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ある日すみっコたちは、お気に入りのお店「喫茶すみっコ」の
地下室で、一冊のとびだす絵本を見つけます。
絵本を眺めていると、突然しかけが動き出し、すみっコたちは
絵本に吸い込まれてしまいました！
絵本の世界で出会ったのは、ひとりぼっちのひよこ…？
絵本の世界をめぐる旅の、はじまりはじまり。

第69回大和市立図書館おやこ映画上映会
『映画すみっコぐらし
 とびだす絵本とひみつのコ』

地下室に隠された、ふしぎな絵本とは？

■ 8/10（火） ①10：30～12：30　
  ②14：00～16：00
［ 会場 ］ 6階生涯学習センター　601講習室
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在学もしくは
  保護者が在勤の小学生とその保護者
  先着 各親子10組20名
［ 講師 ］ 田辺 直樹（日本食虫植物愛好会 会長）
［ 料金 ］ 1組2,000円（材料費込）　 
［ 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

人気作家 林真理子がご案内する、目眩くオペラの世界！

マリコとオペラ！
作家・林真理子のトーク・コンサート

集合！いつもの広場がちょっと違う！
チャレンジウィーク

げんきっこ広場のあそび道具をあそびつくそう！

〒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/            

文化創造拠点 シリウス

世にも奇妙な食虫ハンター！
健康都市大学

謎に包まれている食虫
植物の驚きの姿と生態
に迫ります。「どんな生
き物なの？」「なぜ虫を
食べるの？」
参加者にはハエトリソウ
をお持ち帰りいただき
ます。（１組につき1鉢）

食虫植物の世界を探検

林 真理子

食虫植物（ハエトリソウ）

［ 会場 ］ 1階芸術文化ホール　メインホール
［ 出演 ］ 林 真理子（作家）、小林 沙羅（ソプラノ）、
 望月 哲也（テノール）、河野 紘子（ピアノ）、浦久 俊彦（ナビゲーター）
［ 料金 ］ S席5,000円・A席4,000円
 　　　S席2,500円・　　  A席2,000円（全席指定・税込）
［ 申込・問合 ］ 1階芸術文化ホールチケットデスク 263-3806

■ 9/12（日） 
　 14：00開演（13：15開場）

U25 U25

音楽に造詣が深く、オペラ好きでも知られる作家・
林真理子が、これからのクラシック界を牽引する
演奏家達と、オペラの魅力や醍醐味をトークと
演奏でお伝えします。
言葉を紡ぐスペシャリストたちの饗宴は、オペラ
を見たことがない方、オペラ通な方、どなたでも
お楽しみいただけます！
この機会に、オペラの世界をぜひご堪能
ください。

げんきっこ広場でまだ遊んで
いない遊具はありませんか？
ミッションが書いてあるチャ
レンジシートに挑戦して、お気
に入りのあそび道具を見つけ
ましょう。お子さまのチャレン
ジする意欲を刺激して「楽し
い」をたくさん発見してくださ
い。クリアした子には賞状とメ
ダルシールをプレゼント！夏休
みの家族の思い出を作りにき
てくださいね。

［ 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

■ 8/10（火）～8/12（木） 
　 全日とも ①11：00～12：30、②13：00～14：30、③15：00～16：30

［ 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30名
［ 原作 ］ サンエックス
［ 料金 ］ 無料（事前申込不要）　 
［ 問合 ］ 4階図書館カウンター 
 263-0211

■ 8/4（水） 
　 13：15開演（13：00開場）
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仲道郁代「不思議ボール」 

日本を代表するピアニスト・仲道郁代のピアノ演奏
とお話、人気絵本作家・長谷川義史のイラストで贈
る、ワクワク音楽物語「不思議ボール」と、後半は
ショパンの名曲が目白押しのミニコンサートをお贈
りします。全国各地でご好評いただいている子ども
たち向けた素敵なコンサート。夏休みの楽しい思い
出に、ご家族そろっていかがですか？

音楽とお話とイラストを掛け合わせ、
子どもたちの音世界が広がる、
夏休みコンサート！

［ 会場 ］ 1階芸術文化ホール　メインホール
［ 出演 ］ 仲道 郁代（ピアノとおはなし）
［ 料金 ］ 子ども［3歳以上・中学生以下］1,000円
 大人 2,000円（全席指定・税込）
［ 申込・問合 ］ 1階芸術文化ホールチケットデスク 
  263-3806

■ 8/8（日祝） 14：00開演（13：15開場）

子育て＆マネー講座
キッズマネースクール

お仕事ってどんなコト？知ってみよう、やってみよう！
お金ってなんだろう？どうやって使うのかな？
お店屋さんごっこを通じて、お金の大切さや「ありがとう」の気持
ちと、仕事の大変さを学んでみよう！保護者の方にはお子さまの
お小遣いの考え方、お金についてのミニ講座も開催します！

［ 会場 ］ 3階屋内こども広場　多目的室
［ 対象・定員 ］ 4歳～小学校2年のお子さまと保護者／5組
［ 講師 ］ 片山 一弘　　［ 料金 ］  無料
［ 申込 ］  7/29（木）10：00より 電話または窓口にて
［ 問合 ］ 3階屋内こども広場 259-7592

■ 8/29（日） 10：00～12：00

みんなの音楽会 Vol.1
～鵜木絵里ソプラノ・コンサート～

誰もが気軽に垣根なく、バリアフリーな音楽会♪
新シリーズ「みんなの音楽会」は、障がいがある方も、赤ちゃん連れの
ご家族でも、誰もが気兼ねなく、気軽に音楽を楽しんでいただこう！と
いう、バリアフリーな音楽会です。このコンサートを通して「みんなで
一緒に楽しんで、理解しあう」ことを深めていき
たいと思います。素敵な歌のコンサートをお楽
しみください。

［ 会場 ］ 1階芸術文化ホール　サブホール
［ 講師 ］ 鵜木 絵里（ソプラノ）、中川 賢一（ピアノ）
［ 料金 ］ 500～1,000円（指定席エリア・自由席エリアあり）
 車椅子やベビーカーのままでもご入場いただけます。
 詳細はお問合せください。
［ 申込・問合 ］ 1階芸術文化ホールチケットデスク 263-3806

■ 8/22（日） 14：00開演（13：15開場）
［ 会場 ］ 3階屋内こども広場　多目的室
［ 対象・定員 ］ 安定期に入った妊婦の方／5名 　
［ 講師 ］ 元木 美砂　 ［ 料金 ］  無料　 
［ 申込 ］  8/5（木）10：00より 
 電話または窓口にて
［ 問合 ］ 3階屋内こども広場 259-7592

■ 9/10（金） 13：30～15：00

奇跡の星「地球」の歴史を親子で楽しもう！
地球誕生から46億年の歴史を、1月1日から始まる1年間のカレンダーに当て
はめた一冊。海の誕生から恐竜時代、そして人類誕生まで…。地球の一生
から見ると、人類誕生は12月31日の1日分という驚き!様々な変動を繰り返
して現在の地球に至った歴史を、一緒に歩んでみませんか。大人向けの解
説付きですので、ぜひ親子で読んでみてください。

『僕は46億歳。
   親子で読む、
   壮大な「地球史」カレンダー』

BOOK

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）

生まれてくる赤ちゃんへのプレゼントを作りませんか？オリジナルのお
むつケーキをつくりながら、みんなでお話しましょう。完成したケーキ
はお家で飾って、楽しいマタニティライフをお過ごしください。

保育士・看護師とおしゃべりしながら
情報交換しませんか？

9/19〈PCの方〉・26〈スマホの方〉、10/3・10
いずれも（日） 10：00～11：30 ※10/3は10：30～

全3回

ⒸTaku Miyamoto

オンライン会議ツールを使いこなそう！
健康都市大学

Zoomを使って、オンライン会議に
参加するところから、会議を主催す
るところまでを学びます。

さあ、あなたも
オンライン会議を始めよう！！

［ 著者 ］  豊田 充穂／作・絵 ［ 出版社 ］  学研教育出版 （2013年）　
［ 請求番号 ］  K450 /ト/ ［ 場所 ］  3階西

［ 会場 ］ 6階生涯学習センター　612文化創造室 　※10/3のみオンライン
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤の成人で、ネットに繋がる端末（PC・スマホ）の
  操作ができる方／先着16名（PC8名・スマホ8名）
［ 講師 ］ 山﨑 文明（やまと生涯学習ねっとわぁくボランティア講師）
［ 料金 ］ 800円（3回分）　 
［ 申込 ］  8/1（日）10：00より 電話または窓口にて
［ 問合 ］ 6階生涯学習センター 261-0491

親子にオススメ

健康都市大学



2021年  8・9月号 3

相続は事前準備が無いと、身内だけ
にもめ事も多く「争」続になってしま
う事も…。講座では、法律・税法上の
制度や何が遺産になるのか等から、
近年クローズアップされる「終活」に
ついても分かりやすく解説します。

シリウスも応援します！
きらりと輝くシニア世代＆

じぃじとばぁば大好きキッズたち！

施設融合イベント

送ってあげたい、親ごはん
健康都市大学

まだ介護まではいかないけ
れども、高齢の親の食事事情
はやっぱり心配。送れる「親
ごはん」のコツと、仕事を辞
めずにできる支援の方法を
学びます。

遠距離での支援・介護を考える

［ 会場 ］ 6階生涯学習センター　611調理実習室　他
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤の方／先着15名
［ 講師 ］ 林 幸子（料理研究家）、川内 潤（NPO法人となりのかいご代表理事）
［ 料金 ］ 1,200円（2回分、材料費込）　 
［ 申込 ］  7/31（土）10：00より 電話または窓口にて
［ 問合 ］ 6階生涯学習センター 261-0491

9/25・10/2（土） 14：00～16：00全2回

鶏肉のコンフィもったいないスープ

『90歳セツの新聞ちぎり絵』
BOOK 敬老の日にオススメ

「いくつになっても勉強せなあかん」
作者の木村セツさんは、亡くなった夫
の言葉を忘れることなく90歳で新聞
ちぎり絵を始めます。その作品は、大
変な時代を生きてきたセツさんの物を
愛おしむ優しい気持ちに溢れ、添えら
れた言葉にもほっこりとさせられます。
作品ができるまでの工程と人生を語っ
たインタビューも収録されています。
人生100年時代。何か始めたくなるよ
うな気持ちにさせてくれる1冊です。

［ 著者 ］  木村 セツ／ちぎり絵 ［ 出版社 ］  里山社（2020年）
［ 請求番号 ］  726.9/キム/ ［ 場所 ］  4階健康

「敬老の日」は日本発祥の記念日です。げんきっこ広場で
は、毎年恒例のてがた de Magokoroイベントを開催い
たします。
大好きなおじいちゃんおばあ
ちゃんへ感謝の気持ちをこめ
て、手形のカードを作りません
か？お子さまの「今」を形にし
た手形に、ありがとうの言葉を
添えてプレゼントしましょう。

敬老の日イベント
てがた de Magokoro

入浴剤やお風呂についての正しい知識を楽しく学び、
メッセージカードと入浴剤をつくりましょう。

改正相続制度を知る・終活のススメ 
～「相続」を「争続」にしない為に～1

おしえて入浴剤博士！
お風呂のひみつ2021

健康都市大学32

★ 9/4（土） 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／先着30名
［ 講師 ］ 本多 康之（税理士） 　［ 料金 ］ 無料
［ 申込 ］ 8/1（日）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

★ 9/11（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

★ 9/12（日） ❶10：00～11：30  ❷13：30～15：00
［ 会場 ］  6階生涯学習センター　612文化創造室　 
［ 対象・定員 ］  市内在住・在学の 
   ❶5歳～小学校2年生までのお子さまとその保護者
   　先着6組（1組3名まで）
   ❷小学校3～ 6年生／先着18名
［ 講師 ］ 林 啓史（株式会社バスクリン）　
［ 料金 ］ お子さま1名につき300円（材料費込）
 ※お子さま1名につき2種類の入浴剤をつくります。
［ 申込 ］ 8/8（日祝）  ❶10：00より、❷14：00より 電話または窓口にて
［ 問合 ］ 6階生涯学習センター 261-0491

手形アートでありがとうを伝えよう

入浴剤  色と香りの実験

敬老の日に向けて、じぃじ＆ばぁばに
入浴剤をプレゼントしよう♪

敬老の日
約40年ぶりに改正！
「相続法」を学ぶ



〒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

果物のみずみずしさや、つやっと
したさくらんぼの手触り、さくさく
としたりんごの食感が思い浮か
び、紙面のすみずみまで、じっくり
と楽しめます。身近なものが絵本
になっている嬉しさもあります。
お子さまが食べる真似をしてパク
パク口を動かしたり、指でつまん
だりして遊びながら読む姿がほほ
えましい一冊です。

絵本コーナーで人気の一冊をご紹介します

［ 著者 ］ 平山 和子／さく　［ 出版社 ］  福音館書店（1981年）

〒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/

市民交流拠点 ポラリス

〒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
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生活に欠かせない電気エネルギーの原理や、発電の最新技術を学び、
未来のエネルギーについて考えてみませんか。

エネルギー環境問題の根本的な原因と対策について学びますやまとみらいカレッジ
「エネルギーの現在・そして未来」

健康都市大学

図書館スタッフの
おすすめ本をご紹介！

中央林間図書館では、年に４回ブックレビューを
発行しています。1冊につき140字程度の短い
レビューですが、担当スタッフの愛がこれでもか
と詰め込まれていますので、Twitterを読む感覚
でどうぞ！図書館フロア内とお向かいの星乃珈
琲店入口で配布しています。

［ 会場 ］  中央林間図書館フロア内　［ 問合 ］  電話または窓口にて

中央林間図書館ブックレビュー

ポラリスより～「プレイルーム」の1冊～

［ 問合 ］  電話または窓口にて

中央林間図書館 Facebook
中央林間図書館のFacebookページ
をご存知でしょうか。開館時間のお
知らせから蔵書のブックレビュー、
館内にある植物の紹介に至るまで、
図書館の様々な情報をお知らせして
います。ぜひご覧ください！

アクセスは 
こちらから！

中央林間図書館のお知らせ掲示板！

［ 日時 ］9：00～18：00　 
［ 対象・定員 ］ 未就学児と保護者／45名まで　
［ 受付 ］  窓口当日受付　 ［ 問合 ］ 電話または窓口にて
※開館日についてはお問合せください。 

「プレイルーム」
プレイルームでは、広 と々した
空間でハイハイやあんよをす
ることができます。子ども用ソ
ファでゆっくり絵本を読むこと
もできますよ。隣接の「星の子
ひろば」やポラリス周辺とあわ
せて、自分だけの楽しみ方を
見つけてみてください。

親子のためのあそび場紹介

［ 会場 ］ 会議室　 ［ 対象・定員 ］  市内在住・在勤・在学の方／先着20名　
［ 講師 ］ ❶❹末包 哲也、❷河辺 賢一、❸木村 好里、❺山田 明  （東京工業大学）　
［ 料金 ］  2,000円（5回分） ※学生半額（学生証持参）　 ［ 申込・問合 ］  電話または窓口にて

全5回 いずれも（日）  14：00～16：00
❶9/12  「エネルギーと熱力学」 電気エネルギー発電の仕組みなどを熱力学の観点から学ぶ、他
❷9/19 「電力システムについて」 クリーンエネルギーの抱える安定供給課題について、他
❸9/26 「エネルギーと材料」 エネルギーの有効利用に関わる金属材料開発について、他
❹10/3 「温暖化防止とエネルギーシステム」 エネルギーシステムから考える温暖化防止と実情について、他
❺10/10  「再生可能エネルギーと太陽光発電」 最新の太陽光発電と今後の動向について、他



児童企画展示コーナー

〒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

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。

0歳から、お母さんも、楽しい！親子でおはなし会

〒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

〒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

2021年  8・9月号 5

■ 開催中～8/26（木） 
　 開館時間中
［ 会場 ］ 渋谷図書館入口　今月のおすすめ本展示コーナー　
［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 9/1（水）～9/30（木）  期間中記入用紙、回収ポストを設置
［ 会場 ］ 渋谷図書館入口　 ［ 対象・定員 ］ どなたでも　 ［ 料金 ］  無料　 
［ 申込 ］  回収ポストへ直接投函　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

親子でたのしく
遊びましょう！ちぇりるんのへや

［ 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／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

■ 8/11・18、9/8・15  
　 いずれも（水） 10：30～11：00 

［ 会場 ］  3階ユースコーナー　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

自由に学習できるスペースを開放します
渋谷学習センターでは、個人が
学習できるスペースとして2部屋
を開放しています。座席の予約管
理を行い、学習に集中できる環境
を整えています。現在、机1台につ
き1名のご利用とし、コロナウイル
ス感染対策も徹底しています。学生から社会人の方まで静かに
落ち着いてご利用いただけますので、是非ご活用ください。

学習室開放のご案内

小学生のお子さまを対象に、夏休みの宿題
解決に役立つ実験や自由研究のやり方、工
作などの本を紹介します。また特別展示とし
て過去の課題図書や読書感想文の書き方
の本も展示予定。ぜひご活用ください♪

夏休み！図書館で宿題解決しませんか？

希望の手紙プロジェクト 
～認知症と出会った日の私とあなたへ～

9月はアルツハイマー月間です。将来認知症になるかもし
れない自分へ、認知症だった家族へ。現在・過去・未来
の認知症になった相手に向けてメッセージを送ってみま
せんか？書いて頂いたメッセージは掲示・冊子にして配
布する予定です。

認知症になった私に、あなたにメッセージを送ろう！

『希望の手紙プロ
ジェクト』は福田地
域包括センターの
企画です。渋谷図
書館も参加します。

乳幼児のお子さま向けに、親子でたのしめるリズム遊びなどを行
います。また、乳幼児を育てる保護者同士の交流の時間として、
たのしいひとときを過ごしましょう。

［ 会場 ］ 202講習室　
［ 対象・定員 ］  市内在住・在勤・在学の
  乳幼児の親子／先着5組程度
［ 講師 ］ 子育て支援センター職員　［ 料金 ］ 無料　
［ 申込 ］  8/19（木） 9：30より 電話または窓口にて
［ 問合 ］ 電話または窓口にて

■ 9/9（木） 10：00～10：45

ちぇりるん

❶『牛乳パックでよく飛ぶ紙トンボをつくろう！』
❷『いろんな形の紙カップで自分だけの円盤作りに挑戦！』

令和3年度 夏休みものづくり教室
健康都市大学

夏休みに楽しく工作しよう！

［ 会場 ］ 301集会室　
［ 対象・定員 ］  市内在住・在学の小学生 ❶1～3年生  ❷3～ 6年生
 　　 （両コース申込不可）／各25名（申込多数の場合抽選）
［ 講師 ］ NPO法人コアネット　［ 料金 ］ 各300円　
［ 申込・問合 ］  電話または窓口にて

■ ❶8/7（土） ❷8/14（土） 14：00～16：00
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10：00～12：00 各日500円
（保育料込）多目的室 ホッと一息ちくちく手縫いタイム

13：00～14：00 各日500円多目的室 受付終了クリエイティブラボ 色彩（いろいろ）いろあそび
～スタンプアート～

8/7（土）
9/6（月）

8/5（木）
8/28（土）

受付終了
8/6（金）～8/10（火）

8/4（水） ①10：30～11：30
②13：00～14：00 各回500円多目的室 受付終了 　リズミック～感性を育てる音あそび～

9/26（日） 10：00～11：30 800円（3回分）612文化創造室 8/1（日）10：00～　 オンライン会議ツールを使いこなそう！❶
スマホ参加〈全3回〉

9/25（土） 14：00～16：00 1,200円
（2回分・材料費込）611調理実習室 7/31（土）10：00～　 送ってあげたい、親ごはん

～遠距離での支援・介護を考える～❶〈全2回〉

9/19（日） 10：00～11：30 800円（3回分）612文化創造室 8/1（日）10：00～　 オンライン会議ツールを使いこなそう！❶
PC参加〈全3回〉

9/17（金） 子育て応援！オンライン講座 育児解消！ストレッチ 10：30～11：10 無　料オンライン 8/20（金）12：00～

②13：30～15：00　 おしえて入浴剤博士！お風呂のひみつ2021
②午後の部：小学3～6年生対象

9/12（日）
①10：00～11：30 各回

お子さま1名
300円

612文化創造室
8/8（日祝）10：00～　 おしえて入浴剤博士！お風呂のひみつ2021

①午前の部：5歳～小学2年生の親子対象

8/8（日祝）14：00～

8/25（水） 雑草と虫と楽しむ庭づくりのヒント❸〈全3回〉 10：00～12：00 2,500円（3回分）612文化創造室 受付終了

8/20（金） 子育て応援！オンライン講座 絵本を歌って遊ぼう♪ 10：30～11：10 無　料オンライン 受付中

8/17（火） ①10：30～12：30
②14：00～16：00 各回1組2,000円612文化創造室 受付中

7/30（金）12：00まで
　 夏休みW親子企画

紅染めに挑戦～日本古来の染料「紅」の不思議～

8/10（火） ①10：30～12：30
②14：00～16：00 各回1組2,000円601講習室 受付中

7/30（金）12：00まで
　 夏休みW親子企画

世にも奇妙な食虫ハンター！～食虫植物の世界を知る～

8/6（金） 小学生夏休み体験講座 籐（とう）であむ小物入れ 10：00～12：00 100円612文化創造室 受付終了

8/5（木） 小学生夏休み体験講座 ペタンク・ボッチャを体験 10：00～11：30 無　料601講習室 受付終了

TEL 046-261-0491お問合せ生涯学習センター
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

9/12（日） 14：00
（開場13：15）メインホール 受付中「マリコとオペラ！」

～作家・林真理子のトーク・コンサート～

S席5,000円
A席4,000円

U25：S席2,500円
U25：A席2,000円

8/22（日） 14：00
（開場13：15）

500～1,000円
※指定席、自由席ありサブホール 受付中みんなの音楽会Vol.1

～鵜木絵里ソプラノ・コンサート～

8/8（日祝） 14：00
（開場13：15）メインホール 受付中仲道郁代「不思議ボール」

9/24（金） 18：15
（開場18：00） 無　料601講習室 事前申込不要第70回大和市立図書館映画上映会

『ワンダーウォール 劇場版』

9/11（土） 昔ばなしをきく会 14：00～14：45 無　料健康テラス 事前申込不要

9/4（土） 13：30～15：00 無　料健康テラス 8/1（日）～改正相続制度を知る・終活のススメ
～「相続」を「争続」にしない為に～

開催中
～8/31（火） 夏休み読書チャレンジ！「本をさがして！よんで！ビンゴ！」 9：00～19：00 無　料3階こども図書館 事前申込不要

8/12（木） しかけ絵本を楽しむ会 13：00～13：45 無　料健康テラス 事前申込不要

8/4（水） 13：15
（開場13：00） 無　料601講習室 事前申込不要第69回大和市立図書館おやこ映画上映会

『映画すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ』

8/3（火） 13：30～14：30 無　料健康テラス 受付終了触れる地球ワークショップ 夏休みこどもスペシャル
デジタル地球儀を使って地球史年表を作ろう！

＝事前申込可＝健康都市大学

文化創造拠点シリウス
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TEL 046-263-0211お問合せ図書館
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

TEL 046-263-3806お問合せ芸術文化ホール
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

子ども（3歳以上・
中学生以下）1,000円
大人2,000円

TEL 046-259-7592お問合せ屋内こども広場
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金
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8/21（土）
8/22（日）
9/18（土）
9/19（日）

10：00～11：00 無　料多目的室
受付終了

8/1（日）～8/5（木）
親子でものづくり教室（年少～小2）

9/10・24（金） 10：00～11：00 無　料オンライン 7/23（金祝）～オンライン保育室 ほっとのびのび 秋組
9/27（月） 10：00～10：45 無　料オンライン 受付終了親子DEオンライン講座
9/22（水） 10：30～11：30 無　料203集会室 7/28（水）～おいでおいで♪～たっち組～

9/12・19・26（日） 14：00～16：00 2,000円
（5回分･学生半額）201・202会議室 受付中　 やまとみらいカレッジ

エネルギーの現在・そして未来❶❷❸〈全5回〉

8/19（木） 10：15～11：30 無　料301・302和室 受付終了　 ママと遊ぼうリズム体操
～ねんね・ハイハイ組～

9/26（日） げんきっこ広場のおたんじょう会 8・9月生まれのお友だち 13：00～14：30 入場料げんきっこ広場 事前申込不要

9/16（木） ママとアネシィ～パワーヨガ～ 10：00～11：00 500円（保育料込）多目的室 8/17（火）～8/21（土）

9/11（土） 敬老の日イベント てがた de Magokoro 11：00～12：30 入場料げんきっこ広場 事前申込不要

9/10（金） 13：30～15：00 無　料多目的室 8/5（木）～8/9（月振休）　 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）

9/1（水） 防災フェス 11：00～12：30 入場料げんきっこ広場 事前申込不要

9/1・8（水） 9：15～10：30 各日500円多目的室
げんきっこ広場 8/2（月）～8/6（金）あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ ０～2歳

8/29（日） げんきっこ広場のおたんじょう会 7・8月生まれのお友だち 13：00～14：30 入場料げんきっこ広場 事前申込不要

8/29（日） 子育て＆マネー講座 キッズマネースクール 10：00～12：00 無　料多目的室 7/29（木）～8/2（月）

8/28（土） 17：00～18：30 500円多目的室
げんきっこ広場 7/28（水）～8/1（日）あそんde絆げんきっこ広場へ冒険！！

8/27（金）
9/24（金）

10：00～11：00 無　料多目的室
7/25（日）～7/29（木）
8/25（水）～8/29（日）

　 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）

8/24（火）
9/28（火）

8/23（月）
9/27（月）

受付終了
8/1（日）～8/5（木）

7/28（水）～8/1（日）
8/26（木）～8/30（月）

8/20（金）
9/17（金）

受付終了
8/15（日）～8/19（木）

8/16（月）
9/22（水）

受付中～7/24（土）
8/20（金）～8/24（火）

8/13（金）
9/10（金）

8/10（火）
9/14（火）

受付終了
8/5（木）～8/9（月振休）

受付終了
8/1（日）～8/5（木）

10：00～11：00 無　料多目的室 親子でものづくり教室（おたんじょうび手形）

10：00～11：00 各日500円
（保育料込）多目的室 Music for Body メンテナンス

10：00～11：00 無　料多目的室 　 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）

8/19（木） ママとアネシィ～産後TRAINING YOGA～ 10：00～11：00 500円（保育料込）多目的室 受付中～7/26（月）

8/18（水） からだを動かしてあそぼう！ 10：00～11：00 無　料多目的室 受付終了

8/17（火） 10：00～12：00 無　料多目的室 受付終了

10：00～11：00 各日300円多目的室 ダイヤモンド ～自分らしく輝く～

10：00～11：00 無　料多目的室 　 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）

8/10（火）～

8/12（木）
第2～4クール 入場料げんきっこ広場 事前申込不要集合！いつもの広場がちょっと違う！ チャレンジウィーク

＝事前申込可＝健康都市大学

文化創造拠点シリウス
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8/23（月）
9/13・27（月） 15：30～17：00 無　料304会議室 事前申込不要つきみ野こどもボードゲームクラブ

TEL 046-275-0088お問合せつきみ野学習センター
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

おしゃべり会 ママ友を作りませんか？
～よりよい子育てのために～

10：00～11：00 無　料多目的室 親子でものづくり教室 つくってあそぼう！

TEL 046-259-7592お問合せ屋内こども広場
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

10：00～11：00 各日500円
（保育料込）多目的室 やさしい養生気功8/9（月振休）

9/13（月）
受付終了

8/13（金）～8/17（火）
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9/1（水）～9/30（木） 開館時間中 無　料渋谷図書館入口 事前申込不要希望の手紙プロジェクト
～認知症と出会った日の私とあなたへ～

開催中～8/26（木） 開館時間中 無　料渋谷図書館入口 事前申込不要児童企画展示コーナー
夏休み！図書館で宿題解決しませんか？

18：30～19：10渋谷図書館
夏のスペシャル こわいおはなし会

10：30～11：00親子でおはなし会

渋谷図書館
046-267-2741

9/8（水）10：00～

9/1（水）10：00～

8/11（水）10：00～

受付終了

8/4（水）10：00～

渋谷学習センター
046-267-2027

11：00～11：30

11：00～11：20

おはなし会
親子のおはなし会

事前申込不要 渋谷図書館
046-267-2741

10：30～11：00桜丘親子のおはなし会
7/28（水）9：30～ 桜丘学習センター

046-269-04118/25（水）9：30～

11：00～11：20

14：00～14：20

11：00～11：20

14：30～15：00

親子で楽しむおはなし会
シリウス親子のおはなし会
シリウス赤ちゃんおはなし会
みんなでたのしむおはなし会

14：00～14：30

11：00～11：20

14：00～14：30

夏のとくべつおはなし会
おひざでだっこのおはなし会
シリウスうちドックのおはなし会

事前申込不要 大和市立図書館
046-263-0211

8/1（日）

9/15（水）
9/8（水）
8/18（水）
8/11（水）
8/21（土）・9/18（土）
8/7（土）・9/4（土）
9/1（水）
8/4（水）
8/25（水）・9/22（水）
8/21（土）・9/18（土）
8/16（月）・9/20（月祝）
8/11（水）・9/8（水）
8/7（土）
8/3（火）・9/7（火）
8/1（日）・9/5（日）

3階キッズコーナー
渋谷学習センター

304講習室
渋谷学習センター

渋谷図書館
調べ学習室

桜丘学習センター
102和室

9/9（木） 10：00～10：45 無　料202講習室 8/19（木）9：30～ちぇりるんのへや

8/15（日）
9/19（日） 13：30～15：00202講習室 事前申込不要桜丘おもちゃ病院

8/14（土） 14：00～16：00 300円301集会室 受付中　 令和3年度 夏休みものづくり教室
『いろんな形の紙カップで自分だけの円盤作りに挑戦！』

8/7（土） 14：00～16：00 300円301集会室 受付中　 令和3年度 夏休みものづくり教室
『牛乳パックでよく飛ぶ紙トンボをつくろう！』

無　料（部品代を
 頂く場合があります）

8/1（日）～8/31（火） 開館時間中 無　料2階ロビー 事前申込不要新キャラクターお披露目会～みんなのちぇりるん～

重要な
お知らせ

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8・9月号 （2021年7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7月16日現在の情報です。
　次号は2021年9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。

おはなし会 【入場無料】

＝事前申込可＝健康都市大学

8 2021年  8・9月号

TEL 046-269-0411お問合せ桜丘学習センター
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

3階こども図書館
おはなしのへや

シリウス

日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 お問合せ申込受付日

TEL 046-267-2741お問合せ渋谷図書館
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

施設紹介動画のご案内T O P I C S

全7館の公式HPで、施設紹介動画
を公開中！いつもは予約をしない
と入れない会議室やホールなども、
いつでもどこでも、動画でじっくり
ご覧いただけます。
やまとみらいポータルサイトより、
各館のHPをぜひご覧ください！

https://www.yamato-future.jp/

やまとみらい
ポータルサイト
QRコード


