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大和×文化=∞［やまとみらい ］

見て、作って、遊んで☆絵本の魅力を再発見！見て、作って、遊んで☆絵本の魅力を再発見！

しかけ絵本ってどうなってるの？ページをめくると折
りたたまれた紙がとび出したり、動いたりする不思
議な本。ワークショップでは、まず簡単な「しかけ
カード」を作ります。慣れてきたら、自分のアイデア
を加えてこだわりの作品にも挑戦！出来たカードを
重ねると絵本の完
成です。楽しいし
かけにワクワク・
ドキドキ！しかけ
絵本を実際に体験
して、親子で絵本
に親しむきっかけ
にしませんか？

自分だけの作品をつくろう

しかけ絵本ワークショップ

実際に手に取ってとび出してくる絵にさわった
り、つまみをひっぱって動かしてみたり、しか
け絵本の面白さを体験してください。

手に取って、ワクワクを体験する！

さわれる！しかけ絵本

［ 対象・定員 ］ 年少～小学生と
  その保護者／各30名程度
［ 申込 ］ 4/7（金）10：00～4/11（火）12：00
 電話・窓口・上記申込フォームにて　 
［ 問合 ］ 3階屋内こども広場  259-7592 

いつもはシリウスにあるしかけ絵本が、他の図書施設に出張展示！わくわくするしかけ絵本を楽しんでみよう。

“絵本のまち”をかかげる大和市
が、全国の絵本作家をめざす新
しい才能の発掘と子どもたちの
“笑顔”のため開催した「やまと絵
本大賞」。100件以上の応募作
の中から、受賞作品5点を展示し
ます。大賞作品は大和市で製本
し、市内の図書施設で所蔵予定
です。

製本前の絵本をみてみよう！

やまと絵本大賞
受賞作品

❶10：30～11：30  
❷13：00～14：00  
❸14：30～15：30

申込
フォーム

「ぼうけんのえほん」にしたがって物語を
進めます。会場にある絵本の中から助けて
くれる“オトモ”を探して、鬼を退治しよう。
さあ、冒険の1ページへ！

絵本を使った借り物競争でミッションをクリアしよう！

ぼうけんのえほん ～どうする!? モモタロー～

［ 問合 ］ 
6階生涯学習センター  
261-0491

［ 問合 ］ 1階芸術文化ホール 
 チケットデスク  263-3806

『復刻版 ヴェルサイユの庭園』 大日本絵画発行

入場無料（一部を除き事前申込不要）
10：00～16：00

［ 問合 ］  4階図書館  
 263-0211

文化創造拠点シリウス 
1階芸術文化ホール ギャラリー

会場

4月から5月にかけて、こどもの読書週間があります。展示・ゲーム・ワークショップで、絵本の魅力を再発見してみませんか？
イベントはシリウスのギャラリーと中央林間図書館、つきみ野学習センター図書室で開催します！

作る

5 72023 日

遊ぶ

見る
見る

●4/27（木）～5/3（水祝）…中央林間図書館 ［ 問合 ］277-8030
●5/5（金祝）～5/10（水）…つきみ野学習センター 図書室 ［ 問合 ］275-7895

※開館時間は
　施設により
　異なります。

開　館
時間中

しかけ絵本が

巡回するよ！
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〒242-0002　大和市つきみ野 5-3-5
TEL 046-275-0088　開館日時 4/10（月） 9：00～
公式HP  https://www.yamato-future.jp/tsukimino/

つきみ野学習センター

親子で参加 
リズミック&おやこヨガ
～シリウス屋内こども広場
　＠つきみ野学習センター

特別企画〈おりがみ先生と一緒に折ってみよう〉おりおりワクワク、おりがみイベント

“こどもの日のおりがみ”をテーマに作品を完成させます。
「おりがみ初めてさん」から「おりがみ大好きさん」まで、
みんなで楽しめるイベントです。さて、どんな端午の節句が
できるかな？4/15,16には折り紙作品の展示や関連書籍の
紹介コーナーを設置しますので、ぜひ見に来てください。

大規模修繕により2021年年末から休館していたつきみ野学習センターが、工事を終えていよいよリニュー
アルオープンします。これを記念して、皆さまが楽しく参加できるイベントを、スタッフ一同、心を込めて考
えました。また、施設の周りの花壇に色とりどりの花を植えて皆さまをお迎えします。新しくなったつきみ野
学習センターを、これからもよろしくお願いいたします。（協力：つきみ野自治会まちづくり委員会）

リニューアルしたつきみ野学習センターに遊びにおいで！

おりがみランドにようこそ！
～作ってみよう季節の折り紙～

つきみ野図書室でも
記念イベントを開催！

館内見学 きれいになった施設の
お披露目です！

※203集会室は10：00～11：30の間、利用者懇談会のため見学はできません。
■ 4/10（月） 9：00～12：00

部屋の配置などの変更はありませんが、どの
お部屋も明るくキレイになり大変使いやすく
なりました。ぜひ、この機会につきみ野学習
センターにお越しください。

館内スタンプラリー
館内にある4つのポイントを巡って、台紙にある
同じ絵柄を集めると景品をGetできるよ!!
Let’s Try！

館内を巡って
スタンプを集めよう！

［ 会場 ］ 景品交換・台紙配布／1階受付　
 ※1人１回。景品がなくなり次第終了。景品交換は5/7（日）まで

■ 4/10（月）～4/28（金） 9：00～21：00

オリジナル入浴剤をつくろう

アロマ効果でリラックスしよう！

［ 会場 ］ 201・202会議室　 ［ 対象・定員 ］  どなたでも ※材料がなくなり次第終了
［ 申込 ］  不要 ※希望回の5分前に直接会場にお越しください

■ 4/10（月） ①9：30～9：50  ④11：15～11：35 
   ②10：05～10：25  ⑤11：50～12：10
   ③10：40～11：00 

好きな色や香りを選んでオリジナル入浴剤を
作れます。ご自宅で楽しんでください。

初!! 屋内こども広場×企画コラボ
シリウス屋内こども広場の人気コンテンツをつきみ野学習
センターで開催。シリウスを知っている人も知らない人も、つ
きみ野学習センターを知っている人も初めて利用する人も、
みんな集まれ!! 親子で楽しくカラダを動かそう～

［ 会場 ］ 203集会室　 
［ 対象・定員 ］  0～3才の子どもと保護者
  各回先着20組
［ 申込 ］  4/11（火）10：00より 
 電話・窓口・HPにて  
 ※子ども1人につき１申込

■ 4/15（土） 
 ①おやこヨガ【0才－1才】10：00～10：45 
 ②おやこヨガ【1才－3才】11：15～12：00
 ③リズミック【1才】13：30～14：15
 ④リズミック【2才】14：45～15：30

［ 会場 ］ 図書室
［ 対象・定員 ］ ①おりがみ経験者：小学生～大人 
  ②おりがみ初心者：3歳～（保護者同伴）
  各回先着５組　 
［ 講師 ］  亦部 隆子（日本折紙協会講師）　 ［ 料金 ］  無料　 
［ 申込 ］  4/10（月）10：00より 図書室窓口にて　 
［ 問合 ］  つきみ野学習センター図書室 275-7895

■ 4/16（日） ①10：00～12：00  ②14：00～16：00

申込 一部を除き不要 問合 電話または窓口にて

［ 会場 ］ 201・202会議室　 
［ 対象 ］  どなたでも

■ 4/15（土） 
　 10：00～12：30

カラフルバルーンアートで遊ぼう！

デモンストレーションとバルーン作り
バルーンで作るカラフルな作品
のデモンストレーションと、バ
ルーンアート作りが楽しめます。
どんなアートが出来上がるかは
お楽しみ！

［ 会場 ］ 館内  



〒242-0007　大和市中央林間 1-3-1　
TEL 046-274-4361　開館時間 9：00～21：30
公式HP  https://yamato-hokubu.jp/

市民交流拠点 ポラリス

放課後の時間を一緒に過ごそう

地域のお友だちとふれあうためのスペースです。新しいお友
だちを作って一緒に遊んだり、工作や折り紙をしたり、ボード
ゲームをしたりして放課後の時間を過ごします。スタッフ側
も、子どもたちが集中、工夫して工作に取り組む姿にいつも
驚かされます。学校の様子などをみんなと話したりして、一緒
に過ごせることを楽しみにしています。小学生ならどなたでも
参加できますよ。ひとりでも、お友だちと来ても大丈夫。ぜひ
遊びに来てください！

［ 会場 ］ Room８　 
［ 対象・定員 ］  小学生／10名程度
［ 見守り ］  特定非営利活動法人
   ワーカーズ・コレクティブチャイルドケア
［ 料金 ］  無料（事前申込不要） 　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ ４/12・5/10 いずれも（水） 
 15：30～17：00
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ポラリス放課後ルーム

〒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
公式HP  https://www.yamatolib-chuorinkan.jp/

中央林間図書館

中央林間図書館が歩んだ足跡を集めた展示を行いま
す。歴代のメインエントランス展示から開館工事中の
貴重な写真まで、中央林間図書館の「これまで」を集
めたタイムカプセルのような特別展示です。「これま
で」の中央林間図書館を知っていただいた上で、「こ
れから」の中央林間図書館にご期待ください！

中央林間図書館の「これまで」

小さな図書館ではありますが、皆さまに支えられてここまで来ることができました。ありがとうございます！
5周年ということで、今月は特別なイベントや展示あり♪記念プレゼントもご用意しています。

数量限定ですので、運がよければもらえるかも？！次の10周年に向けて、これからも中央林間図書館をよろしくお願いします。

中央林間図書館 開館5周年！

［ 会場 ］ メインエントランス　
［ 料金 ］  無料（事前申込不要） 　 
［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 4/1（土）～4/30（日） 開館時間中
展示

5th ANNIVERSARY
記念
イベント

1

無印良品の店内にお邪魔しておはなし会を開催した後
に、タオルを使ってクマのぬいぐるみを作ります！タオル
はこちらでご用意しますが、持ち込んでいただいても
OK。ぬいぐるみはおは
なしのイメージで作るも
よし、完全オリジナルの
クマを作るもよし。午前
と午後に1回ずつ開催し
ますので、ご都合に合わ
せて参加可能！親子で
楽しめる少し特別なお
はなし会を、ぜひお楽し
みください♪

無印良品×中央林間図書館　コラボイベント

［ 会場 ］ 中央林間東急スクエア2F　 ［ 定員 ］  各回5組10名程度　
［ 料金 ］  無料 　 ［ 申込 ］  4/1（土）10：00より 電話または窓口にて
［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 4/16（日） ①11：00～12：00  
   ②14：00～15：00

おはなし会 ワークショップ

タオルでクマのぬいぐるみをつくろう！
記念
イベント

2

中央林間図書館は、2023年4月1日で開館5周年を迎えます



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

渋谷図書館

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

桜丘学習センター

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

渋谷学習センター

江戸図の歴史から見方・読み方まで
今なお人気の高い江戸大絵図や切絵図をはじめとした「江戸図」
の歴史と発展、その特徴や見方について解説します。
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4/8・15 いずれも（土） 14：30～16：00全2回
［ 会場 ］ 渋谷学習センター 304講習室
 《サテライト》 生涯学習センター 607小会議室
［ 対象・定員 ］ どなたでも／渋谷学習センター：60名
    生涯学習センター：12名
［ 講師 ］ 平田 秀勝（狛江市市史編纂室学芸員）
［ 料金 ］ 各回1,000円　 ［ 申込 ］  電話・窓口・WEBにて
［ 問合 ］ 渋谷学習センター 267-2027・生涯学習センター 261-0491

健康都市大学
Yamato Premium Seminar
江戸楽アカデミー 江戸図の世界

ブッカー氏の事件簿
～盗まれた本を探しだせ～

ブッカー氏と一緒に図書
館を探検して、問題を解
いてみよう！問題が全部
解けたお友達には、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。

■ 4/29（土祝）～5/31（水）  
 開館時間中
［ 会場 ］ 渋谷図書館  館内　 
［ 対象・定員 ］  小学生　 
［ 申込 ］ 不要　 
［ 問合 ］  電話または
 窓口にて

図書館で
なぞときに
挑戦しよう！

シブホン

■ 募集：４/１（土）～５/３１（水）・発表：８/１（火）～８/３１（木）
　 いずれも開館時間中
［ 会場 ］ 渋谷図書館入口　 ［ 対象・定員 ］  どなたでも　 ［ 申込 ］  不要　 
［ 問合 ］  電話または窓口にて

あなたが選ぶ1冊、教えてください

あなたが人にお薦めしたい1冊を募集します。参加者には
渋谷図書館オリジナルグッズをプレゼント！（無くなり次
第終了）8月に館内YAコーナーで一部の本を展示します。

体験しよう♪
科学っておもしろい！

理科実験コースでは、電気と磁気・化学反応の実験をし
ます。理科工作コースでは、紙製の竹トンボや空気砲を
工作する予定です。コアネットの先生たちが、やさしく教
えてくれます。原理を知って、科学をたのしみましょう！

［ 会場 ］ ２階多目的ホール　 
［ 対象・定員 ］  市内在住・在学の小学校３～６年生（開催年度時の学年）
  ①先着25名  ②先着30名（両コースの申込不可）
［ 講師 ］ 認定特定非営利活動法人 コアネット　［ 料金 ］  各回300円
［ 申込 ］  4/9（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

子ども科学講座
健康都市大学

①理科実験コース 5/27（土）・6/24（土）
②理科工作コース 7/25（火）・8/26（土） 
いずれも 14：00～16：00

各コース
全2回

和室で絵本や紙芝居、手
遊びを楽しみませんか？
少人数制で、ゆったりし
た時間を過ごせます。参
加してくれたお友だちに
は、ちぇりるんオリジナル
缶バッジをプレゼント！
毎月絵柄が変わるので、
たくさん集めよう！

ちぇりるんオリジナル缶バッジをプレゼント☆

桜丘おもちゃ病院みんなあつまれ！ちぇりるんのおはなし会

［ 会場 ］  102和室　 
［ 対象・定員 ］  市内在住・在勤の
  4歳くらいまでの親子／先着5組
［ 講師 ］  やまと絵本の会ソレイユ　［ 料金 ］  無料　 
［ 申込 ］  開催1週間前の水曜日10：00より
 電話・窓口・WEBにて
［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 4/5・5/10 いずれも（水）  
 10：30～11：00

壊れたおもちゃの修理をします。修理を見学して、故障原因の説明を
受けましょう。おもちゃは1人2つまでです。故障状況により、入院する
ことも。退院したら、桜丘学習センターまで迎えにきてくださいね。

毎月第3日曜日に開催！

［ 会場 ］ 202講習室　 
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤・在学の方／先着15名
［ 講師 ］ トイドック やまと　 
［ 料金 ］  無料（部品代をいただく場合があります）　 
［ 申込 ］ 不要　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 4/16・5/21 いずれも（日）  13：30～15：00▲申込フォーム



〒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
公式HP  https://www.yamato-bunka.jp/            

文化創造拠点 シリウス
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健康都市大学

やまとみらいカレッジ 
考古学で辿る旧石器ワールド

さわって楽しむ、しかけ絵本展

なぜ？なるほど！驚きを発見する1ページ

［ 会場 ］ 1階芸術文化ホール ギャラリー　
［ 料金 ］ 入場無料（要チケット・時間指定入場）
［ 申込 ］ 【友の会先行申込】  受付中～3/24（金）18：00まで
 【一般申込】  3/25（土）10：00より 　
　　　　 ※一般申込初日は電話・ネットのみです。窓口受付はいたしません。
［ 問合 ］ 1階芸術文化ホール チケットデスク 263-3806

■ 5/1（月）～5/5（金祝） 
　 10：00～18：00（最終入場17：30）

「不思議の国のアリス」や「ヴェルサイユ
の庭園」など200点以上のしかけ絵本が
やまとに大集合！0歳から入場できます。
触れて感動、のぞいて納得、ページをめく
る期待に心躍らせてみませんか。

4月から木曜日にお引越し♪
子育てに役立つ情報や、親子あそびの場を
提供しています。1回ずつお申込みできます
ので、お気軽にご参加ください。

子育て応援！オンライン講座
健康都市大学

［ 会場 ］ オンライン　
［ 料金 ］ 乳幼児期の子どもと保護者／先着10組
［ 講師 ］ ❶増田 しのぶ（リフレクソロジスト）
 ❷山本 あゆみ（母子整体師）
［ 料金 ］ 無料
［ 申込 ］ 前月の講座終了後 12：00～  
 電話・窓口または右QRから
［ 問合 ］ 6階生涯学習センター 261-0491

■ ❶4/20（木）「お疲れリフレッシュ！ 
      ほっとハンドマッサージ」
 ❷5/25（木）「背骨の発育とまんまる抱っこ」
 いずれも 10：30～11：30

飛び出すポップアップが楽しい、しかけ絵本
さかなを食べようとしたねこを、逆に
さかなが食べちゃった…！？それ以来
２匹は、ときどきねこがさかなの中に
入って「ねこざかな」になるのです。
海に潜って泳いだり仲間とダンスを
踊ったり、２匹はいつも楽しく過ごし
ます。時にはサメに襲われたり、漁師
さんに捕まって食べられそうになったりなんてことも。仲良し
のねことさかなが繰り広げる愉快なおはなしです。

［ 著者 ］ わたなべゆういち ［ 出版社 ］  フレーベル館
［ 請求記号 ］  E /ワタ/ ［ 場所 ］  3階南

ラテン♪エクササイズ 楽しく踊りながら
エクササイズ

ラテンダンスは、アップテンポな音楽に、素早いステップを合わせるのが特徴で
す。陽気な音楽に合わせて楽しむのがポイントで、踊ることで幸福感やリフ
レッシュに繋がります。繰り返しの動
きが多いため、初心者の方でも気軽に
ご参加いただけます。リズミカルなラ
テン音楽に、思わず身体が動き出して
しまうかもしれません。

［ 会場 ］ 4階図書館健康テラス
［ 対象・定員 ］ どなたでも
  当日先着30名
［ 講師 ］ 大和市立病院 担当者（月によって異なります）　
［ 料金 ］ 無料
［ 問合 ］ 4階図書館健康カウンター 263-0211

■ 毎月第3土曜日 10：00～11：00

講座が再開します！
しばらくお休みしていた講座を今年度から再開いたします。
大和市立病院の医師や看護師など、医療に従事されている方
を講師にお迎えして、毎月様々なテーマで講演していただきま
す。初回講座は4月15日、消化器外科の
先生にお話していただきます。

大和市立病院 月例講演会
健康都市大学

ヤマトン
健康ポイント
1P対象講座

『不思議の国のアリス』ロバート・サブダ作
Ⓒ2003 by Robert Sabuda

大日本絵画発行

「ねこざかな」シリーズBOOK 絵本紹介

▲申込フォーム

考古学研究の原点は大和にあり！？
旧石器時代のおさらいから、大和市の月見野遺跡を
はじめとした研究、最新の考古学研究まで！

4/1・22、5/6・13、6/10   
いずれも（土） 14：00～16：00

全5回

［ 会場 ］ 《メイン会場》  6階生涯学習センター  601講習室
 《サテライト視聴》  市民交流拠点ポラリス
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤・在学の方／先着50名 
  ※市外の方は18日から申込み可
［ 講師 ］ 諏訪間 順（前日本旧石器学会副会長・
   明治大学黒耀石研究センター客員研究員）　 
［ 料金 ］ 2,000円（5回分）  ※学生半額　
［ 申込 ］  電話・窓口または右QRから 
［ 問合 ］ 6階生涯学習センター 261-0491 申込フォーム▲

画像   ※大和市文化財
調査報告書第21集より

■ 5/29（月） 10：00～11：00
［ 会場 ］ 3階屋内こども広場  多目的室　 ［ 対象・定員 ］  18歳以上／8名
［ 講師 ］  Mayo　 ［ 料金 ］  500円（保育付き ※1歳～未就学児対象。要予約）　
［ 申込 ］  4/28（金）10：00～ 5/2（火）12：00
［ 問合 ］  3階屋内こども広場 259-7592
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5/22（月）
5/29（月） 10：00～12：00 無　料612文化創造室 受付中　 読み聞かせボランティア養成講座

（入門編）〈全2回〉

4/25（火） 3/28（火）～4/1（土）10：00～11：00 無　料多目的室 　親子でものづくり教室たんじょうび手形をとろう
（4月生まれ）

4/24（月）
5/22（月）

3/27（月）～3/31（金）
4/24（月）～4/28（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

4/22（土） 受付中～3/28（火）500円多目的室 太極舞 16：00～17：00
4/22（土） 受付中～3/27（月）無　料多目的室 パパとママとあそぼう 10：00～11：30

4/15（土）
4/16（日）

10：00～11：00 無　料多目的室
3/26（日）～3/30（木）

親子でものづくり教室5/20（土）
5/21（日） 4/27（木）～5/1（月）

4/14（金） 要問合せ無　料多目的室 ベビーシャワー 13：30～15：00

4/14（金）
5/12（金）

要問合せ
4/5（水）～4/9（日）

10：00～11：30 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）

❶4/20（木）
❷5/25（木）

❶受付中
❷4/20（木）12：00～10：30～11：30 無　料オンライン

　 子育て応援！オンライン講座
❶「お疲れリフレッシュ！ ほっとハンドマッサージ」

❷「背骨の発育とまんまる抱っこ」

4/7（金） 要問合せ10：00～11：30 無　料多目的室 ファイナンシャルプランナーが教える扶養の壁

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。

❶4/13（木）
❷5/11（木） 14：30～16：00

各回1,000円
（全4回通しで
3,000円）

601講習室 受付中
　美術館をめぐる旅 Part4

ルーブル美術館展とマティス展❶❷〈全4回〉
※❸6/8（木）、❹7/13（木）

❶4/12（水）
❷5/10（水） 10：00～12：00 7,000円

（5回分・材料費込）612文化創造室 受付中　畳縁クラフト❶❷〈全5回〉
※❸6/14（水）、❹7/12（水）、❺8/9（水）

❶4/1（土）
❷4/22（土）
❸5/6（土）
❹5/13（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❶❷❸❹〈全5回〉

考古学で辿る旧石器ワールド
～考古学研究の原点は大和にあり！？～

※❺6/10（土）

5/5（金祝） 第84回大和市立図書館GW映画上映会
『ピーターラビット』（95分）

13：15
（13：00開場） 無　料601講習室 事前申込不要

4/15（土）
5/20（土） 大和市立病院 月例講演会 10：00～11：00 無　料健康テラス 事前申込不要

4/14（金） 第83回大和市立図書館映画上映会
『天使のいる図書館』（108分）

18：15
（18：00開場） 無　料601講習室 事前申込不要

4/1（土） 紙芝居を楽しむ会 13：30～14：00 無　料健康テラス 事前申込不要

3/25（土）
～4/9（日） 9：00～19：00 無　料3階

こども図書館 事前申込不要ひゃっか王からの挑戦状！

5/1（月）
～5/5（金祝）

10：00～18：00
※最終日～17：30

無　料
※入場時間指定ありギャラリー 3/25（土）10：00～

（友の会：受付中）さわって楽しむ、しかけ絵本展

＝事前申込可＝健康都市大学

文化創造拠点シリウス

6 2023年  4・5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

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

5/7（日） 絵本の世界にとびこもう 10：00～16：00 無　料 一部を除き
事前申込不要

日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 料　金 申込受付日
文化創造拠点シリウス  TEL 046-263-0214お問合せ施設融合イベント

ギャラリー
シリウス
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4/16（日） ①11：00～12：00
②14：00～15：00 無　料 4/1（土）10：00～タオルでクマのぬいぐるみをつくろう！中央林間

東急スクエア2階
開館記念
イベント

❶5/22（月）
❷5/29（月） 13：30～15：00 2,000円201・202

会議室
4/16（日）10：00～
5/10（水）17：00

　 やまとみらいカレッジ ジャポニズム的西洋絵画
～浮世絵に魅了された画家たち❶❷〈全5回〉

※❸6/12（月）、❹6/19（月）、❺6/26（月）

❶4/20（木）
❷5/25（木）

10：00～
12：00

3,000円
（6回分・
材料費込）

201・202
会議室

　 日々是、園芸のススメ❶❷〈全6回〉
※❸6/29（木）、❹8/3（木）、❺10/20（金）、❻11/17（金）

受付中
〈窓口のみ〉4/11（火）10：00～

4/12（水）17：00

4/16（日） ①10：00～
②14：00～ 無　料図書室 おりがみ先生と一緒に折ってみよう

4/15（土）
4/16（日） 9：00～17：00 無　料図書室 事前申込不要おりおりワクワク、おりがみイベント

4/10（月）
～4/28（金） 9：00～21：00 無　料全館 事前申込不要館内スタンプラリー

4/15（土） 10：00～12：30 無　料201・202
会議室 事前申込不要カラフルバルーンアートで遊ぼう！

4/15（土） ①10：00～ ②11：15～
③13：30～ ④14：45～ （各45分） 無　料203集会室 4/11（火）10：00～

4/10（月）10：00～
〈図書室窓口にて〉

親子で参加
リズミック＆おやこヨガ

5/30（火） 5/1（月）～5/5（金祝）無　料多目的室 保育園・幼稚園の選び方 10：00～11：00
5/29（月） 4/28（金）～5/2（火）500円（保育料込）多目的室 ラテン♪エクササイズ 10：00～11：00

5/27（土） 4/28（金）～5/2（火）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

5/25（木） 4/26（水）～4/30（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 10：00～12：00

5/23（火） 4/24（月）～4/28（金）10：00～11：00 無　料多目的室 　親子でものづくり教室たんじょうび手形をとろう
（5月生まれ）

5/19（金） 4/15（土）～4/19（水）10：00～11：30 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）

5/18（木） 4/18（火）～4/22（土）500円多目的室 Kids リトミック 15：30～16：30
5/18（木） 4/19（水）～4/23（日）無　料多目的室 あつまれ！第2子以降のママと赤ちゃん（1～6ヶ月） 10：00～11：30
5/16（火） 4/18（火）～4/22（土）500円（保育料込）多目的室 ママとアネシィ～産後トレーニングヨガ～ 10：00～11：00

5/15（月） 4/17（月）～4/21（金）各500円多目的室 リズミック～親子でリズムあそび～ ①10：00～11：00
②11：15～12：15

5/14（日） 4/14（金）～4/18（火）500円（保育料込）多目的室 トレーニングヨガ 16：00～17：00
5/13（土） 4/13（木）～4/17（月）無　料多目的室 親子で学ぶ投資の話 10：00～11：30
5/11（木） 4/11（火）～4/15（土）無　料多目的室 子育てママの交流会 10：00～11：00

5/10（水）
5/24（水） 4/10（月）～4/14（金）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

5/8（月） 4/6（木）～4/10（月）500円多目的室 げんきっこ広場の遊具であそぼう 10：00～11：00

4/30（日）
5/28（日） 11：00～12：30 ★入場料げんきっこ広場 事前申込不要おたんじょうかい

※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

＝事前申込可＝健康都市大学

2023年  4・5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

4/10（月） ①9：30～ ②10：05～ ③10：40～
④11：15～ ⑤11：50～ （各20分） 無　料201・202

会議室 事前申込不要オリジナル入浴剤をつくろうリニューアル
イベント

リニューアル
イベント

リニューアル
イベント

リニューアル
イベント

リニューアル
イベント

4/10（月） 9：00～12：00 無　料全館 事前申込不要館内見学リニューアル
イベント

リニューアル
イベント

4/1（土）
～4/30（日） 開館時間中 無　料 事前申込不要5th ANNIVERSARY

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

メイン
エントランス

開館記念
イベント

日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金
つきみ野学習センター TEL 046-275-0088（学習センター）／TEL 046-275-7895（図書室）お問合せ
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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

渋谷図書館
調べ学習室4/15（土）・5/20（土）

4/1（土）・5/6（土）

4/29（土祝）～5/31（水） 開館時間中 無　料図書館館内 事前申込不要ブッカー氏の事件簿～盗まれた本を探しだせ～
4/1（土）～5/31（水） 開館時間中 無　料図書館入口 事前申込不要シブホン

❶5/1（月） 14：00～16：00
各回1,000円
（全4回通しで
3,000円）

2階
多目的ホール 4/19（水）10：00～

　 Yamato Premium Seminar
幕末、明治維新の幕臣たち

～彼らは敗者なのか？～〈全4回〉

❶5/27（土） 14：00～16：00 各回300円2階
多目的ホール 4/9（日）10：00～

　 子ども科学講座 体験しよう♪
科学っておもしろい！

〈各コース全2回〉理科実験コース❶ ※❷6/24（土）

4/23（日） 10：30～11：10 無　料3階
キッズコーナー 4/2（日）10：00～英語で遊ぼう！Story Time〈Join us！〉

10：30～
11：00

各日 
10：00～親子でおはなし会

❸5/3（水祝）❹5/10（水）
❶4/5（水）❷4/12（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
046-267-2027

10：30～
11：00

各日 
10：00～ばぁばのおはなしの部屋

❸5/19（金）
❶3/31（金）❷4/21（金）渋谷学習センター

3階キッズコーナー

❶4/12（水） ❷4/19（水）
❸5/10（水） ❹5/17（水）

❶4/7（金） ❷4/28（金）
❸5/26（金）

10：30～11：00みんなあつまれ！
ちぇりるんのおはなし会

3/29（水）10：00～
5/3（水祝）10：00～

桜丘学習センター
046-269-0411

桜丘学習センター
102和室5/10（水）

4/5（水）

5/11（木） 10：00～10：45 無　料202講習室 4/20（木）10：00～ちぇりるんのへや

4/26（水） 10：00～12：00 300円Room1･2 受付中～3/31（金）
　ポラリス清話

大和の歴史を彩る人 （々近世～近代）
勝海舟の命を救った名主

4/12（水）・5/10（水） 15：30～17：00 無　料Room8 事前申込不要ポラリス放課後ルーム

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

中央林間図書館4/22（土）・5/27（土）

英語絵本のおはなし会 11：00～11：30
親子で楽しむおはなし会 11：00～11：20

こどもの読書週間 とくべつおはなし会 14：00～14：30

14：00～14：20シリウス親子のおはなし会

11：00～11：20おひざでだっこのおはなし会

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

5/28（日）
4/26（水）・5/24（水）
4/23（日）

4/15（土）・5/20（土）

4/4（火）・5/2（火）

4/17（月）・5/15（月）

4/12（水）・5/10（水）

4/2（日）・5/7（日）

＝事前申込可＝健康都市大学

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

おはなし会 【入場無料】

8 2023年  4・5月号

4/16（日）・5/21（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

5/20（土） 10：00～12：00 無　料Room2 事前申込不要あそび塾Ⅱ

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

日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 お問合せ申込受付日

受付中

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

❶4/8（土）
❷4/15（土） 14：30～16：00 各回1,000円304・305

講習室 受付中　 Yamato Premium Seminar  江戸楽アカデミー
江戸図の世界〈全2回〉

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

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・イベントの詳細は、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。

2023年4・5月号 （2023年3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、2023年3月17日現在の情報です。次号は2023年5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。




