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澤田勝秋

学ぶ・出会う・発見する　指定管理者やまとみらい広報誌

新しいつながり・広がるみらい

【展示期間】  11/3（木祝）～ 11/30（水）　文化創造拠点シリウス1階  メインホールホワイエ付近

やまとみらいまつり＆シリウス開館6周年 オープニングセレモニー

【対象・定員】  小学生以上の方 ／ 各先着20名 （❸のみ先着30名）
  ※未就学児の方もご参加になれますが、必ず保護者の方がサポートをお願いします。
【講師・監修】  佐藤 周子 （和紙ちぎり絵しゅんこう認定講師）　 
【料金】  無料　　【申込】  受付中／ホームページ、電話または各開催会場窓口にて
【問合】  6階生涯学習センター 261-0491

ちぎり絵で作る
大和の風景

文化創造拠点シリウス・市民交流拠点ポラリス・
渋谷学習センター3館、それぞれでちぎり絵制作
ワークショップを開催。各館で作った作品を最後
に合体させて、屏風に仕立てます♪
こどもから大人まで、幅広く参加者を募集してい
ますので、最寄りの施設、もしくはご都合のつくお
日にちに、ぜひご参加ください！

❶ 10/  2(日) 14：00～16：30 渋谷学習センター  304講習室
❷ 10/  8(土) 10：00～12：30 市民交流拠点ポラリス  Room１・2

❸ 10/15(土) 14：00～16：30 文化創造拠点シリウス  6階生涯学習センター 612文化創造室

Work  Shop

皆さまの力で創りあげた一つの大きな芸術作品を披露します！
やまとみらいまつり・シリウス6周年を記念して、市民の皆さまと制作した大きな
「ちぎり絵屏風」を発表します。ちぎり絵とは、手でちぎった紙を台紙に貼って表現
した絵画作品のこと。一般的には和紙を使用しますが、この作品では和紙だけで
なく、いらなくなった古新聞や広告も使用します。
作品のモチーフは、大和市にゆかりのある草花やランドマークです。いきいきと表
現された大和のみどりと風景を、ちぎり絵で表現します！

大和のみどり ちぎり絵屏風

11/3
2022

【木祝】

少しずつ日常を取り戻しつつある今日この頃、
バラバラだったものが、また一つになりつつあります。
つながりの中で生きていることの実感。新しい出会いへの期待。
未来へつながる希望を、やまとみらいまつりで一緒に探しましょう！

※写真はイメージです

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」。
今年は三味線の音色を皮切りに
まつりを盛り上げます！

文化創造拠点シリウス
1階芸術文化ホール  メインホール

会場

11：00～12：00
（10：30開場）

時間

無料（事前申込不要）　当日指定席料金

【出演】 澤田勝秋（津軽三味線）、中嶋初穂（太鼓）　 
【曲目】 津軽じょんがら節、津軽山唄  ほか
【問合】 1階芸術文化ホールチケットデスク 263-3806

祝いの場に響く津軽三味線の音色

津軽三味線 特別演奏

やまとみらいまつり・シリウス６周年を飾る演奏には、
市内在住の津軽三味線澤田流家元・澤田勝秋さんを
迎えます。
津軽三味線の音色は、力強く、もの悲しさを感じさせ
る中にも、カラカラとした綺麗な音を有し、聴く人の
心に染み入ります。津軽三味線・民謡の重鎮として活
躍される澤田さんの、「津軽三味線界の生きる伝説」
と評される圧巻の演奏をお楽しみください。
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ピエロのラッキー

ちぎり絵で幸運の鳥フクロウの
ポストカードを作ろう！
和紙をちぎって絵を描きます。
家にフクロウを飾って幸運を招こう！

ちぎり絵体験ワークショップ

【会場】 文化創造拠点シリウス  1階芸術文化ホール  メインホールホワイエ・
 市民交流拠点ポラリス・桜丘学習センター・渋谷学習センター
【対象】 どなたでも（材料がなくなり次第終了）
【料金】 無料（事前申込不要）
【問合】 3階屋内こども広場 259-7592

●13：00～16：00

ドリンクカップにメッセージ、
パスタ全品ワンコイン♪
6周年のお祝いに、スタバとエプロントが
特別なサービスを提供します。スタバは
ドリンクカップにメッセージを、エプロン
トはパスタ全品をワンコイン（500円・数
量限定）で提供させていただきます。
どちらもやまとみらいまつり当日限定！
ぜひご利用ください。

スタバ、エプロントもお祝い！

【問合】 
●スターバックスコーヒー
　YAMATO文化森店  
　200-3931 （月～土 8：00～22：00
             日祝 9：00～21：00）
●エプロント YAMATO文化森店  
　263-8809 （10：00～20：00）

やまとみらい各館を回って
景品をゲット！
各所で配布されるチラシのビンゴ
カードを持って、クイズやアクティビ
ティに挑戦しよう。たて、よこ、なな
め、どれかが揃ったら、やまとみらい
まつり限定グッズをプレゼント！この
秋は、文化施設めぐりを楽しもう♪

ビンゴ de ぼうけん！やまと

【会場】 文化創造拠点シリウス・市民交流拠点ポラリス・
 中央林間図書館・桜丘学習センター・
 渋谷学習センター・渋谷図書館
【対象】 どなたでも（なくなり次第終了）
【料金】 無料　　【問合】  大和市立図書館 263-0211

●11/1（火）～11/30（水）   開館時間中

市内で活躍するピエロのラッキーさんが登場！
大道芸でおなじみのバルーンアートを体験できます。大和の
ベテラン大道芸人・ピエロのラッキーさんがご出演。午後に
はパフォーマンスもあるよ。お楽しみに！

ラッキーさんの
バルーンアート☆

【会場】 文化創造拠点シリウス  
 3階マルチスペース
 ※バルーンアートのみ

【対象・定員】 3歳～小学生の
  親子／15組
  （1組3名まで）
【講師】 ピエロのラッキー　 
【料金】  無料
【申込】 9/26（月） 10：00より  
 3階屋内こども広場 
 259-7592 まで
【問合】 1階芸術文化ホール 259-7591

●11：00～11：30

大和駅の駅員さんと巨大立体電車レイアウトが
シリウスにやってくる！
小田急電鉄駅長さんの制服（子ども
用）を着ての記念撮影や、ロマンスカー
からの展望動画視聴コーナーをはじ
め、鉄道おもちゃアーティストによる
巨大立体レイアウトの展示など盛りだ
くさん！電車が好きなお子さまだけで
なく、大人も楽しめるイベントです。

小田急電鉄大和駅 & 
鉄道おもちゃアーティスト
ダブルコラボイベント！

【会場】 文化創造拠点シリウス  1階芸術文化ホール  メインホールホワイエ
【協力】 小田急電鉄大和駅
 電車レイアウト製作：ぺたぞうでんしゃ王国・トレイントイズ
【料金】 無料（事前申込不要）　【問合】  3階屋内こども広場 259-7592

●13：00～16：00

てづくりの
缶バッジを作ろう！
専用の台紙に描いたイラストや
ぬり絵をオリジナル缶バッジに
します！親子でも楽しめるワー
クショップです。

オリジナル缶バッジの
ワークショップ

【会場】 文化創造拠点シリウス  
 3階マルチスペース
【対象・定員】  どなたでも／各先着20名
【講師】 佐藤 周子
 （和紙ちぎり絵しゅんこう認定講師）

【料金】 無料（事前申込不要）
【申込】 当日12：30から3階マルチスペース前にて整理券を発行。 
 定員に達し次第配布終了
【問合】 6階生涯学習センター 261-0491

❶13：00～　❷15：00～

大和市イベントキャラクター「ヤマトン」

11/3
【木祝】

限定



集合！いつもの広場がちょっとちがう！
～わくわく運動会～
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みんなで考える介護予防
～フレイルって何だろう？～

［ 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50名
［ 講師 ］ 高田 明典（（一財）日本地図センター）  ほか
［ 料金 ］ 2,000円（5回分、材料費込） ※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

10/8・15・22・29、11/5 
いずれも（土）  14：00～16：00

全5回

N響メンバーによる弦楽四重奏

日本トップレベルの実力を持つ奏者が
珠玉の音楽を奏でる
クラシックの名曲から親しみやすい
楽曲まで、普段では聴けない作品
の解説も交え、お贈りします。

［ 会場 ］ 1階芸術文化ホール  メインホール
［ 料金 ］ S席3,500円・A席3,000円（全席指定・税込） 
 ※未就学児入場不可
［ 出演 ］  永峰 高志（ゲスト・コンサートマスター）、船木 陽子（第2ヴァイオリン）
 飛澤 浩人（ヴィオラ）、村井 将（チェロ）
［ 曲目 ］ ドヴォルザーク：弦楽四重奏曲 第12番 ヘ長調 「アメリカ」
 チャイコフスキー：弦楽四重奏曲 第1番 ニ長調 より
  　　　　  第2楽章「アンダンテ・カンタービレ」  ほか
［ 申込・問合 ］ 1階芸術文化ホールチケットデスク 263-3806

■ 11/27（日） 15：00開演（14：15開場）

やまとみらいカレッジ
地図を読む・地図が語る

健康都市大学

地図の魅力、作られる過程、地図を使えばどのような
ことが見えてくるのかについて学びます。

今年も楽しいハロウィンになりそう
なげんきっこ広場。あらあら大変！
広場に迷いこんだおばけがいたず
らしちゃった！？力を合わせてハロ
ウィンを盛り上げよう。パネルシア
ターやなりきりゲームもあるよ。

げんきっこ広場のハロウィン

トリックオアトリート！イタズラおばけがやってきた

［ 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年生の親子／先着50組　 
［ 料金 ］ 市内：大人300円  こども200円　
 市外：大人400円  こども300円（事前申込不要）

 ※入場には利用者カードが必要です。
 　カード登録には入場者全員の本人確認書類をお持ちください。
［ 問合 ］ 3階屋内こども広場 259-7592

■ 10/22（土） 11：00～12：30

〒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

地図が読めるとこんなに楽しい！！・・・

［ 会場 ］ 6階生涯学習センター  601講習室　ほか
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤の方／先着24名
［ 講師 ］ 和田 清香（ダイエットエキスパート）   ほか
［ 料金 ］ 1,500円（3回分、材料費込） 　
［ 申込 ］ 10/15（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

11/15・29、12/13 いずれも（火） 
19：00～20：30 ※11/29は～20：45

全3回

健康講座 冷え知らずになる3つのヒント
健康都市大学

「冷えは万病のもと」と言われるように、
さまざまな不調の原因とされています。
ストレッチ・薬膳・入浴から冷え改善の
ヒントを学びましょう。

自分のからだに向き合い、
冷え改善にチャレンジ！

［ 会場 ］ 4階図書館  健康テラス
［ 対象・定員 ］  どなたでも／先着20名　 
［ 料金 ］  無料　 ［ 講師 ］  小西 裕実（日本産業カウンセラー）
［ 申込 ］ 電話または4階健康コーナーカウンターにて
［ 問合 ］ 4階図書館カウンター 263-0211

■ 11/12（土） 13：30～15：00

笑顔で輝け、げんきっこ広場の運動会

ヤマトン健康ポイント3P対象講座

［ 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年生の
  親子／先着50組　 
［ 料金 ］ 市内：大人300円  こども200円　
 市外：大人400円  こども300円（事前申込不要）

 ※入場には利用者カードが必要です。
 　カード登録には入場者全員の本人確認書類をお持ちください。
［ 問合 ］ 3階屋内こども広場 259-7592

■ 11/12（土） 11：00～12：30

ヤマトン
健康ポイント
1P対象講座

秋晴れの季節。げんきっこ広場では、わくわく・ドキドキの運動会を開
催します。いつものあそび道具が運動会バージョンに変身して登場！
家族で身体を動かして、アクティブな1日を過ごしませんか？

健康都市大学

介護を必要とせず自立した生活を送るには、身近にいる家族が「フレイ
ル」という状態を知り、進行させないようにすることが大切です。栄養、
筋力低下予防、安全な日常生活の過ごし方など、皆で考えてみましょう。

フレイル対策で元気な日常生活を送ろう！



さくらの音楽会2022
昭和ブギウギ★SHOW-TIME！
～日本語ジャズをウクレレで～

昭和歌謡の名曲を、ウクレレと歌、
ピアノ、パーカッションでお楽しみください。

昭和20～30年代の歌謡曲中心！

第36回大和市桜丘学習センターまつり

当学習センターで活動している団体
の活動発表・展示会です。
ジャズダンス、ハーモニカ、着付け、
手話コーラス、詩吟、健康体操、合
唱、社交ダンス、陶芸、裂画（きれ
が）、川柳、書道など。日頃の活動の
成果をぜひご覧ください。

小さな輪 
集まれ つながれ 希望の和

りか

大橋 祐子

高橋 延吉

〒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

［ 会場 ］ 全室　 ［ 対象 ］ どなたでも
［ 料金 ］  無料（事前申込不要）　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 11/19（土）・20（日） 
 10：00～16：00
    （20日は15：00まで）

［ 会場 ］  301集会室　 
［ 対象・定員 ］  市内在住・在勤・在学の方＊
  先着60名　
［ 出演 ］  りか、大橋 祐子、高橋 延吉　 
［ 料金 ］  500円（膝上無料）　
［ 申込 ］  受付中 ＊市外の方は9/18（日）より受付中　
［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 10/15（土） 14：00～16：00

〒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

〒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
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第5回ポラリスまつり

ヤマトン
健康ポイント
1P対象講座

［ 会場 ］ 学習室　 ［ 対象・定員 ］  どなたでも／12名
［ 講師 ］ 大和市健康福祉部
 おひとりさま政策課
［ 料金 ］  無料　 
［ 申込 ］  10/11（火）10：00より  
 電話または窓口にて
［ 問合 ］ 電話または窓口にて

■ 11/10（木） 10：30～12：00

終活という言葉はよく聞くけれど、具体的に何をすればいいの？大和市が行う終活支
援とは？などの疑問を「終活クイズ」で遊びながら、楽しく気ままに学べる講座です。
大和市健康福祉部おひとりさま政策課の終活コンシェルジュが分かりやすく解説し
てくれます。いつかくる日のため、まずは気楽にご参加ください。 

終活どうでしょう
健康都市大学

ポラリスからひろがる
笑顔の輪

ポラリスを拠点に活動している団体の発表
の場として、ポラリスまつりを開催します。コ
ロナ禍において創意工夫しながら取り組ん
できた団体の活動の成果をご覧ください。
ミニ消防車の展示など、お子さま向けのイ
ベントも企画しています。

日常生活や仕事に役立つ「話す」「聞く」を学ぶ
人との会話やコミュニケーションに難しさを感じた経験はありません
か？楽しいはずの人との関わりに、苦しさや誤解が生じてしまうのは、
もったいないですね。ちょっとした「コツ」を一緒に学びましょう。

終活について学ぼう！

［ 会場 ］ Room２・３・８  ほか　 ［ 料金 ］  無料（事前申込不要）　 
［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 10/22（土）・23（日） 10：00～16：00（23日は15：30まで）

話のプロに学ぶ  心地良いコミュニケーション
健康都市大学

前回の様子

［ 会場 ］ Room１・２　 
［ 対象・定員 ］  市内在住・在勤・在学の方／20名
［ 講師 ］ 大迫 ゆかり（フリーアナウンサー）　 
［ 料金 ］  250円
［ 申込 ］ 9/25（日）10：00より 電話または窓口、
 WEB（ポラリスHPまたはチラシQRコード）
［ 問合 ］ 電話または窓口にて

■ 11/27（日） 10：00～11：30ヤマトン
健康ポイント
1P対象講座



〒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

〒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
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やまとアマチュア・
クラシック・コンサート 
第10回秋公演

YA世代（中～大学生）のみなさんに、
スタッフおすすめの本をご紹介♪

YAコーナー企画展示「文豪に挑戦！」

〒242-0002　大和市つきみ野 5-3-5
【休館期間】 令和3年12月29日（水）～令和5年1月31日（火）予定
※休館中は市民交流拠点ポラリスに窓口を設置しています。 TEL 046-275-0088
公式HP  https://www.yamato-future.jp/tsukimino/

つきみ野学習センター

「挑戦することの素晴らしさ」や「音楽す
る喜び」を分かち合うため、大和市近在
のアマチュア演奏家が心を込めて演奏
します。日頃の成果に優しく耳を傾けて
くれる観客の皆さまも、アマコンの大
切な一員です。心温まる手作りコンサー
トに、ぜひ一度ご来場ください。

地域のアマチュア演奏家による
手作りクラシックコンサート

高座渋谷シアター 『黄金のアデーレ 名画の帰還』

『クリムトの描いた肖像画「黄金のアデーレ」に秘められた真実の
物語とは…。幸せな記憶と《家族》を取り戻すため、一人の女性
が動き出す。』世界が注目した実話をアカデミー賞®女優ヘレン・
ミレン主演で映画化。映画をより楽しむミニトーク付き。

映画に学ぶミニトーク付き上映会

［ 会場 ］ 2階多目的ホール　 
［ 対象・定員 ］  各回70名程度（未就学児入場不可・小学生以下保護者同伴）
［ 料金 ］  前売800円  当日1,000円（全席自由）　
［ 申込 ］  10/1（土）13：00より HP（Peatix）にて前売発売
 当日券は2階受付にて
［ 問合 ］ 電話または窓口にて

■ 11/13（日） 
 ①10：00～12：00  
 ②13：30～15：30  
 ③17：00～19：00

渋谷図書館では、おすすめ本の展示コーナーを設
け、大人・児童・YA向けに、担当スタッフが毎月
テーマに沿った本を並べています。
今月のYAコーナーは「文豪に挑戦！」をテーマに、
スタッフが手作りPOPでイチオシの本をご紹介。個性あふれるPOP展示
は人気の企画です。気になる一冊をぜひ見つけてみてください！

■ 10/1（土）～30（日）  開館時間中
［ 会場 ］ YAコーナー前　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

まほうつかいの帽子を作ろう！
絵本の読み聞かせや紙芝居の後、のりやはさみ
を使ってまほうつかいの帽子を作ります。作っ
た帽子はぜひハロウィンでかぶってね。

■ 10/30（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 ］ 4歳～小学生／先着6組（保護者同伴1名まで）
［ 講師 ］ 渋谷図書館スタッフ　 ［ 料金 ］  無料
［ 申込 ］ 9/29（木）9：00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 秋のスペシャルおはなし会

ⒸTHE WEINSTEIN COMPANY / BRITISH 
BROADCASTING CORPORATION /

 ORIGIN PICTURES (WOMAN IN GOLD) LIMITED 2015

［ 会場 ］ 2階多目的ホール　 
［ 対象・定員 ］ どなたでも（乳幼児は原則
  入場不可）／180名程度
［ 料金 ］  無料（事前申込不要）　 
［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 10/16（日） 13：30～16：30

第36回大和市渋谷学習センターまつり

今年こそ！みんなで一緒に楽しもう‼
参加団体による活動発表、作品展示、公開イベント等盛り沢山‼
ご近所・ご家族お誘い合わせの上、お越しください。

■ 10/29（土）・30（日） 10：00～16：00（予定）
［ 会場 ］ 1階ギャラリー／2階多目的ホール／3階各講習室
［ 料金 ］  無料（事前申込不要）　  ［ 問合 ］  電話または窓口にて
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10/20（木） 14：30～16：00 1,000円601講習室 受付中　 今読むべき世界の名著❸
『学問のすゝめ』～男女の平等を考える～

❶10/16（日）
❷10/23（日）
❸10/30（日）

14：00～16：00 1,500円
601講習室
もしくは
オンライン

受付中
　全国城巡り

「小田原合戦の攻防と北条方の城」〈全3回〉
❶小田原城 ❷八王子城 ❸忍城

10/18（火） 10：30～11：30 無　料オンライン 受付中子育て応援！オンライン講座「ハロウィンを楽しもう」

10/17（月） 　楽しい水墨画 季節の画題を「すみえ」で描く
～秋冬編❶❷〈全6回〉～

❶10：30～12：30
❷14：30～16：30

各回2,000円
（材料費込）612文化創造室 受付中

046-263-0211
大和市立図書館

046-261-0491
生涯学習センター

マルチスペース
シリウス ちぎり絵体験ワークショップ ①13：00～

②15：00～

オリジナル缶バッジの
ワークショップ 13：00～16：00

マルチスペース
シリウス ラッキーさんのバルーンアート☆

❸10/15（土） ❸14：00～16：30
❷10/8（土） ❷10：00～12：30

11/27（日） Ｎ響メンバーによる弦楽四重奏 15：00（14：15開場） S席3,500円 A席3,000円メインホール 受付中

11/27（日） 第80回大和市立図書館人権映画上映会『カランコエの花』（39分）／『夕焼け』（35分） 13：15（13：00開場） 無  料601講習室 事前申込不要
11/12（土） みんなで考える介護予防 フレイルって何だろう？ 13：30～15：00 無　料健康テラス 受付中
10/29（土） ひとはこ図書館～あなたの図書館、作ってみませんか？～ 13：30～15：30 無　料健康テラス 受付中
10/22（土） 親子de秋の図書館見学ツアー 10：00～12：00 無　料健康テラス 受付中～10/2（日）

❶10/21（金）
❷11/4（金）

　読み聞かせボランティア養成講座（ブラッシュアップ編）
～子どもを育てる読み聞かせ～❶❷〈全3回〉 ※❸は12/2（金） 14：00～16：00 無　料610大会議室 受付中～10/2（日）

10/14（金） 第79回大和市立図書館映画上映会『モリのいる場所』（99分） 18：15（18：00開場） 無　料601講習室 事前申込不要

❶10/8（土）
❷11/5（土） 14：00～15：30 無　料健康テラス 受付中本を楽しもう ～絵本の読み聞かせ&

❶水筆を使ってカードを作ろう！ ❷色のにじみをたのしもう！～

＝事前申込可＝健康都市大学

文化創造拠点シリウス

6 2022年  10・11月号

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

❶10/2（日） ❶14：00～16：30

無　料

日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 料　金 申込受付日
ちぎり絵屏風  事前ワークショップ 生涯学習センター  TEL 046-261-0491お問合せ

11/1（火）
～11/30（水）

11：00～11：30

メインホール
ホワイエシリウス 小田急電鉄大和駅 &鉄道おもちゃアーティスト

ダブルコラボイベント！ 13：00～16：00

大和のみどり ちぎり絵屏風

11：00～12：00
（10：30開場）

無　料

事前申込
不要

事前申込
不要

事前申込
不要

11/3（木祝）

やまとみらいまつり＆
シリウス開館6周年
オープニングセレモニー

日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 料　金 お問合せ申込受付日

10/1（土） 憧れのアーティストによる夢のレッスン
永峰高志 ヴァイオリン・マスタークラス 15：00 聴講

1,000円メインホール 受付中

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

渋谷学習センター 304講習室

Room1・2

612文化創造室

受付中

046-263-3806
芸術文化ホール

9/26（月）
10：00～

11/3（木祝）
12：30～
整理券配布

046-261-0491
生涯学習センター

ポラリス

シリウス

ちぎり絵で作る大和の風景❶❷❸

メインホールシリウス

メインホールホワイエシリウス 046-259-7592
屋内こども広場

ポラリス
桜丘学習センター 渋谷学習センター

ビンゴ de 
ぼうけん！やまと 開館時間中シリウス ポラリス

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

10/8・15・22・29・
11/5（土） 14：00～16：00 2,000円（5回分）

学生半額601講習室 受付中やまとみらいカレッジ
地図を読む・地図が語る❶～❺〈全5回〉

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

津軽三味線 特別演奏

046-259-7591
芸術文化ホール
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11/22（火） 10/24（月）～10/28（金）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）11月生まれ 10：00～11：00
11/21（月） 10/20（木）～10/24（月）300円多目的室 ダイヤモンド～自分らしく輝く～ 10：00～11：00

11/19（土）
11/20（日） 10：00～11：00 無　料多目的室 10/1（土）～10/5（水）親子でものづくり教室

11/18（金） 10/15（土）～10/19（水）10：00～11：15 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）

11/16（水） 10/19（水）～10/23（日）500円多目的室 Kids リトミック 15：30～16：30
11/16（水） 10/18（火）～10/22（土）無　料多目的室 からだを動かしてあそぼう！ 10：00～11：00
11/15（火） 10/17（月）～10/21（金）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 10：00～12：00
11/12（土） 事前申込不要★入場料げんきっこ広場 集合！いつもの広場がちょっとちがう！～わくわく運動会～ 11：00～12：30

11/11（金） 10/5（水）～10/9（日）13：30～15：00 無　料多目的室 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）

11/10（木） 10/12（水）～10/16（日）各500円多目的室 リズミック～感性を育てる音あそび～ ①10：00～11：00
②11：15～12：15

11/9（水）
11/14（月） 10/11（火）～10/15（土）9：15～10：30 各日500円多目的室

げんきっこ広場 あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ

11/8（火） 10/7（金）～10/11（火）無　料多目的室 親子でものづくり教室 つくってあそぼう！ 10：00～11：00
11/7（月） 10/6（木）～10/10（月祝）500円（保育料込）多目的室 やさしい養生気功 10：00～11：00

10/30（日）
11/27（日） 13：00～14：30 ★入場料げんきっこ広場 事前申込不要おたんじょうかい

10/29（土）
11/26（土）

9/29（木）～10/3（月）
10/27（木）～10/31（月）

17：00～18：30 各日500円多目的室 あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険

10/28（金）
11/25（金）

9/25（日）～9/29（木）
10/25（火）～10/29（土）

10：00～11：15 無　料多目的室 　 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）

10/25（火） 9/27（火）～10/1（土）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月生まれ 10：00～11：00

10/24（月）
11/28（月）
11/12（土）

9/26（月）～9/30（金）
10/28（金）～11/1（火）
10/13（木）～10/17（月）

10：00～11：00

16：00～17：00

各日500円
（保育料込）多目的室 Music for Body メンテナンス

10/22（土） 受付中～9/26（月）500円多目的室 太極舞 16：00～17：00
10/22（土） 事前申込不要★入場料げんきっこ広場 げんきっこ広場のハロウィン 11：00～12：30
11/24（木） 10/26（水）～10/30（日）

500円
（保育料込）多目的室

ママとアネシィ～パワーヨガ～
10：00～11：00

11/22（火） 10：30～11：30 無　料オンライン 受付中　 子育て応援！オンライン講座
「赤ちゃんの事故予防と日常のてあて」

10/20（木） 受付中～9/25（日）ママとアネシィ～産後トレーニングヨガ～

10/14（金）
11/11（金）

要問合せ
10/5（水）～10/9（日）

10：00～11：15 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）

10/12（水） 要問合せ500円多目的室 こどもヨガwithママ 15：30～16：30
10/8（土） 要問合せ500円多目的室 お箸トレーニング 10：00～11：00

＝事前申込可＝健康都市大学

2022年  10・11月号 7

文化創造拠点シリウス

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

※屋内こども広場の申込開始日の受付は10：00～、最終日は12：00までとなります。
※★マークの箇所は入場に利用者カードが必要です。カード登録には全員分の確認書類をお持ちください。入場料〈市内〉おとな300円 こども200円 〈市外〉おとな400円 こども300円

❶11/15（火）
❷11/29（火）

❶❸19：00～20：30
❷19：00～20：45

1,500円
（3回分・材料費込）

❶601講習室
❷611調理実習室

10/15（土）
10：00～

　健康講座 冷え知らずになる3つのヒント〈全3回〉
❶冷え改善あったか週間＆ストレッチ
❷身近な食材で薬膳  ※❸は12/13（水）

❶10/24（月）
❷11/21（月）
❸11/28（月）

10：30～12：30
各回1,000円
（全3回通しで
2,500円）

610大会議室 9/24（土）
10：00～

　古文書から大和の歴史を訪ねる〈全3回〉
❶近世の道と大和市域 ❷紀行文からみる大和市

❸村に残る文章をよむ

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

11/10（木） 10：30～12：00 無　料学習室 10/11（火）10：00～終活どうでしょう

TEL 046-277-8030お問合せ中央林間図書館
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金
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❶10/12（水）・❷10/19（水）
❸11/9（水）・❹11/16（水）

10：30～
11：00親子でおはなし会渋谷学習センター

3階キッズコーナー
❶10/5（水） ❷10/12（水）
❸11/2（水） ❹11/9（水） 各日10：00～

11/19（土）・20（日） 10：00～16：00（20日は15：00まで） 無　料全室 事前申込不要第36回大和市桜丘学習センターまつり
11/10（木） 10：00～10：45 無　料202講習室 10/20（木）9：30～ちぇりるんのへや

11/27（日） 10：00～11：30 250円Room1･2 9/25（日）10：00～話のプロに学ぶ 心地良いコミュニケーション
11/19（土） 10：00～12：00 無　料Room2 事前申込不要あそび塾Ⅱ
11/12（土） 13：15～14：00 無　料Room2 事前申込不要お口の健口体操の輪「口は命と笑顔の元」
10/31・11/7・14（月） 11：00～12：00 無　料Room1･2 受付中たのしく続けよう！ポラリス健康体操
10/22（土）・23（日） 10：00～16：00（23日は15：30まで） 無　料Room2･3･8ほか 事前申込不要第5回ポラリスまつり

14：00～15：00秋のスペシャルおはなし会
まほうつかいの帽子を作ろう！ 9/29（木）9：00～10/30（日）

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
10/15（土）・11/19（土）
10/1（土）・11/5（土） 渋谷図書館

調べ学習室

❶10/7（金）・❷10/28（金）
❸11/4（金）・❹11/25（金）

10：30～
11：00ばぁばのおはなしの部屋渋谷学習センター

3階キッズコーナー

10：30～11：00みんなあつまれ！
ちぇりるんのおはなし会

9/28（水）9：30～ 桜丘学習センター
046-269-041110/26（水）9：30～11/2（水）

10/5（水） 桜丘学習センター
102和室

11：00～11：30おはなしのひろば「ポプラ」 事前申込不要10/9（日）・11/13（日） ポラリス
Room8 046-274-4361

ポラリス

11：00～11：30おはなしのひろば「中央林間図書館」 事前申込不要10/22（土）・11/26（土） ポラリス
プレイルーム 046-277-8030

中央林間図書館

11：00～11：20親子で楽しむおはなし会10/26（水）・11/23（水祝）

14：00～14：20シリウス親子のおはなし会10/15（土）・11/19（土）

11：00～11：20おひざでだっこのおはなし会10/4（火）・11/1（火）

＝事前申込可＝健康都市大学

渋谷学習センター
046-267-2027

11：00～11：20

14：30～15：00

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
046-263-02113階こども図書館

おはなしのへや

シリウス

10/17（月）・11/21（月）

10/12（水）・11/9（水）

10/2（日）・11/6（日）

おはなし会 【入場無料】
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 お問合せ申込受付日

8 2022年  10・11月号

10/12（水） 15：30～17：00 無　料Room8 事前申込不要ポラリス放課後ルーム

市民交流拠点ポラリス
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

TEL 046-274-4361お問合せ

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。

2022年10・11月号 （2022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、2022年9月16日現在の情報です。
　次号は2022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。

10/15（土） 14：00～16：00 500円（膝上無料）301集会室 受付中さくらの音楽会2022 昭和ブギウギ★SHOW-TIME！
～日本語ジャズをウクレレで～

10/16（日） 13：30～15：00202講習室 事前申込不要桜丘おもちゃ病院

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

前売 800円
当日 1,000円 10/1（土）13：00～11/13（日） 2階多目的ホール 高座渋谷シアター『黄金のアデーレ 名画の帰還』

無　料 事前申込不要10/29（土）・30（日） 全室 第36回大和市渋谷学習センターまつり
無　料 事前申込不要10/16（日） 13：30～16：302階多目的ホール やまとアマチュア・クラシック・コンサート第10回秋公演
無　料 受付中10/10（月祝） 10：30～11：10304講習室 英語で遊ぼう！Story Time〈Join us!〉

TEL 046-267-2027お問合せ渋谷学習センター
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

10：00～16：00（予定）

①10：00～ ②13：30～
③17：00～

無　料 事前申込不要10/1（土）～30（日） 開館時間中YAコーナー前 YAコーナー企画展示「文豪に挑戦！」
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

TEL 046-267-2741お問合せ渋谷図書館

無　料（部品代を頂く場合があります）

❶ 9/30（金） ❷10/21（金）
❸10/28（金） ❹11/18（金）各日10：00～

渋谷学習センター
3階キッズコーナー


