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［ 図書館 ］

図書館スタッフが選んだ

1

図書館スタッフ

4冊

【 theme # 06 】

2

下 田 さん

あしたのあたしは
あたらしいあたし

あ たらし い 一 歩

図書館スタッフ

安 田 さん

ナイスキャッチ！
（１巻）

ことば遊びが感性を刺激する

偶然の出会いが
少女を大きく変える

書名のフレーズは“あした”という詩に出てきます。なんだか明日と
明日の自分が楽しみになるような気がしませんか。ことば遊びが
散りばめられ、気持ちの良いリズムで読める詩集でありながら、日
常のワンシーンから新しい世界が垣間見える１冊です。他にも同
書より、幻想的な気分を味わいたい方には“そらのコップ”、普段、
眼鏡を着用している方には“まんまるめがね”もオススメです。

美術部に所属する中学生の主人公が、グラウンドでスケッチをし
ていると何処からか野球のボールが飛んできた！思わず両手で
キャッチすると、部員の足りない野球部から勧誘されて…。勧誘さ
れたことをきっかけに主人公が少しずつ野球に心を惹かれていく
様子や葛藤が、とても丁寧に描かれています。読んでいる自分も新
しいことに挑戦したくなるような本です。

■石津 ちひろ

■横沢 彰

詩
理論社、2002年出版、請求記号 911.5/イ/ 囲い書架北
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図書館スタッフ

作
新日本出版社、2017年出版、請求記号 YA913.6/ヨコ/ 4階ティ
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谷 口 さん

図書館スタッフ

髙 橋 さん

Re-born

俳句、はじめました
吟行修行の巻

はじまりの一歩

出かけてみませんか、吟行の旅

7人の作家が描く
〈再生〉の物語

吟行とは、詩や俳句の題材を求め、景色の良い場所や名所に出か
けていくこと。
「見て作る」ことが苦手な著者が、あえて吟行に挑
戦。都内とその近郊の名所を巡ります。準備をしてもしなくても、
なかなか句が詠めず七転八倒する姿に、一緒にハラハラしたり思
わず笑ってしまったり。読み終える頃には、近場の名所で一句詠み
たくなる、そんな楽しい一冊です。

受験に失敗し日々をぼんやり過ごす高校生。離婚が決まり最後の
家族団らんの日を迎えた一家。登場人物それぞれに不安や悩みを
抱えますが、それでも日々は続いていきます。しかし、どんな暗闇に
もいつか光は差し、それぞれが新たな出会いや分かれの中で自分
と向き合っていきます。境遇は違えど、共感しながら読み進める事
ができました。みなさんはこの春、どんな一歩を踏み出しますか？

■岸本 葉子

■伊坂 幸太郎、他

著
KADOKAWA、2013年出版、請求記号 911.3/キ/ 囲い書架北

健康テラスから
あたらしい一歩を…
こんな
イベントが
あります！

著
実業之日本社、2008年出版、請求記号 913.6/リ/ 5階北

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。
健康に関する講座はもちろん、図書館スタッフが講師をつとめる、ちぎり絵や手芸の講座もあります。
初心者の方でも簡単にできるように丁寧に指導いたしますので、
この春、健康テラスであたらしいことにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

新聞紙ちぎり絵講座
新聞のカラー広告の部分を、ち
ぎって並べて貼るだけで、野菜や
果物が完成！絵が苦手な方も簡
単に仕上げることができますよ。
不定期開催のこの講座、申込先
着16名はすぐにいっぱいになって
しまいますので、イベントカレン
ダーをチェックしてくださいね。

かんたん手芸講座 こぎん刺しのしおり
こぎん刺しとは、青森県津軽地方
の伝統工芸のひとつです。刺し子
の仲間ですが、縦の布目を数えな
がら横糸に沿って刺していくのが
特徴です。一人で始めるには少し難
しいかもしれませんが、テラスでは
参加者の皆さんと一緒ですし、図書館スタッフが丁寧に指導
しますので、初めての方も安心してご参加いただけますよ！

■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/ ］
2

［ 芸術文化ホール ］

STO RY

芸術から始まる、あたらしいステージ

春は出会いと別れが同時に訪れる少し切ない季節でもあり、
また同時に新しい一歩を踏み出す時期でもあります。
何かを始めるには相応しい、そんな気持ちにさせてくれるような出会いを
芸術文化ホールはお届けします。
今回は色鮮やかなイタリアと深い心の世界を表現するオーケストラの世界、
そしてホールと演劇のプロ、市民がつくり上げる演劇の世界をご紹介します。

オーケストラ新時代

今からだって遅くない

時として舞台上に10 0人を超える演奏 者が並ぶこともある

この時期になると外には新生活を謳った広告が目立つように

オーケストラ。
「100人もいるんだったら1人ぐらいメンバーが変っ

なり、自然と春の訪れを感じます。春は出会いと別れの季節で

てもわからないだろう」と思われる方もいらっしゃるかもしれま

すが、人生に“たられば”はありません。

せんが、実はメンバー１人が変わることで演奏者、聴衆両方に
大きな変化をもたらすこともあります。その中で、最も顕著な変
化をもたらすのは「指揮者」ではないでしょうか。同じ曲を同じ

―あの時、あの一言があれば、一歩を踏み出していれば。
今とは違った人生があったかもしれない ―。

メンバーで演奏しても、指揮者が違うだけで、何もかもが全く
違うものになったりします。海外の著名な楽団では次期音楽監

その違った人生がどんな顛末になるかは分かりませんし、こ

督を選ぶのに何年もかかったり、決定した際には、新聞の一面

う思うことで私たちは甘美に酔いしれることが出来るとも言え

を大きく飾ったりもします。新しい音楽監督と踏み出す「あたら

ます。

しい一歩」。そこからどんどん見えてくる、発掘されてくる新しい

“樹木にとって最も大切なものは何かと問うたら、それは果実

魅力が私たちの心を鷲掴みにしてしまうのだと思います。音楽

だと誰もが答えるだろう。しかし実際には種なのだ”と説いたの

監督就任2年目に入り、ますます息の合った演奏を重ねている

はドイツの哲学者・ニーチェですが、その一言・一歩の種まきを

上岡敏之さんと新日本フィルハーモニー交響楽団。選りすぐり

したことによって、果実が育つこともまた事実です。

のプログラムでどんな世界を魅せてくれるのか。新時代を築き
だした魅力溢れる演奏を是非、生で体感してください！
◉文＝よぴ。

町とホールと市民がそれぞれの架け橋となり、演劇を通して新
たな自分を発見する。そんな未知なる体験を可能にするのが、市
民参加劇『私たちのやまと物語』です。演出や脚本、舞台スタッ
フもプロの演劇人がこの公演のために集います。本番はもちろん

イベント I NFOR M ATION

一般公開。自分の知らない自分に出会えるかもしれません。せっ

新日本フィルハーモニー交響楽団
上岡敏之×新日本フィルが描く情景と情感の世界
日時＝2018年3月25日（日） 14:30開場 15:00開演
会場＝メインホール
料金＝全席指定 S席6,000円 A席5,000円 学生券は半額
曲目＝レスピーギ：交響詩「ローマの噴水」P.106
ボッテシーニ：コントラバス協奏曲第2番ロ短調
チャイコフスキー：交響曲第6番ロ短調「悲愴」op.74
出演＝指揮：上岡 敏之（新日本フィル音楽監督）
コントラバス独奏：渡邉玲雄（新日本フィル首席コントラバス奏者）
管弦楽：新日本フィルハーモニー交響楽団

かくのまたとない機会、まずは一歩踏み出してみませんか。
◉文＝ラプロー

参加者募集中

市民参加劇「私たちのやまと物語」
出演オーディション
●日

時

2018年4月22日（日）
11:00 ＊小学生枠／13:30／16:00／18:00
●会
場 マルチスペース
●参 加 料 無料

●対

象

●応募締切

新日本フィルハーモニー交響楽団 ©K.MIURA 上岡敏之 ©堀田力丸

■上記全てのお問い合わせ

やまと芸術文化ホール

※合格者は稽古及び参加料として別途費用が発生します

小学4年生以上

※演劇・歌唱経験問わずどなたでもご応募いただけます

4月7日（土）必着

申込用紙に必要事項を記入のうえ、郵送またはホール窓口に持参くだ
さい。応募要項と申込用紙はホームページまたはホール受付にて配布
しております。

TEL：046-259-7591

※未就学児の入場はご遠慮下さい。
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［ 生涯学習センター ］
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楽しく体を動かして、苦手を克服！

まな び
&

もうすぐ新学期。あたらしいスタートを、一歩成長した姿で自信を持って迎えてほしい。そんな思いをこめて、
生涯学習センターでは春休みに、小学生向けの講座「運動能力向上教室」を開催します。
今回は、その講座で講師をされる荒川立さんにお話をうかがいました。

つど い

Q1. 今回講師をしていただく荒川さんと鈴木さんに

Q3. この講座では、ヘキサスロンというものも取り

主な活動として、スポーツ施設運営管理、スポーツ

中から、走る・跳ぶ・投げる・飛ばすなど、日頃運動

は、
11月に生涯学習センターで行った「親子足
型測定会」でもお世話になりました。普段はどの
ような活動をされていらっしゃるのですか？

Q2. 今回の「運動能力向上教室」には、
苦手な種目を克服したいといった
子や、運動全般に苦手意識を持っ
ている子どもも参加されると思いま
すが、
そうった子どもを指導される
際に心がけていらっしゃることはあ
りますか？

Interview

荒川 立 さん

ヘキサスロンとは、グッズを使用して、遊び感覚の

ることや、基本動作を身につけられるよう、開発され
た運動プログラムです。
今回の講座では、屋内開催になりますが、上半身
を中心に、投げる動作・飛ばす動作などの運動を予
定しています。

Q4. 保護者の方が自分の子どもに教えるときに、気
をつけるポイントや教えるコツはありますか？

運動をすることの楽しさを知ってもらう

子ども達は、言葉で伝えるよりも見せて覚えること

ことを大切にしています。それぞれの子ど

が一番と考えていますが、保護者の方たちに気をつ

もに合った言葉がけや導入方法をその都

けてほしいポイントとして、周りの子どもたちと比べ

度 考え、教 室が 終わって帰る際 に楽し

ないようにしていただきたいです。子どもはそれぞれ、

かったと感じてもらえるように心がけて指

運動能力、体力など異なります。教えるというよりも、

導しています。

一緒に成長していく意識でアドバイスしてもらえれば
と思います。

アラカワリュウ
日本体育大学出身
［指導実績］

・苦手克服運動指導
〈種目〉マット・鉄棒・跳び箱
・スポーツ指導
〈種目〉サッカー・フットサル・
ドッジボール 等

鈴木 小織 さん
スズキ サオリ
日本女子体育大学出身
［指導実績］

・苦手克服運動指導
〈種目〉マット・鉄棒・跳び箱
・スポーツ指導
〈種目〉バレーボール

講座アーカイブ

講座情報

●内

容

●日

時

●会 場
●対 象
●参加費
●申 込

運動が苦手な小学生集まれ！運動能力向上教室
マット運動や鉄棒、跳び箱など、グッズを使用した楽しいプログラムによって、
子どもたちの苦手克服を目指します。
3/25(日)・26(月)・27(火)【全3回】
新小学1〜3年生 10：30〜12：00／新小学4年生〜新中学1年生 13：00〜14：30
6階 生涯学習センター601講習室
市内在住・在学の新小学1〜3年生【抽選30名】
新小学4年生〜新中学1年生【抽選20名】
500円(全3回分)
官製はがきまたは窓口で「 ①講座名、②郵便番号・住所、③氏名（ふりがな）、
④現在の学年/学校名、⑤性別、⑥電話番号 」を明記の上、
〒242-0016 大和南1-8-1 大和市文化創造拠点シリウス 6階 生涯学習センター へ
★2/28(水)〈消印有効〉

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。

やまとこども市民大学
ラジオパーソナリティ体験 〜FMやまとに出演しよう！〜

2017年12月27日

市民にとって身近な存在である“FMやまと”とコラボレーションし、ラジオパーソナリ
ティの方達から直接、パーソナリティとはどんな仕事なのか、番組制作や発声法など
について学びました。実際にスタジオで収録した内
容は年末から年始にかけてFMやまとで放送され、
参加者の方からは「いつも聴いているラジオに出れ
て楽しかった」
「緊張したけど、勇気を出して参加し
て良かった」など大変好評でした。ご参加いただき
ました皆さま、ありがとうございました。
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入れられていますが、このプログラムについて
教えていただけますか？

が苦手な子どもでも、楽しく体全体を自然に運動させ

教室の指導、指導者育成をおこなっています。

ARCHIVE S

苦手克服のポイントは
「楽しかった」と感じる気持ち

1月14日・21日 自分たちらしい家族をつくるには？
「子育て学パパ講座 パパが変われば家族が変わる」
男性の
「育児に参加する」
という気持ちを育み、
育児に男性がどのように関わっていけばよいの
かを学びました。
15名のパパに参加いただきま
したが、講師の先生によると、驚くほど参加人
数が多かったそうで、家族のことを真剣に考えようとするパパが
多いことを感じました。講座中には、参加者同士で各々の家庭の
話題でも盛り上がり、父親ならではの悩みを共有できる場にもな
りました。
ご参加いただきました皆さま、
ありがとうございました。

［ 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
こども図書館

図書館スタッフが選んだ2冊 ／ テーマ「あたらしい一歩」
図書館スタッフ 河崎 さん

図書館スタッフ 田中 さん

古くて新しい椅子

ラチとらいおん

中嶋 浩郎 文

マレーク・ベロニカ ぶん・え

福音館書店、2014年出版
請求記号 K583/ナ/ 3階西

福音館書店、1965年出版
請求記号 E/マ/リスト/ 3階南

技術の本であり、
物語でもある。
贅沢な一冊。

きみのポケットにも、
ライオンはきっといるよ

主人公のマルコがお父さんからもらったおじいちゃんの

ラチは世界でいちばん弱虫な男の子。犬を見ると逃げ出

代から使われていた古い机とイスはボロボロ。
それをフィ

すし、暗い部屋には怖くて入れません。友達からもばかに

レンツェの様々な分野の職人さんが丁寧に直してくれま

されて、いつも泣いていました。
けれどもある日、ポケット

す。机に残る百年前の洪水の跡など、いろいろなエピソー

に入るくらいちっぽけなライオンが目の前にあらわれたこ

ドを交えて紹介される職人の技に思わず引き込まれます。

とで、彼はだんだん変わっていきます。小さな習慣と少し

家族や、職人さんたちとのあたたかな交流が活き活きと語

の勇気が、
自分を変える一歩になる。
そんなふうに思わせ

られているので物語としても十分に楽しめる一冊ですよ。

てくれる絵本です。

屋内こども広場

「ものづくり教室」へ行こう！

飾りもつけて
かわいくつくりました
♪

今回は、3階屋内こども広場の多目的室で
定期的に行われているイベント、
「ものづくり教室」をご紹介します。
「ものづくり教室」は、毎回身近な材料を
使って、親子で遊べるものを協力して作れる
のが最大の魅力です。
先日は、トイレットペーパーの芯やストロー
などを使い、ストローアーチェリーを作りまし
た。年が明けてのイベントということもあり、
まず導入部分では十二支のお話があり、十二
支の動物が紹介されました。
今年は戌年！ということで、トイレットペーパーの芯やストローなどを使

に
上手 ！
ね
できた

い、みんなで犬の装飾のストローアーチェリーを作りました。穴を開ける
作業など難しい作業も、親子で協力して皆さん上手に作成しました。アー
チェリーができあがった後は的に当て、実際に遊んで楽しみました。
次回は、3月のひな祭りにあわせて、かわいいひな人形を作る予定で
す！イベントに参加して、ものづくりの楽しさを親子で感じてみませんか？
スタッフ一同、ご参加をお待ちしております！
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3月

3月
1

木

4 月 EVENT CALENDAR 2018
会場
606小会議室
多目的室
メインホール
サブホール

2

金

マルチスペース
601講習室
606小会議室
611調理実習室
メインホール

3

4

料金
500円

〜平和のつどい〜映画上映会｢この世界の片隅に｣

10：30

無料

シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティ

13：20〜16：30

800円

10：00
セレンディピティ 大和（ワークショップと販売）
アレクサンダーテクニーク体験講座
19：00〜20：30
〜今よりもっとラクになるカラダの使い方〜❶〈全3回〉
地域リーダー養成講座
9：10〜12：00
10〈全10回〉
外国人のための日本語力〜聞く力・伝える力アップ編●
10：00〜12：30
もぐもぐ、ごっくん 絵本の世界❷〈全2回〉
17：00
岩崎宏美コンサートツアー Hello! Hello!

お問合せ
大和市生涯学習センター

無料

大和市屋内こども広場
生活協同組合ユーコープ
045-305-6116（平和のつどい映画企画）
シルビア会大和シリウス 090-9972-2953（藤井）
046-264-8757（井上）
大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター
やまと芸術文化ホール

14：00〜16：00

ものづくり教室

10：00〜12：00

無料

大和市屋内こども広場

ちびっこ広場

ほっこり ひなまつり

11：30〜12：00

無料

大和市屋内こども広場

メインホール

大和市音楽フェスティバル2018

13：00

無料

大和市音楽フェスティバル実行委員会
046-293-5445（徳田）

サブホール

やまと演奏会シリーズ 第6回ピアノの月「アンサンブル」

日 マルチスペース

ハギワラ★チヨ PIANO LIVE！

おはなしのへや

シリウスうちドックのおはなし会

14：00〜14：30

秋元紀子さんによる朗読会

14：00〜15：00

ものづくり教室

10：00〜12：00

無料

マイソング歌の会

13：30

1,000円

601講習室
多目的室

多目的室
マルチスペース

5

月

6

火 おはなしのへや

9

金

14：00
14：00

大和市生涯学習センター

1,500円
（当日2,000円）
大和市音楽家協会 070-3523-7068（田辺）
学生1,000円
3,000円・ペア5,000円 おやこで楽しむピアノコンサート企画委員会
中学生以下1,500円
080-3393-1896（萩原）
無料

601講習室
多目的室

おひざでだっこのおはなし会
アレクサンダーテクニーク体験講座
〜今よりもっとラクになるカラダの使い方〜❷〈全3回〉
まめたん

10：30〜10：50

大和市屋内こども広場
myソングの会 080-2161-1017（高橋）
大和市生涯学習センター

無料

大和市立図書館
大和市生涯学習センター

19：00〜20：30
13：30〜15：00

大和市立図書館

無料
（先着30名） 大和市立図書館

611調理実習室 【健康講座】日々是薬膳（ひびこれやくぜん）〜食から考える家族の健康❷〈全4回〉 10：00〜12：00

無料

大和市屋内こども広場

1,000円
（当日1,200円） 大和みんなでつくる平和コンサート
学生500円
046-272-0103（平原）

メインホール

静かな空を返せの歌声を

サブホール

ECCジュニア 大和中央教室 学習発表会

土 マルチスペース

楽しく英会話力を高める会

13：30

500円

昔ばなしをきく会

14：00〜15：00

無料

大和市立図書館

にこにこたまご

13：30〜15：00

無料

大和市屋内こども広場

ちびっこ広場

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

メインホール

平成29年度 大和市少年消防団 卒団式

13：30

無料

大和市消防本部 予防課 046-260-5727

健康テラス
多目的室

13：30

14：00予定 無料（関係者以外は要申込） ECCジュニア 大和中央教室 046-264-8757（井上）
080-5027-8106（高橋）

11

サブホール

YAMATO映画祭

13：00

無料

大和市イベント観光協会 046-260-5799

日 マルチスペース

木管アンサンブル木音 20周年記念演奏会

14：00予定

無料

木管アンサンブル木音 090-5548-0946（笠井）

12

月 611調理実習室 【健康講座】日々是薬膳（ひびこれやくぜん）〜食から考える家族の健康❸〈全4回〉 10：00〜12：00

13

火

14
15

612文化創造室
多目的室
サブホール
611調理実習室
サブホール

アンサンブル・Piña（ピーニャ） 第17回 試演会（声楽）

13：00

おもてなし上手になろう♪❸〈全3回〉

10：00〜12：30

複音ハーモニカ個展 水野隆元による 〜甲賀一宏先生を偲んで〜

13：30

大和市生涯学習センター
無料

大和市生涯学習センター
無料
無料

サブホール

「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！

13：45

800円

木 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」

多目的室

金 601講習室

メインホール
サブホール
土 マルチスペース

おはなしのへや
健康テラス
多目的室
メインホール
日

マルチスペース
多目的室
おはなしのへや

19

月

20

火 ちびっこ広場

森のくまさん
コーラスの練習
親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」❸〈全3回〉
アレクサンダーテクニーク体験講座
〜今よりもっとラクになるカラダの使い方〜❸〈全3回〉
ころたん
忍者になろう！初級編

アンサンブル・ピーニャ 046-273-9099（井村）

2,500円
（当日3,000円） 045-900-5164
（水野）

15：30〜16：00

多目的室

18

①10：30〜11：30 ②13：00〜14：00 無料 大和市屋内こども広場

10：00〜11：00

げんきっこ広場

17

こどもとcomodoにコンサート

①10：00〜12：00 ②13：30〜15：30 200円 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

多目的室

601講習室

16

キッズクラフト教室 3Dプリンターを体験しよう！

チップリップ♪リズムにのって1、2、3〜親子でリトミック

水 おはなしのへや

マルチスペース

6

時間

地域リーダー養成講座
9：10〜12：00
外国人のための日本語力〜聞く力・伝える力アップ編❾〈全10回〉
10：00〜12：00
ピュア・シャボン ありのままに…☆

申込 ＝要事前申込

やまと市民大学 故きを温ね新しきを知る「歌舞伎」❺〈全5回〉

土

健康テラス

10

イベ ント 名

登録 ＝要事前登録

大和市立図書館
大和市屋内こども広場
うたごえがかり 080-5944-0425（富所）

10：30 入会金1,000円・月会費4,000円（月3回） 山ゆりダンス会 046-264-3468（冨田）
10：30〜11：30

無料

大和市屋内こども広場

9：40

無料

みずばしょう 045-373-8000（加藤）

10：30〜12：00

大和市生涯学習センター

19：00〜20：30

大和市生涯学習センター

13：30〜15：00

無料

大和市屋内こども広場

11：00〜13：00 げんきっこ広場利用券購入 大和市屋内こども広場

第16回 花泉流舞踊発表会

10：00

無料

046-261-4132（花泉）

第30回石井ピアノ教室 発表会

未定

無料

石井ピアノ教室 046-273-1156

石井楓子ピアノリサイタル〜原田怜さんを迎えて〜
市民参加劇「私たちのやまと物語」演劇体験講座＆談話会

18：30

2,000円
（当日2,500円） オフィスプルミエ 0120-181-049

18：30〜20：30

無料

やまと芸術文化ホール

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

市立病院月例講演会

14：00〜15：00

無料
（20名）

ものづくり教室
戦場カメラマン渡部陽一氏講演会
「世界からのメッセージ〜平和と命の大切さ〜」
ミニコンサート

10：00〜12：00

無料

ものづくり教室

10：00〜12：00

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

13：30
未定

2,500円
一般財団法人天文郷芸術文化財団
高校生以下1,000円 046-204-8141
無料
（関係者のみ） ミニコンサートの会 046-265-3086（大川）

611調理実習室 【健康講座】日々是薬膳（ひびこれやくぜん）〜食から考える家族の健康❹〈全4回〉 10：00〜13：00

ほっこりスペシャル ベビーヨガ

11：30〜11：50

大和市立図書館
大和市屋内こども広場

大和市生涯学習センター
無料

大和市屋内こども広場

3月

4月

4 月 EVENT CALENDAR 2018
会場

16

月 多目的室

17

火

18
19

水 マルチスペース

20

サブホール
多目的室

木 多目的室

サブホール
金

登録 ＝要事前登録

イベ ント 名

時間

料金

パフューム じぶんらしく…♪

10：00〜12：00

500円

大和市屋内こども広場

新春歌謡フェステバル 歌と踊りのショー

10：30

950円

新神奈川音楽友の会（SKO） 090-2537-5085（吉澤）

ママとアネシィ〜ヨガ

10：00〜12：00

500円

大和市屋内こども広場

アテンダントと踊る 3＆1（社交ダンス）

13：30

3,000円

森のくまさん

10：30〜11：30

無料

シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティ

13：20〜16：30

612文化創造室 季節を楽しむアロマテラピー〜その基本から活用まで〜❶〈全3回〉

800円

19：00〜20：30

お問合せ

SSJD 090-1738-2540（山﨑）
大和市屋内こども広場
シルビア会大和シリウス 090-9972-2953（藤井）

2,500円
（全3回） 大和市生涯学習センター

ころたん

13：30〜15：00

無料

ちびっこ広場

ほっこりスペシャル ベビーヨガ

11：30〜11：50

無料

メインホール

第41回 全日本おかあさんコーラス神奈川県大会

11：00

500円

シリウスこどもの読書週間とくべつおはなし会

14：00〜14：30

無料

大和市立図書館

市立病院月例講演会

14：00〜15：00

無料
（20名）

大和市立図書館

多目的室

おはなしのへや

申込 ＝要事前申込

大和市屋内こども広場
大和市屋内こども広場
神奈川県合唱連盟 事務局 045-681-6033

21

土 健康テラス

22

多目的室

ものづくり教室

10：00〜11：30

無料

大和市屋内こども広場

日 メインホール

平成30年度 大和市 少年消防団入団式

13：30

無料

大和市消防本部 少年消防団 046-260-5727（小林）

25

水

マルチスペース

アテンダントと踊る 3＆1（社交ダンス）

12：30

3,000円

おはなしのへや

親子で楽しむおはなし会

11：00〜11：20

無料

大和市立図書館

10：30〜16：00

無料

ハイシークリエーション 090-7733-3412（伊藤）

第21回大和市立図書館映画上映会（作品未定）

601講習室

第11回 ハイシー手づくり１dayショップ

サブホール

26

基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」

マルチスペース

木 610大会議室

612文化創造室

27

金

28

土

611調理実習室
メインホール
サブホール

日祝 メインホール

30

月
振休

メインホール

3月

マルチスペース
ちびっこ広場

SSJD 090-1738-2540（山﨑）

10：30 入会金1,000円・月会費4,000円（月3回） 山ゆりダンス会 046-264-3468（冨田）

季節を贈る絵手紙・春編❶〈全2回〉
「これであなたも絵が描ける！」
〜絵の豊かさを知る淡彩スケッチ〜❷〈全8回〉
出汁でちがう いつものごはん

10：00〜12：00

800円
（全2回）

14：00〜16：00

とこたん
大和中ロータリークラブ創立40周年記念事業
「ピーターパンとウェンディ」
グループ・ラ・フォンターナ（ピアノ、フルート、
マリンバ、ハープ）

多目的室

29

18：30
（18：15開場） 無料
（100名） 大和市立図書館

大和市生涯学習センター

8,000円
（全8回） 大和市生涯学習センター

10：00〜12：00

500円

大和市屋内こども広場

13：30〜15：00

無料

大和市屋内こども広場

14：00

無料
（要整理券）

大和中ロータリークラブ 046-262-1717（藤原）

16：30

無料

グループ・ラ・フォンターナ 046-276-5603（山口）

第40回記念定期演奏会 ユース・ウィンド・オーケストラ

14：00

無料
ユース･ウィンド･オーケストラ
（整理券配布12：15） 046-274-6935（秋山/19：00以降連絡可能）

第17回 ポップスコンサート（吹奏楽）

13：30

無料

大和ウインドシンフォニア 090-8439-1189（尾島）

お母さんの勉強室 紙1枚でどの子も伸びる『のほん学習』

9：30

3,000円

こども教室どんぐりひろば 045-391-8289（吉村）

ほっこりスペシャル お誕生日会

11：30〜11：50

無料

大和市屋内こども広場

4 月 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
お問合せ
10：00〜19：00（初日13：00〜、
最終日〜18：00） 080-2520-2818（牧田）
新作振袖展示発表会
3/2（金）〜3/4（日）
3/10（土）〜3/11（日） ワールドアートフェア2018 in Yamato 10日 11：00〜18：00、11日 11：00〜17：00 ギャラリー萠 03-5397-6951
3/17（土）〜3/18（日）

第1回 大和・綾瀬 建築しごと展

17日 12：00〜17：00、18日 10：00〜17：00

3/23（金）〜3/25（日）

第41回
明るい選挙習字作品コンクール

10：00〜16：00

虹色の癒し パステル･アート展

31日 12：00〜19：00、1日 10：00〜18：00

第10回 大和市書道連盟展

10：00〜18：00（最終日〜15：00）

第32回 大和フォトクラブ写真展

9：00〜17：00（初日13：00〜）

3/31（土）〜4/1（日）
4/13（金）〜4/17（火）
4/18（水）〜4/22（日）
シリウスからの
お知らせ

2018年2月発行

掲載されている内容は、2018年2月14日現在の情報です。
次号は、2018年4月下旬発行予定です。

【 総合お問合せ窓口 】 TEL
●やまと芸術文化ホール
●大和市立図書館
●大和市生涯学習センター
●大和市屋内こども広場

TEL
TEL
TEL
TEL

大和市書道連盟 046-276-8751
（鈴木）
大和フォトクラブ 090-9852-3897
（古谷田）

春の季節といえば、桜。今回描いた木花咲耶姫（コノ

毎月、
テーマにあわせて各施設のイベントをご紹介して
おりますシリウスイベントチラシ。館内各フロアにて配布
しており、
おかげさまでご好評いただいておりましたが、
4月以降、大幅リニューアルすることになりました。
今後は不定期発行となりますが、
これまで以上に充実
した内容でお届けします。
お楽しみに！
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

花の癒し空間 フラワーエッセンスリサスタイル
090-9133-8968（石川）

今月の表紙

シリウスイベントチラシがリニューアル！

YAMATOMIRAI vol.8
2018年 3 & 4月号

一般社団法人神奈川県建築士事務所協会
大和綾瀬支部 046-274-9277（江村）
大和市明るい選挙推進協議会
大和市選挙管理委員会 046-260-5542（玉木）

イベントの
最新の情報は
公式サイトを
ご覧ください

ハナノサクヤビメ）は桜の神様。山の神の娘で、桜の

花が咲くように美しい女神。火を制御して子を生んだ
説話から、富士山の浅間大社や全国の浅間神社に祀
られています。皆様にも、家庭円満、五穀豊穣や火難
よけなどのご利益がありますように。。。

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。新聞小説
挿絵（伊東潤「茶聖」幻冬舎、木下昌輝「決戦！新選組」日刊ゲンダイ、相場英雄「御
用船帰還せず」幻冬舎）
、映像広告（TOSHIBA；NYタイムズスクエアカウントダウン
2017）他、多方面で幅広く活動中。また巨大水墨画ライブペイントでは日体大創立
125周年記念慶祝イベント、XFLAG PARK（幕張メッセ）他出演多数。

046-263-0214
046-259-7591
046-263-0211
046-261-0491
046-259-7592

小田急江ノ島線・相鉄本線「大和駅」から徒歩3分

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

