学ぶ・出会う・発見する
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指定管理者やまとみらい広報誌

月号

2021

大 和 × 文化 =

∞［ や ま と み ら い ］

新しいつながり・広がるみらい
たとえ社会が大きく変わったとしても、私たちの歩みは止まりません。
人と人との新しいつながりが、だれも想像しなかった未来を紡ぎだします。
新しい出会いと発見は、みらいへ向かう原動力。

皆さまへの日頃の感謝を込めて、市内7つの文化
施設が企画する合同イベント「やまとみらいまつ
り」。今年は5周年を迎えるシリウスを中心に、7
施設一緒にイベントを盛り上げます！

サブ会場

オカリナ Special LIVE
オカリナの音色が
まつり の萌芽を誘う
市内在住で日本を代表するオカリナ奏者
「みると」による生演奏を披露いたしま
す。温かくやさしいオカリナの音色をお
楽しみください。
特別企画として、オカリナ演奏と皆さま

●10：30〜12：00（10：00開場）
メイン会場

11/3
水祝

その一歩を一緒に漕ぎ出しましょう！

やまとみらいまつり＆
シリウス開館5周年
オープニングセレモニー

2021

文化創造拠点シリウス
1 階芸術文化ホール サブホール
渋谷学習センター 3 階

【料金】無料（事前申込不要）、当日指定席

とのクラッピング（手拍子）で奏でるスペ

みると

加藤裕幸

古木佳祐

シャルコラボも。当日の様子は、IKOZA

【出演】みると（オカリナ）、
内の渋谷学習センターにて同時中継しま
加藤裕幸（ギター）、古木佳祐（ベース）
すので、シリウスから離れた場所でもセ 【曲目】人生のメリーゴーランド（「ハウルの動く城」より）
レモニーにご参加いただけます。ぜひ会
パプリカ／スカボロ・フェアー／ボラーレ ほか
【問合】6 階生涯学習センター 261-0491
場に足をお運びください！

シリウスのあゆみ

読書感想図画コンクール 表彰式

5年間の軌跡を辿ります

あなたが選ぶ作品は？

5年前の11月3日、シリウスは誕生しました。

読んだ本の感想を絵で表現する読書感想図画を事前に

シリウスがこれまで歩んできた軌跡をスライ

募集後、作品を展示し皆さまからの投票を募ります。当

ドでご覧いただきます。さまざまな思いや時

日は選ばれた作品を表彰いたします。募集・投票概要

間の重みを感じていただければ幸いです。

は下記をご覧ください。

【問合】
4 階図書館
健康カウンター
263-0211

【問合】1 階芸術文化ホール 259-7591

「私×シリウス」 皆さまからのおたよりを発表します
シリウスでの思い出や応援メッセージなど、
「私×シリ
ウス」をテーマにおたよりを募集します。お寄せいた
だいたおたよりは、シリウス館内で展示させていただ
きます。募集概要は下記をご覧ください。
建設時のシリウス

募集 • 投票

概

要

【問合】3 階屋内こども広場 259-7592

読書感想図画コンクール 作品募集＆投票
【募集期間】9/30（木）まで
【投票期間】10/1（金）〜24（日） ※展示は 10/31
（日）まで
【会場】4 階図書館健康コーナー
【問合】4 階図書館健康カウンター 263-0211

「私×シリウス」おたより募集
【募集期間】10/15（金）まで
【記入用紙配布場所】シリウス各階（2階を除く）
※詳細はお問い合わせください。

【問合】3 階屋内こども広場 259-7592

ドライフラワーで作るスワッグ
5周年を迎えたシリウスで
小さな花束を作ろう

香り高いポプリと
サシェ作り
コーヒーかすを使ったワークショップ

スワッグ（壁掛け）にしても、クリスマスギフト

シリウスとスターバックスコーヒーYAMATO文化森店とのコラボ企画。コーヒーか

にもおすすめ！ドライフラワーになるお花を使

すと豆を使った香り高いポプリとサシェを作りませんか？当日は、店舗で日常的に

うので、お家に持ち帰った後も長く楽しめます。

行っているSDGsの取組みについてもご紹介させていただきます。

❶12：30〜 ❷14：00〜 ❸15：30〜

※各回40分程度

【会場】3 階マルチスペース
【対象・定員】どなたでも（小学校 3 年生以下は保護者同伴）
各回 18 名
【講師】Hibiya-Kadan Style 大和プロス店 【料金】500 円
【申込】電話または健康カウンターにて
【問合】4 階図書館健康カウンター 263-0211

❶13：00〜 ❷14：00〜 ❸15：00〜
【会場】6 階生涯学習センター 601 講習室
【対象・定員】❶ ❷ 3 歳〜小学生の親子／各回 12 組（1組 4 名まで）
❸どなたでも／先着20名
【料金】無料 【申込】10/3
（日）❶10：00 ❷14：00より 電話または窓口にて
❸11/3（水祝）12：30より 601講習室前にて整理券配布
【問合】6 階生涯学習センター 261-0491

図書館でプログラミングワークショップ

出張ボーネルンド

繰り返し遊んで身につく！プログラミング的思考
❶オリジナルアプリ「オリガミ」を使って、自分だけの物語動画を作ろう

ボーネルンドキャラバン隊が
シリウスにやってくる！

❷全国の小学校で利用されているブロックプログラミングツール［みんなでプロ

ボーネルンドのあそび道具ってどんなもの？

グラミング］を使って、基礎〜応用にチャレンジ

そんな疑問にプレイリーダーがあそびを通
してお答えします。初めてシリウスに来られ
る方はもちろん、何度もご利用されている方もぜひお越しください！

❶13：00〜14：00 ❷14：30〜16：00
【会場】4 階図書館 健康テラス
【対象・定員】❶5〜8 歳 ❷7〜12 歳
各10 名（親子参加も可）
【企画・協力】レノボ・ジャパン（同）／ NEC パーソナルコンピュータ㈱
【料金】無料 【申込】電話または健康カウンターにて
【問合】4 階図書館健康カウンター 263-0211

●11：00〜15：30
【会場】6 階生涯学習センター 610 大会議室
【対象】どなたでも 【料金】無料（事前申込不要）
【問合】3 階屋内こども広場 259-7592

ぬり絵でガッチャン！
オリジナル缶バッジ

スマホで楽しむスタンプラリー！
新しいスタンプをためしてみよう！
今回はARを使って、スマホで参加できるスタン

自分だけの缶バッジを作ろう！

プラリーを開催します。どこにあるのか、ぜひ

専用台紙に描いてきた絵を、その場で缶バッジに仕立てます。

探してみてくださいね。スタンプをたくさん集

ワークショップも開催予定！詳細はQRコードをご確認ください。

めると、特別なプレゼントもあります！

●11/3（水祝）〜7（日）

●11/3（水祝）〜7（日）
開館時間中

9：00〜17：00 ポラリスのみ 〜11/5（金）

ポラリスのみ 〜11/5（金）

【会場】文化創造拠点シリウス・市民交流拠点ポラリス・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・渋谷図書館・中央林間図書館
【定員】景品がなくなり次第終了 【料金】無料（事前申込不要）
【問合】6 階生涯学習センター 261-0491

館内装飾にも注目！

パスタ全品ワンコインでご提供！

どこにあるか探してみてね♪

エ・プロントもお祝い！

3回目のやまとみらいまつりと、シリウスの

5周年を記念して、パスタを全品

5周年を記念して、市内7施設にフラワーア
レンジメントを飾ります！
協力：Hibiya-Kadan Style 大和プロス店
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【会場】文化創造拠点シリウス・市民交流拠点ポラリス・
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・渋谷図書館
【定員】材料がなくなり次第終了 【料金】無料（事前申込不要）
【問合】6 階生涯学習センター 261-0491

2021年 10・11月号

数量限定

まつり当日のみ

ワンコイン（500円）で提供させていただきます。

【問合】 E PRONTO YAMATO文化森店
263-8809（10：00〜18：30）

文化創造拠点

〒242-0016 大和市大和南 1-8-1
TEL 046-263-0214（代表） 開館時間 9：00〜22：00（通常時）
公式HP https://www.yamato-bunka.jp/

シリウス

健康都市大学

「介護や子育てでお疲れのあなたへ」
〜疲れを癒す会話と呼吸法〜

山中千尋 プレミアム・ジャズ・ライヴ
〜ジャズの巨匠 チック･コリアを偲んで〜

こころの回復力「レジリエンス」を身に着ける

世界で活躍するジャズ・ピアニストによる一日限りの特別公演！

こんなに頑張っているのに報われない、どうしたら
いいのかわからない。そんな気持ちの時のこころ
のメカニズムを知り、呼吸法を学んでレジリエン
スを身に着けましょう！

細部までこだわる繊細さ、随所にみられる力強さ、そし
て奏でる音の美しさが魅力的な山中千尋の演奏。ジャ
ズの巨匠チック・コリアをトリビュートしたこの日限りの
スペシャル・ライヴです！サマータイム、スペイン、500
マイルズ・ハイほか、数々の名曲を披露いたします。

■ 10/26（火） 13：30〜15：00
［ 会場 ］4 階図書館 健康テラス
［ 対象・定員 ］どなたでも／ 20 名
［ 講師 ］小西 裕美（日本産業カウンセラー協会） ［ 料金 ］無料
［ 申込 ］10/1（金）9：00より 電話または健康カウンターにて
［ 問合 ］4 階図書館健康カウンター 263-0211

■ 10/9（土） 16：00開演（15：15開場）
山中千尋
［ 会場 ］1階芸術文化ホール メインホール
［ 出演 ］山中 千尋（ピアノ）、山本 裕之（ベース）、桃井 裕範（ドラムス）
［ 料金 ］S 席5,000 円・A 席4,500 円（全席指定・税込） ※未就学児入場不可
［ 申込・問合 ］ 1階芸術文化ホールチケットデスク 263-3806

健康都市大学

集合！いつもの広場がちょっと違う！

やまとみらいカレッジ

VR（バーチャル・リアリティ）が未来を切り開く!!!

VR技術が社会に変革をもたらします！
全5回

10/17・24・31、11/21（日）、
12/4（土） 14：00〜16：00

ヤマトン健康ポイント
1P 対象講座

※最終日のみ土曜日開催

［ 会場 ］6 階生涯学習センター 601講習室
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤・在学の方／先着40 名
［ 講師 ］田辺 健（国立研究開発法人産業技術総合研究所研究員）
檜山 敦（東京大学先端科学技術研究センター特任准教授）
吉田 成朗（東京大学先端科学技術研究センター特任講師）
武富 貴史（株式会社サイバーエージェントAILabリサーチサイエンティスト）
坂内 祐一（元神奈川工科大学情報学部教授）
［ 料金 ］2,000 円（5 回分、学生半額） ［ 申込 ］ 電話または窓口にて
［ 問合 ］ 6 階生涯学習センター 261-0491

★大和市文化創造拠点シリウス 開館5周年記念事業★

いつものあそびをもっと楽しく！
ワクワク、ドキドキ運動会
秋といえば、
「芸術の秋」
「読書の秋」そ
して「スポーツの秋」！げんきっこ広場の
運動会は一味違います！いつもあそんでいる遊具を使って運
動あそびをしましょう。いつもと違うあそび方にドキドキ、新し
い発見にワクワク！家族や友達と楽しくあそびながら手や足を
たくさん動かして、健康な身体と心を手に入れましょう。

■ 11/13（土） 11：00〜12：30
［ 会場 ］3 階屋内こども広場 げんきっこ広場
［ 対象・定員 ］3 歳〜小学校 2 年生までの親子／先着35 組
［ 料金 ］げんきっこ広場入場料（事前申込不要）
［ 問合 ］3 階屋内こども広場 259-7592

健康都市大学

小野リサコンサート 2021
Love Joy and Bossa Nova

これからの男の子たちへ

究極の癒しヴォーカル。ゆったりと心地良い時間をお楽しみください！
シリウス開館5周年記念公演に、日本が世界に誇るボサノヴァ第一人者、小野
リサが登場！ブラジルで生まれたボサノヴァは、そよ風のようにそっと寄り添っ
て、ささやくような優しい癒しをくれる音楽です。
「イパネマの娘」などの名曲
に乗って、ボサノヴァの心地よいリズムと究極の癒しヴォ
イスに身を委ねてみてください！

〜「男らしさ」にとらわれず生きていくために〜
次世代のジェンダー意識を時代に合わせて
バージョンアップしていくために、親世代がで
きることを一緒に考えてみませんか？

全2回

11/6・13（土）
14：00〜16：00

イラスト：マシモユウ
［ 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・在勤の方／先着 20 名

■ 11/3（水祝） 16：00開演（15：15開場）
［ 会場 ］1階芸術文化ホール メインホール
［ 出演 ］小野 リサ（ヴォーカル・ギター）、林 正樹（ピアノ）、
西嶋 徹（ベース）、斉藤 良（ドラムス）
［ 料金 ］6,000 円（全席指定・税込） ※未就学児入場不可
［ 申込・問合 ］ 1階芸術文化ホールチケットデスク 263-3806

げんきっこの運動会

※青少年育成に関わっている方、男性も歓迎します。

小野リサ

［ 講師 ］太田 啓子（弁護士）
川口 遼（東京都立大学 子ども・若者 貧困研究センター特任助教）
［ 料金 ］500 円（２回分） ［ 申込 ］ 電話または窓口にて
［ 問合 ］6 階生涯学習センター 261-0491

2021年 10・11月号
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〒242-0002 大和市つきみ野 5-3-5
TEL 046-275-0088 開館時間 9：00〜21：30（通常時）
公式HP https://www.yamato-future.jp/tsukimino/

つきみ野学習センター
健康都市大学

健康講座 シニアセミナー

コロナに打ち勝つ！温泉で健康維持

ヤマトン
健康ポイント
3P 対象講座

温泉と健康の関わりや現代の湯治を学び、健康を維持しませんか⁉
温泉は古くから病気やけがを治療する薬の代わりとし
て利用され、
「湯治」文化が根付いてきました。現代で
は健康についての関心が高まり、生活習慣病をはじめ
心身の健康維持に温泉が活用され、改めて
「湯治」が
見直されるようになりました。この講座は第2回のみ講
師がオンラインで講義いたします。特別企画として、奈

全2回

良県の法華寺境内で講師自ら取材し撮影した動画を
用いて、内部をご紹介いたします。
法華寺は、奈良時代に創建された尼寺で、聖武天皇の
妻の光明皇后が発願され、薬草を煮出した湯の蒸気
で病人を癒したとされる「から風呂」と言う日本最古の
蒸し風呂があるお寺です。

❶ 11/30 「湯治の歴史と健康効果」
［ 会場 ］201、202 会議室 ［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤の方／先着 25 名
❷ 12/7 「温泉の泉質と効果的な入浴法」 ［ 講師 ］竹村 和花（温泉学会理事・温泉ジャーナリスト）
［ 料金 ］ 500 円（2回分）
［
申込
］
10/11
（月）
10：00より
電話または窓口にて
［
問合 ］ 電話または窓口にて
いずれも（火） 14：00〜15：30
※広報やまと9月1日号に掲載された内容から一部変更になりました。 ※第2回は講師はオンラインでの講義となります。

〒242-0007 大和市中央林間 4-12-1 中央林間東急スクエア3階
TEL 046-277-8030 開館時間 10：00〜21：00（通常時）
公式HP https://www.yamatolib-chuorinkan.jp/

中央林間図書館

星乃珈琲店 絵画コンテスト受賞作品展示
星乃珈琲店×中央林間図書館
中央林間図書館と星乃珈琲店のコラボ企画と
して、星乃珈琲店絵画コンテスト受賞作品の
中から
『星のこども賞』受賞作品の展示を行い
ます！
このコンテストは、星乃珈琲店が新しい才能

■ 開催中〜11/30（火）

市民交流拠点

を発掘するために開催しており、受賞作品は
各地の店舗を巡回しながら展示されます。
今回は特別に中央林間図書館を巡回先に加え
ていただきました！図書 館で絵 画の世界に
浸ってみませんか？

［ 会場 ］ 図書館内フリースペース ［ 料金 ］ 無料（事前申込不要） ［ 問合 ］ 電話または窓口にて

ポラリス

ポラリスより〜
「プレイルーム」の1冊〜
『おつきさまこんばんは』
手にとりやすい大きさで、小さい手でも
めくりやすい1冊。ページをめくるたび静
けさを感じる夜の景色が広がります。青
の背景にお月様の柔らかい光がほっとし
ますよ。リズムのある文章はまるで詩の
よう。お月様のいろいろな表情にひきつ
けられ、子どもの「もう1回よんで！」が
聞こえてきそうです。
［ 著者 ］林 明子／さく ［ 出版社 ］ 福音館書店（1986 年）
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〒242-0007 大和市中央林間 1-3-1
TEL 046-274-4361 開館時間 9：00〜21：30（通常時）
公式HP https://yamato-hokubu.jp/

ポラリスのひとコマ

2022年3月「やまと芝居小屋」に向けて始動中
「やまと芝居小屋」は、毎年冬に開催す
る芝居づくしの1日です。日頃学習セン
ターなどで活動している演劇の団体が大
集合！コメディや民話、名作やオリジナ
ル作品などバラエティに富んだ観劇を披
露します。主催はポラリス、開催場所は
渋谷学習センター多目的ホール。こだわ
りの脚 本作り、演出やポスター作りな
過去のポスター・ちらし
ど、10月の第1回実行委員会をスタート
に着々と進めていきます。お楽しみに！
［ 問合 ］電話または窓口にて

〒242-0024 大和市福田 1-30-1
TEL 046-269-0411 開館時間 9：00〜21：30（通常時）
公式HP https://www.yamato-future.jp/sakuragaoka/

桜丘学習センター
健康都市大学

さくらの音楽会

成人講座 これで安心！老後のお金と住まいかた
気になる老後のあれこれを、
知ることから始めましょう！

ヴァイオリンと木管楽器による映画音楽〜アニメ映画を中心に〜

ヤマトン健康ポイント
1P 対象講座

ディズニーやジブリなどを中心とした、だれでも楽しめる音楽会
ヴァイオリン、
ピアノのユニットと、フルート、オーボエ、クラリネットの木管
トリオが奏でる名作映画音楽をお楽しみください！

１日目は大和市の終活サポートやエンディング
ノートの書き方、２日目は老後の生活プランや介
護施設の選び方、経費などを学びます。

全2回

■ 10/16（土） 14：00〜16：00

10/11（月）
・15（金） 10：00〜12：00

［ 会場 ］103 講習室
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤・在学の成人の方／先着 25 名
［ 講師 ］市職員、小嶋 勝利（株式会社 ASFON TRUST NETWORK 常務取締役）
［ 料金 ］ 300 円（2回分） ［ 申込・問合 ］ 電話または窓口にて

〒242-0023 大和市渋谷 5-22 IKOZA 3階
TEL 046-267-2027 開館時間 9：00〜21：30（通常時）
公式HP https://www.yamato-future.jp/shibuya/

渋谷学習センター
親子でおはなし会

0歳からお母さんも楽しい！

いずれも（水） 10：30〜11：00

［ 会場 ］3 階キッズコーナー
［ 対象・定員 ］0 〜 4 歳ぐらいまでの乳幼児と保護者／先着5 組
［ 講師 ］サークルしゃぼんだま ［ 料金 ］ 無料
［ 申込 ］開催1週間前の水曜日10：00より 電話または窓口にて
［ 問合 ］電話または窓口にて

渋谷図書館
なぞときイベント
〜ブッカー氏からの挑戦状〜
図書館でなぞときに挑戦しよう！
図書館を探検しながらブッカー氏から届いたなぞを解き明かせ！
回答用紙を持ってきてくれたお友達には、参加賞があります。
「なぞとき」をテーマにした本の展示もありますよ。

■ 10/1（金）〜31（日）

［ 会場 ］渋谷図書館入口 ［ 対象・定員 ］ 小学生
［ 問合 ］ 電話または窓口にて

ギャラリー利用のご案内

アート作品を展示しませんか

絵本の読み聞かせ、紙芝居、手遊びなどを
しながらすごす時間。なんだかみんなご機
嫌、ふんわりした気分になります。

■ 10/13・20、11/10・17

［ 会場 ］301集会室
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤の方／ 60 名（定員超過の場合は抽選）
［ 出演 ］尾崎 百合子、宮原 未羽 ほか ［ 料金 ］ 500 円
［ 申込 ］ 9/30（木）
〈必着〉までに、往復はがき裏面に「さくらの音楽会」
、
郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、申込人数（はがき1枚につき2 人まで）
を記載し、桜丘学習センターへ ［ 問合 ］ 電話または窓口にて

IKOZA内1階にあるピクチャーレールや
可動式パネル、スポットライトを備えた
展示スペースです。絵画や写真、工芸品
など、皆さまのアート作品で小さな展覧会をしてみませんか。個人
でも団体としてもご利用いただけます。ぜひご活用ください！
［ 会場 ］ IKOZA 1階ギャラリー ［ 問合 ］ 電話または窓口にて
［ 注意 ］ 販売目的以外の展示・掲示等に限ります。そのほか、
ご利用いただく際には条件や注意事項がございます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

〒242-0023 大和市渋谷 5-22 IKOZA 3階
TEL 046-267-2741 開館時間 9：00〜21：30（通常時）
公式HP https://www.yamatolib-shibuya.jp/

渋谷図書館 秋のスペシャルおはなし会
アドベントカレンダーを作ろう！
絵本の読み聞かせや紙芝居の後、アドベントカレンダーを
作ります。作った工作は、おうちにかざってくださいね。

■ 11/7（日） 14：00〜15：00

［ 会場 ］渋谷学習センター 3 階キッズコーナー
［ 対象・定員 ］簡単な工作ができる３歳ぐらい〜小学生（保護者同伴可）／先着６組
［ 講師 ］ 渋谷図書館スタッフ ［ 料金 ］ 無料
［ 申込 ］ 10/7（木）9：00より 渋谷図書館カウンターへ直接または電話で
［ 問合 ］ 電話または窓口にて
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EVENT CALENDAR 2021

＝健康都市大学

日

付

会

場

イベント名

間

料

金

お問合せ

申込受付日

生涯学習センター
046-261-0491

オカリナSpecial LIVE

シリウス開館５周年
OPセレモニー
「新しいつながり・
広がるみらい」

読書感想図画コンクール 表彰式

シリウス

10：30〜12：00
（10：00開場）

無

料

大和市立図書館

事前申込不要

健康コーナー
046-263-0211

「私×シリウス」

1階サブホール

11/3（水祝）

時

シリウス

610大会議室
シリウス

3階マルチスペース

出張ボーネルンド

11：00〜15：30

無

ドライフラワーで作るスワッグ

①12：30〜13：10
②14：00〜14：40
③15：30〜16：10

500円

①13：00〜14：00
②14：30〜16：00

無

図書館でプログラミングワークショップ
①5〜8歳 ②7〜12歳

シリウス

4階健康テラス
シリウス

601講習室

事前申込不要
受付中

大和市立図書館

（各回18名）

料

受付中

健康コーナー
046-263-0211

香り高いポプリとサシェ作り

無

料

①10/3（日）10：00〜
②10/3（日）14：00〜
③11/3（水祝）12：30〜
（③は整理券配布）

無

料

事前申込不要

無

料

渋谷学習センター

シリウス開館５周年OPセレモニー
サテライト会場

10：30〜12：00

11/3（水祝）
〜11/7（日）

学習センター5館
渋谷図書館
中央林間図書館

ぬり絵でガッチャン！オリジナル缶バッジ

9：00〜17：00

スマホで楽しむスタンプラリー！

開館時間中

※ポラリスのみ
〜11/5（金） （中央林間はスタンプラリーのみ）

料

屋内こども広場
046-259-7592

①13：00〜
②14：00〜
③15：00〜

11/3（水祝）

3階

＝事前申込可

生涯学習センター
046-261-0491

事前申込不要

※景品・材料が
なくなり次第終了

文化創造拠点 シリウス

図書館
日

付

10/26（火）

お問合せ TEL

会

場

イベント名

健康テラス

10/27（水）
3階こども図書館
〜11/9（火）
11/7（日）

健康テラス

11/22（月）
11/29（月）

601講習室

料

金

申込受付日

13：30〜15：00

無

料

10/1（金）9：00〜

ひゃっか王からの挑戦状

9：00〜19：00

無

料

事前申込不要

本の修理講座

13：30〜14：00

無

料

事前申込不要

10：00〜12：00

無

料

受付中

「介護や子育てでお疲れのあなたへ」
〜疲れを癒す会話と呼吸法〜

読み聞かせボランティア養成講座（ブラッシュアップ編）
〈全3回〉※3回目は12/13（月）

時

間

芸術文化ホール
日

付

会

お問合せ TEL

場

イベント名

10/9（土）

メインホール

山中千尋 プレミアム・ジャズ・ライヴ
〜ジャズの巨匠チック・コリアを偲んで〜

10/31（日）

メインホール

ピアノマスタークラス

11/3（水祝）

メインホール

大和市文化創造拠点シリウス 開館5周年記念事業
小野リサ コンサート 2021 Love Joy and Bossa Nova

時

間

16：00

（15：15開場）
（13：15開場）

14：00
16：00

（15：15開場）

生涯学習センター
日

付

会

場

10/11（月）
612文化創造室
11/8（月）
10/12（火） 610大会議室

6

料

イベント名

水墨画へのいざない
〜季節の画題を「すみえ」で描く〜❶❷〈全6回〉
篆刻体験講座❶〈全2回〉

時

間

15：00〜17：00
10：00〜12：00

オンライン

子育て応援！オンライン講座
カラダにやさしいおやつ作りと食のお悩み相談会

10：30〜11：30

10/17（日）
10/24（日）
10/31（日）
11/21（日）

601講習室

やまとみらいカレッジ
VR（バーチャル・リアリティ）が未来を切り開く!!!
❶❷❸❹〈全5回〉

14：00〜16：00

046-263-3806

金

申込受付日

S席5,000円
A席4,500円

受付中

1,000円

聴講生受付
決定次第HPにて公開

6,000円

受付中

お問合せ TEL

10/15（金）

2021年 10・11月号

046-263-0211

料

046-261-0491

金

各回2,000円
500円

（2回分・材料費込）

無

料

2,000円

（5回分・学生半額）

申込受付日
受付中
受付中
受付中

受付中

EVENT CALENDAR 2021

10・11月
＝健康都市大学

＝事前申込可

文化創造拠点 シリウス

生涯学習センター
日

付

10/19（火）
※いずれかの
時間で参加

10/19（火）
11/16（火）

会

お問合せ TEL

場

イベント名

篆刻体験講座❷‐1〈全2回〉

601講習室

篆刻体験講座❷‐2〈全2回〉
リラックスアロマヨガ❶❷〈前期3回〉

601講習室

心を癒すミニ枯山水づくり
〜ミニ重箱の中の自分だけの素敵な空間〜

10/22（金） 612文化創造室
10/30（土）

付

10/19（火）
11/15（月）

10/21（木）
10/22（金）
11/26（金）
10/25（月）
11/22（月）
10/27（水）

申込受付日

500円
13：00〜15：00 （2回分・材料費込）
19：00〜20：00
18：30〜20：00

受付中

1,500円

受付中

（前期3回分）

2,300円

9/25（土）10：00〜

（材料費込）

親子1組1,500円

9/26（日）10：00〜

これからの男の子たちへ
〜「男らしさ」にとらわれず生きていくために〜❶❷〈全2回〉

14：00〜16：00

500円（2回分）

受付中

食の手しごと 秋冬編❶❷〈全2回〉
子育て応援！オンライン講座
親子のふれあいハンドマッサージ

オンライン

会

046-261-0491

金

10：00〜12：00

10：00〜13：00
10：30〜11：20

屋内こども広場
日

料

15：00〜16：30

11/15（月）
611調理実習室
11/29（月）
11/19（金）

間

天井プラネタリウムで星空観察
〜21年秋から22年春までの天体ショーを先行体験〜

601講習室

11/6（土）
610大会議室
11/13（土）

時

1,500円

（2回分・材料費込）

無

料

お問合せ TEL

場

イベント名

時

間

多目的室

ダイヤモンド 〜自分らしく輝く〜

10：00〜11：00

多目的室

ママとアネシィ〜産後TRAINING YOGA〜

10：00〜11：00

とこたん 〜みんなのこれから おうえんします〜
（9〜12ヶ月のお子さま）

多目的室

Music for Body メンテナンス

多目的室

10：00〜11：00
10：00〜11：00

料

金

各日300円

10/16（土）10：00〜
10/15（金）12：00〜

046-259-7592
申込受付日
受付中〜9/24（金）
10/20（水）〜10/24（日）

500円（保育料込） 受付中〜9/26（日）
無

料

各日500円

9/25（土）〜9/29（水）
10/25（月）〜10/29（金）
受付中〜9/27（月）

（保育料込）

10/22（金）〜10/26（火）

FTP講座 なだめのタッチワーク

10：00〜11：00

500円

9/28（火）〜10/2（土）

10/30（土） げんきっこ広場

ハッピーハロウィン

11：00〜12：30

入場料

事前申込不要

10/31（日） げんきっこ広場

げんきっこ広場のおたんじょう会 9・10月生まれのお友だち

13：00〜14：30

入場料

事前申込不要

ホッと一息ちくちく手縫いタイム

10：00〜12：00

500円（保育料込） 10/2（土）〜10/6（水）
500円（保育料込） 10/8（金）〜10/12（火）

多目的室

11/1（月）

多目的室

11/8（月）

多目的室

やさしい養生気功

10：00〜11：00

11/9（火）

多目的室

親子でものづくり教室 つくってあそぼう！

10：00〜11：00

無

料

10/1（金）〜10/5（火）

多目的室
11/10（水）
11/17（水） げんきっこ広場

あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ（2歳）

9：15〜10：30

11/12（金）

多目的室

まめたん 〜みんなのはじめて おうえんします〜
（1〜4ヶ月のお子さま）

10：00〜11：00

無

料

10/5（火）〜10/9（土）

11/12（金）

多目的室

ベビーシャワー
〜プレママのおしゃべり会〜（妊婦不安解消講座）

13：30〜15：00

無

料

10/5（火）〜10/9（土）

集合！いつもの広場がちょっと違う！げんきっこの運動会

11：00〜12：30

11/13（土） げんきっこ広場
11/18（木）

ママとアネシィ〜パワーヨガ〜

多目的室

10：00〜11：00

各日500円

10/12（火）〜10/16（土）

事前申込不要

入場料

500円（保育料込） 10/18（月）〜10/22（金）

11/19（金）

多目的室

ころたん 〜みんなのにこにこ おうえんします〜
（5〜8ヶ月のお子さま）

11/20（土）
11/21（日）

多目的室

親子でものづくり教室（年少〜小２の親子）

10：00〜11：00

無

料

10/1（金）〜10/5（火）

11/23（火祝）

多目的室

親子でものづくり教室（おたんじょうび手形）

10：00〜11：00

無

料

10/1（金）〜10/5（火）

多目的室

10：00〜11：00

無

料

10/15（金）〜10/19（火）

11/27（土） げんきっこ広場

あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険 !!

17：00〜18：30

500円

10/27（水）〜10/31（日）

11/28（日） げんきっこ広場

げんきっこ広場のおたんじょう会 10・11月生まれのお友だち

13：00〜14：30

入場料

事前申込不要

中央林間図書館
日

付

開催中〜11/30（火）

お問合せ

会

場

フリースペース

イベント名

星乃珈琲店 絵画コンテスト受賞作品展示

時

間

開館時間中

TEL

046-277-8030

料

金

申込受付日

無

料

事前申込不要

2021年 10・11月号
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10・11月
＝健康都市大学

つきみ野学習センター
日

付

会

10/3・10（日）

お問合せ

場

イベント名

料

TEL

046-275-0088

金

申込受付日

14：00〜16：00

オンライン

オンライン保育室 ほっと☆のびのび 秋組

10：00〜11：00

無

料

受付中

301・302 和室

ママと遊ぼうリズム体操〜ねんね・ハイハイ組〜

10：15〜11：30

無

料

要問合せ

10：00〜16：00

無

料

事前申込不要

10：30〜11：30

無

料

受付中

10/8・22・11/26（金）

11/13（土）
・14（日）

間

やまとみらいカレッジ
エネルギーの現在・そして未来 ❹❺〈全5回〉

201・202 会議室

10/21（木）

時

＝事前申込可

地下1階ギャラリー
201･202会議室

第2回 つきみ野博覧会

2,000円

（5回分･学生半額）

受付中

11/24（水）

203集会室

11/25（木）

203集会室

第54回「朗読の会」

13：30〜15：30

無

料

10/25（月）14：00〜

11/29（月）

オンライン

親子DEオンライン講座

10：00〜10：45

無

料

要問合せ

11/30（火）

201・202会議室

おいでおいで♪〜たっち組〜

健康講座 シニアセミナー
コロナに打ち勝つ！温泉で健康維持❶〈全2回〉

14：00〜15：30

桜丘学習センター
日

付

お問合せ

会

場

10/11（月）
・15（金）

103講習室

10/16（土）

301集会室

11/20（土）
・21（日）

イベント名

成人講座
これで安心！老後のお金と住まいかた〈全2回〉

時

間

料

付

申込受付日
受付中

さくらの音楽会 ヴァイオリンと木管楽器による
映画音楽〜アニメ映画を中心に〜

14：00〜16：00

500円

受付中
9/30（木）必着

第35回 大和市桜丘学習センターまつり

10：00〜16：00

無

事前申込不要

お問合せ

場

イベント名

10/1（金）〜10/31（日） 渋谷図書館入口
10/27（水）

046-269-0411

300円（2回分）

全室

会

TEL
金

10：00〜12：00

渋谷図書館
日

500円（2回分） 10/11（月）10：00〜

間

TEL

046-267-2741

料

金

申込受付日

なぞときイベント〜ブッカー氏からの挑戦状〜

開館時間中

無

料

事前申込不要

ぬり絵でポストカードをつくろう！

14：00〜15：00

無

料

10/1（金）9：00〜

310講習室

時

料

おはなし会 【入場無料】
日

付

会

イベント名

時

間

シリウスうちドックのおはなし会

14：00〜14：30

10/5（火）
・11/2（火）

おひざでだっこのおはなし会

11：00〜11：20

みんなでたのしむおはなし会

14：30〜15：00

シリウス親子のおはなし会

14：00〜14：20

10/18（月）
・11/15（月）

シリウス赤ちゃんおはなし会

11：00〜11：20

10/27（水）
・11/24（水）

親子で楽しむおはなし会

11：00〜11：20

桜丘親子のおはなし会

10：30〜11：00

渋谷図書館

親子のおはなし会

11：00〜11：20

調べ学習室

おはなし会

11：00〜11：30

10/13（水）
・11/10（水）
10/16（土）
・11/20（土）

10/6（水）

シリウス

3 階こども図書館
おはなしのへや

桜丘学習センター

11/3（水祝）

102 和室

10/2（土）
・11/6（土）
10/16（土）
・11/20（土）

申込受付日

事前申込不要

9/29（水）9：30〜
10/27（水）9：30〜
事前申込不要

10/13（水）

10/6（水）10：00〜

10/20（水）

10/13（水）10：00〜

11/10（水）
11/17（水）

渋谷学習センター

重要な
お知らせ

親子でおはなし会

10：30〜11：00

3 階キッズコーナー

本誌特集ページおよびイベントカレンダーに掲載される
公演・イベントは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大
を防ぐため、中止・延期となる場合がございます。
詳細は各館の公式 HP をご覧いただくか、
「お問合せ」欄
記載のご連絡先までお問合せください。
2021年 10・11月号

11/3（水祝）10：00〜

お問合せ

大和市立図書館

046-263-0211

桜丘学習センター

046-269-0411
渋谷図書館

046-267-2741
渋谷学習センター

046-267-2027

11/10（水）10：00〜

渋谷図書館
秋のスペシャルおはなし会

11/7（日）

8

場

10/3（日）
・11/7（日）

14：00〜15：00

10/7（木）9：00〜

渋谷図書館

046-267-2741

2021年10・11月号 （2021年9月発行）
編集発行：指定管理者やまとみらい 大和市文化創造拠点シリウス
〒242-0016 神奈川県大和市大和南 1-8-1 TEL 046-263-0214
※掲載されている内容は、2021年9月17日現在の情報です。
次号は2021年11月下旬発行予定です。
※イベントの最新の情報は公式サイトをご覧ください。

