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学ぶ・出会う・発見する　指定管理者やまとみらい広報誌

防災講座＆ミニ・コンサート

近年、未曽有の天災が各地で観測
されています。記録的な大雨、土砂
災害、地震災害など、天災は突然発
生し、そして場所を選びません。自
宅、出勤中、移動中、ホールでコン
サートを鑑賞中など、様々な場面が
想定されますが、万が一の際の知識
の備えが最大の防災となります。今
回は歌とピアノのコンサートに加
え、防災のプロによる防災講話をお
届けします。

親子防災サバイバル入門
健康都市大学

親子で身につく「いざと
いう時」の知識を、間違
い探しゲームや暗記ク
イズなど、ゲームを通じ
て体験しましょう！

“もしも”を学ぶ “いつも”備える 地震、火事、水害・・・
その時どうする？

防災について家族でお話ししたり、
お約束ごとはありますか？災害が起
こった時の集合場所は決まってい
ますか？また、持ち物の準備など
災害に備えてお子さまとお話していますか？げんきっこ広場では、
防災ゲームやシェイクアウト訓練など防災について学べるイベント
を開催します。もしもの時どうしたら良いか、親子で一度考えてみま
せんか？自分を守るために大切なことを一緒に学びましょう！ 

富田 沙緒里 齊藤 舞

コンサートを楽しみながら、防災の知識を身につけましょう 防災ってなぁに？
親子で防災について学ぼう！

■ 2/13（日） 14：00開演（13：15開場） ※公演時間 約60分

［ 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
［ 出演 ］ 富田 沙緒里（ソプラノ）、齊藤 舞（ピアノ）
［ 講師 ］ 大和市危機管理課 職員、シリウス防災センター 職員　
［ 料金 ］  無料（全席指定・要事前申込） 
［ 申込・問合 ］  1階芸術文化ホールチケットデスク 263-3806

!

げんきっこ広場の防災フェス

■ 3/11（金） 13：00～14：30
［ 会場 ］ 文化創造拠点シリウス　
 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50組
［ 料金 ］ げんきっこ広場入場料（事前申込不要）
 ※入場には利用者カードとげんきっこ広場利用券が必要です。
 　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

生涯学習センター 市民交流拠点ポラリス 桜丘学習センター

■ 3/21（月祝） 10：30～12：50
［ 会場 ］ 文化創造拠点シリウス
 6階生涯学習センター　601講習室
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在学で
  小学生の親子／10組
  （応募多数の場合は抽選）
［ 申込 ］  講座専用ページまたは
 はがき・窓口にて 3/11（金）必着
［ 料金 ］  1人500円　 ［ 問合 ］  261-0491

学習センターでも、防災について様 な々切り口で講座を開催しています。
今年度のテーマは「まず、知る」。「いつか」の「もしも」について学んでみませんか？

暮らしと防災とインテリア
～インテリアの視点から対策を～

健康都市大学

毎日の安心と心地よい
空間につながる防災に
も配慮したインテリア
空間について、現役イン
テリアコーディネーター
から学びます。

気象予報士に学ぶ
防災気象講座

健康都市大学

近年、気象災害による
被害が増えています。
過去の災害事例を交
えながら、身を守るた
めの気象知識を分か
りやすく解説します。

■ 3/20（日） 14：00～15：45
［ 会場 ］ 市民交流拠点ポラリス　Room3
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤の方／20名
  （応募多数の場合は抽選）
［ 申込 ］  はがきまたは窓口にて 3/11（金）必着
［ 料金 ］  300円　［ 問合 ］  274-4361

■ 3/12（土） 14：00～16：00
［ 会場 ］ 桜丘学習センター　103講習室
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤・
  在学の方／先着25名
［ 申込 ］  電話または窓口にて
［ 料金 ］  300円　［ 問合 ］  269-0411

体 験 備える 気 象

学習センター3館 防災講座
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やまとみらいカレッジ
知られざる大和市文化財
－その美と鑑賞法を学ぶ－

健康都市大学

将来のマネープランについて
専門家がお伝えします 大和市の豊かな歴史と魅力を再発見！

縄文・仏像・民家建築ほ
か5つの分野の専門家の
話から、近隣地域や同
時代など、幅広い視点で
知識を深めていきます。

［ 会場 ］ 3階屋内こども広場　多目的室
［ 対象・定員 ］  未就学児を持つ保護者（夫婦でのご参加歓迎）／6名
［ 講師 ］ 片山 一弘　 ［ 料金 ］  無料　 
［ 申込 ］  電話または窓口にて
［ 問合 ］  3階屋内こども広場 259-7592

■ 2/4（金） 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・在勤・在学の方／先着50名
［ 講師 ］ 白石 哲也（山形大学学術研究院准教授） ほか
［ 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

2/25・3/4・11・18・25   
いずれも（金） 14：00～16：00

全5回

ヤマトン
健康ポイント
1P対象講座

子育て世帯に必要なお金の使い方・
貯め方・育て方を考えませんか？
「子どもの個性と才能発見講座」「子
育てママ、パパのためのハッピーマネー講座」2つのプログラムをお
伝えします。誰もが必要になってくるお金のスキルを学んで、無理な
くこれからの将来に向けてマネープランを一緒に立てましょう。

（左）旧北島家住宅／（右）木造地蔵菩薩半跏像
写真提供：大和市

〈朗読劇コンサート〉
 ことばと音楽で楽しむ「あべこべの世界」

「あべこべ」の世界に巻き込まれた「お話」と「演奏」。
親子で楽しむ朗読劇コンサート！
「3びきの子ぶた!?」では、子ぶたとオオ
カミの力関係があべこべに!!「赤ずきん
ちゃん!?」では、赤ずきんちゃんの孫が
登場し、奇想天外なドタバタ劇を繰り
広げます。芸術文化ホールが贈るオリ
ジナル企画。ご家族で楽しめる朗読劇
コンサートです。

［ 会場 ］ 1階芸術文化ホール　サブホール　 
［ 出演 ］  中嶋 朋子（女優）、加藤 昌則（作・編曲／ピアノ）
［ 料金 ］ （全席指定・税込）
午前の部＝大人1,000円  子ども（4歳～中学生）500円  ※4歳未満入場不可
午後の部＝大人2,000円  子ども（小学生・中学生）1,000円  ※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

■ 3/5（土） 
　 午前の部 「あべこべのお話～3びきの子ぶた!?」11：30開演（10：45開場）
　 午後の部 「あべこべのお話～赤ずきんちゃん!?」14：30開演（13：45開場）

まめたん
～みんなのはじめて
　おうえんします～

看護師、保育士、お子さまの
月齢が近いお母さん同士で
お話しましょう！あまり外に
出られなかったり、お友達を作る機会がなかった方、
みんなでお話しませんか？保育士によるふれあい遊
びや看護師に質問も出来ます。日頃なかなか聞けな
かったことを聞いたり、親子のコミュニケーションや
お母さん同士の会話を楽しみませんか？

［ 会場 ］ 3階屋内こども広場　多目的室
［ 対象・定員 ］  1～4ヶ月のお子さま
  （第一子のみ）／5組
［ 料金 ］  無料　 ［ 申込 ］  電話または窓口にて 
［ 問合 ］  3階屋内こども広場 259-7592

■ 2/11（金祝）・3/11（金） 10：00～11：00

子育て＆マネー講座
～子どもの才能発見と子育ての
　ハッピーマネーお勉強会～

〒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

第1回 ぬり絵サロン展覧会 個性満開！小さな“芸術”を楽しもう
健康テラスで人気のイベント「ぬり絵サロン」が、初めての展覧会を開きます！
コロナ禍からのイベント再開に際し、“十分なディスタンスを取り、誰でも無理なく楽しめて、
その後のおうち時間にもつながる催しを”との想いで始まった「ぬり絵サロン」も、たくさんの
参加者を迎えて1年が経ち、春夏秋冬、色とりどりの作品が集まりました。
図書館の図鑑を参考に色を塗り、いかにもおいしそうな果物、アートらしく斬新な色に仕上
がった花など、それぞれのセンスが光り、見ているだけで気分も華やいできます。
当日はどなたでも、自由に観覧できます。この春、1日限りのカラフルな空間をお見逃しなく！

［ 会場 ］ 4階図書館　健康テラス　 ［ 料金 ］  無料 　［ 問合 ］  4階図書館健康カウンター263-0211■ 3/19（土） 9：00～20：00

健康都市大学

1～4ヶ月の赤ちゃんと
お母さん集まれ～！



2022日時 土2/19 日2/20 〈作品展示〉両日ともに10：00～16：00
〈舞台発表〉土10：00～16：30／日10：00～16：50

会場 大和市文化創造拠点シリウス 6階・1階 2日間入場無料

舞台発表
1階 サブホール

作品展示
6階 生涯学習センター 1階 ギャラリー

●1階ギャラリー
漢詩サークル「李太白」／木目込サークル／趣味の会
小品盆栽愛好会／シリウス絵手紙サークル／第二文化会／中央水墨会
文化会／大和グリーティングサークル／やまと書楽会
●6階生涯学習センター
趣希の会木ノ葉サークル／大和篆刻の会／S.B.くらぶ未来／さくらんぼ
大和地区日中友好協会／木曜クラブ／ハッピークラフト
大和市食生活改善推進協議会／彫和会／大和市立光丘中学校

出展サークル

●2/19（土）
おどりのわ／ハラウ・プウヴァイ
大和ハーモニカ愛好会
大和映像サロン／邦楽倶楽部
Rhythm Harmony
●2/20（日）
テイルズドナー／カモの会
公益社団法人日本吟道学院公認 緑神会
ハナアロハ大和
シャイニィフラブリーズ
大和ウクレレ倶楽部

今年も光丘中学校生徒の
作品を展示します

今年も光丘中学校生徒の
作品を展示します

お問合せ

大和市生涯学習センター

046-261-0491
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みんなの音楽会 vol.2
鵜木絵里＆中川賢一 バリアフリーコンサート

心に響け！色鮮やかな音世界

［ 会場 ］ 1階芸術文化ホール　サブホール
［ 出演 ］ 鵜木 絵里（ソプラノ）、中川 賢一（ピアノ）　
［ 料金 ］  大人1,000円  子ども（中学生以下）500円  （全席指定・税込）
 ★一般席、車椅子席、ベビーカー席、同行者席のご用意がございます。
 ※［一般席・同行者席］3歳未満の膝上鑑賞は無料です。
［ 申込・問合 ］  1階芸術文化ホールチケットデスク 263-3806

■ 3/31（木） 10：30開演（10：00開場）

ハンディキャップのある方も、小さなお子さまからご年配の
方までも、誰もが楽しめるコンサート。絵本×音楽、クラ
シック、童謡など、ワクワクするようなプログラム満載です。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一度にご入場いただける人数を制限する場合があります。マスクの着用、手指の消毒、入場口での検温、連絡先の
収集等のご協力をお願いいたします。また、咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、頭痛、下痢ほか、風邪様の症状に該当する場合、ご来場はお控えください。

新型コロナウイルス感染予防対策

主催：やまとみらい（大和市文化創造拠点等 指定管理者）/ 大和市生涯学習センター　　企画・運営：大和市生涯学習センターまつり実行委員会

※駐車場の数に限りがありますの
で公共交通機関でのご来場をお
願いいたします。
※天候や交通機関の運行状況及び
その他不可抗力により、開催が中
止となる場合がございます。

書を求め、旅に出よう！
読み終える前に消えてしまうため、誰も結
末を知らない幻の本、『熱帯』。それを探し
求めていた小説家は、謎のある本を持ち寄
る読書会に招かれた。そこには『熱帯』を
手にした女性がいた…。
ちょっと変わった読書体験がしたい人におすすめの一冊。
散りばめられた伏線やこの本の構造に気づいた時、もう後
戻りできないような、不思議な感覚を覚えるだろう。ぜひ、
本が消えてしまう前に最後まで読み切ってほしい。

［ 著者 ］  森見 登美彦　 ［ 出版社 ］  文藝春秋（2018年）
［ 請求番号 ］  913.6/モリ/　 ［ 場所 ］  5階北

『熱帯』BOOK 図書館からのオススメ本

※一昨年度開催の様子（一部抜粋）

出展サークル

第34回 大和市生涯学習センターまつり大和市生涯学習センターまつり大和市生涯学習センターまつり
－コロナに負けないみんなの文化祭－



〒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

［ 会場 ］ 市民交流拠点ポラリス
 Room２
［ 対象・定員 ］  市内在住・
  在勤の方／20名　
［ 講師 ］  大和市健康福祉部
 健康づくり推進課
［ 料金 ］  無料
［ 申込 ］ 2/21（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

■ 3/19（土） 
　 11：00～12：00

忙しいあなたも、ちょっとの工夫で体の中からキレイに！
「簡単」と「体にやさしい」の両立をめざす
食事のポイントをお伝えします
1日の仕事が終わった頃にふと頭をよぎる「面倒くさいからデリバリーでい
いか……」の声。子どものご飯を用意している時にふと頭をよぎる「今日は
もう冷凍食品でいいか……」の声。食事は大切。わかっていても、仕事や
育児、家事で自分のことは後回しになってしまいませんか。そこで管理栄
養士の方を講師としてお招きし、簡単、おいしい、体に優しい食事のヒント
をご紹介します。上手なダイエットの参考にもなるかも？
話題のオートミールのレシピも紹介します！

〒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
公式HP  https://www.yamato-future.jp/tsukimino/

つきみ野学習センター
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つきみ野学習センターは、昭和62年に開館してから34年が経過しました。いろいろな部分で老朽化が進ん
でおり、令和4年1月から各設備の更新を始め施設全体の改修工事を行うこととなりました。このため、上記
の期間、休館とさせていただきます。ご利用者の皆さまには、ご不便をおかけいたしますが、今後も活用され
る施設として機能水準を適切に維持する必要がありますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

つきみ野学習センター休館のお知らせ

【休館期間】令和3年12月29日(水)～令和5年1月31日(火)予定

■ 会議室、団体活動、学習相談等についてのお問合せ先
北部文化・スポーツ・子育てセンター（大和市市民交流拠点 ポラリス）に、つきみ野学習センターの臨時窓口を設置いたします。
［ 電話番号 ］  046‐275-0088（つきみ野学習センターの電話番号が使用できます）　  ［ 問合せ時間 ］  ポラリス開館時間に準ずる

■ 図書室についてのお問合せ先
［ 電話番号 ］  046‐277-8030（中央林間図書館）　  ［ 問合せ時間 ］  中央林間図書館開館時間に準ずる　

休館中の
お問合せ先

コロナ禍で3年ぶりとなった
「やまと芝居小屋」。今年は高
座渋谷の渋谷学習センター多
目的ホールにて上演予定で
す。脚本作りから演劇、照明、
音声などこだわりのつまった
お芝居をお楽しみください。

5団体の“全力”芝居を、
お楽しみください

やまと芝居小屋2022 ～in高座渋谷～

［ 会場 ］ 渋谷学習センター　
 201多目的ホール　 
［ 対象・定員 ］  どなたでも／150名（予定）
［ 参加団体 ］  学劇、劇団Syrup、
 　　劇団すとーりーず、
 　　テイルズドナー、よしじ式
［ 料金 ］  無料（事前申込不要）　 
［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 3/13（日） 
　 13：00～17：00 「大和シルフィードが

教えるスポーツ上達に
役立つ体幹トレーニン
グ」〈2/23(水祝)〉は
中止となりました。

講座中止の
お知らせ

［ 問合 ］  電話または
 窓口にて



〒242-0023　大和市渋谷 5-22　IKOZA 3階　
TEL 046-267-2741　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

〒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

健康講座シニアセミナー 
脳と体で汗をかく！楽しい認トレ
～認知症予防を日常生活に取り入れよう～

健康都市大学

第35回 大和市渋谷学習センターまつり

■ 3/16（水）  14：30～15：30
［ 会場 ］ 渋谷学習センター　310講習室　
［ 対象・定員 ］  昭和40年代のことをお話し頂ける方／先着６名
［ 講師 ］ 渋谷図書館スタッフ　 ［ 料金 ］ 無料（要事前申込）
［ 申込 ］ 2/16（水）より 電話または窓口にて　 
［ 問合 ］  電話または窓口にて

今年はアルゼンチンタンゴの鬼才アスト
ル・ピアソラの没後30年。そんなピアソ
ラの名曲を交え、クラシック、ポップス、
日本民謡など様々なジャンルの曲を演奏
します。渋谷学習センターホールで優雅
な午後のひとときをお過ごしください。

フルートとハープの優しい音色でやさしい時間を♪

ウィンターコンサート高座渋谷Vol.3 
フルートとハープの優雅なコンサート

［ 会場 ］ 201多目的ホール　 ［ 対象・定員 ］  どなたでも／100名　
［ 出演 ］ 近藤 孝憲（フルート）、吉田 みち子（ハープ）　 
［ 料金 ］  500円　  ［ 申込・問合 ］  電話または窓口にて

■ 2/20（日） 14：00～15：00 
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吉田 みち子近藤 孝憲

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！！

今年はやります！
～2年分の発表・展示・イベントを楽しんで！～

［ 会場 ］ 201多目的ホール
［ 対象・定員 ］ 〈展示・イベント〉  入場制限をする場合があります　
  〈発表〉 100名程度　 
［ 料金 ］  無料（事前申込不要）　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

2/5（土）・2/6（日） 
10：00～16：00

展示
イベント

2/26（土）  10：00～16：30発表

ぬいぐるみといっしょの
おはなし会＆おとまり会

■ ２/13（日）  11：00～11：40  ★お迎えは翌日11：00～閉館
［ 会場 ］ 渋谷学習センター　キッズコーナー　
［ 対象・定員 ］  図書館利用カードをお持ちの３歳～小学生　
  保護者同伴可／先着６名　
［ 講師 ］ 渋谷図書館スタッフ　 ［ 料金 ］  無料　 ［ 申込・問合 ］  窓口にて

大人気イベント、今年も開催！
お子さまのお気に入りのぬいぐるみと
一緒におはなし会をお楽しみください。
その後は、ぬいぐるみだけで図書館にお泊り。
夜の図書館でぬいぐるみ達はどんな風に過ごしているかな？
お迎えの際に、アルバムと「ぬいぐるみが選んだ絵本」を一緒にお渡しします。

渋谷図書館 
よみうり回想サロン 第3弾 

なつかしい映像やクイズで
脳を活性化しましょう！
昭和40年代の新聞記事やニュース映像を
見ながら、当時のことを語り合いませんか？
DVDによる『回想法』は脳のトレーニングにもなります。

認トレ＝認知症予防トレーニングです。日々の正しい食事
習慣や、日常生活で行える「ながら運動」、脳を使うパズ
ルや計算などで予防をはかります。高齢者でも楽しく座っ
たままで行えるトレーニングを、笑いの中、和気あいあい
とした雰囲気の中で行います。ご夫婦や友人同士、ご家
族での参加も大歓迎です。生活習慣改善のヒントを得て、
日常生活に取り入れ、認知症予防を継続できるよう学ん
でみませんか。

［ 会場 ］ 103講習室　 ［ 対象・定員 ］  市内在住・在勤の方／先着30名　
［ 講師 ］ MAKIKO（認トレ®インストラクター）　  ［ 料金 ］  300円
［ 持ち物 ］  動きやすい服装、ふた付き飲み物　 ［ 申込・問合 ］  電話または窓口にて

■ 2/23（水祝） 10：00～12：00 

認知症の発症予防・改善・遅延を目指そう！ヤマトン
健康ポイント
1P対象講座
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600円
（1個分）612文化創造室 畳縁クラフト「ペンケース」「ミニバッグ」 ①親子 10：30～12：00

②一般 13：30～15：00 3/13（日）①10：00～②14：00～

3/12（土）14：00～1,000円601講習室 伝わる写真の撮り方～思い出を宝箱に～ 14：00～16：00

3/26（土）

3/26（土）

3/21（月祝） 10：30～12：50 1人500円601講習室 3/11（金）必着親子防災サバイバル入門

3/12（土）10：00～無　料610大会議室 　 世界とつながろう
～いろいろな外国語を学ぼう編～ 10：00～12：003/19（土）

3/19（土） 14：00～15：30 1,000円601講習室 2/5（土）10：00～　 今読むべき世界の名著②
「夜と霧」～生きる意味を考える～

3/31（木） 受付中大人1,000円
子ども（中学生以下）500円サブホール みんなの音楽会 Vol.2

鵜木絵里＆中川賢一 バリアフリーコンサート
10：30

（10：00開場）

3/22（火） 19：00（18：30開場） 無　料メインホール 受付中イブニングコンサート

3月中旬～下旬 事前申込不要無　料オンライン あなたがつくる展覧会 決定次第
HP上にて公開

3/11（金） 10：30～11：30 無　料オンライン 2/11（金祝）12：00～
　 子育て応援！オンライン講座

子どもの前髪カット
子どもとママの簡単ヘアアレンジ

　健康講座 ウェルエイジング
年齢との上手なつきあいかた〈全3回〉

3/2・16（水）

3/9（水）
1/22（土）10：00～10：30～12：00 1,000円（3回分）

610大会議室
601講習室

2/25
3/4・11
3/18・25（金）

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 知られざる大和市文化財

－その美と鑑賞法を学ぶ－〈全5回〉

2/22（火）
3/8・22（火）

10：00～12：00 1,000円（3回分）610大会議室 受付中　児童家庭教育学級
ことばのチカラを上げる親トレ〈全3回〉

2/19（土）
2/20（日）

無  料6階生涯学習センター
1階ギャラリー・サブホール 事前申込不要第34回 大和市生涯学習センターまつり

2/17（木）
2/24（木）

10：00～11：30 500円（2回分）
保育ひとり500円/回610大会議室 受付中　幼児ごはん コロナ禍で考える

家食（うちしょく）のヒント〈全2回〉

2/11（金祝） 10：30～11：30 無　料オンライン 1/21（金）12：00～　 子育て応援！オンライン講座
親子スキンシップとまんまる抱っこ

❹2/5（土）
❺2/26（土）

10：30～12：30 各回1,000円601講習室 受付中
　 今読むべき世界の名著①

『史記』高祖本紀（こうそほんぎ）を読む
～もう一人の英雄、劉邦～❹❺〈全5回〉

2/5（土）
2/12（土）

14：00～16：00 1,000円（2回分）601講習室 受付中　繊細過ぎて傷付きやすい人（HSP）の
気持ちと心のケア〈全2回〉

受付中

11：30
（10：45開場）

14：30
（13：45開場）

〈朗読劇コンサート〉
ことばと音楽で楽しむ「あべこべの世界」

【午前の部】あべこべのお話～3びきの子ぶた!?
【午後の部】あべこべのお話～赤ずきんちゃん!?

サブホール3/5（土）

大人1,000円
子ども（4歳～中学生）500円

大人2,000円
子ども（小学生・中学生）1,000円

KAATカナガワ・ツアー・プロジェクト 第一弾
冒険者たち ～JOURNEY TO THE WEST～ 14：00（13：15開場）

メインホール
2/26（土）

2/27（日）

16：00（15：15開場）
受付中

大人4,000円
子ども（4歳～中学生）

2,000円

3/29（火） しかけ絵本を楽しむ会 13：30～14：00 無　料健康テラス 事前申込不要

3/19（土） 第1回 ぬり絵サロン展覧会 9：00～20：00 無　料健康テラス 事前申込不要

3/12（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

2/13（日） 14：00（13：15開場） 無　料メインホール 受付中防災講座＆ミニ・コンサート
2/6（日） 14：00（13：30開場） 無　料メインホール 受付中市民がつくるコンサート Vol.2

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

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

2/13（日） 第73回大和市立図書館バリアフリー映画上映会
『東野圭吾ドラマシリーズ“笑”』（84分）

13：15
（開場13：00） 無　料601講習室 事前申込不要

＝事前申込可＝健康都市大学

文化創造拠点シリウス

6 2022年  2・3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

午 

前

午 

後

作品展示 10：00～16：00
舞台発表 10：00～16：30
　　　　　　（日曜は16：50まで）
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3/27（日） 事前申込不要★入場料げんきっこ広場 げんきっこ広場のおたんじょう会
2・3月生まれのお友だち 13：00～14：30

3/22（火） 2/1（火）～2/5（土）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）3月生まれ

3/26（土） 2/28（月）～3/4（金）無　料多目的室 子育て＆マネー講座～キッズマネースクール～ 10：00～12：00

3/19（土）
3/20（日）

2/1（火）～2/5（土）10：00～11：00 無　料多目的室 親子でものづくり教室（年少～小2の親子）

3/18（金） 2/15（火）～2/19（土）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）

3/17（木） 2/16（水）～2/20（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

3/15（火） 2/17（木）～2/21（月）無　料多目的室 ママ友を作りませんか？ 10：00～11：00

3/14（月） 2/14（月）～2/18（金）500円（保育料込）多目的室 やさしい養生気功 10：00～11：00

3/13（日） 2/16（水）～2/20（日）500円多目的室 お箸プロジェクト 10：00～11：00

3/12（土） 2/11（金祝）～2/15（火）10：00～12：00 500円（保育料込）多目的室 ホッと一息ちくちく手縫いタイム

3/11（金） 2/5（土）～2/9（水）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）

3/11（金） 事前申込不要★入場料げんきっこ広場 げんきっこ広場の防災フェス 13：00～14：30

3/8（火） 2/1（火）～2/5（土）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

3/3（木） 事前申込不要★入場料げんきっこ広場 げんきっこ広場のひな祭り 11：00～12：30

3/2（水）
3/9（水）

2/3（木）～2/7（月）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（2歳）

2/28（月）

3/28（月）

3/5（土）

1/28（金）～2/1（火）
2/28（月）～3/4（金）

要問合せ

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

2/27（日） 事前申込不要★入場料げんきっこ広場 げんきっこ広場のおたんじょう会
1・2月生まれのお友だち 13：00～14：30

＝事前申込可＝健康都市大学
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文化創造拠点シリウス

2/26（土） 1/26（水）～1/30（日）17：00～18：30 500円多目的室
げんきっこ広場 あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険

2/25（金）

3/25（金）

1/25（火）～1/29（土）
2/25（金）～3/1（火）

10：00～11：00 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）

※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。

2/21（月）

3/23（水）

1/20（木）～1/24（月）
2/20（日）～2/24（木）

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～

2/11（金祝）

3/11（金）

要問合せ
2/5（土）～2/9（水）

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）

2/4（金） 要問合せ無　料多目的室 子育て＆マネー講座
～子どもの才能発見と子育てのハッピーマネーお勉強会～ 10：00～12：00

2/3（木） 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違う！
げんきっこ広場の節分

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

11：00～12：30

3/30（水） 11：00～12：00 無　料Room8 3/11（金）10：00～たのしい人形劇
3/21（月祝） 10：00～12：00 700円Room1・2 3/11（金）必着親子で学ぶお箸のこと

3/20（日） 14：00～15：45 300円Room3 3/11（金）必着　 暮しと防災とインテリア
～インテリアの視点から対策を～

3/19（土） 10：00～12：00 無　料Room2 事前申込不要あそび塾Ⅱ

3/13（日） 13：00～17：00 無　料 事前申込不要やまと芝居小屋2022 ～in高座渋谷～

2/19（土） 10：00～11：30 300円Room1・2 2/3（木）必着こどもと言葉

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

渋谷学習センター
201多目的ホール



EVENT CALENDAR 2022 2・3月

ぬいぐるみといっしょの
おはなし会&おとまり会 受付中〈おはなし会〉 2/13（日）

〈お迎え〉 2/14（月）
〈おはなし会〉11：00～11：40
〈お迎え〉11：00～閉館

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
2/19（土）・3/19（土）

2/5（土）・3/5（土） 渋谷図書館
調べ学習室

3/9（水）10：00～3/16（水）

3/2（水）10：00～3/9（水）

2/9（水）10：00～2/16（水）
10：30～11：00親子でおはなし会

2/2（水）10：00～

渋谷学習センター
046-267-2027

2/9（水）

渋谷学習センター
3階キッズコーナー

渋谷学習センター
キッズコーナー

10：30～11：00桜丘親子のおはなし会
1/26（水）9：30～ 桜丘学習センター

046-269-04112/23（水祝）9：30～3/2（水）

2/2（水） 桜丘学習センター
102和室

11：00～11：30おはなしのひろば
ポプラのわくわくおはなし会 事前申込不要3/13（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2/26（土）・3/26（土） ポラリス
プレイルーム 046-277-8030

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

11：00～11：20

14：00～14：30

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
046-263-02113階こども図書館

おはなしのへや

シリウス

3/16（水）

2/26（土） 10：00～16：30 無　料201多目的ホール 事前申込不要第35回大和市渋谷学習センターまつり〈発表〉

14：00～15：00 500円201多目的ホール 受付中ウィンターコンサート高座渋谷Vol.3
フルートとハープの優雅なコンサート2/20（日）

3/12（土） 14：00～16：00 300円103講習室 受付中気象予報士に学ぶ防災気象講座
3/10（木） 10：00～10：45 無　料202講習室 2/17（木）9：30～ちぇりるんのへや

10：00～12：00 300円103講習室 受付中　 健康講座 シニアセミナー 脳と体で汗をかく！
～認知症予防を日常生活に取り入れよう～2/23（水祝）

＝事前申込可＝健康都市大学

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2・3月号 （2022年1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1月14日現在の情報です。
　次号は2022年3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。

2/23（水祝）・3/23（水）

2/19（土）・3/19（土）

2/21（月）・3/21（月祝）

2/9（水）・3/9（水）

2/1（火）・3/1（火）

2/6（日）・3/6（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  2・3月号

14：30～15：30 無　料 2/16（水）9：00～渋谷図書館 よみうり回想サロン 第3弾

2/5（土）
2/6（日）

10：00～16：00 無　料201多目的ホール 事前申込不要第35回大和市渋谷学習センターまつり
〈展示・イベント〉

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

日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

2/20（日）
3/20（日）

13：30～15：00 無　料（部品代を
頂く場合があります）202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

TEL 046-267-2741お問合せ渋谷図書館

渋谷学習センター
310講習室

中央林間図書館

3/19（土） 11：00～12：00 無　料 2/21（月）10：00～忙しいあなたも、ちょっとの工夫で
体の中からキレイに！

ポラリス
Room2

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


