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普段、何気なく見かけている道ばたの雑草（＝みちくさ）たちの
美しくもたくましい魅力を追究したみちくさガイドブックです。植
物初心者も楽しめる、わかりやすい植物解説と美しい植物写真
が見どころ。植物観察に興味がある人、今よりももっと散歩を楽
しみたい人にオススメの一冊。日頃通い慣れた小道に見過ごし
ているものはありませんか？気になる植物の名前が見つかるか
もしれません。

■佐々木 知幸　著  
文一総合出版、2016年出版、請求記号 460.4/コノ-12 5階

このは  No.12 
生きもの好きの自然ガイド 

晴れた日にふらっと
出かけてみませんか？

図書館スタッフが選んだ 4冊 【 theme # 02 】 おでかけ

図書館スタッフ  齋藤さん1

明治・大正・昭和初期に爆発的なブームとなった手彩色絵はが
きと現代写真を比較しながら、横浜の景観の移り変わり、そこに
写っている風俗の変遷が眺められる本です。この頃の横浜は
ヨーロッパのような瀟洒な建物が並び、現代写真との比較では
今もその面影を残す建物もあり、新しい発見ができそうです。ま
た、地区別に項目があるので、観光ガイドとしてこの本を参考
に、横浜散策に出かけてみてはいかがでしょうか。

■原島 広至　著  
KADOKAWA、2014年出版、請求記号 213.7/ハラ 5階

横浜今昔散歩

横浜散策に出かけてみては
いかがでしょうか

図書館スタッフ  阿部さん2

夜空に浮かぶ月を見上げていると、月が微笑んでいるような不
思議な安堵感を覚えることはありませんか？天文学や暦の発明
など、天体はずっと昔から人々の暮らしにも深く繋がってきまし
た。私たちの施設名である“シリウス”も、冬を代表する星座おお
いぬ座の一等星です。この本は、初心者でも気軽に星見のでき
る知識やグッズを紹介しています。おでかけ日和はいつもより少
し遠出して、心トキメク星空散歩を楽しみませんか☆

■駒井 仁南子　著  
誠文堂新光社、2011年出版、請求記号 442/コ 5階

星空がもっと好きになる
今日からあなたも宙ガール！
プラネタリウム解説員による
星空入門書

図書館スタッフ  相川さん3

「冬の花火だ」知人の大垣が死の直前に主人公に送ったメー
ル。気になった主人公は、妻と長崎を訪れ、そこで見た「冬の花
火」によって大垣から送られたメールの真意に気づく。大切な人
と心の距離を越え、今共にここに在ることを実感できる時を持
つことの意味、人と共に生きる幸せとは…。心に深く問われる作
品です。人と人との絆を見つける旅へでかけてみませんか？

■村上 龍　著  
ベストセラーズ、2006年出版、請求記号 913.6/ム 5階

美しい時間　冬の花火

美しい時間を求めて、
大切な人と旅に出ませんか

図書館スタッフ  小林さん4

［ 図書館 ］

そら

健康テラスへおでかけしよう！
図書館４階健康テラスでは、毎日さまざまなイベントを行っています。
わくわくする何かを見つけに、健康テラスへちょっとおでかけしてみませんか？
晴れの日も雨の日も、いつでもお待ちしています！

こんな
イベントが
あります！

触れる地球ワークショップ！ みんなでいきいき！やまと健康体操！
毎回多く人が集まる、大人
気イベントの一つです。ぜ
ひあなたも、触れる地球を
体感しに来てください。

大和市オリジナルの体操です。
みんなでやれば体も心もいきい
き！座ってできるバージョンもあ
るので、体力に合わせて無理せ
ずできますよ。

■イベントカレンダーは図書館内で配布しています。［シリウスHPからもダウンロード可能です。 http://www.yamato-bunka.jp/library/ ］
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［ 芸術文化ホール ］

　世の中では、毎日どこかで何かしら
のコンサートが行われています。シリウ
スのホールでも、昨年11月の開館以
来、プロからアマチュアまで連日さまざ
まな演奏会や催しが開かれ、日々多く
の人々が行き交い、活気に満ちていま
す。3月には、施設来館者がついに100
万人を突破しました。

「チケットを買って演奏会へ」
現代のシステムの始まり

　今でこそ、演奏活動は身近なところ
で自由に行われていますが、音楽の演
奏というのは、17世紀末頃までは、教
会、貴族や富豪の邸内、アカデミー、音
楽愛好団体などの私的な集まりで行わ
れる限られたものでした。現在のよう
に、入場料を支払えば誰でも見られる
システムで行われた演奏会は、1637年
ヴェネツィアでのオペラ上演、オペラ以
外では1672年にロンドンで開かれた予
約制のヴァイオリンの演奏会が最初で
した。18世紀に産業革命の波が押し寄
せると、資本主義的な先進も相俟っ
て、イギリスをはじめ、フランスやドイ
ツ、オーストリアなどでも、こうした公開
演奏会が次 と々催されるようになって
行きました。これらは、貴族が権力を
失い、市民が台頭してきた時期と時を
同じくしています。

長すぎた演奏会

　そもそも貴族たちの間で、演奏会は
鑑賞という以上に社交場、娯楽場とし
ての性格が強く、それゆえに所要時間
はもともと長かったのですが、音楽が
一般市民にも開かれて好みが多様化す
ると、なるべく多くのニーズに応えるた
めに曲目が増え、時間はますます長く
なりました。3時間、4時間は当たり前、
むしろ平均だったようです。今日コン
サートホールで行われる一般的な演奏
会は、平日であれば午後7時に始まり2
時間程度で終演するのが相場でしょ
う。これは、現代の日本において標準
的な生活時間や環境に合わせたもの
ですが、18、19世紀のヨーロッパでは
昼間に行われるのが普通でした。それ
は、国も社会構造も時間感覚もまった
く異なる時代であるからというだけでな
く、夜の公演が避けられたのには、もっ
と現実的な事情がありました。

煌びやかな世界の
現実と憧れ

　電気などない時代、照明は蝋燭。会
場のシャンデリアを灯すには、莫大な
蝋燭代がかかるのです。しかも当時
は、作曲家自身が演奏者であり、その
演奏者自身が公演にかかる諸費用を
負担するのが普通で、かのモーツァルト
でさえ、自分の演奏会を開くのに多額

の出費がかさんで苦労しているという
記録が手紙に残っています。その上、当
時の蝋燭は動物性であったため独特
の臭気が立ち込めていたようです。香
料入りの蝋燭はそのために生まれたと
言います。
　しかしそれでも、豪華な建物や装
飾、真紅のカーペット、艶やかなドレ
ス、そして絢爛なシャンデリアの煌き
は、とくに当時の一般市民には魅惑的
に映り、ことによっては、音楽そのもの
よりもそうした場に居ることに酔いしれ
たかも知れません。しかし、いずれにし
ても演奏会というのは、憧れの世界に
浸り、非日常を味わうことが出来る機
会でもあったと言えるのです。

◆

　現代は、いつでもどこでも、好きな時
に好きなものを見聞き出来る時代で
す。しかし、生の舞台、生の演奏には、
機械では再生し得ない音や空気があ
り、そして時に魂さえ揺さぶられるもの
です。ただし、同じ演奏を聴いても、そ
こから得る感情や情景は十人十色。音
に身を任せて自由な想像を巡らせれ
ば、無限大の世界が広がります。非日
常の空間で過ごす、心満たされるひと
とき。ちょっとおめかしして、皆さんもシ
リウスの演奏会におでかけしてみませ
んか？
◉文＝HACHI

非日常空間への誘い Story
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本田 陽子さん
NPO法人 
世界遺産アカデミー  研究員 

広告代理店に10年勤務した後、中国に職を求め
て転職。中国国内を始め、東南アジアやヨーロッ
パなど世界中の遺跡を見てまわる。帰国後、「世
界遺産検定」の受検をきっかけに世界遺産学習
にはまり、過去最短のスピードでマイスターまで取
得。現在は世界遺産アカデミーの研究員として、
講演や世界遺産関連本の監修を行っている。
6月開講講座「世界遺産『富士山』の魅力」では、
第1回「世界遺産の概要」の講義を担当予定。

Interview

［ 生涯学習センター ］

世界遺産を通じてみなさんに新しいトビラを開いてほしい！

首里城 ドゥブロヴニクの旧市街

Q1. おススメの世界遺産を
　　教えてください。

　国内では、沖縄の首里城がおススメです。
祖父が沖縄出身ということもあり、もともと沖
縄の文化に興味がありました。首里城は私た
ちがイメージする「日本のお城」とはかなり違
い、カラフルで綺麗ですよね。このお城は、中
国と日本の建築技術が融合された様式でつく
られています。当時のお城は沖縄戦で焼失し
てしまいましたが、本土復帰20周年を記念し
て県民の強い思いで再建されました。中国と
日本（薩摩藩）の2国による支配を受け入れて
きた琉球の歴史・文化を伝える展示も充実して
いますし、悲願の再建を果たした沖縄の人々
のアイデンティティに胸を打たれる遺産です。
　海外では、クロアチアの「ドゥブロヴニクの
旧市街」がおススメですね。アドリア海に突き
出た小さな半島に位置し、街全体が城壁に囲
まれ、茶色の屋根と青い海のコントラストがと
ても美しい遺産です。最近は観光地として人
気ですが、実はこちらも1990年代の内戦で壊
滅的な被害を受けてしまったという悲しい歴

史があります。私が訪問した2008年当時もな
お、爆撃を受けた建物が残り、街と丘を結ぶ
ケーブルカーも壊れたままでした。しかし、市
民によって少しずつ修復され、今では美しい街
並みを取り戻しています。
　どちらの遺産も、自分たちの土地を大切に
思い、共に歩み続ける人々の姿を伝えており、
感銘を受けます。

Q2. 大和市から近い場所で
　　おススメの世界遺産はありますか。

　静岡県の「韮山反射炉」はいかがでしょう
か。平成27年に登録された「明治日本の産業
革命遺産」の1つです。ちなみに産業遺産を訪
れる際は、個人で見てまわるだけでなくガイド
さんから是非お話しを聞いてくださいね。時
代背景の理解が深まり、また、今の自分たちの
生活にどのように繋がっているかも分かるの
で、とても勉強になりますよ。
 「よく分からないけど、とりあえず世界遺産だ
から観光しておこう」なんてもったいないです
よ。その歴史的背景や価値を知り、より充実し
た旅にしてくださいね。

ARCHIVES   講座アーカイブ 生涯学習センターでは、皆さんに多数の学びの機会をご用意しています。

1/22・2/12・3/5【全3回】
小学生の花育講座 花と植物にふれてみよう！

植物の種を植えたり、つる性の
植物をトピアリーにしたり、春
のお花でアレンジメントを作っ
たりと、盛りだくさんのプログ
ラムでした。植物や花にふれ
る機会を通し、優しさや美しさ
を感じる気持ちと生命を愛お
しむ心を学びました。

2/7・14・21･28【全4回】
食育は楽しまなくちゃ意味がない！
かんたん可愛い料理の工夫

視覚から食を楽しむことでお子さんの食べ物の好
き嫌いを改善することを目的に、“キャラ弁”と“飾
り巻き寿司”の作り方を学びました。調理実習で
は、くまとペンギンのキャラ弁・桃の花とおひなさ
まの飾り巻き寿司を作り、「時短のアイデアも盛り
込まれていてすぐに作りたくなった」「かわいく簡
単に作れて嬉しい」など、皆さん大満足でした。

世界遺産「富士山」の魅力

 

内　容　世界遺産の基礎知識と、
　　　　世界遺産富士山を生み出した
　　　　歴史や文化を学ぶ。
日　時　第1回：6月3日(土)   14:00～15:30
　　　　第2回：6月10日(土) 14:00～15:30
　　　　第3回：6月24日(土) 14:00～15:30
会　場　生涯学習センター　610大会議室
定　員　先着30名
講　師　
［第1回］ 世界遺産アカデミー研究員　

本田陽子氏
［第2・3回］ 静岡県文化・観光部文化局 

 准教授 大高康正氏
料　金　1,200円(全3回)　
申込み　5月12日(金)10時～

電話(046-261-0491)または
生涯学習センター窓口にて

講座情報

つ い
ま

Le
t’s enjoy

なび

ど
& GWや夏休みなど、これから旅行先で世界遺産を訪れる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、世界

遺産アカデミーの研究員である本田陽子さんに、おススメの世界遺産を聞いてみました。これまで160ケ所
以上の世界遺産を訪れてきた本田さん。さすがにツウな世界遺産とその楽しみ方を教えてくれました。
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［ こども図書館＆屋内こども広場 ］

【 わくわく どきどき 発見がいっぱい 】

こ 国の こへも よど うそ
こども図書館

屋内こども広場

図書館スタッフが選んだ2冊 ／ テーマ「おでかけ」

おでかけに最適！ちびっこ広場

林　明子 さく・え  
福音館書店、1984年出版
請求記号 K913/ハ 3階

はじめてのキャンプ

ドキドキワクワクのその先に…
おとなりの大きいお兄さんとお姉さんとキャンプに行く
ことになった小さいなほちゃん。大きい子たちは、小さ
い子の「できないこと」を口々に言います。そこで、なほ
ちゃんは「できる！」宣言をします。さて、なほちゃんは
本当に一人でできるのでしょうか？家族以外との「おで
かけ」によって芽生える自立心や責任感、そして何より
も「できた！」という達成感が子供を大きく成長させる
鍵であることに気づかされる一冊です。

春の風にさそわれて
長く寒い冬が終わり、ようやく春がやってきました。春もやの
空の下、三角屋根のおうちが一軒。窓からは女の子が外を見
ています。春の風とともに、いろいろなものが通りすぎていき
ます。くも、ちょうちょ、ねこ、こどもたち、おはなやさん、じて
んしゃ…。みんな動き出しました。最後のページをめくると、
女の子は…。春がやってくると、わくわく、そわそわしますよ
ね。五味さんならではの色使いで、じんわり春を感じる１冊
です。「春」の他に、夏、秋、冬もありますよ。

ちょっとしたおでかけに最適な「ちびっこ広場」。
ちびっこ広場は0歳から2歳までのお子さまが登
録なし！無料！で遊べるスペースです。絵本や紙
芝居が置いてあるこども図書館のすぐ横。カラフ
ルでカワイイ、子どもの成長に役立つあそび道具
がたくさんあります。
お気に入りのあそび道具がきっと見つかりますよ。

今回は、小さなお子さまも安心して遊べるちびっこ広場をご紹介。
ちびっこ広場ならではの楽しみ方を見つけてみては？

ちびっこ広場では、プレイリーダーによる手あそびや
絵本の読み聞かせ、ベビーマッサージ、手形スタンプなどの
いろいろなサプライズイベントが行われます。
イベントがいつあるのかは、来てのお楽しみ！
春のおでかけに、どうぞちびっこ広場にお越しください。

サプライズで
イベントを
行います

図書館スタッフ 南波 さん

五味 太郎 著  
絵本館、1981年出版
請求記号 E/ゴ 閉架書庫5

春
図書館スタッフ 森 さん

5

何に変身
できるかな？

みんなで
一緒に
 手あそび！



EVENT CALENDAR 20175月

サブホール・ギャラリー期間イベント 【入場無料】
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18
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20
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22

23
24
26
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29

31

水祝

木祝

土

日

火

水

土

日

月

火
木
金

土

日

月

火

水

金

土

月

水

メインホール
サブホール
マルチスペース

メインホール

サブホール
サブホール
601 講習室
多目的室

メインホール

サブホール

おはなしのへや
多目的室

メインホール

ギャラリー

多目的室
メインホール

マルチスペース

メインホール

サブホール

メインホール
610 大会議室
おはなしのへや
多目的室
多目的室
601 講習室

メインホール

マルチスペース
おはなしのへや
健康テラス
多目的室

マルチスペース

多目的室
611 調理実習室
610 大会議室
612 文化創造室

メインホール

メインホール

多目的室

サブホール
611 調理実習室
601 講習室
610 大会議室
612 文化創造室
601 講習室

14：00
13：30
10：00

15：30

14：00
13：15

13：30（13：15開場）
10：00～12：00

14：00

9：30

14：00～14：30
10：00～12：00

18：30

①10：30～12：00
②13：30～15：00
10：00～11：00

9：30
①11：00～12：00
②13：00～14：00

14：00
（11：30整理券配布）

14：00

①11：30 ②16：45
14：00～15：30
11：00～11：30
10：00～11：30
10：30～11：30
10：30～11：45

14：00

13：15～16：30
14：00～14：30

14：00
10：00～12：00
（キッズ）  9：10
（ユース）10：15
10：00～12：00
10：30～12：00
14：00～15：30
10：00～12：00

14：00

10：30
①15：00～15：45
②16：00～16：45

13：15
10：30～12：00

18：30（18：15開場）
14：00～15：30
10：00～12：00
10：00～12：00

1,000円
900円

無料（関係者のみ）

無料（関係者のみ）

無料
5,000円

無料（100名）
無料

1,500円

無料

無料
無料

6,800円

無料

無料
無料

無料

無料

1,500円（前売）
2,000円（当日）
1,000円（学生）

3,500円
1,300円（全4回）

無料
500円
無料

500円（全3回）

無料

3,000円
無料

無料（20名）
無料

（キッズ）1,000円
（ユース）2,000円

無料
2,300円（全3回）
1,300円（全4回）
無料（30名）

無料

無料

無料

5,000円
800円（全2回）
無料（100名）

1,300円（全4回）
無料（30名）

1,200円（全3回）

横浜室内管弦楽団第52回演奏会
赤い靴ダンスパーティー（社交ダンス）

ピアノ発表会

ささきえつこバレエアカデミー　第22回バレエ発表会

小沢ピアノ教室
一流学生参加3&1　ダンスパーティ

大和市立図書館ゴールデンウイーク映画上映会「ドクター・ドリトル」（吹替）
ものづくり教室

第22回定期演奏会クローバーベルフレンズ　
ハンドベルコンサート in summer’17

公益社団法人日本吟道学院公認 緑神会平成29年度前期審査会

シリウスうちドックのおはなし会
ものづくり教室

来日公演40回記念 リチャード・クレイダーマン　
with ストリングス・トリオ&パーカッション

アートでおしゃべり！　体験会

チップリップ♪～リズムにのって１、２、３（親子リトミック）
実鈴チャリティーフェスタ2017

KanAsami　ワンダーランド

第39回定期演奏会　ユース・ウィンド・オーケストラ

《やまと演奏会シリーズ》
第1回　器楽の月　「サクソフォーンの世界」
（大和市生涯学習振興補助金交付事業）
ふれあい「まごころ」チャリティー歌謡祭in大和

子どもたちに伝えたい！日本の年中行事と先人の知恵❶〈全4回〉　　
シリウス赤ちゃんおはなし会

ママとアネシィ～初めてのキックエアロ～
子育てサロン　森のくまさん

親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」❶〈全3回〉

混声合唱団ヴァンテアン瀬谷 第5回演奏会

アテンダントと踊る（3&1）ダンスパーティー
シリウス親子のおはなし会

市立病院講演会
ものづくり教室

大和シルフィードダンススクール

ものづくり教室
時短でかんたん離乳食作り♪❶〈全3回〉

子どもたちに伝えたい！日本の年中行事と先人の知恵❷〈全4回〉　　
読み聞かせボランティア養成講座（入門編）❶〈全2回〉

民生委員制度創設100周年記念講演会

神奈川県支部民踊連盟　第18回研修発表会

LaLaLa　Land～Ridiaさんと英語でSing Along！

一流学生参加3&1　ダンスパーティ
お米は実は国際派!? 体験しよう！お米の世界❶〈全2回〉

第8回大和市立図書館映画上映会「ガリバー旅行記」（吹替）
子どもたちに伝えたい！日本の年中行事と先人の知恵❸〈全4回〉　　

読み聞かせボランティア養成講座（入門編）❷〈全2回〉
将来に憂いなし！～いちから始める終活講座❶〈全3回〉

日程 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

開催期間 イベント名 時間会場 お問合せ
5/13（土）～5/14（日）

5/16（火）～5/21（日）

6/5（月）～6/11（日）
6/17（土）～6/24（土）
6/25（日）～6/27（火）
6/30（金）～7/4（火）

かないみさきフラワースクールコンテスト
＆フラワーケーキ販売会

第68回神奈川県華道展

市民サークルの絵画展 Mart4＋展　
市民がつくる開館記念事業

第18回公募　大和展
繋ぎ折り鶴

千葉康夫写真展『ルンピニ公園の奇蹟』　
大都会の真ん中で、オオトカゲとヒトが共生する

10：00～20：00

10：00～18：00（17・19・21は、～17：00）

10：00～18：00（初日13：00～、最終日～15：00）

10：00～18：00（最終日～16:00）
9：00～20：00（初日13：00～、最終日～17：00）

10：00～19：00（最終日～17：00）

ギャラリー

サブホール
ギャラリー

ギャラリー

ギャラリー
ギャラリー

ギャラリー

かないみさきフラワースクール
046-262-7808（柏﨑）
神奈川県華道連盟・大和華道協会
046-267-4153（会長 大垣）
Mart4＋（マート4プラス）
080-8825-0258（鈴木）
大和美術協会  080-5050-2115（吉田）
045-303-9437（板垣）

046-276-5959（千葉）

シリウス内のお問合せ窓口 ●やまと芸術文化ホール TEL：046-259-7591
●大和市生涯学習センター TEL：046-261-0491

●大和市立図書館 TEL：046-263-0211
●大和市屋内こども広場 TEL：046-259-7592

最新の情報は公式サイトをご覧ください ☞ 大和市文化創造拠点シリウス公式サイト  http://www.yamato-bunka.jp　公式facebook 　 @yamatomirai20161103

横浜室内管弦楽団  045-804-1499（小柳）
赤い靴  090-3572-1278（鈴木）
コウカ音楽教室  046-261-4857（江夏）
ささきえつこバレエアカデミー  
045-802-0680（ささき）
小沢ピアノ教室  090-4001-1687（小沢）
イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
大和市立図書館
大和市屋内こども広場
クローバーベルフレンズ  045-361-1209  
（クローバーベルフレンズ事務局）
公益社団法人日本吟道学院公認緑神会
046-246-4025（総務部長 本所）
大和市立図書館
大和市屋内こども広場
サンライズプロモーション東京
0570-00-3337（全日10：00～18：00）
大和市  046-260-5222
（大和市文化振興課）
大和市屋内こども広場
実鈴歌謡友の会  046-262-0670（鈴木）

大和市屋内こども広場

ユース・ウィンド・オーケストラ  
046-274-6935（秋山19：00以降連絡可能）

大和市音楽家協会  
070-3523-7068（田辺）

㈱レスポアール  0467-72-5686
大和市生涯学習センター
大和市立図書館
大和市屋内こども広場
大和市屋内こども広場
大和市生涯学習センター
混声合唱団ヴァンテアン瀬谷  
090-6658-3938（浅岡）
090-1738-2540（山﨑）
大和市立図書館
大和市立図書館
大和市屋内こども広場
NPO法人大和シルフィードスポーツクラブ
046-207-5877（岩田）
大和市屋内こども広場
大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター
大和市立図書館
大和市民生委員児童委員協議会  
046-260-5604（サエキ）
神奈川県支部民踊連盟  046-269-2177（伊奈）

大和市屋内こども広場

イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
大和市生涯学習センター
大和市立図書館
大和市生涯学習センター
大和市立図書館
大和市生涯学習センター

5月 6月

申込＝要事前申込
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24
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木

金

土

日

木
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土

日

月

火
水

木

金

土

日

火

水

金

申込＝要事前申込EVENT CALENDAR 20176月
マルチスペース

サブホール
612 文化創造室
メインホール
611 調理実習室
610 大会議室
多目的室

メインホール

ギャラリー

サブホール
おはなしのへや
611 調理実習室
多目的室
611 調理実習室
610 大会議室
601 講習室
メインホール
サブホール

マルチスペース

サブホール

メインホール

サブホール

マルチスペース

マルチスペース
610 大会議室

メインホール

サブホール
多目的室
611 調理実習室
多目的室

612 文化創造室

601 講習室
612 文化創造室

メインホール

マルチスペース

おはなしのへや
601 講習室
健康テラス
多目的室
サブホール
多目的室
おはなしのへや
611 調理実習室
多目的室
601 講習室

マルチスペース

サブホール

612 文化創造室

マルチスペース

610 大会議室

多目的室

メインホール

610 大会議室
611 調理実習室

サブホール

サブホール

612 文化創造室

612 文化創造室

10：30

13：20
19：00～20：30

未定
10：30～12：00
14：00～15：30
10：00～12：00

10：30

10：00～17：30

13：30
14：00～14：30
10：00～12：00
10：00～12：00
10：30～12：00
14：00～15：30
10：00～12：00

9：30

10：30

13：00

14：00

13：30
（キッズ）  9：10
（ユース）10：15
13：15～16：30
14：00～15：30

19：00

13：00
①11：00 ②14：00
10：00～12：30
10：30～11：30

10：00～12：00

10：30～11：45
19：00～20：30

15：00

（キッズ）  9：10
（ユース）10：15
14：00～14：30

18：30（18：15開場）
14：00

10：00～12：00
未定（午後）

10：00～12：00
11：00～11：30
10：30～12：00
10：00～11：30
10：00～12：00

10：30

19：00

10：00～12：00

（キッズ）  9：10
（ユース）10：15
14：00～15：30
①14：00～14：45
②15：00～15：45

13：30

10：30～12：00
10：00～12：00

13：15

13：20

10：00～12：00

19：00～20：30

入会金1,000円
月会費4,000円（月3回）

800円
2,700円（全3回）

1,000円（全席指定）
800円（全2回）
1,200円（全3回）

無料

無料

無料

900円
無料

1,600円（全3回）
無料

2,300円（全3回）
1,300円（全4回）
1,200円（全3回）

無料

入会金1,000円
月会費4,000円（月3回）

無料

3,000円

無料
（キッズ）1,000円
（ユース）2,000円

3,000円
1,200円（全3回）

会費制：入会金200円
月額1,400円（小4以上）

無料
無料

1,600円（全3回）
無料

無料（30名）

500円（全3回）
2,700円（全3回）

6,500円（全席指定）

（キッズ）1,000円
（ユース）2,000円

無料
無料（100名）
無料（20名）

無料
無料（関係者のみ）

無料
無料

2,300円（全3回）
500円

1,200円（全3回）
入会金1,000円

月会費4,000円（月3回）
2,000円

無料（30名）

（キッズ）1,000円
（ユース）2,000円
1,200円（全3回）

無料

S席3,000円（全席指定）
A席2,500円（全席指定）

1,600円（全3回）
2,500円（全3回）
3,000円（3&1）

500円（カップル1名）
800円

無料（30名）

2,700円（全3回）

社交ダンスサークル 山ゆりダンス会
046-264-3468（冨田）
シルビア会  090-9972-2953（藤井）
大和市生涯学習センター
マウイ斉藤  080-1000-5806
大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター
大和市屋内こども広場

ラボ・パーティ  03-5324-3418（橋本）

ノクターン  090-7906-6623（渡辺）
大和市立図書館
大和市生涯学習センター
大和市屋内こども広場
大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター
生長の家　白鳩会神奈川教区連合会
046-265-2280
社交ダンスサークル 山ゆりダンス会
046-264-3468（冨田）
フェニーチェ  090-6014-7640（佐藤）
サイソウホウ音楽事務所  
046-400-8737（サイソウホウ）
林間コーラス  046-275-5702（瀬戸口）
NPO法人大和シルフィードスポーツクラブ
046-207-5877（岩田）
090-1738-2540（山﨑）
大和市生涯学習センター
大和北部おやこ劇場  
046-276-1395（羽染）
klav2017-hpk@yahoo.co.jp（伊藤）
大和市屋内こども広場
大和市生涯学習センター
大和市屋内こども広場

大和市立図書館

大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター
株式会社神奈川中央新聞社「リベルタ」
046-265-1199（田島）
NPO法人大和シルフィードスポーツクラブ
046-207-5877（岩田）
大和市立図書館
大和市立図書館
大和市立図書館
大和市屋内こども広場
㈲美輝楽器工房 046-276-8000（戸田）
大和市屋内こども広場
大和市立図書館
大和市生涯学習センター
大和市屋内こども広場
大和市生涯学習センター
社交ダンスサークル 山ゆりダンス会
046-264-3468（冨田）
リエート  090-1210-0112（おづ）

大和市立図書館

NPO法人大和シルフィードスポーツクラブ
046-207-5877（岩田）
大和市生涯学習センター

大和市屋内こども広場

国際ソロプチミスト柴胡  
090-9390-4994
大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター

090-1738-2540（山﨑）

シルビア会  090-9972-2953（藤井）

大和市立図書館

大和市生涯学習センター

基礎から楽しく！
新規社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」練習会

大和シルビア会 フリーダンスパーティ
はじめてのアロマテラピー～香りを楽しむ❶〈全3回〉
ハワイアン フェスティバル　大和ハワイアン協会

お米は実は国際派!?体験しよう！お米の世界❷〈全2回〉  
世界遺産「富士山」の魅力❶〈全3回〉

ものづくり教室

2017年神奈川支部テーマ活動発表会（英語劇）

絵本原画展 & 国際交流写真展
物語と国際交流で育つラボ･パーティの子どもたち

ノクターン（社交ダンスパーティー）
シリウスうちドックのおはなし会

夏でもカラダは冷えている!?～薬膳とセルフケア❶〈全3回〉　  
ものづくり教室

時短でかんたん離乳食作り♪❷〈全3回〉
子どもたちに伝えたい！日本の年中行事と先人の知恵❹〈全4回〉　    

将来に憂いなし！～いちから始める終活講座❷〈全3回〉 

生長の家　白鳩会神奈川教区大会

基礎から楽しく！
新規社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」練習会
歌うが元気の源！　フェニーチェ第3回声楽演奏会

日中国交正常化45周年記念 崔宗宝が唄う日本の心

林間コーラス　第6回演奏会

大和シルフィードダンススクール

アテンダントと踊る（3&1）ダンスパーティー
世界遺産「富士山」の魅力❷〈全3回〉
大和おやこ劇場　第266回例会
子ども寄席（主任：入船亭扇遊）

ピアノ発表会
こどもとcomodoにコンサート

夏でもカラダは冷えている!?～薬膳とセルフケア❷〈全3回〉　
子育てサロン　森のくまさん

読み聞かせボランティア養成講座（乳幼児編）
「赤ちゃんと絵本でコミュニケーション」❶〈全3回〉
親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」❷〈全3回〉

はじめてのアロマテラピー～香りを楽しむ❷〈全3回〉
第5回 リベルタコンサート 

由紀さおり・安田祥子コンサート2017

大和シルフィードダンススクール

シリウス親子のおはなし会
第9回大和市立図書館映画上映会「ジュノ」（吹替）

市立病院講演会
ものづくり教室

第31回　美輝楽器工房　音楽教室発表会
ものづくり教室

シリウス赤ちゃんおはなし会
時短でかんたん離乳食作り♪❸〈全3回〉

ママとアネシィ～ヨガで疲れを癒してみませんか～
将来に憂いなし！～いちから始める終活講座❸〈全3回〉

基礎から楽しく！
新規社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」練習会

フルートアンサンブル・リエートなひと時
読み聞かせボランティア養成講座（乳幼児編）

「赤ちゃんと絵本でコミュニケーション」❷〈全3回〉

大和シルフィードダンススクール

世界遺産「富士山」の魅力❸〈全3回〉

LaLaLa　Land～Ridiaさんと英語でSing Along！

ロス五輪体操金メダリスト森末慎二のトーク
『今だから語る。』と仲間たちのライブ

夏でもカラダは冷えている!?～薬膳とセルフケア❸〈全3回〉　
野菜を楽しく！美味しく食べよう！ベジスイーツ作り❶〈全3回〉　 

アテンダントと踊る（3&1）とカップルの方のダンスパーティー　 

大和シルビア会 フリーダンスパーティ
読み聞かせボランティア養成講座（乳幼児編）

「赤ちゃんと絵本でコミュニケーション」❸〈全3回〉
はじめてのアロマテラピー～香りを楽しむ❸〈全3回〉

会場 イベント名 時間 料金 お問合せ日程
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こんにちは、大和市文化創造拠点シリウス広報誌「YAMATOMIRAI」編集部のR
です。気温も暖かくなり、過ごしやすい季節になりましたね。第3号では「おでか
け」をテーマに、さまざまなおでかけ先や楽しみ方をご紹介しました。皆さんがおで
かけを楽しむ参考になれば幸いです。さて、このたびシリウスは来館者100万人を
突破しました。こんなにも多くの方がシリウスに足を運んでくださったなんて、本当
に嬉しいです。皆さんに快適な時間をお過ごしいただけるようスタッフ一同努めてま
いりますので、これからも是非シリウスにおでかけくださいね。お待ちしています！

2015年第4回YAMATOイラストレー
ションデザインコンペ優秀賞受賞後、
イベントの告知ポスター等を作成。最
近は人物を中心とした漫画テイストな
絵を描いています。
［作品コンセプト］ 老若男女問わずたくさ
んの人が楽しめる場所だという事をシン
プルな絵柄でわかりやすく伝える事、また
「シリウス」という施設の爽やかさ、居心地
の良さをイメージできるよう明るい色合い
に仕上げる事等を心がけました。

Ｙ.Ｓ.さん(写真左)、Ａ.Ｙ.さん(写真右)

私×シ リ ウ ス シリウスの楽しみ方って、実はたくさんあるんです。
となりのあの人の過ごし方、ちょっとのぞいてみませんか？

編 集 後 記

YAMATOMIRAI  vol.3
2017年 ５&６月号
2017年4月発行

編集発行：指定管理者やまとみらい
〒242-0016 神奈川県大和市大和南一丁目8番1号
Tel：046-263-0214
※掲載されている内容は、2017年4月20日現在の情報です。　　

斉藤 美加 さん

今日は育児講座を受講するために生涯学習センターに来
ました。実は私たち、以前リトミックサークルで知り合った
んですが、お互いの連絡先が分からないまま離れてしまい、
ずっと会えずにいたんです。それが、今回の講座でバッタリ会
い、運命的な再会を果たしたんです！学びたいという気持ちが引き合わせてくれた
のかもしれませんね。ちなみに受講した講座は、育児に直結した内容で本当に役に
立ちました。受講中に、子どもを預かってくれるので、子どもと離れて自分を見つめ
直す機会にもなりました。普段は、こども広場によく来ますが、これからは子どもと
一緒に図書館を利用したり、講座をまた受講してみたいですね。

インタ
ビュー

インタ
ビュー平成29年3月6日(月) 12:15／6F

健康テラスのイベントカレンダーをチェックし、気になるイベント
に積極的に参加しています。今日は「春の花の折り紙教室」に参
加したのですが、お隣に座った方と仲良くなり、楽しくおしゃべり
が出来ました。一人暮らしのため、家だと話しをする機会が無い
のですが、シリウスへ来ると一期一会で色 な々
方と出会い、お話しをすることができます。
私と同じように一人暮らしの方は、是非シリウ
スに出かけて欲しいですね。家に居てはもっ
たいないですよ！

おいちゃん
平成29年3月25日(土) 14:30／4F 健康テラス

ご意見箱に寄せられたみなさまからのお声を受けての改善点や、
各施設からの新しいお知らせをご報告いたします。

大和市立図書館や各学習センター図書室の本
をより多くの方が利用できるよう、平成29年5月
1日から１人当たりの貸出冊数を合計10冊まで
とします。

1階に「本日の行事案内」
を掲示して欲しい。

シリウスからのお知らせ

ご意見箱の声より 貸出し可能な冊数が
10冊までに変わります。図書館のお知らせ

　　　　 正面玄関入口に、芸術文化ホールと
生涯学習センターの行事案内をモニター表示
いたしました。なお、表示内容は、前日の19時
時点での情報ですのでご了承ください。

改善点2017年3月17日、記念すべき100
万人目のご来館者を囲んでのセ
レモニーが行われました。昨年11
月3日の開館からわずか135日。
本当にありがとうございます！

シリウス
ご来館者

100万人
突破!!

TOPICS 3/17
2017

A C C E S S
【 電車 】  小田急江ノ島線・相鉄本線「大和駅」から徒歩3分
【 駐車場・駐輪場 】 （地下1階）
利用時間　8時15分～22時30分
収容台数   ［駐車場］普通車：55台　身障者用駐車場：3台　バイク（125cc超）：15台
　　　　   ［駐輪場］バイク（125cc以下）：36台　自転車：196台

※高校生以下の方の駐輪場利用は無料です。
※駐車場の台数には限りがあります。公共交通機関をご利用ください。

施設

駐車場

区分 ご利用料金
普通車

二輪自動車（125cc超）
二輪自動車（125cc以下）及び

原動機付自転車（180分まで無料）
自転車（180分まで無料）

30分ごとに200円
240分ごとに100円

240分ごとに100円

360分ごとに100円

1日上限1,000円
1日上限   300円

1日上限   300円

1日上限   200円
駐輪場

今 月 の 表 紙

●やまと芸術文化ホール TEL 046-259-7591
●大和市立図書館 TEL 046-263-0211
●大和市生涯学習センター TEL 046-261-0491
●大和市屋内こども広場 TEL 046-259-7592

【 総合お問合せ窓口 】 TEL 046-263-0214
受付時間：9時～21時（日曜・祝日は20時まで） 年末年始休館あり
〒242-0016  神奈川県大和市大和南1丁目8番1号
大和市文化創造拠点シリウス公式サイト http://www.yamato-bunka.jp
公式facebook　 @yamatomirai20161103


