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★3日＝13：00～15：00  ★4日＝12：30～14：30
※用紙がなくなり
　次第受付終了

全館

【各日先着500名・年齢制限なし】

11月3日（金祝）～4日（土）

スタンプラリー ～ヤマトンを探せ～
この帽子をかぶった人を探そう！

大和市文化創造拠点シリウスは、2017年11月3日、開館1周年を
迎えます。そこで、この1年間シリウスを訪れてくださったみなさまに
感謝を込めて、スペシャルイベントを開催します！いつもとはちょっと
違うシリウスに、ぜひ会いに来てください。お待ちしています！
※内容・時間が変更になる場合がございます。

シリウス
開館１周年
記念イベント

1st Anniversary

スタート ＆ ゴール▶3Fスタジオ大

芸術の秋“日本伝統文化”と出逢える１日

2017年11月3日（金祝）▶11月5日（日）

館内にいるヤマトンをみつけてスタンプをもらおう!!  スタンプを5つ
集めると、ここでしか手に入らないヤマトン特製グッズをプレゼント！

FMやまと20周年記念イベント
FM YAMA“TO LIVE” 文化の集い同時開催！

★ 11：00～16：00  展示・茶席体験
★ 13：00～14：00  着物ファッションショー

11月5日（日） 1F ギャラリー【入場無料】

スターバックスコーヒー＆エプロント 1周年特別企画！
エプロント

11/3.4.5限定
★パスタ全品500円！

FMやまとスタジ
オ脇の外階段を
上ってね！

スターバックスコーヒー

11/3限定
★オリジナル
　ブレンドコーヒーが登場！
3日午前中には無料イベント（予
約制）も開催します。ぜひお立ち
寄りください！

11月3日（金祝）

やまと市民大学公開講座
「近世神奈川の街道と旅
  ～大山詣りについて～」
大和には大山街道が通っており、かつては大山
詣りに向かう旅人も行き交いました。大山詣り
をテーマに、近世の旅について講義します。

11月4日（土）

11月5日（日）

601講習室6F 13：00～15：00
募集終了

スペシャルファッションショー
お針子製作発表会 
プチ☆コレ
6月～10月講座
「大人のお針子ク
ラブ」でリメイク
した服を発表しま
す。大人のおしゃ
れを楽しむ私たち
の輝き☆ご期待く
ださい！

エントランス特設ステージ 
【入退場自由】1F
11：30～12：00

私たちが
出演します！

健康を考えるシンポジウム
「大和市民を支えるがん医療
～健診・治療・在宅診療～」

601講習室 【事前申込】6F 14：00～15：30

なつかしのあそびプレイルーム

健康テラス4F 15：00～16：00

昔なつかしいおもちゃであそんでみよう！

子ども向け



松竹大歌舞伎

▼中村獅童さんからのメッセージ
大和には熱いものをもったお客様がたくさんいると聞
いて、大和に行くのが非常に楽しみです。生身の人間
と人間の、心と心が、お客様と役者とがつながる瞬間
がある、生の醍醐味を是非体験して頂きたいです。小
悪党のような一人の男が改心していく人間ドラマという
ものをぜひ見ていただきたいと思います。

文化講座
1年のあゆみ…
折り紙・しおり・マスコット…この
1年の作品を一堂に展示します！

足から元気を発育！親子足型測定会
無料で、足型測定と専
門スタッフによる靴選
び等のアドバイスが受
けられます。

アニバーサリー・
ダンス・スペシャル!!
世界で活躍する大和南高校ダンス部のみなさんが、
スペシャルプログラムを引っさげてシリウスに登場♪

【演目】一、義経千本桜　すし屋　一幕　
　　　二、釣女　常磐津連中

日本で唯一のメンタリストとしてメディアに出演する
かたわら、ビジネス・恋愛・子育てなど幅広いジャン
ルで人間心理をテーマにした著書を持つDaiGoが
語る、中高生にぜひ聞いてほしい講演会です。

16：00～19：00
メインホール 1F

完売

エントランス特設ステージ 
【入退場自由】1F
15：30～16：00

610大会議室6F

健康テラス4F

キッズ・デイ クイズラリー
～シリウスのお誕生日を
お祝いしよう!!～

大和こどもの国を探検して5問
のクイズに答えよう！全問正
解すると、特製お誕生日ケー
キの飾り付けに参加できたり、
この日だけの特別なきっず広
場の入場券がもらえるよ！

大和こどもの国 
【当日受付・先着150名】3F

おはなし会 ＆ 16ミリ上映会
おはなし会の後は、1周年
特別16ミリ上映会を開催
します！お楽しみに！

こども図書館 
おはなしのへや 【当日受付】3F

14：00～14：30
15：00～16：00

足から元気を発育！
親子足型測定会

610大会議室6F

若者応援事業「メンタリストDaiGo講演会
～あなたの未来を変える心理学～」

16：30～18：006F 601講習室

10：00～12：00 子ども向け（小学生以下）

募集終了

13：00～16：00【当日受付10時～各日先着16組】
10：00～12：00 募集終了

13：00～16：00【当日受付10時～各日先着16組】
10：00～12：00 募集終了

10：00～17：00

Ⓒ株式会社エスエス 加藤俊彦

子ども向け

子ども向け

子ども向け

3

エントランス特設ステージ 
【入退場自由】1F 10：30～

TVや本の挿絵などで大活躍の墨絵
アーティスト「渡邊ちょんと」さんが、
シリウスのために世界にひとつだけ
の作品を創作します。みなさまから
のお祝いメッセージが詰まった特製
メッセージボードのお披露目も！

開館1周年記念オープニングセレモニー
～感謝と愛を込めて～ 
墨絵パフォーマンス by 渡邊ちょんと



三遊亭円楽 さん

文化・健康・交流・学び
の場として誕生したシリウ
スは、大きく羽ばたきました。
大和シルフィードも、様 な々分野で
の成長を目指してまいります。開設
１周年おめでとうございます。
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シリウス開館1周年おめでとうござい
ます。天空に眩しく光るシリウスは、
正しい航路を示すコンパスであった
そうです。情報氾濫の現代におい
て正しい知識の導き手として大和の
地でますます輝くことを
祈念しております。

生涯学習センターにて、幼児親
子講座を担当しています。体を

いっぱい使って楽しく触れ合うことができて
います。駅から近いので、参加してくださる方
の地域が広がっているのを感じます。今後
は、高齢者などまた違った層の方 と々触れ合
える機会があればいいなと思っています。

様々なかたちでシリウスを支えて
くださった方々から、お祝いの
メッセージをいただきました！

お祝い
メッセージ

シリウス開館１周年

1周年に際しお祝い申し上げます。心に
響く音楽をいつでもお届けできるよう、
地域に愛される文化創造拠点シリウス
をオーケストラ一同応援しております。

開館1周年おめでとうございます。
あたたかい音楽がキラキラ輝いて
いたオープニングコンサート。たく
さんの音や響きを楽しん
でください。音楽を通
してみなさんの笑顔
が増えますように。

1周年、おめでとうございます。9月
2日に大和混声合唱団と、東京

ニューシティ管弦楽団とのコンサートをさせて
いただき、本当に夢のような素晴らしいホール
の響きにふるえました。惚れ
ちゃった！んです。また歌える
日を楽しみにしています。

神奈川フィルハーモニー
管弦楽団 さん

石井楓子 さん

一青窈 さん

開館1周年おめでとうございます。
あなたのいるこの世界がコンサー
トホール。これからもたくさんの音

楽を奏でて明るい未来を
紡いでいってください。

大和市立病院 副院長
藏並勝 さん

石川ファミリー
アンサンブル さん

3F多目的室で開催の「こどもとcomodo
にコンサート」で皆さんと音楽を楽しん
でいます。立派なホールもありますので、
次は将来を担う子供達に夢を与えられる
ような、大和市民オーケストラがあると
よいですね。

オープン1周年、誠におめ
でとうございます。大和の情

報発信の基地として、沢山の笑顔あ
ふれる素敵な空間として、年齢を問
わず、地域の皆様に愛される「シリ
ウス」であることを
願っております。僕
も微力ながら協力
させて頂きたい
と思います。

加藤登紀子 さん

NPO法人大和シルフィード・
スポーツクラブ 代表 
加藤貞行 さん

佐藤美幸 さん

紙芝居パフォーマー 
ゆう さん

お祝いにサイン色紙をいただきました！

「のろっと」に乗って星空ハンティングに出かけたら、
天空にナスカの地上絵が出現して…これはもう
大和市だけのプラネタリューム。  及川 正通
今月号の表紙を見て「おや？」と思われた方もいらっしゃるかもしれま
せん。そうなんです、この1周年記念号は、雑誌「ぴあ」の表紙でおなじ
みの及川正通さんに表紙を描いていただきました！
及川さんは大和市在住。昨年11月、1階ギャラリーにて開催された開館
記念展覧会「及川正通 イラストレーションの世界」にて、その魅力的な
作品群に目を奪われた方も多いのではないでしょうか。大和市ゆかり
の仕事も多く手がけられている及川さん、今後の動向にも大注目です！

プロフィール●1939年生まれ。1965年にフリーランスデザイナー＆イラスト
レーターとして独立。「プレイボーイ」等の若者向け雑誌で劇画連載を担当し、
多くの若者の支持を得る。1975年より雑誌「ぴあ」の表紙を手がけ、同誌休
刊までの36年間1号も休まずに書き続けたことで、ギネスの「表紙デザイン最
長記録」に認定される。1972年よりアトリエを大和市に移し、コミュニティバス
「のろっと」のボディイラストをはじめ、大和市関連の仕事も多く手がける。

～及川 正通 さん～今月の表紙スペシャル
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●日時  2017年12月3日（日）
　　　  ①13：00～13：50　②15：00～15：50
●会場  3階屋内こども広場 多目的室
●対象  小学生までの親子（各回先着20組）
●料金  無料　
●出演  ベル・アコルデ
●申込  11/2 (木)10：00より、電話または窓口

ハンドベル  クリスマスコンサート
楽しいクリスマスソングや、ディズニーの曲な
どをファミリーで楽しめる温かなクリスマスコ
ンサートです。ハンドベルの美しい調べをお
楽しみください。クワイヤチャイムの体験や、
ミニベルでの合奏もありますよ。

●日時  2017年12月24日（日） 13：30開演（13：15開場）
●会場  6階生涯学習センター 601講習室　●対象  どなたでも
●料金  無料（先着100名）　●申込  不要（直接会場にお越しください）

第17回 大和市立図書館クリスマス映画上映会
「クリスマス・キャロル」（1938年 字幕版）
～クリスマスに起こる奇跡の物語～
これまで何度となく映像化されてきたチャールズ・
ディケンズ原作の「クリスマス・キャロル」。ケチで
思いやりのない主人公が、クリスマスに3人の精霊に
出会い、変わっていく姿を描きます。このクリスマス、
あなたのもとにも奇跡が訪れるかもしれません。

●日時  2017年12月16日（土） 
　　　  14：00～14：30
●会場  3階こども図書館 おはなしのへや
●対象  2・3歳～6歳くらいまでのお子さんと保護者
●料金  無料　●申込  不要（直接会場にお越しください）

シリウスクリスマスおはなし会
～図書館でクリスマスを楽しもう！～
いつものシリウス親子のおはなし会がクリ
スマスに特別バージョンにグレードアップ!! 
パネルシアターや大型絵本を披露します！

●日時  2017年12月17日（日） 15：00開演（14：30開場）
●会場  1階芸術文化ホール メインホール
●料金  3,500円（全席指定・税込） 学生券（高校生以下）2,000円
●出演  ニューヨーク・ハーレム・シンガーズ

ニューヨーク・ハーレム・シンガーズ
クリスマス・ゴスペル・コンサート

ゴスペルの本場ニューヨークで結
成されたボーカルグループが、歌の
クリスマスプレゼントを届けにやっ
てきます！時にパワフルに、時に心
に沁み入る歌声で、素敵なクリスマ
スのひとときをお過ごしください。

●日時  2017年12月8日（金） 10：00～12：00
●会場  6階生涯学習センター　611調理実習室・会議室
●料金  500円（先着20名  ※1歳以上未就学児別室保育若干有り）
●申込  11/6(月)10：00より、電話または窓口

時短でお手軽!! 冷食で豪華クリスマスディナー
安全安心な冷凍食品をお届けする地元企業㈱ニッコウ
＆地域と共に地産地消を目指すNPO法人湘南食育ラ
ボプレゼンツ 屋内こども広場がお届けする食育第２弾
♪デモあり試食ありレシピ付き！今年のクリスマスは手
作りでいかが？

●日時  2017年12月19日（火） 13：00～13：45
●会場  1階芸術文化ホール メインホール・ホワイエ
●料金  無料
●出演  Pick & Lips（ピクリプ）
　   　フクムラサトシ（ソプラノ・サックス）
　　　 　 河野文彦（ギター）

クリスマスロビーコンサート
12月の開催に合わせて誰もが知っている冬の
名曲から、出演者のオリジナル曲まで幅広く
お楽しみいただけます。気軽に音楽に触れる
絶好の機会、お聴き逃しなく！

シリウス
2度目の ク リ ス

マ ス
街中の華やぎに心躍る12月。
2度目のクリスマスを迎えるシリウスから、
とっておきのプレゼントをお届けします。
あなたとあなたの大切な方に、
素敵な時間が訪れますように…

芸術文化ホール❶

図書館❶

屋内こども広場❶

●日時  2017年12月11日・18日・25日（月） 14：00～15：30　
●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（市内在住・在勤・在学の方優先）先着40名
●料金  800円（全3回分）　●講師  シナプソロジー教育トレーナー 佐々木夏子氏
●持ち物  筆記用具、動きやすい服装、タオル、飲み物
●申込  11/7(火)10：00より、電話または窓口

脳いきいき！笑顔いきいき！シナプソロジー!!〈全3回〉
「2つのことを同時に」「左右で違う動きを」
等の動きで脳に刺激を与えて脳を活性化し
ましょう！お口の健康や、食事と脳の関係に
ついても学びます。

生涯学習センター❶

屋内こども広場❷

図書館❷

芸術文化ホール❷

★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

お問合せ



2 木 マルチスペース 10：30 入会金1,000円
月会費4,000円（3回分）基礎から楽しく！  社交ダンスサークル「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 10：30 入会金1,000円
月会費4,000円（3回分）基礎から楽しく！  社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）

9 木

10
11

金
土 メインホール

10日 14：00
11日 12：00 無料（入場自由）平成29年度  神奈川県中学校文化連盟  大和支部総合文化祭

神奈川県公立中学校教育研究会・大和市中
学校教育研究会・神奈川県中学校文化連盟  
046-269-8281（下福田中学校 清水）

メインホール ①15：00
②19：00 当日4,400円大和おやこ劇場例会・舞台劇「あの夏の絵」

秋田雨雀・土方与志記念　青年劇場
大和おやこ劇場合同例会実行委員会
090-6116-0389（杉本）

4 土 610大会議室 10：00～12：00
13：00～16：00

AM：
PM：無料（当日先着）足から元気を発育！親子足型測定会 大和市生涯学習センター

サブホール 18：30 無料黒岩知事との“対話の広場”地域版・県央会場 神奈川県県央地域県政総合センター
046-224-1111  内線2119（堀）

メインホール 13：30第1回  やまと de 紅白歌合戦 大和市文化振興課  046-260-5222

メインホール 19：00 無料YWOサクソフォーンアンサンブル  第6回演奏会 YWOサクソフォーンアンサンブル  
080-9030-8561（楽団事務局）

610大会議室 10：00～12：00
13：00～16：00足から元気を発育！親子足型測定会 大和市生涯学習センター

メインホール 16：00シリウス開館1周年スペシャルアニバーサリーステージ  松竹大歌舞伎 やまと芸術文化ホール

1 水

サブホール 14：00 1,500円（当日2,000円）
学生1,000円

大和市生涯学習振興補助金交付事業《やまと演奏会シリーズ》
第4回  器楽の月「フルートの世界」

大和市音楽家協会  070-3523-7068
（事務局 田辺）

ギャラリー 11：00～16：00 無料（入場自由）FMやまと20周年記念イベント  FM YAMA“TO LIVE！”『文化の集い』 大和ラジオ放送株式会社  046-264-5061（天沼）

14 火
メインホール 18：30 7,500円DRUM TAO ドラムロック 疾風 大和リバティライオンズクラブ

046-400-1628（佐藤・山﨑）

610大会議室 10：30～12：30幼児家庭教育学級「子育てのヒント～親業とエニアグラム」❸〈全5回〉 大和市生涯学習センター

13 月 610大会議室 10：30～12：30幼児家庭教育学級「子育てのヒント～親業とエニアグラム」❹〈全5回〉 大和市生涯学習センター

サブホール 10：00 無料（入場自由）ミュージックサロンコルドンブルー  カラオケを楽しむ会 ミュージックサロンコルドンブルー
045-301-7688（小菅）

メインホール 13：30 無料（要整理券）ふれあいコンサート～2017～（ピアノ、ギター、歌） 社会福祉法人 県央福祉会 後援会
046-200-2888（川上・鈴木）

大和こどもの国 10：00～12：00 無料シリウス1周年イベント  クイズラリー「シリウスのお誕生日をお祝いしよう！」 大和市屋内こども広場

11月 12月 EVENT CALENDAR 2017
11月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

申込＝要事前申込

6

3 金祝
サブホール 13：00大和市文化祭表彰式 無料（入場自由） 大和市文化振興課  046-260-5222（山崎）

メインホール 16：00キッズダンスクラブ・カーディナル  第9回  発表会 無料（入場自由） 046-264-6151（乾）

6 月 マルチスペース 13：30my ソング　歌の会 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

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

8 水 サブホール 10：30ソレイユ・カラオケ音楽会 無料（要整理券） アサヒナ会  090-4729-8931（松本）

12 日 サブホール 13：00大和琵琶楽剣詩舞道大会 with「GOOD LOVIN’」 2,000円（中学生以下無料）大和琵琶楽剣詩舞道会  046-263-2584（鎌田）

15 水 サブホール 13：30フリーダンスパーティー（社交ダンス） 500円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）

17 金 サブホール 13：20シルビア会大和シリウス  フリーダンスパーティー（社交ダンス） 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

19 日 マルチスペース 19：00やまと国際オペラ協会会員による企画「深まる秋のアンサンブルコンサート」 2,500円 やまと国際オペラ協会  046-272-1885
サブホール 9：30第47回  大和市秋季吟詠大会 無料（入場自由） 大和市詩吟連盟  0462-62-1200（名取）

サブホール 13：00ゆかりグループ  オカリナ発表会 無料（入場自由） オカリナ土の音  090-8172-2980（武藤）

7 火 ギャラリー 10：00ウィッグ（かつら）展示即売会 無料（入場自由） ㈱ユキ  0120-20-3020

サブホール 10：30第14回「寿会  大和支部発表会」 無料 寿会 根本芸能企画  090-1202-4926（花翠）

全館 13：00～15：00シリウス1周年イベント  スタンプラリー「ヤマトンを探せ」 無料 大和市屋内こども広場

全館 12：30～14：30シリウス1周年イベント  スタンプラリー「ヤマトンを探せ」 無料 大和市屋内こども広場

5 日 おはなしのへや 14：00～14：30
15：00～16：00シリウスうちドックのおはなし会&16ミリ上映会 無料 大和市立図書館

おはなしのへや 14：00～14：20シリウス親子のおはなし会 無料 大和市立図書館

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

18 土 健康テラス 14：00（13：30開場）市立病院月例講演会 無料（20名） 大和市立図書館

多目的室 10：00～12：00ものづくり教室 大和市屋内こども広場

多目的室 10：00～12：00ものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場

おはなしのへや 10：30～10：50おひざでだっこのおはなし会 無料 大和市立図書館

おはなしのへや 15：30～16：00ひとりできける子のおはなし会 無料 大和市立図書館

610大会議室 10：00～12：00心を贈る絵手紙❸〈全4回〉 大和市生涯学習センター

601講習室 10：30～12：00親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」❸〈全3回〉 大和市生涯学習センター

610大会議室 14：00～16：00やまと市民大学  近世神奈川の街道と旅❹〈全5回〉 大和市生涯学習センター

16 木 610大会議室 10：00～12：00心を贈る絵手紙❹〈全4回〉 大和市生涯学習センター

611調理実習室 10：30～12：00紅茶の世界～わたしの素敵なtea time～❶〈全4回〉 大和市生涯学習センター

メインホール 14：00 全席指定 3,500円
学生1,500円（26歳未満）舘野 泉　こころの音楽 やまと芸術文化ホール

611調理実習室 10：30～12：00紅茶の世界～わたしの素敵なtea time～❷〈全4回〉 大和市生涯学習センター

500円（全2回）610大会議室 10：00～12：00思春期講座～大人になる君たちへ～❶〈全2回〉 大和市生涯学習センター

500円（全2回）610大会議室 13：30～16：00シニアセミナー 丸投げしない老後の暮らし方❷〈全2回〉 大和市生涯学習センター

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

10 金 多目的室 13：30～15：00にこにこたまご 無料 大和市屋内こども広場

多目的室 10：30～11：30森のくまさん 無料 大和市屋内こども広場

601講習室 13：00～15：00やまと市民大学  近世神奈川の街道と旅❸〈全5回〉 大和市生涯学習センター

601講習室 16：30～18：00若者応援事業「メンタリストDaiGo講演会～あなたの未来を変える心理学」 大和市生涯学習センター

無料（100名）601講習室 14：00～15：30
（13：30開場）

シリウス1周年イベント  健康を考えるシンポジウム
「大和市民を支えるがん医療～健診・治療・在宅診療～」 大和市立図書館

21 火 多目的室 10：00～11：30ママとアネシィ 500円 大和市屋内こども広場

サブホール 13：30赤い靴ダンスパーティー（社交ダンス） 900円（割引券あり） 090-3572-1278（鈴木）

AM：
PM：無料（当日先着）



サブホール 14：00第18回 ドリームコンサート（音楽教室発表会） 無料 046-267-5208（坂本）

18：30
（18：15開場） 無料（100名）

13 水 マルチスペース
①10：00

②13：00 ③15：00カイロ&美容カイロの施術体験会 骨盤調整500円
その他1ヶ所500円

カイロ&エステカイロ 和（なごみ）
090-9648-8260（赤石）

サブホール 13：30フリーダンスパーティー（社交ダンス） 500円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）

おはなしのへや 15：30～16：00ひとりできける子のおはなし会 無料 大和市立図書館

健康テラス 14：00～14：45昔ばなしをきく会 無料 大和市立図書館

601講習室 10：00～12：00ママパパ1年生！～ママ＆パパとベビーのタッチ！たっち！～❸〈全3回〉 500円（全3回） 大和市生涯学習センター

申込＝要事前申込

11月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

多目的室 13：30～15：00まめたん 無料 大和市屋内こども広場

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

サブホール 13：20シルビア会大和シリウス  フリーダンスパーティー（社交ダンス） 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

23 木祝メインホール 13：00第16回  大和市民芸術祭 無料（入場自由） 大和市文化振興課  046-260-5222
メインホール 17：00Achieve our dreams!（演奏会） 4,000円

メインホール 12：30琴心流大正琴グランドコンサートinやまと 2,000円 琴心流大正琴  042-746-7108（奈須）

サブホール 13：20シルビア会大和シリウス  フリーダンスパーティー 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

メインホール 10：00第17回神奈川高文連  器楽・管弦楽 演奏会 無料 神奈川県高等学校文化連盟  器楽・管弦楽
専門部会  045-941-6918（川和高校 菅野）　

ギャラリー 10：00～20：00おとなかわいいX'mas Market 無料 おとカワやまとプロジェクト
046-262-7808（カシワザキ）　

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

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

27 月
サブホール 13：45「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！ 800円 うたごえがかり  080-5944-0425

メインホール 15：00第53回  クリスマスチャリティーコンサート
新堀ギター クリスマスコンサート　

自由席3,000円・学生2,000円
指定席4,000円 新堀ギター音楽院  0466-23-8338（竹内）

5 火 611調理実習室 10：00～11：00アイスボックスクッキー＆飾り巻き寿司❶〈全4回〉 2,000円（全4回） 大和市生涯学習センター

12 火 611調理実習室 10：00～12：00アイスボックスクッキー＆飾り巻き寿司❷〈全4回〉 2,000円（全4回） 大和市生涯学習センター

610大会議室
612文化創造室 10：00～12：30思春期講座～大人になる君たちへ～❷〈全2回〉 500円（全2回） 大和市生涯学習センター26 日
マルチスペース ニューヨーク・ハーレム・シンガーズ  ゴスペル・ワークショップ❶〈全4回〉 11：00 やまと芸術文化ホール

マルチスペース 12：30アテンダントと踊る  3＆1（社交ダンス） 3,000円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）

2 土

4 月 マルチスペース 13：30my ソング　歌の会 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

マルチスペース 10：00アラカイ・スピリット（ワークショップ、リラクゼーション） 無料（入場自由） （一社）廣道会Alakai-Time  090-1468-1763（橘）

610大会議室 10：00～12：00読み聞かせボランティア養成講座  ブラッシュアップ編❶〈全3回〉 無料 大和市立図書館

1 金 610大会議室 10：00～12：00読み聞かせボランティア養成講座  ブラッシュアップ編❷〈全3回〉 無料 大和市立図書館

610大会議室 10：00～12：00読み聞かせボランティア養成講座  ブラッシュアップ編❸〈全3回〉 無料 大和市立図書館

11 月 601講習室 14：00～15：30健康講座  脳いきいき！笑顔いきいき！シナプソロジー!!❶〈全3回〉 800円（全3回） 大和市生涯学習センター

601講習室 第15回大和市立図書館映画上映会「アルビン  歌うシマリス3兄弟」 大和市立図書館

9 土
601講習室 13：30

（13：15開場）第16回大和市立図書館人権映画会　※作品未定 無料（100名） 大和市立図書館

610大会議室 14：00～16：00やまと市民大学　近世神奈川の街道と旅❺〈全5回〉 大和市生涯学習センター
25 土 612文化創造室 10：30～12：00クリスマスのなぜなに大発見!!～オリジナルリースづくり～❶〈全2回〉 800円（全2回） 大和市生涯学習センター

612文化創造室 10：30～12：00クリスマスのなぜなに大発見!!～オリジナルリースづくり～❷〈全2回〉 800円（全2回） 大和市生涯学習センター

28 火 612文化創造室 14：45～16：15健康講座  アーユルヴェーダ入門講座❶〈全3回〉 2,000円（全3回） 大和市生涯学習センター

612文化創造室 14：45～16：15健康講座  アーユルヴェーダ入門講座❷〈全3回〉 2,000円（全3回） 大和市生涯学習センター

612文化創造室 14：45～16：15健康講座  アーユルヴェーダ入門講座❸〈全3回〉 2,000円（全3回） 大和市生涯学習センター

29 水
610大会議室 10：00～12：30ママパパ1年生！～ママ＆パパとベビーのタッチ！たっち！～❶〈全3回〉 500円（全3回） 大和市生涯学習センター

610大会議室 10：00～12：30ママパパ1年生！～ママ＆パパとベビーのタッチ！たっち！～❷〈全3回〉 500円（全3回） 大和市生涯学習センター

多目的室 13：30～15：00にこにこたまご 無料 大和市屋内こども広場

多目的室 10：00～12：00ものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場

多目的室 10：00～12：00ものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場

611調理実習室 10：00～12：00時短でお手軽!!  冷食で豪華クリスマスディナー 500円 大和市屋内こども広場

多目的室 ①13：00～13：50
②15：00～15：50ハンドベル  クリスマスコンサート 無料 大和市屋内こども広場

10 日

多目的室 ①10：30～11：30
②13：00～14：00こどもとcomodoにコンサート 無料 大和市屋内こども広場

メインホール 14：00第12回  クラーニッヒ・ウィンズ  定期演奏会（吹奏楽） 無料 クラーニッヒ ・ウィンズ  080-5531-8448（佐藤）

30 木 611調理実習室 10：30～12：00紅茶の世界～わたしの素敵なtea time～❸〈全4回〉 大和市生涯学習センター

611調理実習室 10：30～12：00紅茶の世界～わたしの素敵なtea time～❹〈全4回〉 大和市生涯学習センター

24 金 マルチスペース 9：40コーラスの練習 無料 女声合唱団みずばしょう  045-373-8000（加藤）

マルチスペース 13：30アテンダントと踊る  3＆1（社交ダンス） 3,000円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）
サブホール 13：15一流学生参加3＆1ダンスパーティー（社交ダンス） 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

おはなしのへや 10：30～10：50親子で楽しむおはなし会 無料 大和市立図書館

3 日 おはなしのへや 14：00～14：30シリウスうちドックのおはなし会 無料 大和市立図書館

おはなしのへや 10：30～10：50おひざでだっこのおはなし会 無料 大和市立図書館

マルチスペース ニューヨーク・ハーレム・シンガーズ  ゴスペル・ワークショップ❷〈全4回〉 11：00 やまと芸術文化ホール

マルチスペース ニューヨーク・ハーレム・シンガーズ  ゴスペル・ワークショップ❸〈全4回〉 11：00 やまと芸術文化ホール

サブホール 19：00三宅 麻美  ベートーヴェン・リサイタル
12月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

2,000円・学生1,500円 クラシックネットワーク  046-293-7315（三宅）

8 金

610大会議室 10：30～12：30幼児家庭教育学級「子育てのヒント～親業とエニアグラム」❺〈全5回〉 大和市生涯学習センター

GRACE（グラース）  03-5772-3664（井上）

22 水

7



11：00ニューヨーク・ハーレム・シンガーズ  ゴスペル・ワークショップ❹〈全4回〉 やまと芸術文化ホール

10/27（金）～11/3（金祝） 第65回大和市文化祭
一般公募展  第三期  写真の部 10：00～17：00（最終日～15：00）大和市文化振興課  046-260-5222（山崎）

11/21（火）～11/23（木祝） 第16回  大和市民芸術祭 10：00～17：00（最終日～16：00）大和市文化振興課  046-260-5222

11/18（土）～11/19（日） もうすぐお正月展 18日 12：00～18：00
19日 10：00～18：00

書道を楽しむ会  
045-932-4503（鹿田）

12/11（月）～12/12（火） あんみつガラス展示会 11日 11：00～17：00
12日   9：00～15：00

㈱あけぼの通商  
0120-296-033（中嶋）

12/15（金）～12/17（日） 心正書道会々員展 10：00～17：00（最終日～16：00）心正書道会  046-261-5198（石川）

12/19（火）～12/22（金） 輝いている神奈川のアールブリュット展 10：00～17：00
（初日～19：00、最終日～14：00）

社会福祉法人 県央福祉会  
0467-53-8122（津田）

12/2（土）～12/3（日） 第66回  いけばな諸流展 10：00～16：00 大和華道協会  
046-267-4153（大垣）

11/10（金）～11/11（土） 平成29年度神奈川県中学校文化連盟
大和支部総合文化祭  美術展

10日   9：00～16：00
11日   9：00～15：00

神奈川県公立中学校教育研究会
046-269-8281（下福田中学校 清水）

12/4（月）～12/8（金） 第17回  フォトクラブ四季  写真展 9：00～18：00
（初日13：00～、最終日～17：00）

フォトクラブ四季  
046-275-8677（丸山）

【 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

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

ギャラリー　期間イベント 【入場無料】
開催期間 イベント名 時間 お問合せ

11月 12月

16 土
マルチスペース

サブホール 10：00おたのしみ会（合唱・劇ほか） 無料 深見台保育園  046-263-9300（押田）

20 水 サブホール 13：20シルビア会大和シリウス  フリーダンスパーティー（社交ダンス） 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

サブホール 18：00YAMATO-SAI 無料（要入場券） 大和市文化振興課  046-260-5222

24 日 サブホール 13：30M&E 中央林間校クリスマススペシャルコンサート 無料 M&E 中央林間校  080-6506-5855（荒谷）
マルチスペース 9：30第81回  チャリティコンサート（弦楽器、ピアノ） 無料 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055（石川）

23 土祝マルチスペース 18：15多島ピアノ教室 発表会 無料 多島ピアノ教室  090-6152-3685（多島）
サブホール 13：30赤い靴ダンスパーティー（社交ダンス） 900円（割引券あり） 090-3572-1278（鈴木）

15 金 マルチスペース 9：40コーラスの練習 無料 女声合唱団みずばしょう  045-373-8000（加藤）

19 火 メインホールホワイエ 13：00～13：45クリスマスロビーコンサート 無料 やまと芸術文化ホール

611調理実習室 10：30～12：30男性のための料理教室～料理と献立の基本編～❶〈全5回〉 2,500円（全5回） 大和市生涯学習センター

611調理実習室 10：30～12：30男性のための料理教室～料理と献立の基本編～❷〈全5回〉 2,500円（全5回） 大和市生涯学習センター

601講習室 13：30（13：15開場）第1７回大和市立図書館クリスマス映画上映会「クリスマス・キャロル」 無料（100名） 大和市立図書館

多目的室 10：00～12：00ものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場

多目的室 10：00～12：00ものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場

多目的室 10：00～11：30ママとアネシィ 500円 大和市屋内こども広場

多目的室 10：30～11：30森のくまさん 無料 大和市屋内こども広場

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

おはなしのへや 14：00～14：30シリウスクリスマスおはなし会 無料 大和市立図書館

27 水 おはなしのへや 10：30～10：50親子で楽しむおはなし会 無料 大和市立図書館

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

12月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
11月 12月 EVENT CALENDAR 2017

18 月 611調理実習室 10：00～11：00アイスボックスクッキー＆飾り巻き寿司❸〈全4回〉 2,000円（全4回） 大和市生涯学習センター

26 火 611調理実習室 10：00～11：30アイスボックスクッキー＆飾り巻き寿司❹〈全4回〉 2,000円（全4回） 大和市生涯学習センター

17 日
メインホール 15：00ニューヨーク・ハーレム・シンガーズ

クリスマス・ゴスペル・コンサート
3,500円

高校生以下2,000円 やまと芸術文化ホール

14 木
マルチスペース 10：30基礎から楽しく！  社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 入会金1,000円

月会費4,000円（3回分）山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）

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

メインホール 14：002017  冬のコンサート（ピアノ、フルートほか） 2,500円（当日2,800円）
学生1,000円

大和市音楽家協会  
070-3523-7068（事務局）

601講習室 14：00～15：30健康講座  脳いきいき！笑顔いきいき！シナプソロジー!!❷〈全3回〉 800円（全3回） 大和市生涯学習センター

601講習室 14：00～15：30健康講座  脳いきいき！笑顔いきいき！シナプソロジー!!❸〈全3回〉 800円（全3回） 大和市生涯学習センター

サブホール 13：45「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！ 800円 うたごえがかり  080-5944-0425

25 月 サブホール 14：00はやぶさ&まつざき幸介コンサート 4,000円 はやぶさ&まつざき幸介コンサート実行委員会
090-4823-9330（斉藤）

メインホール 17：00SBA ジュニアカンパニークリスマス公演2017
The Nutcracker Winter 2017 くるみ割り人形

S席4,000円
A席3,000円・B席2,000円

佐々木三夏バレエアカデミー
046-264-3827（鎌田・稲葉）

21 木 マルチスペース 13：15一流学生参加3&1ダンスパーティ（社交ダンス） 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

28 木
サブホール 13：15一流学生参加 正装3&1ダンスパーティー（社交ダンス） 7,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

メインホール ①12：00
②17：30

ふれあい「まごころ」年忘れ演歌の祭典2017 in 大和
芸道50周年記念 渥美二郎クリスマスチャリティーコンサート

S席4,500円
A席3,500円 ㈱レスポアール  0467-72-5686（笛吹）

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

601講習室
スタジオ大 13：00～16：00こども市民大学

ラジオパーソナリティ体験～FMやまとに出演しよう！～ 無料 大和市生涯学習センター

健康テラス 14：00（13：30開場）市立病院月例講演会 無料（20名） 大和市立図書館

イベントの
最新の情報は
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ご覧ください
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