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図書館スタッフが選んだ

1

図書館スタッフ

4冊

【 theme # 03 】

2

井 手 さん

「巨人の星」から
「ルパン三世」まで

発 見！おど ろき

図書館スタッフ

明 石 さん

樹皮と冬芽

“アフター・ストーリー”全掲載!!

四季を通じて
樹木を観察する431種

あの名作マンガの
気になるその後は!?

樹皮と冬芽だけの、
一見地味な図鑑ですが…

シリウス４階の図書館にある「まんがコーナー」には、もうお越
しいただけましたか？マンガが大好きな方にはもちろん、もう卒
業して何年も経つ方にも、ぜひおすすめしたいのがこの一冊。図
書館にこんな本があるなんて、驚きですよね。きっとあなたが気
になっていたマンガも載っているはず！あの頃に思いをはせつ
つ、新しい発見をしてみませんか？

樹皮はあまり注目されることのない存在ですが、個性的な形状
や成長による変化など、とても興味深く紹介されています。見た
目のおもしろさだけでなく樹皮を利用する文化についても触れら
れています。観察してみると、街路樹など身近な樹木にも新しい
発見があるかもしれません。

■安恒 理

■鈴木 庸夫、高橋 冬、安延尚文

著
辰巳出版、2004年出版、請求記号 726.1/ヤ/ 4階健康
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図書館スタッフ

共著
誠文堂新光社、2014年出版、請求記号 653.2/ジュ/ 5階南東
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及 川 さん

図書館スタッフ

原 さん

地図の物語

みえる生命誕生

視野を広げる、
その先の向こう側へ

子宮の中で誕生を待つ
胎児の美しさに感動！

私たちの身近な地図といえば、経路や地形を調べるためにあり
ますが、地図には神話、歴史や文化が織り込まれた多種多様に
表現されたものがあります。マンモスの牙に描かれた図、絹のス
カーフに描かれた図など、人類が世界をどのように認識してきた
のかを再考させられます。さまざまな地図140余点から新たな
物語を発見してみてはいかがでしょうか？

いのちはどうやって生まれるのか？その謎の多くは、科学でも未だ
解明されていないと言われています。
そんな神秘の世界、受胎か
ら妊娠、出産までを、豊富な超音波画像や電子顕微鏡写真ととも
に解説。誰しもこんな小さな姿であったこと、
その体に秘めた生き
る力―いのちとは一体何なのか、産科学の視点から考えてみ
ませんか？

人類は地図で
何を伝えようとしてきたのか

受胎・妊娠・出産

■アン・ルーニー

著
日経ナショナルジオグラフィック社、2016年出版
請求記号 448.9/ルニ/ 5階南東

■SARAH BREWER

著
南江堂、2013年出版、請求記号 H495.5/ミ/ジョセイ 4階健康

健康テラスで発見！おどろき
こんな
イベントが
あります！

図書館４階健康テラスでは、毎日さまざまなイベントを行っています。
新たな何かを発見しに、健康テラスのイベントに参加してみてはいかがでしょうか？
きっとそこには、今までにないおどろきがあるはずですよ！

大和市立病院月例講演会
毎月１回、大和市立病院の
医師や看護師など、医療に
従事されている方を講師に
お迎えして、がんについての
お話をしていただきます。

本の修理講座
傷んだり壊れたりした本を修理
するのも、図書館の大事な仕事
の一つです。普段はなかなか体
験することのできない、図書館
の裏側を覗けますよ！

■イベントカレンダーは図書館内で配布しています。［シリウスHPからもダウンロード可能です。 http://www.yamato-bunka.jp/library/ ］
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［ 芸術文化ホール ］

STO RY

夏休みに発見する新たな物語

今まで何気なく読んでいた物語、目にしていた美術作品…
それらには、私たちが想像もしていなかった意外なエピソードが詰まっています。
おどろきや発見に満ちた新しい世界をみつけてみませんか？
◉文＝ジャッキー／レイチェル／ラプロー

そんなペローの作品と、8月に皆様にご覧頂くバレエ版《ねむ

世界中で愛される《ピノキオ》の物語

れる森の美女》は、少しずつ異なる点があります。特にラスト
シーンは、バレエ版は勿論のこと、ディズニー映画版でも描かれ

イタリアの作家・カルロ・コローディ（1826-1890）の児童文学

ていないような衝撃的な内容です…！8月の公演の前に、ペロー

作品『ピノッキオの冒険』が初めて出版されたのは1883年。以

の原作を読んでみると一味違った楽しみ方が出来るかも知れま

来100年以上にわたり、世界中で親しまれています。

せん。

ピノキオの「ピノ」はイタリア語で「松」を意味し、昔は「ピノ

また、8月の公演ではペローの作品の仲間たちが登場する

チオ」と読むことも多かったようです。また、この物語には、出

シーンも！お楽しみに！

版された当時のイタリアの政治的風刺や文化が散りばめられて
いるそうです。

漫画のルーツは絵巻物？

今回の「ピノキオ〜または白雪姫の悲劇〜」は、
《ピノキオ》

2020年の東京オリンピック開催も間近に迫っております。巷

の物語をもとに、宮本亜門さんが演出・脚色したミュージカル

では、日本の文化に改めて注目が集まっているようです。特に

です。皆様が知っている《ピノキオ》とは違った、様々な驚きと発
見が散りばめられています。物語に登場する《きつね》
《ねこ》
《こおろぎ》をはじめ、ほかのおとぎ話のキャラクターが続々登
場します。
《白雪姫》
と
《ピノキオ》がどのように関っていくのか？
一体何が起こるのか？劇場で新しい《ピノキオ》の物語を発見
してください。

シャルル・ペローと《ねむれる森の美女》

諸外国で、アツい“ジャパニーズカルチャー”として支持されて
いるものに、漫画があります。実はこのルーツは、平安時代に
確立された絵巻物です。絵巻物は物語を鑑賞する手立てとし
て、また、実際に起こった出来事を記録する媒体として用いら
れていました。絵 巻 物は、広げると右から左へと時間が進行
し、詞（ことば）と絵画で物語の展開がなされていく絵画形式
です。昨年話題を呼んだ《鳥獣人物戯画》も、その絵巻物のひ

クラシック・バレエの最高峰とも呼ばれる名作《ねむれる森

とつですが、この中には目には見えない音や登場人物の動きも

の美女》は、フランスの詩人シャルル・ペロー（1628-1703）の

絵で表現されています。
《鳥獣人物戯画》といえば、カエルや

童話を元に作られました。

うさぎなどの動物が遊び楽しんでいる場面が有名ですが、実

ペローが生み出した作品には《ねむれる森の美女》をはじめ

はこれらは稚児とよばれる子どもたちの為に作成されたと言わ

《シンデレラ》
《赤ずきん》などがあります。いずれも、元は文

れています。こうしたことからも、絵巻は漫画と同様に、世代を

章ではなく口承されてきた「おとぎ話」。それを長く愛され続け

超えて鑑賞された様子が伺えます。普段何気なく私たちが触

るよう、初めて「文章」として残すという偉業を成し遂げたのが

れている物も、ちょっと掘り下げてみれば意外なところに結び

ペローです。

ついて、とんでもない歴史や発見があるかもしれません。

イベント I NFOR M ATION
親子のための
ファミリー・ミュージカル

「ピノキオ〜または白雪姫の悲劇〜」
日時＝2017年8月2日（水）14:00開演
会場＝メインホール
料金＝おとな 3,500円
こども（4歳〜中学生）1,500円
演出・脚色＝宮本亜門
出演＝小此木まり、池田有希子、石鍋多加史、
治田敦、西原純、岡田誠、水野栄治、
五十嵐可絵、
中野順一郎、
千田美智子、春衣
対象＝4歳〜大人

東京バレエ団
子どものためのバレエ

「ねむれる森の美女」
日時＝2017年8月12日（土）
16:00開演
会場＝メインホール
料金＝おとな 4,000円
こども（4歳〜中学生）2,000円
出演＝東京バレエ団
対象＝4歳〜大人

やまと芸術文化ホール

〜じぶんだけの鼠草子絵巻をつくろう！〜

日時＝2017年7月27日（木）
❶10:30〜12:30
❷14:30〜16:30

※各回の内容は同じです。

会場＝1階 ギャラリー
料金＝おやこペア800円（こども1名＋保護者1名）

★サントリー美術館 企画展
「おもしろびじゅつワンダーランド」入館チケット付

定員＝各回20組40名【先着順、要事前申込み】
※定員になり次第、募集は終了します。

©Kiyonori Hasegawa

■上記全てのお問い合わせ

サントリー美術館エデュケーターによる

なつやすみ おやこアート体験教室

対象＝小学4〜6年生と、その保護者
応募方法＝やまと芸術文化ホール 窓口
または 電話予約 046-259-7591（9:00〜20:00）

TEL：046-259-7591
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折り紙の楽しみを発見
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〜平らな紙が立体に「変身」し、みんなが笑顔に！

鶴や飛行機など、子どもの頃に折り紙で遊んだ記憶をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
今回は、20年に渡り「工作・折り紙」の講師としてご活躍されている亦部 隆子さんに、
折り紙の魅力や折り紙を通じて体験されたエピソードについてお伺いしました。

つど い

Q1. 折り紙の魅力を教えてください。
四角や三角の平らな紙を何回か 折ること
で、立体へと形を変え、新たな作品として命が
吹き込まれるところです。

Q3. 折り紙を通して、発見したり、
驚いたことを教えてください。
小学生たちと一緒に「ディノニクス」という
肉食恐竜を作った時の話しです。子どもたち

特に「動物の親子」の作品は、寄り添った親

は、最初に見本を見て「絶対にこの恐竜を完

子の様子がなんとも愛おしく、溢れ出る親子

成させて持ち帰りたい！」と目を輝かせていま

の愛情が 伝わってきます。また、「笑うカエ

した。しかし、
「ディノニクス」は鋭いカギ爪を

ル」は、思わず笑顔になってしまったり、猫が

持ち、折り紙で表現するためには、1枚の紙を

じゃれついたりしてしまう、不思議な力がある

何回も何回も折り重ねる必要があり、とても根

作品なんです。

気のいる難しい作品でした。低学年の子ども
たちには大変かな？と思ったりもしましたが、

Interview

亦部 隆 子さん

どの子どもたちも熱心に取り組み、途中で投

元小学校教諭
日本折紙協会講師

げ出すこともなく、全員見事に恐竜を完成さ

約20年前、自宅へ勉強を習いに来ていた子ど

せたんです。目標に向かって強い意志で取り

もたちを楽しませようと、折り紙を折ったことが

保健福祉センターでシニアの皆様に折り紙

組むことで、こんなにも頑張ることができるん

きっかけで、友人たちと折り紙を楽しむように

を教えていたのですが、皆様は何年も継続し

だな！そして、そのやる気を引き出してくれた

て通ってくださり、月１回の活動を本当に楽し

「折り紙」のパワーに驚かされました。完成時

みにしてくださっていました。中には、術後、電

は歓声が上がり、子どもたちは大事に恐竜を

車で通うのがまだ大変な時に、桜ヶ丘からタ

抱えて、笑顔で帰っていきました。

Q2.これまでの活動の中で
印象に残っているエピソードが
あれば教えてください。

クシーに乗って教室にかけつけてくださった
り、入院中に病院を抜け出して参加してくだ

折り紙の楽しい体験を通して、折り紙を好

さった方もいらっしゃいました。私は、心打た

きになってもらい、日本の伝 統である「折り

れ 、そして、「もっと頑 張らなくてはいけな

紙」を後世に伝えていってもらえたら嬉しいで

い！」と身に染みて感じました。

すね。
講座情報

ARCHIVE S

講座アーカイブ

4/15・22【全2回】

コーヒー豆から世界を知ろう♪
再発見!!コーヒー講座
コーヒーの木から一杯のコーヒーとなるまでの
プロセスやコーヒーを取り巻く環境・貧困問
題、美味しいいれ方など様々な角度からコー
ヒーについて学びました。また、毎回コーヒー
の飲み比べを行いコーヒーの違いを楽しみま
した。第2回目の講義ではチーム対抗戦のクイ
ズ大会も開かれ大盛り上がりとなりました。
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辻 照雄先生の「ぱくぱく蛙」より 亦部先生が創作

内

容

日

時

会

場

なり、仲間が増えたため林間学習センターに場
所を移して活動。ボランティアセンターにも登
録し、厚木基地での活動は6年間に渡って行
われ、その様子が全国ネットのテレビで放送さ
れたことも。
「やまと生涯学習ねっとわぁく」の
ボランティア講師として市民に折り紙を教えた
り、学校や福祉センター、老人ホームなどでも
講師を務め、折り紙の楽しさを伝えている。8
月開講講座「小学生なつやすみ体験講座」の
「工作・折り紙」で講義を担当予定。

小学生なつやすみ体験講座

❶料理 ❷茶道
❸ヨガ ❹折り紙（「あさがお」）
いずれも8月3日（木）
10:00〜11:30
❶生涯学習センター611調理実習室・会議室
❷生涯学習センター608和室
❸生涯学習センター601講習室
❹生涯学習センター612文化創造室・会議室

対

象

料 金
申込み

市内在住・在学の小学生
(❷は小学2年生以上のみ
が参加可。❸親子参加可)
無料、材料費❶❷ 200円
7月12日（水）10時〜
電話（046-261-0491）
または生涯学習センター
窓口にて

生涯学習センターでは、皆さんに多数の学びの機会をご用意しています。
5/18・22・29・6/5【全4回】

子どもたちに伝えたい！日本の年中行事と先人の知恵
暦（旧暦・新暦）の歴史や四季
の分け方などの基本を始め、春・
夏・秋・冬の行事（ひな祭り、端
午の節句、七夕、お盆、お月見、
お正月など）の由来について学び
ました。多くの行事が、豊作や健
康などを祈願して行われてきたこ
とを知ることが出来ました。

［ こども図書館＆屋内こども広場 ］
わくわく どきどき 発見がいっぱい

こどもの国へようこそ

屋内
こども広場

発見！おどろき

げんきっこ広場って
こんなところ
今回は親子でカラダを
いっぱい動かして遊べる
げんきっこ広場の
ご紹介です。
どんな楽しいものが
あるかな？

図書館スタッフが選んだ2冊

こども

「発見！おどろき」

図書館

テーマ

図書館スタッフ 佐野 さん

チム・ラビットのぼうけん
アリソン・アトリー 作
童心社、1979年出版
請求記号 K933/ア/リスト 3階北

野原や森にはおどろきや発見がいっぱい
うさぎの子、チム・ラビットは好奇心いっぱい。毎日、野山や牧場
の草かり場でたくさんの発見をしながら、少しずつ成長していきま
す。ある日チムの先生が、なぞなぞの宿題を出しました。しかし、お
父さんもお母さんも解けません。チムはいろいろな動物に訊きな
がら答えを探します。皆さんはこのなぞなぞ、解けますか？
図書館スタッフ 芦川 さん

ファーブル昆虫記

写真：株式会社エスエス 加藤俊彦

“大切なあそび!!” をたくさん体験できる「げんきっこ広場」。
3歳から
小学2年生までの親子が遊べるスペースです。高くジャンプができ
るトランポリンの「エアトラック」や、360度回転する「サイバーホ
イール」など、子どもから大人まで楽しめる大型遊具がいろいろあり
ます。
また、
ディスカバリーエリアには、子どもの想像力を育むあそび
道具がたくさんあるんです。中でも人気のふたつをご紹介！

❶マグフォーマー
360度回転する磁石が中に入っており、
どの角
度から付けてもくっつけられるため、小さなお子
さまでも簡単に遊べるあそび道具です。動物や
建物など、好きな形を作ってみよう！

❷テクニコ

J.H.ファーブル 作

大きめに作られたボルトやナットをくるくる回して、大きなもの
から小さなものまで自由に作ることができるあそび道具です。
「指先あそび」から「組み立てあそび」まででき、作ったもの
を動かして遊ぶのも楽しい。気分はすっかり大工さん!!

ポプラ社、2016年出版
請求記号 K486/フア/ 3階西

放置しても腐らないエサ！？ファーブルの驚くべき発見！
狩りをする蜂の一種、コブツチスガリ。彼らは、子ども達のエサに
するゾウムシを捕まえてきて、巣穴に入れる。しかし、不思議なこ
とに、そのゾウムシは腐らない。何日経ってもみずみずしいまま、
じっと動かずに幼虫のエサになり続けるのだ。このことに驚いた
ファーブルが、苦労の末に発見したこととは？小さな昆虫の素晴ら
しい知識と能力に、感嘆せずにはいられない一冊です。

7月
7月
1

土

8 月 EVENT CALENDAR 2017
会場
マルチスペース

日

申込 ＝要事前申込

イベ ント 名

時間

料金

大和シルフィードダンススクール

①13：15〜13：55
②14：05〜15：05
③15：15〜16：45

①親子クラス500円
②キッズクラス1,000円
③ユースクラス2,000円

お問合せ
NPO法人大和シルフィードスポーツクラブ
046-207-5877
（岩田）

ものづくり教室

10：00〜12：00

無料

メインホール

「かぶとやま大騒動」劇団風の子中部

15：30

無料
（会員制）

サブホール

やまと愛のチャリティ舞踊会

10：00

無料

青月会 046-261-5571
（清水）

シリウスうちドックのおはなし会

14：00

無料

大和市立図書館

ものづくり教室

10：00〜12：00

無料

ノクターン 社交ダンスパーティー

13：30

900円

多目的室

2

カラフルできれいな磁石を使ったり、大工さんになりきって、
自分だけの素敵な作品を作ってみませんか？分からないこと
があるときや、遊具のいろいろなあそび方を知りたいときは、場内
にいる黄色いポロシャツを着た『プレイリーダー』に聞いてみてくだ
さい。いつでも、お気軽に声をかけてくださいね。

おはなしのへや
多目的室
サブホール

3

月

4
5

火 611調理実習室

6

木 マルチスペース

8

土 メインホール

マルチスペース

水 多目的室

メインホール

9

日

11

火

12

水 サブホール

サブホール
サブホール
611調理実習室

マイソングの会
（歌の練習）

13：30

1,000円

野菜を楽しく！美味しく食べよう！ベジスイーツ作り❷
〈全3回〉

10：00〜12：00

2,500円
（全3回）

チップリップ♪〜リズムにのって１、
２、
３
（親子リトミック）

10：00〜11：00

無料

基礎から楽しく！社交ダンスサークル
「山ゆりダンス会」
練習会
大和混声合唱団 第47回 定期演奏会
第11回Dance Pastele Modern Dance Studio 発表会
大和市生涯学習振興補助金交付事業
《やまと演奏会シリーズ》第2回声楽の月
「一緒に歌いたいこの歌を」
FM YAMA“TO LIVE！”

大和市屋内こども広場
大和南部おやこ劇場 090-6116-0389
（杉本）

大和市屋内こども広場
ノクターン 090-7906-6623
（渡辺）
マイソングの会 080-2161-1017
（高橋）
大和市生涯学習センター
大和市屋内こども広場

入会金1,000円
社交ダンスサークル 山ゆりダンス会
10：30〜12：00
月会費4,000円
（３回） 046-264-3468
（冨田）
1,000円 小中高校生500円
14：00
大和混声合唱団 046-274-0714
（長田）
（全席自由）
15：30
14：00

無料

090-1545-5464
（平多）

1,500円 学生1,000円 大和市音楽家協会 070-3523-7068
（大和市音楽家協会事務局）
（全席自由）

19：30

無料

野菜を楽しく！美味しく食べよう！ベジスイーツ作り❸
〈全3回〉

10：00〜12：00

2,500円
（全3回）

アテンダントと踊る
（3＆1）
とカップルの方のダンスパーティー

13：15

500円
（カップル1名）

FMやまと 046-264-5061
（天沼）
大和市生涯学習センター
フレンドリィステップ 090-1738-2540
（山﨑）

5

私

×シ

インタ
ビュー

リ ウ ス

シリウスの楽しみ方って、実はたくさんあるんです。
となりのあの人の過ごし方、
ちょっとのぞいてみませんか？

サラさん・アイくん親子

インタ
ビュー

平成29年5月16日(火) 11:00／3F多目的室

2 017

5 月 21日

●１Fに入ると、広くて人がたくさんいて驚きました。横浜市民の私も本を借りら
（めぐ
れるということなので、好きな小説をたくさん借りて読みたいと思います。
ちゃん）

シリウスからのお知らせ

TOPICS
万人

150

平成29年5月16日(火) 12:50／6Fぷらっと大和

●スポーツクラブで知り合っためぐちゃんと今日お
しゃべりをしにぷらっと来ました。たまたま1Fで華道
展をやっていたので、見てきました。気に入った講座
があったら定期的に習い事感覚で受けるのもいいで
すね。ここはガラス張りで眺めもいいから、今度は晴
（藤ちゃん）
れている日に来て、富士山が見たいです。

今日はお友達に誘われて「ママとアネシィ」に参加しました。
運動音痴だけれども先生の教え方がよかったため、大丈夫で
した。体を動かす機会があまりないので、楽しかったです。
シリウスには週に一回くらい来ていま
す。ちびっこ広場はもちろん、図書館も
利用しています。アイくんの好きな乗り
物や動物の絵本をハイハイしながら読
める広いスペースがあるので、すごくい
いんですよ。

祝

藤ちゃん（写真左）・めぐちゃん（写真右）

シリウスご来館者

150万人突破 !!

開館からちょうど200日目の2017年5月21
日、シリウスの累計ご来館者数が150万人を
突破しました。前号で100万人突破のお知ら
せをしてから本当にあっという間の快挙、あ
りがとうございます。これからも多くのみなさ
まのご来館をお待ちしております!

ご意見箱に寄せられたみなさまからのお声を受けて、
次のような改善を行いました。

エスカレーター、エレベーター
乗降付近に階数表示がなく、
階数がわかりにくいです。

1

改善点

エスカレーター、エレベーター乗降
付近の柱や壁に、階数のサインを
表示しました。

編集後記

３階、
４階、
５階フロアーのお手洗いの
案内サインが目に付きにくいところに
あり、場所がわかりにくいです。

2

改善点

正面からも見やすい位置に、
大きめのお手洗いのサインを
追加掲示しました。

今月の表紙
松田 沙也子

こんにちは、大和市文化創造拠点シリウス広報誌「YAMATOMIRAI」編集部の松本
です。鬱陶しい梅雨が明けたら、いよいよ夏本番です。今年は例年にも増して暑くな
るとか!? 第4号は『発見！おどろき』がテーマです。自由研究だったり、避暑と体調管
理だったり、夏のシリウスを存分にご活用ください。たくさんのステキな発見やおどろ
きがあることでしょう。開館後初めての夏です。シリウス自慢の大きなガラス張りが、
この時季ばかりはスタッフの不安要素です。エアコンが調子よく、ひと夏をのりきって

［作品コンセプト］
夏休み、シリウスに本を借りに来た男子中
学生が、気になる隣のクラスの女の子に偶
然会う。そんなドキドキする瞬間を絵にし
ました。シリウスがドキドキワクワクする場
所であり続けますように、という想いを込
めて描かせて頂きました。

もらいたいと切に願いつつ…みなさまのお越しをお待ちしております。
YAMATOMIRAI vol.4
2017年 7 & 8月号
2017年6月発行

さん

2013年第 2 回 YAMATOイラストレー
ションデザインコンペ優秀賞受賞。
webデザインをしながら、ファンタジー
をテーマに作品を描いています。

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
Tel：046-263-0214

掲載されている内容は、2017年6月20日現在の情報です。 次号は、2017年8月下旬発行予定です。

ACCESS

【 電車 】 小田急江ノ島線・相鉄本線「大和駅」から徒歩3分
【 駐車場・駐輪場 】
（地下1階）
利用時間 8時15分〜22時30分
収容台数 ［駐車場］
普通車：55台 身障者用駐車場：3台 バイク
（125cc超）
：15台
［駐輪場］
バイク
（125cc以下）
：36台 自転車：196台
施設

駐車場
駐輪場

区分
普通車

ご利用料金
30分ごとに200円
1日上限1,000円

二輪自動車（125cc超）

4時間ごとに100円

1日上限 300円

二輪自動車（125cc以下）及び
原動機付自転車（3時間まで無料）

4時間ごとに100円

1日上限 300円

自転車（3時間まで無料）

6時間ごとに100円

1日上限 200円

※高校生以下の方の駐輪場利用は無料です。
※駐車場の台数には限りがあります。公共交通機関をご利用ください。

【 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

●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

