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江戸時代、庶民の間で大流行した〈判じ絵〉。言葉や文章では
なく、趣向を凝らした図柄の組み合わせから答えを読み解く、い
わば「絵で見るなぞなぞ」です。食べ物や道具、地名に動植物な
ど、題材は何でもあり。ユーモア溢れるキャラクターたちを楽し
むもよし。珍問・難問に本気で挑むもよし。秋の夜長に、江戸の
空気を感じてみませんか？

■岩崎 均史　著  
青幻舎、2014年出版、請求記号 721.8/イ/  4階健康

いろは判じ絵

浮世絵師たちの
遊び心がたっぷり！

図書館スタッフが選んだ 4冊 【 theme # 04 】 芸術の秋

図書館スタッフ  三谷さん1

■雪 朱里　著  
グラフィック社、2017年出版、請求記号 727.8/ユキ/  4階健康

描き文字のデザイン

毎日の生活の中で、文字に注目することは意外と少ないと思い
ます。今年の秋は、文字に注目してみませんか？文字といっても
色々ありますが、手描きで描かれた文字は、作者の生きる時代
の空気や作者自身の考え方・表現を感じることができます。コン
ピューターの文字とはまた違った手描き文字の魅力を味わって
みませんか？

あまり気にしていないかも？
しれませんが…

図書館スタッフ  田島さん2

ナポレオンや幼少時代のモーツァルトなど、30枚の著名な絵画
に描かれた男性たちの服装を、当時の時代背景やファッション
の流行のエピソードを交えながら、女性著者の目線で鋭く解
説。衣装や靴、カツラ…現代の基準では「そこを目立たせちゃう
の?!」と思ってしまう、男性たちの“美”へのこだわりが垣間見え
ます。

■中野 京子　著  
KADOKAWA、2016年出版、請求記号 723/ナカ/  4階健康

名画に見る
男のファッション

むか～し昔の
最先端ファッションはこれだ！

図書館スタッフ  西田さん3

小さなカップに描かれる様々な絵柄。ハートやリーフ、可愛い女の
子からネズミなどの動物、さらには文字まで！最近色々なお店で
見かけるラテアート・デザインカプチーノ。細部にまでこだわってお
り、もはやひとつの立派な芸術です。作り方も載っているので、一
度挑戦してみてはいかがでしょうか。見て、飲んで、楽しむ。秋には
ぴったりな１冊です。

■ 河出書房新社、2011年出版、請求記号 596.7/ラテ/  1階中央

ラテアート&
デザインカプチーノ
LESSON
描いて、見て、飲んで楽しい！
カップ１杯の“小さな芸術”

図書館スタッフ  今泉さん4

［ 図書館 ］

芸術の秋、
健康テラスで体験しましょう。

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。
健康に関する講座だけでなく、市民のみなさん自らが発信する企画があるのは
ご存じでしょうか？今回は、市民の方に講師になっていただいたイベントの中から
芸術の秋にちなんで、アートでスタイリッシュな講座をご紹介します。

こんな
イベントが
あります！

大人のお針子クラブ  リメイク講座 お家で出来る  ヘアースタイリング教室
お家に眠っている着物を持って来
ていただき、すてきな洋服にリメイ
クする連続講座です。すでに定員
に達していますが、完成した作品
の発表会を１１月に予定していま
すので、みなさんお楽しみに！

毎日のヘアースタイリングにお悩みの
方も、自分でアレンジができるよう丁寧
に教えてくれます。この秋は芸術的な髪
形で、おしゃれしてみてはいかがでしょ
うか。好評につき定期開催を予定して
いますので、ぜひお申込みください。

■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 ］

芸術は生きる力の原動力
　日本語の特徴を挙げると、やわらかい響きや簡潔な文章の中
に多くの背景や感情を表現できること、短歌や俳句などでもわ
かる、「心地良いリズム」を大切にする面もあります。日本の歌
謡曲には作詞と訳詞がありますが、いずれにせよ聴いた人が自
然に情景を思い浮かべ、自分の心とシンクロさせていけるよう、
メロディに言葉のリズムや、美しく説得力のある日本語を絡ませ
る必要があります。9月2日、皆さんも是非加藤登紀子さんの、
情景が浮かぶ美しい日本語とメロディ、オーケストラの響き、そ
して人生の重みを感じる加藤さんの声が織り成す世界と、音の
うねりに心を委ねてみてください。会場でしか味わえない空気、
心の震えに「芸術は生きる力の原動力」であることを、実感して
頂けると思います。   　　  ◉文＝よぴ。

演劇を通して心に迫る秋
　言語、音楽、美術など様々な要素を用いる「総合芸術」の一つ
である「演劇」。演出家、俳優をはじめ、舞台装置・照明・音楽・
音響などの相乗効果で、作品のもつ世界を作り上げていきます。
表現者である俳優と受け取り手である観客が、同じ時間と空間
を共有しながら生み出されていく作品は、一期一会のものである
言ってよいでしょう。
　この秋やまとに登場するのは、ベス･ヘンリー作の演劇作品。

三姉妹が織り成す日常を中心に、ときに感情を激しくぶつけ合
い、ときに互いの生き方に共感し、人間と社会の本質に迫りま
す。主演の安田成美さんをはじめ、俳優たちが作り上げる普遍
的な世界―。今年の秋は「心に迫る“家族劇”」に是非触れて
ください。       ◉文＝ジャッキー

ジャズとニューヨーク
　ジャズを語る上でニューヨークは特別な場所の1つです。「ジャ
ズの聖地」とも呼ばれるニューヨークには、ブルーノート等の有
名なジャズクラブが存在します。そのニューヨークがジャズ文化
の中心地として花咲いたのは、1920年代。ちょうど世界大恐慌
と同時期にあたります。恐慌による絶望感を打ち破るように、明
るく陽気で自然に身体が踊りだすようなリズムの「スウィング・
ジャズ」が人気を博しました。人々は束の間の楽しみを求めるか
のように、ダンスのバックミュージックとしてジャズを楽しみまし
た。同時期に作曲された《A列車で行こう》《イン・ザ・ムード》等
の作品は今でもジャズのスタンダードナンバーとして、世界中で
親しまれています。
　そんなジャズの聖地・ニューヨークの一流ミュージシャンで結
成されたのが、「マンハッタン・ジャズ・クインテット」。まるで
ジャズクラブにいるような心地良いサウンドを聴きながら、至福
のひとときを是非会場でお楽しみください。　　◉文＝レイチェル
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やまとの芸術の秋STORY

■上記全てのお問い合わせ　やまと芸術文化ホール　TEL：046-259-7591

イベントINFORMATION

マンハッタン・ジャズ・クインテット
ジャパン・ツアー2017

～スイングしなけりゃ意味ないね～

日時＝2017年9月23日（土・祝）14:00開演
会場＝メインホール　料金＝S席4,500円 A席3,500円
出演＝デビッド・マシューズ（ピアノ）　
 マイケル・ロドリゲス（トランペット）　
 クリス・ハンター（サックス）　
 ハンス・グラヴィシュニク（ベース）　
 クリフ・アーモンド（ドラムス）　

加藤登紀子
百万本のバラコンサート

with 東京ニューシティ管弦楽団
日時＝2017年9月22日（金）18:30開演
会場＝メインホール　
料金＝全席指定 5,000円
出演＝安田成美、那須佐代子、伊勢佳世
　　　渚あき・斉藤直樹／岡本健一

CRIMES OF THE HEART
―心の罪―

日時＝2017年9月2日（土）16:30開演
会場＝メインホール
料金＝S席5,500円 A席4,500円

出演＝
加藤登紀子
島 健（ピアノ・音楽監督）
鈴木織衛（指揮）
東京ニューシティ管弦楽団
大和混声合唱団（コーラス）

いよいよ「芸術の秋」到来！それぞれ多種多様な好みがあると思いますが、
芸術作品は、その国の文化・歴史など様々な要素が交わり生まれたものです。
世界でも有数の「イベント大国」である日本では、毎日様々な芸術を楽しむ事ができます。
今回は、やまと芸術文化ホール主催の、この秋注目の3つの上質な公演を皆さまにご紹介いたします。



Q1.なぜ「しかけ絵本の専門店」を
　　開かれたのですか。

　メッゲンドルファーを設立したのは10年前で
す。当時はしかけ絵本の大手出版社に勤めてお
り、40年来しかけ絵本の担当をしていました。
40年ほど前はしかけ絵本の評価は低く、このよ
うなおもちゃのような本は児童書ではない。子ど
ものために良くないなどといわれていました。し
かし、そのような時代でも子供だけでなく大人に
も人気があり、たまたましかけ絵本の作り方講座
を行った際には、受講者の方がしかけ絵本を楽
しそうに見たり作ったりしていましたので、このし
かけ絵本の楽しさをもっとたくさんの人に伝えた
いなと思っていました。
　第二の人生を夫婦で何か店でもやろうと話して
いるときに、代表の１人の嵐田晴代さんが、「し
かけ絵本専門店がどこにも無いのはおかしい。
専門店をやろう」ともう１人の代表の康平さんを
誘いました。書店をやるのには厳しい時代なの
で躊躇しましたが、晴代さんの強い希望により在
職中に2人で鎌倉に日本で唯一のしかけ絵本専
門店「メッゲンドルファー」をオープンしました。
今までは出張で行っていたしかけ絵本作り方教
室を、今は店内でも行うようになりました。一枚
の画用紙からしかけを作ることで、作品が完成す
ることへの感動や、ものづくりへの興味や創造力
を育むきっかけになっていると思います。

Q2.しかけ絵本の魅力を教えてください。

　本を開けたときの驚き・感動。まるで本の中に
入り込んだようなわくわく感がしかけ絵本にはあ
ります。動かしてみたいという気持ちが、誰でも
芽生えると思います。生まれて3ヶ月くらいの赤
ちゃんでも、ページを開くと変化するしかけ絵本
に対して見入っています。しかけ絵本を作る時

も、オリジナルの作品を作っていく中で、想像力
を育むことができることも大きな魅力です。更な
る魅力のひとつとして、しかけ絵本には対象年齢
がないということです。例えば、医学書のような
人体のしかけ絵本があるのですが、小さな子ども
たちにはちょっと難しそうな内容でもしかけの楽
しさから興味がわき、夢中になっていきます。
　わかりやすく楽しく体のことを知ることができ
るわけです。大人も一緒ですね。しかけ絵本は
女性が好きな世界でもありますが、男性にも大
変人気があります。構造がどうなっているのかと
か、どうしたらこんなのが作れるのかなど、まじま
じ手にとって見る人が多いです。しかけ絵本は老
若男女隔たりなく楽しめます。

Q3.しかけ絵本の歴史を教えてください。

　しかけ絵本自体は200年以上の歴史があり、
印刷技術の発明により絵本が出てきた頃に人々
が想像力を働かせてしかけ絵本を作り上げまし
た。しかけ絵本は最初ヨーロッパで作られ始めド
イツの作家により大きく発展しました。現在では
ヨーロッパ・アメリカで多く手がけられています。
　しかけの技法自体は印刷技術の発明よりもさ
らに古く、例えば科学が発展した500年ほど前
には、人体の医学的な仕組みや天文学や建築学
などでしかけの技法を用いてよりわかりやすく解
説されていました。日本では浮世絵などにからく
りが仕込まれたものが作られていました。
　しかけ絵本の製作方法について、近年は印
刷・製本を世界共同で行い、言語だけを各国の
言葉に変えて出版するという方法が主流になって
います。世界共同で作ることで製作コストを下
げ、複雑なしかけ絵本でも手ごろな価格で出版
することが可能になり、いろいろなしかけ絵本が
出版されるようになりました。

［ 生涯学習センター ］

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。

5月19日・6月16日・７月21日【全3回】
親子のふれあい広場｢ネコのしっぽ｣

講座前半は「親子でリズム体操」
です。「５、４、３、２、１」の号令
で飛行機になったり、ママのおひ
ざの上でシーソーをしたり、みん
な大好きなバルーンを使ってたく
さんカラダを動かしました。後半は「英語で絵本の読み聞かせ」
です。３回目はいつもの読み聞かせに、ハープ演奏とのコラボでし
た。やさしい音色にママ達が癒された時間でした。

5月31日・6月7日・6月21日【全3回】
将来に憂いなし
～いちから始める終活講座

「人生の終わり」という、誰しもに訪れる問
題に対して、どのように備えればよいのかに
ついて学びました。1回目は「そもそも終
活って何？」という基礎から入り、2回目は「お片づけ」について学びまし
た。最後の3回目は「エンディングノートの書き方」について学びました。先
生は、終活は今をより良く生きるために行うのだと説き、受講者の皆さんも
前向きに終活を考えていました。

内　容 ❶しかけカードを作る　
 ❷しかけ絵本を作る
日　時 9月26日(火)、10月3日(火)
 10：00～12：00
会　場 生涯学習センター 
 612文化創造室・会議室
対　象 小学2年生までの子どもを
 持つ保護者＋興味のある方
 (市内在住・在勤・在学の方優先)

参加費 1,000円（全2回）　
申込み 9月10日（日）10時～　
 電話（046-261-0491）
 または生涯学習センター
 窓口にて

ママとパパの
しかけえほん作り講座

講座情報
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ページの向こうはおとぎの国 ～しかけ絵本の芸術についてインタビュー～

本を開くと徐々に変化するしかけ絵本。こどもの時に夢中になってみていた
人も多いのではないでしょうか。今回は、日本で唯一のしかけ絵本専門店
「メッゲンドルファー」の嵐田康平さんに、しかけ絵本について伺いました。

嵐田 康平さん
しかけ絵本専門店
「メッゲンドルファー」代表 

9月開講講座「ママとパパのしかけえほん
作り講座」で講義を担当予定。

Interview



［ 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「芸術の秋」

プレイリーダーってこんな人!!

佐藤 忠良 画  
福音館書店、2012年出版
請求記号 E/サト/  3階南

木

現代日本彫刻の巨匠が描く、
絵本の世界
佐藤忠良は日本を代表する彫刻家です。『木』は、佐藤
の確かなデッサン力によって描かれた生命力あふれる
木 と々、老人の詩的な対話で綴られています。『おおきな
かぶ』『ゆきむすめ』などの名作絵本も手がけた佐藤。一
人の作家が描いた、それぞれの物語の世界観を絵本を通
して味わう。そんな絵本の楽しみ方もおすすめです。

アートの世界の入り口に！
雨宿りのために美術館にやって来たケイティとおばあちゃん。美
術館には名画といわれる画家の作品がずらり。ルソー、アング
ル、ルノワール…。だけどケイティには見方がよく分かりません。
それでも好奇心を抑えられないケイティは…。名画には年齢を
問わず、人の心を動かす力があります。実在の名画を題材に絵
画との上手な付きあい方、豊かな心を育んでくれる一冊です。

　ご存知ですか？げんきっこ広場で、黄色いポロシャツを着たスタッフは「プレイリー
ダー」と呼ばれているんです。ただの、チケットもぎりのお姉さんだと思ったら、大間違
い。入場のご案内をはじめ、遊具の点検、安全管理のパトロール、清掃などをこなしてい
ます。そしていちばん大事な仕事は、遊びに来てくださったみなさんにあそびの提案をす
ることなんです。楽しく一緒に遊んでいただくための案内人です。
　プレイリーダーには、いろんな人がいます。元気な人、面白い人、手先の器用な人、
優しい人など…十人十色、千差万別です。

　リーダー的存在のWさんは子どもたちと遊ぶことが大好き。とにかく夢中で元気
いっぱい遊びます。遊具の知識も抜群です。
　プレイリーダーは、それぞれのやり方で、子育て奮闘中のパパやママ、元気いっぱ
いの子どもたちに広場を楽しんでもらえるよう、日 、々がんばっています。遊びに来た
ときは、ぜひ声をかけてくださいね。

図書館スタッフ 川内 さん

ジェイムズ・メイヒュー 作  
サイエンティスト社、2013年出版
請求記号 E/メ/  3階南

ケイティの
はじめての美術館

図書館スタッフ 小杉 さん
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「一緒にひまわり畑に行こう」のイベントに参加してくれたあっちゃんと
お母様にお話を伺いました。

時々げんきっこ広場に遊びにきてくれていて、今日は、お
友だちにイベントがあるよと誘ってもらったそうです。
あっちゃんはイベント初参加でしたが、作品とにっこり、
ステキな写真を撮らせてくれました。
好きな遊びは、エアトラックやテクニコやマグフォー
マー。そんなあっちゃん、最近補助なし自転車に乗れる

ようになって、『きのうも公園で乗ってきたんです』とお
母様。そういえば、何ヵ所も蚊に刺された跡があるけど、
へっちゃらなんだね。たくましい！この１年で、体もずいぶ
ん大きくなったそうです。お友だちとエアトラックで元気
に走り回っているあっちゃんに声をかけると、とっても
シャイで、『また来たい』と照れながら答えてくれました。

屋内こども広場私

元気いっぱいWさん

●平成29年7月17日(月祝) げんきっこ広場

あっちゃん（年長さん）



募集終了

多目的室 10：00～12：00 無料君もマジシャンになろう！ 大和市屋内こども広場

メインホール 18：30 5,000円（全席指定）CRIMES OF THE HEART ─心の罪─ やまと芸術文化ホール

多目的室 11：00～12：00 無料風せんを作って遊ぼう 大和市屋内こども広場

24 日 610大会議室 14：00～16：00いろはにほへと  俳句入門講座！❷〈全4回〉 大和市生涯学習センター
サブホール 13：30 無料スウィーティッシュアンサンブル定期演奏会 スウィーティッシュアンサンブル  046-267-3759（斎藤）

23 土祝
601講習室 14：00～16：00 2,000円（全5回）やまと市民大学 みんなが主役!!～オリンピックの世界～❸〈全5回〉 大和市生涯学習センター

メインホール 14：00 S席4,500円
A席3,500円

マンハッタン・ジャズ・クインテット  ジャパン・ツアー2017
～スイングしなけりゃ意味ないね～ やまと芸術文化ホール

げんきっこ広場 11：00～13：00 げんきっこ広場利用料集合！いつもの広場がちょっと違う 大和市屋内こども広場

22 金 マルチスペース
①13：30～14：15
②14：30～15：30
③15：45～16：45

クラスにより異なるモダンリズムダンスレッスン
①2,3歳児  ②4～6歳児  ③小学生

Cocktail Dance School
080-5389-1001（楠田）

21 木 多目的室 10：30～11：30 無料子育てサロン  森のくまさん 大和市屋内こども広場
サブホール 10：00 無料民謡舞踊まつり 平成民謡舞踊協会  090-6475-0108（澤田）

20 水 マルチスペース 13：30 3,000円アテンダントと踊る  3＆1 SSJD  090-1738-2540（山﨑）
サブホール 10：30 2,000円明弥音デビュー1周年記念イベント  唄と舞の宴  カラオケ発表会 080-2561-8489（山本）

19 火 多目的室 10：00～11：30 500円ママとアネシィ 大和市屋内こども広場
おはなしのへや 11：00～11：20 無料シリウス赤ちゃんおはなし会 大和市立図書館

18 月祝 サブホール 14：00 2,000円桜蔭会コンサート  木のひびき  管とピアノによる アンサンブル狂宴?! 一般財団法人 桜蔭会  045-243-8440（平野）

メインホール 未定 無料Strings Concert 2017 ㈱ヤマハミュージックリテイリング 横浜店　
045-311-1200（小松）

多目的室 10：00～12：00 無料ものづくり教室 大和市屋内こども広場

17 日 610大会議室 14：00～16：00いろはにほへと  俳句入門講座！❶〈全4回〉 大和市生涯学習センター
サブホール 14：00 無料女声合唱団  ボン・ディーア  第5回コンサート 女声合唱団ボン・ディーア  046-293-5445（徳田）
メインホール 10：30 無料大和民謡舞踊連盟  創立45周年記念大会 大和民謡舞踊連盟  046-274-0018（土屋）

おはなしのへや 14：00～14：20 無料シリウス親子のおはなし会 大和市立図書館
健康テラス 14：00（13：30開場） 無料（20名）市立病院月例講演会 大和市立図書館

16 土 多目的室 ①14：00～14：45
②15：00～15：45 無料LaLaLa Land ～Ridiaさんと英語でSing Along！ 大和市屋内こども広場

多目的室 10：00～12：00 無料ものづくり教室 大和市屋内こども広場
メインホール 14：00 無料第5回 コールベルカント演奏会 090-1210-0423（鈴木）
げんきっこ広場 13：00～15：00 げんきっこ広場利用料身近な折り紙を楽しもう～コマ編 大和市屋内こども広場
601講習室 10：30～11：45親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」❶〈全3回〉 大和市生涯学習センター

15 金 マルチスペース
①13：30～14：15
②14：30～15：30
③15：45～16：45

クラスにより異なるモダンリズムダンスレッスン
①2,3歳児  ②4～6歳児  ③小学生

Cocktail Dance School
080-5389-1001（楠田）

14 木 マルチスペース 10：30～12：00 入会金1,000円
月会費4,000円（3回分）基礎から楽しく！ 社交ダンススクール「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）

サブホール 13：15 5,000円一流学生参加３&１パーティー イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

サブホール 13：30 500円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 SSJD  090-1738-2540（山﨑）13 水 マルチスペース 未定 未定（有料）～五感の癒し～  大人のためのお昼寝コンサート シエスタラボ  046-404-8324（フジモト）

多目的室 ①11：00～12：00
②14：00～15：00 無料こどもとcomodoにコンサート 大和市屋内こども広場

611調理実習室 10：30～13：00アジアを食べる！パクチー＆スパイス！！❹〈全4回〉 大和市生涯学習センター
10 日

サブホール 14：00 1,500円（当日2,000円）
学生1,000円

《やまと演奏会シリーズ》
第3回 ピアノの月「作曲家が子どもたちに遺したもの」

大和市音楽家協会事務局
070-3523-7068

メインホール 10：00 無料第27回 「花翠流  舞への誘い」 ～踊る楽しさ  踊れる歓び～ 046-269-4785（花翠）

9 土 601講習室 14：00～16：00 2,000円（全5回）やまと市民大学 みんなが主役!!～オリンピックの世界～❷〈全5回〉 大和市生涯学習センター

8 金 マルチスペース
①13：30～14：15
②14：30～15：30
③15：45～16：45

クラスにより異なるモダンリズムダンスレッスン
①2,3歳児  ②4～6歳児  ③小学生

Cocktail Dance School
080-5389-1001（楠田）

7 木 マルチスペース 10：30～12：00 入会金1,000円
月会費4,000円（3回分）基礎から楽しく！ 社交ダンススクール「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）

多目的室 10：00～11：00チップリップ♪ リズムにのって1、2、3 ～親子でリトミック 大和市屋内こども広場
6 水 サブホール 9：30 無料公益社団法人  日本吟道学院公認  緑神会　

平成29年度  後期審査会
公益社団法人 日本吟道学院公認 緑神会　
046-246-4025（本所）

4 月 サブホール 13：30 無料赤い靴ダンスパーティー（社交ダンス） 090-3572-1278（鈴木）
多目的室 10：00～12：00 無料ものづくり教室 大和市屋内こども広場
611調理実習室 10：30～13：00アジアを食べる！パクチー＆スパイス！！❸〈全4回〉 大和市生涯学習センター

3 日 おはなしのへや 14：00～14：20 無料シリウスうちドックのおはなし会 大和市立図書館
ギャラリー 10：00 無料ビューティー＆クラフトフェスタ in 大和2017 イベント事務局  046-277-2390（花＊花）

メインホール 10：30 無料第10回 神奈川県名流舞踊の会 神奈川県名流舞踊の会  実行委員会　
046-261-4132（青木）

メインホール 13：30 無料イライラしない、怒らないで接する認知症の方との付き合い方 大和市、公益社団法人認知症の人と
家族の会神奈川県支部  046-260-5612

サブホール 13：30 無料ハートフル・ウィンド・コンサート　2017 ㈱ヤマハミュージックリテイリング 横浜店　
045-311-1200

多目的室 10：00～12：00 無料ものづくり教室 大和市屋内こども広場

2 土 601講習室 14：00～16：00 2,000円（全5回）やまと市民大学 みんなが主役!!～オリンピックの世界～❶〈全5回〉 大和市生涯学習センター

メインホール 16：30 S席5,500円
A席4,500円

加藤登紀子  百万本のバラコンサート
with 東京ニューシティ管弦楽団 やまと芸術文化ホール

ギャラリー 10：00～16：00 無料ウィッグ(かつら)展示即売会 ㈱ユキ  0120-20-3020

9月 10月 EVENT CALENDAR 2017

1 金 マルチスペース
①13：30～14：15
②14：30～15：30
③15：45～16：45

クラスにより異なるモダンリズムダンスレッスン
①2,3歳児  ②4～6歳児  ③小学生

9月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
Cocktail Dance School
080-5389-1001（楠田）

申込＝要事前申込

6

募集終了

募集終了

募集終了

募集終了

募集終了



マルチスペース

音楽サークル「うたごえサロンやまと」
090-3230-2185（石掛）

30 土 601講習室 14：00～16：00 2,000円（全5回）やまと市民大学 みんなが主役!!～オリンピックの世界～❹〈全5回〉 大和市生涯学習センター
601講習室 18：30（18：15開場） 無料（100名）第13回大和市立図書館映画上映会「ジェイン・オースティンの読書会」（吹替え） 大和市立図書館
612文化創造室 10：00 無料（36名）読書推進ボランティアのつどい 大和市立図書館

29 金 マルチスペース
①13：30～14：15
②14：30～15：30
③15：45～16：45

クラスにより異なるモダンリズムダンスレッスン
①2,3歳児  ②4～6歳児  ③小学生

Cocktail Dance School
080-5389-1001（楠田）

マルチスペース 9：00 無料コーラスの練習 みずばしょう  045-373-8000（加藤）

28 木 サブホール 13：45 800円「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！
童謡唱歌・昭和歌謡・演歌・フォーク等、心ときめく歌 うたごえがかり  080-5944-0425

25 月 マルチスペース 13：15 5,000円一流学生参加３&１パーティー イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
26 火 612文化創造室 10：00～12：00 1,000円（全2回）ママとパパのしかけえほん作り講座❶〈全2回〉 大和市生涯学習センター

610大会議室 14：00～16：00いろはにほへと  俳句入門講座！❹〈全4回〉 大和市生涯学習センター

サブホール 14：00 1,000円（全席指定）落語フェスタ  やまと寄席～その弐～ 輝きの会 やまと芸術文化ホール
22 日 サブホール 16：30落語フェスタ  やまと寄席～その弐～ 極みの会 やまと芸術文化ホール

健康テラス 14：00（13：30開場） 無料（20名）市立病院月例講演会 大和市立図書館
おはなしのへや 14：00～14：20 無料シリウス親子のおはなし会 大和市立図書館

21 土 多目的室 10：00～12：00 無料ものづくり教室 大和市屋内こども広場
サブホール 13：00 無料ウイスタリア音楽院  演奏発表会 ウイスタリア音楽院  046-261-6823
メインホール 17：30 6,500円（全席指定）一青窈 Tour2017 ～御目見得饗宴～ やまと芸術文化ホール

20 金 601講習室 10：30～11：45親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」❷〈全3回〉 大和市生涯学習センター
サブホール 13：15 5,000円一流学生参加３&１パーティー イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
多目的室 10：30～11：30 無料子育てサロン  森のくまさん 大和市屋内こども広場

19 木
610大会議室 10：00～12：00 1,500円（全4回）心を贈る絵手紙❶〈全4回〉 大和市生涯学習センター

サブホール 14：00 無料第19回 美術講演会　日本画の魅力と健康長寿 大和市文化振興課・大和美術協会
080-5050-2115（大和美術協会 吉田）

18 水 611調理実習室 10：00～11：30 1,500円（全3回）男性のための料理教室～野菜編～❷〈全3回〉 大和市生涯学習センター
サブホール 13：20 800円シルビア会 大和シリウス フリーダンスパーティー シルビア会 大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

17 火 多目的室 10：00～11：30 500円ママとアネシィ 大和市屋内こども広場
サブホール 13：30 800円H&M ダンスパーティー 090-2155-4579（小林）

16 月 おはなしのへや 11：00～11：20 無料シリウス赤ちゃんおはなし会 大和市立図書館

15 日 多目的室 10：00～12：00 無料ものづくり教室 大和市屋内こども広場
マルチスペース 9：30 無料第80回 チャリティコンサート 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055（石川）
610大会議室 14：00～16：00 2,000円（全5回）やまと市民大学  近世神奈川の街道と旅❶〈全5回〉 大和市生涯学習センター

14 土 多目的室 ①11：00～11：50
②13：30～14：20 無料おこさま落語～きいて わらって やってみて!! 大和市屋内こども広場

マルチスペース 13：30 無料（小学生以上）ハロウィンパーティ by ECC ECCジュニア 大和中央教室  046-264-8757（井上）

マルチスペース
①13：30～14：15
②14：30～15：30
③15：45～16：45

クラスにより異なるモダンリズムダンスレッスン
①2,3歳児  ②4～6歳児  ③小学生

Cocktail Dance School
080-5389-1001（楠田）

13 金
マルチスペース 9：00 無料コーラスの練習 みずばしょう  045-373-8000（加藤）
サブホール 未定 無料央和会 046-261-4511（及川）

12 木 マルチスペース 10：00 無料セレンディピティ 大和 セレンディピティ大和  080-5688-8852（井上）
611調理実習室 10：00～11：30 1,500円（全3回）男性のための料理教室～野菜編～❶〈全3回〉 大和市生涯学習センター

11 水 サブホール 13：30 （カップル）500円
（３&１）2,999円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 SSJD  090-1738-2540（山﨑）

9 月祝
サブホール 12：00 無料第38回 邦楽舞踊の集い 大和市邦楽舞踊連盟  046-272-2128（山本）

メインホール 18：30爆笑劇場PART14  春風亭昇太・林家たい平二人会 大和中央シティライオンズクラブ
046-263-5555（丸山）

612文化創造室 13：30～15：00 500円（当日集金）【8/27申込開始】 もっと知りたいっ！寄席文字の世界 やまと芸術文化ホール
8 日 610大会議室 14：00～16：00いろはにほへと  俳句入門講座！❸〈全4回〉 大和市生涯学習センター

7 土 多目的室 10：00～12：00 無料ものづくり教室 大和市屋内こども広場
601講習室 14：00～16：00 2,000円（全5回）やまと市民大学 みんなが主役!!～オリンピックの世界～❺〈全5回〉 大和市生涯学習センター

6 金
マルチスペース

①13：30～14：15
②14：30～15：30
③15：45～16：45

クラスにより異なるモダンリズムダンスレッスン
①2,3歳児  ②4～6歳児  ③小学生

Cocktail Dance School
080-5389-1001（楠田）

5 木
サブホール 13：15 5,000円一流学生参加３&１パーティー イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

4 水 サブホール 13：20 800円シルビア会 大和シリウス フリーダンスパーティー シルビア会 大和シリウス  090-9972-2953（藤井）
3 火 612文化創造室 10：00～12：00 1,000円（全2回）ママとパパのしかけえほん作り講座❷〈全2回〉 大和市生涯学習センター

多目的室 10：00～12：00 無料ものづくり教室 大和市屋内こども広場
2 月 マルチスペース 13：30 1,000円マイソング 歌声 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

おはなしのへや 14：00～14：20 無料シリウスうちドックのおはなし会 大和市立図書館

1 日 サブホール 19：00
2,000円

学生・シルバー1,500円
小学生以下500円

やまとでクラシック 2017 クラシックネットワーク  
046-293-7315（三宅）

メインホール 13：30 無料大和ウインドシンフォニア 第16回定期演奏会 大和ウインドシンフォニア  090-8439-1189（尾島）

9月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

10月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

申込＝要事前申込

7

完売

完売

募集終了

募集終了

募集終了

10：30～12：00 入会金1,000円
月会費4,000円（3回分）基礎から楽しく！ 社交ダンススクール「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）

マルチスペース 18：00 500円「みんなで歌おう」音楽サークル

マルチスペース 10：30～12：00 入会金1,000円
月会費4,000円（3回分）基礎から楽しく！ 社交ダンススクール「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）



多目的室 ①14：00～14：45
②15：00～15：45 無料LaLaLa Land ～Ridiaさんと英語でSing Along！ 大和市屋内こども広場

9/4（月）～9/15（金） 下水道ポスター展 9：00～22：00
（初日13：00～、最終日～16：00）ギャラリー 大和市都市施設総務課

046-260-5406

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
の押田です。楽しい夏休みを過ごされましたか？私たちは、「やまとみらい
連」として「神奈川大和阿波おどり」に参加しました！まだ参加2回目の初心
者集団、他の連の格好よさに目を奪われながらも、沿道の方々の声援に支えら
れ、無事踊りきることができました。夏が終わればそう、秋です。秋といえば…
文化創造拠点としては、やはり「芸術！」といきたいところです。え、芸術って
難しそう？そんなことはありません。あれもこれもそれもみんな、芸術への扉。
ぜひページをめくって、お気に入りの扉をみつけてください。

611調理実習室 11：00～13：30 1,500円（全3回）男性のための料理教室～野菜編～❸〈全3回〉 大和市生涯学習センター
25 水 マルチスペース 13：30 3,000円アテンダントと踊る（3&1）ダンスパーティ SSJD  090-1738-2540（山﨑）

23 月
610大会議室 10：30～12：30 1,500円（全5回）幼児家庭教育学級 がんばるママのキモチをラクにしてくれる

「子育てのヒント～親業とエニアグラム」❶〈全5回〉 大和市生涯学習センター

サブホール 13：45 800円「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！
童謡唱歌・昭和歌謡・演歌・フォーク等、心ときめく歌 うたごえがかり  080-5944-0425

26 木

22 日

10：00～12：00 1,500円（全4回）心を贈る絵手紙❷〈全4回〉 大和市生涯学習センター

ギャラリー・多目的室　期間イベント 【入場無料】
開催期間 イベント名 時間会場 お問合せ

9/16（土）～9/22（金） 第85回  日本水彩画会  湘南支部展 10：00～18：00
（初日13：00～、最終日～16：00）ギャラリー 日本水彩画会湘南支部

046-207-8744（志田）

川島安雄作品展  神奈川の風景を旅して 11：00～17：00
（初日13：00～、最終日～16：00）ギャラリー 0466-36-6492（川島）

9/29（金）～10/1（日） 第10回 やまと国際アートフェスタ
「みんな、つながれ！～世界と未来と友だちと～」

10：00～18：00
（初日14：00～、最終日～17：00）ギャラリー やまと国際フレンドクラブ（IFC）

事務局  080-5451-0432
10/7（土）～10/12（木） シリウス1周年イベント～記念パネルを作ろう 13：00～14：00多目的室 大和市屋内こども広場
❶10/9（月祝）～10/16（月）
❷10/18（水）～10/25（水）
❸10/27（金）～11/3（金祝）

第65回
大和市文化祭
一般公募展

❶第一期 書の部
❷第二期 絵画の部
❸第三期 写真の部

10：00～17：00
（最終日～15：00）ギャラリー 大和市文化振興課

046-260-5222

9月 10月

【 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

13：00～15：00 げんきっこ広場利用料ハッピーハロウィン！自分だけのカボチャを作ろう 大和市屋内こども広場

30 月 10：30～12：30 1,500円（全5回）幼児家庭教育学級 がんばるママのキモチをラクにしてくれる
「子育てのヒント～親業とエニアグラム」❷〈全5回〉 大和市生涯学習センター

29 日
13：30～16：00 500円（全2回）シニアセミナー 丸投げしない老後の暮らし方❶〈全2回〉 大和市生涯学習センター

未定 800円県央吹奏楽連盟 平成29年度 第18回県央アンサンブルコンテスト 県央吹奏楽連盟  090-1775-1221（但野）
14：00～16：00 2,000円（全5回）やまと市民大学  近世神奈川の街道と旅❷〈全5回〉 大和市生涯学習センター

28 土 午前（詳細時間未定） 無料（10組）親子de図書館見学ツアー 大和市立図書館
未定 800円県央吹奏楽連盟平成29年度 第18回県央アンサンブルコンテスト　 県央吹奏楽連盟  090-1775-1221（但野）

18：30（18：15開場） 無料（100名）第14回大和市立図書館映画上映会「アヒルと鴨のコインロッカー」 大和市立図書館

①13：30～14：15
②14：30～15：30
③15：45～16：45

クラスにより異なるモダンリズムダンスレッスン
①2,3歳児  ②4～6歳児  ③小学生

Cocktail Dance School
080-5389-1001（楠田）

27 金
13：20 800円シルビア会 大和シリウス フリーダンスパーティー シルビア会 大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

13：00 3,000円（当日3,500円）宮川たかしコンサート 宮川たかし音楽事務所  046-295-6491（宮川）

未定 無料柏木実業専門学校  スピーチ・カラオケコンテスト 柏木実業専門学校  046-261-0158（飯塚）

9月 10月 EVENT CALENDAR 2017

610大会議室

げんきっこ広場

610大会議室

610大会議室
メインホール
610大会議室
健康テラス
メインホール
601講習室

マルチスペース

サブホール

サブホール

メインホール

10月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
申込＝要事前申込

小田急江ノ島線・相鉄本線「大和駅」から徒歩3分

●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

開館から257日目の2017年7月17日、シリウスの累計ご
来館者数が200万人を突破しました！セレモニーでは、
200万人目のご来館者と大和市長が一緒に記念パネ
ルを完成させる場面もあり、エントランスはお祝いムード
に包まれました。みなさま、本当にありがとうございます。

シリウスご来館者 200万人突破!!7/17
2017

編 集 後 記

掲載されている内容は、2017年8月20日現在の情報です。
次号は、2017年10月下旬発行予定です。

YAMATOMIRAI  vol.5
2017年 9&10月号
2017年8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

第4回YAMATOイラストレーションデザインコンペ 
みんなで選ぶBESTイラスト受賞。第5回同コンペ
優秀賞受賞。絵本の世界のような心温まる作品作
りを心掛けています。
［作品コンセプト］以前訪れた際、誰もが過ごしやすい
ような明るく素敵な館内が印象的だったので、その様子
を描きつつ、ワクワクするような作品を目指しました。

ほやの あやこ さん今 月 の 表 紙

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。

シリウスからの
お知らせ

3階「大和こどもの国」では、「こども図書館カウンター」
と「こども広場カウンター」の間の壁面に、図書館やこ
ども広場で開催されるイベントのご案内を掲示してお
ります。ポスターだけでなく、チラシも配架していますの
で、どうぞご利用ください。

シリウスでは、全館のトイレ（男性・女性とも）に各１つず
つベビーチェアを設置しております。設置されている個室
をわかりやすくするため、写真のような目印をつけました。

イベントの
最新の情報は
公式サイトを
ご覧ください

9/23（土祝）～9/28（木）

1 トイレにベビーチェアは設置してありますか？

2 3階のイベントがまとめてわかる場所はありませんか？

TOPICS


