友の会 設立3周年記念歌謡コンサート 10：30 2,500円 新神奈川音楽友の会  090-2537-5085（吉澤）
あじさい舞踊発表会 10：30 無料 青月会  0462-61-6496（清水）

出張版 大きくなったかな？ 14：30～ 無料 大和市屋内こども広場
大和市立病院月例講演会 14：00～15：00 無料（20名） 大和市立図書館
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
大和女声コーラス すみれ会 14：00 無料 すみれ会実行委員会  046-263-2466（髙橋）

まめたん 13：30～15：00 無料 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 ［5/1～5/10］月～金 ［5/14以降］火・水・金

10：30～11：30 無料多目的室森のくまさん 5/16（木）、6/19（水）

10：00～11：30 無料多目的室親子でものづくり教室　　 ［5月］4（土祝）・5（日祝）、25（土）・26（日）
［6月］1（土）・2（日）、15（土）・16（日）

5/11（土）～5/12（日） 11：00～17：00（最終日10：00～16：00）手作り・雑貨＆クラフトフェア販売会 手作りの会㈱Artistbank  080-3258-1700（菅野）

6/9（日）～6/16（日） 10：00～17：00第20回記念公募 「大和展」

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

5/17（金）～5/21（火） 10：00～17：00（初日12：00～）ウォーターカラーキルトの世界 046-274-7805（梨木）

お問合せ
5月 6月

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 https://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

大和美術協会  046-267-0634（田宮）

3階屋内こども広場　定期イベント
開催日 会場イベント名 時間 料金 お問合せ

5月 6月
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5月 6月 EVENT CALENDAR 2019

イベントの
最新の情報は
公式サイトを
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大和絵画会・油絵体験教室 13：30 無料（材料費600円）大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15～ ②10：00～ SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15～ ②10：00～ SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

小さい頃によく泉の森にお散歩へ行ったけれど、その頃はこんなに整備されていた
かな、知らなかっただけかな、と歴史を調べてみたくなりました。花菖蒲たちの間を
歩きながら、アメンボとか生き物を探してみるのも楽しそうです。

今 月 の 表 紙

もとやま まさこ さん ／大和市出身。主に透明水彩で制作する。表紙・挿画を担当した『ゴ
ムの木とクジラ』・『ぜいたくなあさ』(白鳥博康著・銀の鈴社)が、それぞれ平成29・30年度
神奈川県優良図書に選定される。児童書『言葉屋』シリーズの挿画のほか、食品パッケージ
やショップカード等の商業デザイン、保育園のイメージ絵本の制作まで幅広く活動する。

＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費

　 人生100年時代を自分らしく生きるための
「自分史入門講座」❸〈全3回〉

　幼児家庭教育学級
イヤイヤ期をキラキラに変えるハッピー家族のつくり方❸〈全4回〉

ちびっこ広場

メインホール

多目的室
601講習室
601講習室

サブホール
マルチスペース

610大会議室

おはなしのへや
マルチスペース
サブホール
サブホール

601講習室

マルチスペース

多目的室
サブホール
ちびっこ広場
多目的室

603中会議室

多目的室
612文化創造室
おはなしのへや
マルチスペース

メインホール
メインホール
おはなしの部屋
健康テラス
おはなしのへや
メインホール
多目的室

マルチスペース

マルチスペース

マルチスペース


