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夏休みには、子どもたちが大きく成長する“きっかけ”がたくさんあります。今年の夏、生涯学習センターでは、小学
生を対象に学校の勉強とは一味違った体験ができる講座を多数開講します。好きな講座を選んで、楽しみなが
ら学びましょう！昨年の折り紙講座ではプテラノドンを折り、その迫力に大興奮しました。今年はさらに、就学前
の親子向けに「親子で表現★わくわくキッズ大集合！」も開講します。昨年、ぷらっと大和にたくさんの親子連れ
の皆さまが来てくださっている様子を見て、夏休みに皆さまが交流できる場を作りたいと思い、企画した講座で
す。この機会にぜひお申込みください！

夏休みは子ども向け講座がいっぱい！

生涯学習センタースタッフ　碓井さん

想い出に残る夏

★ 8月7日（水）／13:00～13:45

夏休みスペシャルコンサート＠ポラリス

【会場】  6階生涯学習センター
【対象】  市内在住・在勤の未就学児までの親子／先着
 ※講座によって対象年齢が異なります。

【定員】  ❶20組／❷15組
 ❸15組（1組2名まで）／❹12組（1組3名まで）
【講師】  ❶入手杏奈（ダンサー）、香取直登（アシスタント）
 ❷川村亘平斎（影絵師）
 ❸赤羽美希（音楽家）、正木恵子（打楽器奏者）
 ❹さとうあや（絵本作家）
【参加費】  ❶❸300円／❷❹400円
【申込・問合】  下記日時から電話または
　　　　　　 6階生涯学習センター窓口にて
 　　  ❶❷7月14日（日） 10:00より
 　　  ❸❹7月15日（月・祝） 10:00より

講座
情報

健康都市大学  
親子で表現★わくわくキッズ大集合！

❶ からだあそび
❷ 影絵あそび
❸ 音楽あそび
❹ 絵本あそび

7月28日（日）
8月7日（水）
8月9日（金）
8月24日（土）

10:00～11:30
10:30～12:00
10:00～11:30
10:00～11:30

【会場】  6階生涯学習センター
【対象】  市内在住・在学の小学生（❹のみ2年生以上、初心者優先）／抽選
【定員】  ❶❷❸20名／❹10名／❺30名
【講師】  ねっとわぁくボランティア講師　 【参加費】  ❶❷無料／❸❹❺200円
【申込】  官製はがきまたは窓口にて
 講座名、第1・第2希望（料理・茶道を希望する場合はアレルギーの有無を
 記入）、住所、名前（ふりがな）、学年／学校名、電話番号を明記の上、
 〒242-0016 大和南1-8-1 シリウス6階生涯学習センターまで　
 7月13日（土）必着
【問合】  電話または6階生涯学習センター窓口まで

講座
情報

健康都市大学 
小学生なつやすみ体験講座

❶ かけっこ
❷ リトミック
❸ 料理
❹ 茶道
❺ 折り紙

7月23日（火）
7月29日（月）
8月1日（木）
8月6日（火）
8月6日（火）

10:00～11:30
14:00～15:30
10:30～12:30
10:00～11:30
14:00～15:30 昨年の折り紙「プテラノド

ン」

小学生なつやすみ体験講座

いつもメインホール・ホワイエでお楽しみいた
だいている大人気の「ホワイエコンサート」。
今回は、8月1日（木）に開館１周年を迎える
市民交流拠点ポラリスで開催します。出演は
ピアノ、マリンバ、鉄琴、パーカッション、うた
のアンサンブルのオトハコです。『おかあさん
といっしょ』や、スタジオジブリの映画で流れ
る曲からクラシックまで、幅広いレパートリー
でお届けします。ポラリスでオトハコとハッピー
な夏のひとときを！ 

いよいよ夏がやってきます。すでに猛暑を予感させる今日この頃、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
夏といえば夏休み。夏休みには楽しいイベントがたくさんあります。嫌なこと、悩んでいることも、
汗とともに洗い流そう！耳で聴いて、肌で感じて。今年の夏は、シリウスで忘れられない時間を過ごしませんか？

と   き

【会場】  市民交流拠点ポラリス１階　
 市民交流スペース内
【対象】  どなたでも　　
【料金】  無料（事前申込不要）
【出演】  オトハコ
 志村和音（ピアノ）、京谷ひとみ（マリンバ）、
 田村麻理子（歌）、米重美文子（鉄琴）、
 吉原史雄（パーカッション）
【問合】  電話または1階ホール事務室
 チケットデスクまで
※ご来場のお時間によってはお立ち見になる場合がございます。
　ご了承ください。

ポラリスで夏ミュージック満喫！
サマー



どきどきわくわく、夏は胸おどる季節ですね。屋内
こども広場では、小学生向けのイベントが盛りだ
くさんです。
せっかくの夏休み、色々な事を体験したり、チャ
レンジしたり、記憶に残る想い出をシリウスで作っ
てみませんか？昨年から好評の食品サンプル作り
や、オリジナルのうちわや太鼓を作って和を体験
してみたり、今年も夏を満喫しましょう！

恒例！ぼくもわたしも楽しめる、
夏休みのおもしろランド！

夏休みだ！
おもしろランドde小学生

ドンな音！太鼓作り再び！

★ 7月29日（月）／13:00～15:00

【会場】  3階屋内こども広場　多目的室
【対象・定員】  小学生（1～2年生は保護者同伴）／先着10名
【参加費】  500円　 【申込】  7月16日（火） 10:00より
【問合】  電話または3階屋内こども広場カウンターまで

EVENT

屋内こども広場スタッフ　森さん

　皆さんは「〇〇について調べたい」と
思った時、どうしますか？今の時代、イン
ターネットを使って調べるという方が多い
のではないでしょうか。
　しかし、インターネットで調べると、膨大
な件数がヒットし、その中から自分が欲し
いと思っている情報を探すのは意外と難
しいものです。また、書かれている内容が
本当に正しいのか、情報の信頼性も確認
しなければなりません。
　自分で調べるのは思った以上に大変！
では、どうやって調べればいいのか…。
そんな時、便利なのが図書館のレファレン

スサービスです。
　レファレンスサービスは、皆さんの調査
研究や日頃から疑問に思っていることを
解決するために、図書館の資料を使って
調べものや資料探しのお手伝いをする
サービスです。「探している本が見つから
ない」「○○について調べているが、どん
な資料にのっているか」などの質問に、図
書館スタッフが、様々な資料を提供する形
でお答えします。お困りの際は、図書館5
階レファレンスカウンターまでお気軽にご
相談ください。
　これから夏休み本番！自由研究の資料

探しや調べもので困ったら、図書館のレ
ファレンスサービスを利用して、疑問に
思っていることを解決してみませんか？

図書館スタッフ　石井さん

レファレンスサービスを利用してみよう！

その疑問、図書館で解決してみませんか？

※ご質問の内容によってはお答えできないものがあります。（医療診断、法律・人生相談、美術品の鑑定、宿題やクイズの答えなど）

図書館5階の
レファレンスカウンターに
お気軽にご相談ください。

★ 7月20日（土）～8月31日（土）／9:00～19:00

魔法書レビューブックをつくろう！
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青い墨×うちわ  うちわ作り体験！

★ 7月23日（火）／13:00～15:00

【会場】  3階屋内こども広場　多目的室　 
【対象・定員】  小学3～6年生／先着10名　 【参加費】  500円　 
【申込】  7月11日（木） 10:00より
【問合】  電話または3階屋内こども広場カウンターまで

EVENT

夏休みに読んだ本のレビュー（紹介文）を書いて、自分だけのかっこいい魔法書のような
レビューブックを作ろう！レビューをたくさん書くと魔法界のランクが上がるよ！
3階こども図書館のカウンターで、表紙とレビュー用紙のセットをもらって、エントリー
しよう！まずは見習いからスタートだ。見習い→駆け出し→魔法使い→大魔法使い、
とランクが上がるごとにプレゼントもあるよ。大魔法使いをめざして、
この夏、たくさんの本を読もう！

めざせ！大魔法使い

【会場】  3階こども図書館 【対象】  小学生
【費用】  無料（参加賞あり） 【申込】  不要　
【問合】  電話または3階こども図書館カウンターまで
※学校の図書室の本はダメだよ。大和市内の図書施設にある子ども向けの本から選んでね。



健康都市大学　大和こども市民大学 
傘デザイナーのおしごとをのぞきみ！
～傘はどうやってできるの？～
★ 7月13日（土）／13:00～15:00

【会場】  6階生涯学習センター　601講習室
【対象・定員】  市内在住・在学の小学3年生～中学3年生／抽選20名
【講師】  飯田純久（傘デザイナー）　 【参加費】  無料
【申込】  官製はがきまたは窓口にて
 講座名、住所、名前（ふりがな）、学年／学校名、電話番号を明記の上、
 〒242-0016 大和南1-8-1  シリウス6階生涯学習センターまで　
 6月22日（土）必着
【問合】  電話または6階生涯学習センター窓口まで

日本人は、世界的に見ると傘を多く所有し、
「世界一の傘好き」とも言われています。そん
な皆さまに馴染みのある傘ですが、デザイン
の仕方やどうやって作られるのかを考えたこ
とはありますか？そんな疑問を解決すべく、
「傘デザイナー」のお仕事について教えてい
ただきます。見て、聞いて、さわって楽しく学
びましょう！傘の布を使った工作もあります。
…何を作るかはお楽しみ♪

デザインから、どうやって傘ができるの？
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わたしの夏模様

芸術文化ホールスタッフ　竹内さん

【会場】  1階芸術文化ホール　サブホール
【料金】  1,000円（整理番号付／全席自由・税込）  ※6歳以上からご入場いただけます。
【演出・振付】  鈴木ユキオ（ダンサー）　　【出演】  一般公募ダンサー ほか　　
【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

かき氷…目にも涼しげで、暑い夏には食べたくなります
よね。埼玉県の長瀞には、天然氷のかき氷を作る氷屋
さんの一家があります。この本では、氷を張る「氷池」
に沢から水を引き込むための準備、氷が張られてから
の毎日の作業、完成した氷の保管、そして、かき氷として
お客さんの口に運ばれるまでを写真で紹介しています。
丹精込めて作られた天然氷のかき氷。さて、あなたは何
味で食べますか？

夏にオススメの本  
『かき氷 天然氷をつくる』

天然氷ってどうやって作られるの？

【写真】  細島 雅代
【出版社】  岩崎書店
    （2015年）
【請求記号】  K588/ホソ/
【場所】   3階西

「ダンス」と聞いて思い浮かべるのは、
鍛えられた肉体と超人的な技、日本の
エンターテインメント界に君臨する著名
なパフォーマンス集団など、どこか我々
の日常とはかけ離れているものと思いが
ちです。しかしダンス＝踊り、ですから、
少し考えてみると意外に身近なものばか
りです。
例えば、大和の夏といえば“阿波おど
り”ですが、これも立派な日本のダンス。
1999年に一大ブームとなった“パラパ
ラ”。アイドルグループのメンバーが番組
内で踊ったことを契機として若者を中心
に広まったカルチャーですが、これも立

派なダンス。2012年には、中学校の体
育の授業でダンスが必修となりました。
授業というと「技術の向上」という「学
び」の側面としてとらえてしまいますが、
かつてダンスが、言葉を持たずして行う
権力への抵抗の代名詞であったように、
本来は自由に自己表現をするものです。
やまと芸術文化ホールでは、4月から公
募した瑞 し々い青少年ダンサーたちと、
コンテンポラリーダンサーの鈴木ユキオ
氏が、約2ヶ月間時間を共にして作り上
げてきた作品『星の約束』をお届けしま
す。己の求める自由やその精神を精一
杯舞台で表現します。ぜひご覧ください！

★ 8月12日（月・振休）／14:00開演（13:30開場）

鈴木ユキオ×公募による青少年ダンサー「星の約束」

Ⓒbozzo



手作りの吹き矢に、止まっ
ているはずのボールがの
ぼったり、さがったり！？
他にもいろいろなものを
作ってあそんでみよう！

工作ってこんなに楽しい！

【会場】  3階屋内こども広場　多目的室
【対象・定員】  小学生／先着20名
【参加費】  500円　 
【申込】  7月23日（火） 10:00より
【問合】  電話または3階屋内こども広場
 カウンターへ

きて、みて、つくって！
工作の世界
★ 8月14日（水）／10:00～12:00

【会場】  6階生涯学習センター　601講習室
【対象・定員】  市内在住・在学の小学生／抽選30名
【講師】  新井 啓太（相模女子大学中学部・高等部美術教諭）　 【参加費】  500円
【申込】  官製はがきまたは窓口にて
 講座名、住所、名前（ふりがな）、学年／学校名、電話番号を明記の上、
 〒242-0016 大和南1-8-1  シリウス6階生涯学習センターまで　8月5日（月）必着
【問合】  電話または6階生涯学習センター窓口まで

健康都市大学 
南極アートワークショップ　
～さいはての氷のせかい～
★ 8月25日（日）／13:00～15:00
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　「天使の歌声」として清らかで澄んだ
歌声が世界中で愛されているウィーン
少年合唱団。2019年のブルックナー
組来日公演に合わせて、合唱団のカペ
ルマイスター（指揮者・指導者）である
マノロ・カニン氏による教職員対象の特
別講座が開催されました。
　「子どもにとって大人は信頼に足るゆ
るぎない人間でなければならない」とい
う話から始まった本講演は、実際の技
術指導の模擬体験や質疑応答などもし

ていただき、とても中身の濃い時間とな
りました。何より、マノロ・カニン氏の温
かさとユーモアあふれるお話や、子供と
の関わり方や音楽に対する熱意あふれ
るお話が聴けたことは、私にとってとて
も貴重な経験となりました。
　私自身も今年の秋冬にはシリウスの
舞台で、生徒と一緒に合唱や吹奏楽の
演奏をさせていただきます。生徒にとっ
て「舞台が一番楽しかった」と感じられ
る瞬間をつくっていけるよう一層精進し

ていきますので、ぜひ多くの皆様のご来
場をお待ちしております。

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

草場  優さん

大和市立
下福田中学校  教員 講

座
風
景

2019年8月1日（木）、市民交流拠点
ポラリスは開館1周年を迎えます。
これまでの感謝の気持ちを込めて、
地域の子どもたちに向けた様々なイ
ベントを行います。
1日は、親子でご参加いただける『ポ
ラリス杯 親子卓球大会』や、参加者

のレベルに合わせた指導を行う『卓球講習会』を開催します。その他に
も、打ち水をして温度の違いを測定する『打ち水大作戦』や、音楽に合
わせて親子で身体を動かす『おやこリズムたいそう』など、楽しい催しが
盛りだくさんです！今年は素敵な夏の想い出をポラリスで作りませんか？
それぞれのイベントごとに申込方法が異なりますので、詳細はポラリスま
でお問い合わせください。

『開館1周年記念 ポラリスサマーイベント！』を開催します！PICK UP NEWS

【問合】  詳細・お申込みにつきましてはHPをご覧ください。 
 https://yamato-hokubu.jp

夏は生きものとふ
れあえる季節。夏の
昆虫についてレク
チャーを行い、本物
のカブトムシの標本
を作ります。

★ 8月3日（土） ❶10:00～12:00  
  ❷14:00～16:00

キミも夏の昆虫博士！
～カブトムシの標本をつくろう～

こんなことやってます！おすすめイベント

【市民交流拠点ポラリス】　〒242-0007 大和市中央林間1-3-1　
TEL 046（274）4361　開館時間 9:00～21:30

撮影：新井啓太

第60次南極地域観測隊夏隊同行者として南極に
滞在した学校の先生が南極を紹介します。そして、
南極と未来をテーマに作品を作ります。

夏休み最後の日、
涼しくって熱くなる「南極」を体験しよう！



健康美容♪簡単耳マッサージ教室 10：00 300円 lapinrose耳つぼ健康サロン  080-5053-0591（藤山）
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24 水
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20 土
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19 金

18 木
17 水

16 火

15 月祝

14 日

13 土

12 金

11 木

10 水

9 火

8 月

6 土

5 金

4 木

3 水

1 月

親子で表現★わくわくキッズ大集合！ ①からだあそび 10：00～11：30 300円 大和市生涯学習センター

第14回定期演奏会 ソレイユ ウィンド オーケストラ 13：30 無料 ソレイユ ウィンド オーケストラ
080-7048-1015（土日祝/10：00～17：00）

親子のふれあい広場「ミリミリ！」なつぐみ❸〈全3回〉 10：30～12：00 大和市生涯学習センター
第40回大和市立図書館映画上映会「グランド・ブダペスト・ホテル」（吹替）18：30（18：15開場） 無料（100名） 大和市立図書館

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）
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）

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

クラシック音楽を楽しむ会 髙木凜々子 ヴァイオリンリサイタル　　 18：30 2,000円・学生1,500円 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055
青い墨×うちわ うちわ作り体験！ 13：00～15：00 500円 大和市屋内こども広場
小学生なつやすみ体験講座 ①かけっこ 10：00～11：30 無料 大和市生涯学習センター

TUK HAIR CONTEST 2019 10：00 無料 TUK  042-748-8666（田中）

ダイヤモンド（乳幼児を持つ母親） 10：00～11：30 300円 大和市屋内こども広場
調べる学習チャレンジ講座 13：30～15：30 無料（24名） 大和市立図書館

親子de調べる学習チャレンジ講座 9：30～11：30 無料（18組） 大和市立図書館
第29回花翠流舞踊発表会「舞への誘い」 ～踊る楽しさ、踊れる歓び～ 10：00 花翠照  046-269-4785（花翠：カスイ）無料

ミュージカルソング ワークショップ❶〈全8回〉 18：45～20：15 2,000円（全8回）
学生半額 大和市生涯学習センター

大和混声合唱団 第49回定期演奏会 18：30 1,000円・小中高生500円 大和混声合唱団  046-269-9932（髙橋）
一流学生参加ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

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 10：00～11：00 500円 大和市屋内こども広場

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

ピアノ発表会 13：00 無料 090-1889-2639（伊藤）
「100万回生きたねこ」劇団たんぽぽ 14：30 大和おやこ劇場  090-6116-0389（杉本）200円・ 1,400円

笑顔の癒しイベント「Smile Healing Garden」 11：00～17：00 無料 大人の女性塾ヴィーナス  046-271-5500（小泉）

神奈川大和阿波おどり ぞめき大和2019 14：30 1,500円 神奈川大和阿波おどり振興協会
050-5862-2292（広瀬）

①11：00～15：00
②14：00～15：00 ①大和市立図書館　②大和市生涯学習センター阿波おどりわくわく工作DAY

①ぬり絵でうちわを作ろう♪ ②　 ランタンづくりワークショップ

一流学生参加ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
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

ベビーシャワー（妊婦さん） 10：30～11：30 無料

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❷〈全3回〉 10：30～11：45 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）

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 ご一緒に歌いませんか 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）

コール・ベルカント 第6回コンサート 14：00 無料 コール・ベルカント  0467-77-7887（菊池）
家庭教育講演会 ～聴いてますか？子どもの心 伝えてますか？親の心～ 10：30 無料 （一社）実践倫理宏正会  090-5798-7009（横森）

10：00～12：00 大和市生涯学習センター　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❹〈全4回〉

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

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

季節を描く心の絵手紙・初夏編❹〈全4回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター
読み聞かせボランティア養成講座（乳幼児編）❷〈全2回〉 10：30～12：30 大和市立図書館

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
バレエスタジオジョワイユ 第3回発表会 未定 無料（要整理券） バレエスタジオジョワイユ  045-442-5354
第10回 ピアノの発表会（多島ピアノ教室） 18：15 無料 090-6152-3685（多島）

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）

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）
大和スマイル合唱団 ご一緒に歌いませんか 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 大和市屋内こども広場

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）

カイゴのお仕事カフェ＠大和 11：00 無料 ユメックス株式会社  0422-70-2130（鈴木）
げんきっこ広場から星に願いを 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場

季節を描く心の絵手紙・初夏編❸〈全4回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター
読み聞かせボランティア養成講座（乳幼児編）❶〈全2回〉 10：30～12：30 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）

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

601講習室

メインホール

601講習室
601講習室

マルチスペース
マルチスペース

サブホール

サブホール
多目的室

ホッと一息！ちくちく手縫いタイム 10：00～12：00 1,000円 大和市屋内こども広場多目的室

君もマジシャンになろう！ 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室

601講習室

サブホール
ギャラリー

多目的室
610大会議室
610大会議室
メインホール

301スタジオ大

メインホール
マルチスペース

マルチスペース
多目的室

多目的室
げんきっこ広場

サブホール
メインホール
ギャラリー

メインホール

ギャラリー

13：00～15：00 大和市生涯学習センター大和こども市民大学 傘デザイナーのおしごとをのぞきみ！
～傘はどうやってできるの？～ 　 無料601講習室

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

メインホール
サブホール

610大会議室

マルチスペース

多目的室
げんきっこ広場

612文化創造室
610大会議室
マルチスペース
メインホール
マルチスペース
マルチスペース

健康美容♪簡単耳マッサージ教室 10：00 300円 lapinrose耳つぼ健康サロン  080-5053-0591（藤山）マルチスペース
サブホール
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
げんきっこ広場
612文化創造室
610大会議室
マルチスペース

7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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健康テラス

マルチスペース



ミュージカルソング ワークショップ❸〈全8回〉 18：45～20：15 2,000円（全8回）
学生半額 大和市生涯学習センター

31 水

29 月

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

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）

トゥーラ・トロンボーン・クァルテット～2019～ 19：00 500円 トゥーラトロンボーンアンサンブル
090-6190-1901（ワタナベ）

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）

大和東高等学校 学校説明会 14：00 無料 神奈川県立大和東高等学校  046-264-2691（橋本）
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

県立大和西高等学校 学校説明会 13：00 無料 神奈川県立大和西高等学校  046-276-1155（由井）
ダイヤモンド（乳幼児を持つ母親） 10：00～11：30 300円 大和市屋内こども広場

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
トミタダンスクールサマーダンスパーティー 13：00 2,900円 トミタダンススクール  046-264-3468

千翔流 舞踊発表会 10：30 無料 千翔会  046-267-0243（小川）
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
汐風かもめをかこむ会 14：00 無料 汐風かもめを囲む会  080-7017-1981（山本）

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）

大和シティバレエ “SUMMER CONCERT 2019” 18：00 S席5,000円
A席4,000円・B席3,000円

佐々木三夏バレエアカデミー・大和シティバレエ
046-264-3827（鎌田）

一流学生参加ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

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）
食品サンプルを作ろう！ 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場

14：00 1,000円（自由席・整理番号付） やまと芸術文化ホール鈴木ユキオ×公募による青少年ダンサー「星の約束」
第13回 Dance Pastel Modern Dance Studio 発表会 未定 無料 090-1545-5464（平多）

10：30～14：30 500円 大和市生涯学習センター小中学生ための読書感想文講座
13：30～15：30 無料（20名） 大和市立図書館夏休み宿題応援講座 楽しく取り組む読書感想文
9：30～11：30 無料（18組） 大和市立図書館夏休み宿題応援講座 親子で楽しむ読書感想文

10：00～11：30 300円 大和市生涯学習センター親子で表現★わくわくキッズ大集合！ ③音楽あそび
9：20～12：30 無料（16名） 大和市立図書館一日図書館員

セレンディピティ大和「大人の文化祭」 10：00 無料（一部予約可） 080-5688-8852（井上）

ふれあい「まごころ」チャリティー歌謡祭in大和
三船和子＆冠二郎＆宮路オサム歌謡ショー 16：30 SS席4,500円

S席4,000円・A席3,500円 ㈱レスポアール  046-772-5686（ウスイ）

食品サンプルを作ろう！ 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場

第41回大和市立図書館おやこ映画上映会
「劇場版ムーミン パペット・アニメーション ムーミン谷の夏まつり」（吹替）

13：30
（13：15開場） 無料（100名） 大和市立図書館

大和スマイル合唱団 ご一緒に歌いませんか 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）

10：30～12：00 400円 大和市生涯学習センター親子で表現★わくわくキッズ大集合！ ②影絵あそび
9：20～12：30 無料（16名） 大和市立図書館一日図書館員

14：00～15：30 200円 大和市生涯学習センター小学生なつやすみ体験講座 ⑤折り紙
10：00～11：30 200円 大和市生涯学習センター小学生なつやすみ体験講座 ④茶道

神奈川の高校展2019 県央東地区 公私合同説明・相談会 10：15 無料 神奈川の高校展実行委員会
0467-77-5121（綾瀬西高等学校 副校長）

9：20～12：30 無料（16名） 大和市立図書館一日図書館員
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）

神奈川県立相模向陽館高等学校  
046-401-3457（坂本）

神奈川県立相模向陽館高等学校  
046-401-3457（坂本）

神奈川県立相模向陽館高等学校 第１回学校説明会 14：00 無料

神奈川県立相模向陽館高等学校 中学校教員等対象説明会 10：00 無料

第8回愛のチャリティー
岸井千恵子教室30周年記念歌謡フェスティバル 10：30 2,900円 090-8582-2859（岸井）

13：30～15：00 無料（10名） 大和市立図書館手軽にできる！太陽系惑星モビールを作ってみよう！

ミュージカルソング ワークショップ❷〈全8回〉 18：45～20：15 2,000円（全8回）
学生半額 大和市生涯学習センター

10：30～12：30 200円 大和市生涯学習センター小学生なつやすみ体験講座 ③料理

Duo Jumeaux サマーコンサート2019 18：00 2,000円
高校生以下1,000円

Duo Jumeauxピアノリサイタル実行委員会
090-8047-4368（高取）

神奈川県立瀬谷高等学校 第一回学校説明会 13：30 無料 神奈川県立瀬谷高等学校  045-301-6747（齊藤）

Con amore ハーモニカトリオ 結成15周年記念
チャリティーコンサート 13：30 無料 Con amore by MUSIC＆LOVER

090-5434-0735（岡田）

きて、みて、つくって！工作の世界 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場

Summer kids concert ～0歳からのコンサート special～　 ①11：30
②14：00

大人1,200円（当日1,500円）
子ども500円（当日600円） エンジェルス ラダー  090-8690-1540（関口）

23 金

22 木

21 水

20 火

19 月

18 日

17 土

16 金

15 木
14 水
13 火
12 月

振休

11 日祝

10 土

9 金

8 木

7 水

6 火

5 月

4 日
3 土
2 金

1 木

一流学生参加ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

相和私立幼稚園協会 就職相談フェア 14：00 無料 相和私立幼稚園協会
046-254-2325（小松原幼稚園 石井）

ドンな音！太鼓作り再び！ 13：00～15：00 500円 大和市屋内こども広場
小学生なつやすみ体験講座 ②リトミック 14：00～15：30 無料 大和市生涯学習センター

「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）

オカリナ＆草笛ワークショップ ①9：00～12：00
②13：00～16：00

①500円 ②500円
（各回定員10名） やまと芸術文化ホール

8月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

7

7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

301スタジオ大

ギャラリー

マルチスペース

サブホール

サブホール

マルチスペース

メインホール
多目的室
メインホール
多目的室

多目的室
サブホール
メインホール
健康テラス
マルチスペース

サブホール

メインホール

マルチスペース

マルチスペース
多目的室

多目的室

サブホール
メインホール
610大会議室
610大会議室
610大会議室

601講習室
612文化創造室

マルチスペース

メインホール

多目的室

601講習室

マルチスペース
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612文化創造室

612文化創造室
608和室

サブホール

612文化創造室
マルチスペース

サブホール

サブホール

メインホール

健康テラス

301スタジオ大

サブホール

611調理実習室

サブホール

メインホール

マルチスペース

マルチスペース

サブホール

多目的室
601講習室
マルチスペース



ちびっこ広場7/31（水）・8/31（土） 11：30～11：50ほっこりスペシャル おたんじょう会 無料

げんきっこ広場 13：00～15：00おたんじょう会（①6・7月生まれのお友だち ②7・8月生まれのお友だち）　 入場料①7/2（火）・②8/2（金）
げんきっこ広場毎週火・水・金 9：00～11：00あつまれ！あさイチキッズ 無料
多目的室7/26（金）・8/30（金） 13：30～15：00とこたん（9～11ヶ月の赤ちゃん） 無料
多目的室7/19（金）・8/23（金） 13：30～15：00ころたん（5～8ヶ月の赤ちゃん） 無料
多目的室7/18（木）・8/15（木） 10：30～11：30森のくまさん 無料

多目的室 ①10：00～10：40
②11：00～11：40LaLaLa Land（①初級 ②中級） 500円7/13（土）・8/10（土）

多目的室7/12（金）・8/9（金） 13：30～15：00まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん） 無料

多目的室①毎月第1・3土曜日
②毎月第1・3日曜日 10：00～11：30親子でものづくり教室（①3～5才の親子 ②6才～小2の親子） 無料

多目的室7/5（金）・8/2（金） 13：30～15：00にこにこたまご（ふたご・みつごの親子） 無料

第42回大和市立図書館映画上映会
「インディジョーンズ レイダース 失われたアーク《聖櫃》」（吹替）

18：30
（18：15開場） 無料（100名） 大和市立図書館

夏になると、花火の音だけが聞こえてくることがあります。
どこで鳴っているの…？音だけではなく、小さくても姿を見た
いな～とそわそわします。一度だけ、歩いているときに遠くの
花火が見えたのには驚きました。花火のために屋上を開放す
る新聞記事を見つけたり、大和市内でもいろいろ催しものが
あるようです。チェックしてみるのも楽しそうですね。

23 金

29 木

28 水
25 日
24 土

30 金

31 土

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

一流学生参加ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
13：00～15：00 500円 大和市生涯学習センター南極アートワークショップ ～さいはての氷のせかい～
10：00～11：30 400円 大和市生涯学習センター親子で表現★わくわくキッズ大集合！ ④絵本あそび

アドラー心理学を学ぶ（中高生対象） 13：30～14：30 無料（先着16名） 大和市立図書館

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）
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）

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
ウイスタリアピアノ ミニコンサート 14：00（予定） 無料 ウイスタリアピアノ  046-261-6823（斉藤）

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）

被災地応援企画第4弾 サックスだらけの音楽会 14：30 無料 広がれ！音の輪プロジェクト  080-5423-1020（北嶋）

レティック ファミリーコンサート ～心躍る！パーカッションの世界～ 11：00 2,000円・中学生1,000円
幼児・小学生500円（未就学児無料） 090-2253-1027（山口）

パーカッションアンサンブル“Letick” Summer Concert2019
～Let's MOVE～ 18：30 3,000円・学生2,000円

（当日3,500円・学生2,500円） 090-2253-1027（山口）

大和市
屋内こども広場

3階屋内こども広場　定期イベント7月 8月

7/20（土）～8/31（土） 9：00～19：00夏休み読書チャレンジ！！「魔法書レビューブックをつくろう！」 大和市立図書館3階こども図書館

ギャラリー

8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

7/3（水）～7/8（月） 10：00～18：00（最終日～15：00）第10回清蒲会書展 清蒲書道会  090-5555-3802（鈴木）

期間イベント 【入場無料】
開催期間 イベント名 時間

ギャラリー
会場

7/20（土）～7/21（日） 10：00～16：30第33回 大和市学校給食展 いただきます、ごちそうさまで60年
～いまとみらいの健康をつくる学校給食

大和市教育委員会 保健給食課
046-260-5206

お問合せ
7月 8月

会場開催日 イベント名 時間 料金 お問合せ

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7月 8月 EVENT CALENDAR 2019

3階こども図書館　シリウスおはなし会 【入場無料】7月 8月

おはなしのへや

7/27（土） 14：00～14：30夏のとくべつおはなし会
7/24（水）・8/28（水） 11：00～11：20親子で楽しむおはなし会
7/20（土）・8/17（土） 14：00～14：20シリウス親子のおはなし会

会場

7/7（日）・8/4（日） 14：00～14：30シリウスうちドックのおはなし会

大和市立図書館

7/2（火）・8/6（火） 11：00～11：20おひざでだっこのおはなし会

7/10（水）・8/14（水） 15：30～16：00ひとりできける子のおはなし会
7/15（月祝）・8/19（月） 11：00～11：20シリウス赤ちゃんおはなし会

開催日 イベント名 時間 お問合せ

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

掲載されている内容は、2019年6月17日現在の情報
です。次号は、2019年8月下旬発行予定です。
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