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プルースト効果の元になった有名なフラン
ス文学です。複雑な構文と比喩の多様で、難解だと敬遠するの
はもったいない！500人を超える登場人物の心理描写は、約100
年前のベルエポックとは思えないほど新鮮。これまで多くの翻
訳者によって訳され、岩波文庫からは全14巻中、11巻まで刊行
されています。光文社古典新約文庫からも新訳が刊行中ですの
で、比較しながらじっくり味わってみては。

■プルースト　作 ／ 吉川 一義　訳  
岩波書店、2010年出版、請求記号 B/プ/1  4階東

失われた時を求めて 1

ある香りによって、
昔の記憶が甦る

図書館スタッフが選んだ 4冊 【 theme # 05 】 温故知新

図書館スタッフ  柴田さん1

■セネカ　著 ／ 浦谷 計子　訳  
PHPエディターズ・グループ、2009年出版
請求記号 131.5/セ/  4階健康

人生の短さについて

年が明けるたび“光陰矢の如し”を痛感する
方も多いのではないでしょうか？本書は紀元前1年頃～紀元後
65年に生きた哲学者が、知人に宛てた手紙です。雑事に追わ
れ、他人に振り回される人生とは？真に人間らしく、幸せな時間
の使い方とは？…現代の自己啓発本？いえいえ、はるか2000年
の昔に書かれたことを、改めて記しておきましょう。

時が経つのはなぜ早い？
教えて！古代ローマのセネカさん。

図書館スタッフ  原さん2

茶柱が立つと
縁起がいい
語り継ぎたい「日本の言い伝え」

「敷居を踏んではいけない」「夜、爪を切ると親の死に目に遭えな
い」など、親や祖父母から聞いた昔懐かしい言い伝えが生まれた
経緯を、伝統的な慣習や時代背景から説いています。タイトルに
もなっている「茶柱が立つと縁起がいい」の一説には驚かされま
した。子供に言い聞かせるための教訓的なものも多いですが、
やっぱり昔の人は凄いと感じさせられるそんな一冊です。

■黒塚 信一郎　著
原書房、2005年出版、請求記号 387/ク/  5階南西

なぜ?と思ったことありませんか??

図書館スタッフ  青木さん3

■白木 仁　著
PHP研究所、2016年出版、請求記号 H780.1/シラ/カラダ 14  4階健康

江戸時代の儒学者、貝原益軒によって書かれた心身の健康につ
いての指南書『養生訓』。300年経った現在でも健康法として通用
するのは驚きです。トレーナーである作者は、『養生訓』をスポーツ科
学の概念で読み解き、トレーニングにとり入れることで選手寿命を
延ばしています。ジュニアアスリートの育成についてもヒント満載の
お勧めの１冊。

トップアスリートが
なぜ『養生訓』を
実践しているのか
「養生訓」と「スポーツ養生訓」

図書館スタッフ  杉本さん4

［ 図書館 ］

健康テラスで
温故知新

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。
健康に関する講座はもちろん、昔懐かしの遊びを楽しむイベントや、過去にはリメイク講座もありました。
古きを温め、新しきを知る。この冬、健康テラスで新しい発見があるかもしれませんよ。

こんな
イベントが
あります！

なつかしのあそびをたのしもう 大人のお針子クラブ
毎月第2日曜日の13時30分から開催して
いるこのイベントでは、お手玉・ヨーヨー・
おはじき・メンコ・とんとん相撲…懐かし
のおもちゃをたくさん用意しています！最
後には参加者みんなで歌う、歌のコーナー
もありますよ♪ご家族お誘い合わせてのご
参加お待ちしています！

■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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ご自宅にある着物をリメイクし
て新しいお洋服に仕上げたこ
の講座。6月からの連続講座で
10月に最終回となりましたが、
開館1周年を迎えた11月には仕
上がった衣装を纏って、ファッ
ションショーを行いました！



［ 芸術文化ホール ］

生まれ続ける音楽のジャンル

　世の中には様々な音が溢れています。電話のベル、遮断機の
音、足音、クラクション、そして音楽。私たちの生活は音と密接
に関わっています。音楽は私たちが生まれる遠い昔、紀元前か
ら幾年もの時を重ね、今もそのスタイルは進化を遂げています。
細分化された音楽のジャンルは、国内外合わせると1500以上
にもなるとされています。例えば「ジャズ」ひとつとっても、「ス
ウィング・ジャズ」「フュージョン・ジャズ」「アシッド・ジャズ」な
ど様々なスタイルがあります。いずれも、ジャズ以外の音楽ジャ
ンルから影響を受けて派生したものです。そして1月13日に開
催する大和市出身・在住のGeckoことWataru Satoが主宰する
Gecko＆Tokage Paradeもまた、インストゥルメンタルジャズと
いう新世代の音楽ジャンルを開拓している新進気鋭のバンド
です。繊細且つクラシカルな響きが定評で、SNSを中心に話題
を呼んでいる本バンドが、ニューアルバムを引提げ初のホール
単独公演を行います。新しい時代の風を感じてみませんか。

   ◉文＝ラプロー

「歌は世につれ、世は歌につれ」

　歌番組などで時々耳にする言葉ですが、「歌は世の成り行き
につれて変化し、世のありさまも歌の流行に影響される。」と言
う意味なのですね。小さいころは歌詞の意味も解らず、耳から
の情報だけで歌っていた歌も、歌詞の意味を理解できるように
なり、違った楽しみ方ができるようになってきたという方もい
らっしゃるでしょう。当時の自分の状況や気持ちを代弁してくれ
ているかのような曲に親近感や共感を覚えて、繰り返し何度も

聴いた曲は、今でもイントロを少し聴くだけで、当時にタイムス
リップできたりしますよね。奥様でもある阿木燿子さんとのコン
ビで山口百恵さんをはじめ、後世に残る数々の楽曲を提供して
きた宇崎竜童さん。大人になった今改めて聴くと、それまで歌
われてきた一般的な女性像を覆す｢強く、自立した女性｣を、非
常にインパクトのある歌詞とメロディで表現した「名曲のすご
さ」を実感します。時代の流れを的確に読み取り、次の時代を
作ってきた男、宇崎竜童がギター１本で魅せる世界、２月４日に
たっぷりと味わってください！　　　　　　　　   　◉文＝よぴ。

「クラシック≠昔のもの」？
進化する“クラシック音楽”

　“クラシック音楽”という言葉を聞くと、「私たちが生まれる
ずっと前の芸術」というイメージが浮かぶのではないでしょう
か。しかし、クラシック音楽は遥か昔の芸術ではなく、今も進化
を続けているのです。実際に、多くの人々が耳にするポップスや
ロックなどの音楽は、19世紀のクラシック音楽が築いてきた和
声（コード進行）が基礎となっていると言われています。普段街
で耳にしたりカラオケで歌ったりしている音楽は、クラシック音
楽が進化し、形を変えたものであると考えると、意外と身近な
存在だと思いませんか？
　そんなクラシック音楽との距離をもっと縮め、日常的に楽し
むためのポイントをレクチャーする講座を、この冬開催します。
講師は、クラシック音楽の魅力を伝える講座を全国で開講し
好評を博している、作曲家・ピアニストの加藤昌則さん。「クラ
シック音楽は難しそうだからちょっと…」と思っているあなた、
クラシック音楽は身近なところに潜んでいます。 ◉文＝レイチェル
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時代の流れをとびこえてSTORY

イベントINFORMATION

加藤昌則の
知って楽しい！聴いて楽しい！

クラシック音楽の世界
日時＝2018年
　　　2月9日（金）
　　　19:00開演
会場＝サブホール
料金＝全席自由
　　　1,000円
講師＝加藤昌則
（作曲家・ピアニスト）

Gecko＆Tokage Parade 宇崎竜童 弾き語りライブ2018
JUST GUITAR JUST VOCAL

日時＝2018年1月13日（土）16:30開演
会場＝サブホール
料金＝全席自由2,000円  学生（26歳未満）1,000円
　　　　※入場の際学生証をご提示いただく場合がございます。

時代の最先端だったものも、時の流れと共に古いものとなり、そこからまた新しいものが
生まれる。そう考えると、世の中のあらゆることは繋がっているのかもしれませんね。
芸術文化ホールがこの冬お勧めする3公演も、そんな「繋がり」を感じるものです。
お楽しみに！

※未就学児の入場はご遠慮下さい。■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

日時＝2018年
　　　2月4日（日）
　　　16:00開演
会場＝メインホール
料金＝全席指定 
 S席5,500円  
 A席4,500円
出演＝宇崎竜童

出演＝Gecko＆Tokage Parade
Wataru Sato/Gecko（ピアノ）
Bob【鈴木 敬】（ギター）
中山拓哉（ベース）
穴山 昴（ドラムス）



Q1. 伝統文化みらい塾は、全国各地の小中
学校やコミュニティーセンターなどで、活
動をされていますが、普及活動を行われ
るようになったきっかけを教えてください。

　全国各地に素人の方が取り組まれている歌
舞伎（地芝居）が数多くあるのですが、大歌
舞伎（歌舞伎座などで興行を行う歌舞伎）を
辞めてフリーになってから、たまたま地芝居の
舞台をお手伝いする機会があったんです。そこ
で小学生のお子さんから自分の父親くらいの
年配の方々が一緒になって演じているのを見
まして、これは素晴らしいな！と、感動すると
同時に、私自身が歌舞伎の魅力を再発見でき
ました。未来を担うこども達から大人の方ま
で、多くの方に歌舞伎の面白さに触れて頂きた
いと願い、幅広い普及活動を行っております。

Q2.ご自身が歌舞伎に興味を持たれた
きっかけは？

　私は関西の出身なのですが、在籍していた
大学に歌舞伎の実演を行うクラブ活動があっ
たんです。当時関西にはその大学にしか歌舞
伎の実演を行っているところはなく、しかも半
ば強引に勧誘されて入部したのですが…結果
的に歌舞伎に夢中になり、ついには東京に出
て国立劇場の歌舞伎俳優養成所に入ってしま

いました。もしも大学で歌舞伎に出会わなけ
れば、その魅力を知ることなく人生を送ってい
たと思います。そういう自身の経験もあり、より
多くの方に歌舞伎を知って頂くきっかけ作りが
できればという思いがあります。

Q3. 多くの歌舞伎役者の方がメディアで活
躍され、身近になってきていると感じます
が、実際に歌舞伎の公演を見たことがあ
るかたは限られていますね。私も実際に
は拝見したことがないのですが…。

　歌舞伎は敷居が高いと思われている方も多
いのではないでしょうか。例えばセリフが何を
言っているか分からないと思われるかも知れ
ません。でもそれは当然のことなんです。日本
は明治維新後、近代化の過程で言葉や文化が
大きく変化しています。今では使われなくなっ
た言葉も沢山あります。短い間でここまで変化
のあった国も珍しいですよね。歌舞伎のお芝
居の内容自体は単純明快で分かりやすく、面
白いものが多いです。と言いますか、400年以
上を経て面白いものしか残っていないのです。
ですから自国の文化を紐解いていくような気
持ちで、最初から無理に分かろうとせず楽しん
で頂きたいと思います。そのためのお手伝いが
できましたら幸いです。

Q4.今回、1月からはじまる「やまと市民大学」
で講師をしていただきますが、講座で楽
しみにしてほしいところはどこですか？

　昨今はインターネットなども普及し、歌舞伎
の歴史や演目の解説など、ご自身でいくらでも
調べられるようになりました。しかし実際にセ
リフや動き、音楽などを間近で体験できる機
会はそうはありません。この講座ではそういっ
た実演や体験を中心に行って参りますので、
歌舞伎の魅力をさまざまな角度から知って頂
ける機会になると思います。まったく歌舞伎を
ご存知ない方からお好きな方まで、どうぞ安心
してご参加ください！

［ 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。

11月4日
メンタリストDaiGo講演会 
～あなたの未来を変える心理学～

記憶力や集中力のつけ方、ストレスマネジメントな
ど、最新の研究にもとづいた“目からうろこ”の情
報を学びました。数回の会話で相手のキャラク
ターを読み解き、選んだペンの色を当てるという
パフォーマンスも披露され、盛りだくさんの内容に、参加者のかたからも「ために
なる内容をたくさん聞くことができてよかった」「今日学んだことを実践してみた
い」などの声をたくさんいただきました。

10月14日・28日・11月3日・18日・25日【全5回】
やまと市民大学　近世神奈川の街道と旅

大和市とも関係の深い大山・大山
街道をはじめとする近世の旅や街
道について学びました。講座にご参
加いただいた方からは、地元神奈
川県の歴史についての話だったの
で、興味深く楽しい講座だったと評判でした。この講座には身近な地
域の歴史ということで、たくさんのご応募をいただきました。ご応募い
ただいた皆さん、ありがとうございました。

●内容  歌舞伎の世話物から時代物、音楽、立ち廻り、化粧などについて幅広く学びます。
●日時  1/20、1/27、2/10、2/17、3/3（全5回）いずれも土曜日 14：00～16：00
●会場  6階 生涯学習センター601講習室　●対象  どなたでも（市内在住・在勤・在学の方優先）　
●定員  抽選40名　●参加費  2,000円（全5回分）
●申込  1/4（木）までに ①講座名、②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号を記載し、
　　　  往復はがきで 〒242-0016 大和南1-8-1 
　　　　　　　　　  大和市文化創造拠点シリウス 6階 生涯学習センターへ

やまと市民大学「故きを温ね新しきを知る～歌舞伎～」講座情報
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歌舞伎の面白さを伝えたい ～400年続くベストセラーの魅力を味わう～

日本の伝統文化である歌舞伎。ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。
しかし、実際に歌舞伎の公演を見たことがないという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は、歌舞伎の鑑賞教室やワークショップなどを通して、伝統文化の普及活動をされている、
NPO法人伝統文化みらい塾代表立花志十郎さんにお話をうかがいました。

立花 志十郎さん

全国のこども歌舞伎や地芝居（素人歌舞伎）
の指導を行うほか、学校や公共施設での歌舞
伎鑑賞教室やワークショップや誰でも楽しく
本格的な歌舞伎を学べる歌舞伎教室の開
催、国内および海外公演への参加などによ
り、歌舞伎の普及に努めている。1月開講のや
まと市民大学 歌舞伎講座で講師を担当。

Interview

国立劇場第15期歌舞伎俳優養成所出身／日本舞踊
宗家立花流師範／NPO法人伝統文化みらい塾代表



［ こども図書館＆屋内こども広場 ］
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【 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「温故知新」

いつもの広場がちょっとちがう！

安岡 定子 著  
明治書院、2008年出版
請求記号 K123/コ 3階西

こども論語塾
親子で楽しむ

声にだして読みたくなる！ 
論語入門書
論語って難しそう…。でもこの本は原文、和訳の他にこ
ども向けの解説が書かれているので、こどもから大人ま
で分かりやすく読めます。論語には思いやりの心を大切
にする言葉がたくさんあります。昔の言葉ですが、今に通
ずるものがあることに気付かされます。親子で一緒に声
にだして読んで論語の世界をお楽しみください。

50年前のみつばち ぴいが
ぶうん ぶん！
なまけもののみつばち ぴいは、みんなが働いている間も寝
てばかり。そんなぴいが、ある日森の中で迷子になって…。
時代を超えて読み継がれてきた絵本が、2011年9月に待
望の復刊！和田誠さんのほのぼのとした絵と芥川賞作家 
北杜夫さんの温かい口調で、みつばち ぴいのお話が語ら
れます。仲間の大切さがじんわりと伝わってくる一冊です。

　そして12月のイベントのテーマはクリスマス！クリスマスより
一足早く、あわてんぼうのサンタさんがげんきっこ広場にやって
きて…ボールプールでなくしてしまったプレゼントを、みんなで
探し出しました。そのあとは、みんなでクリスマスの歌を歌って
ミニコンサート！楽しいひと時を過ごしました。
　次は春に開催の予定です。イベントに参加して、“いつもとち
がう”お子さんの新しい一面をプレイリーダーと一緒に発見して
みませんか？スタッフ一同、ご参加をお待ちしております！

　あそびの達人プレイリーダーと一緒に、いつもと違う遊び方でげん
きっこ広場の遊具を使い、こども達の発想力や好奇心を引き出しなが
ら遊ぶことができるのが、このイベントの最大の魅力です。
　秋のイベントは、お月見だんごをうさぎさんに届けよう！というテーマ
で行いました。まず、ボールプールでおだんごをゲット！いつもは転がし
て遊ぶサイバーホイールがうさぎさんのおうちに変身！みんなで力を合
わせてたくさんのおだんごを届けることができました。

今回はげんきっこ広場で行われているイベント、
「集合！いつもの広場がちょっとちがう！」をご紹介します。

図書館スタッフ 石井 さん

和田 誠 絵／ 北 杜夫 文 
フレーベル館、2011年出版（1964年初版）
請求記号 E/ワ  3階南

みつばち  ぴい
図書館スタッフ 曽根 さん

サンタさんのプレゼントどこかな～？

たくさん

さがすぞ
ー！

みんなで玉
入れ！

楽しいな♪



26 金 マルチスペース 9：30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）
611調理実習室 10：30～13：00男性のための料理教室～料理と献立の基本編～❺〈全5回〉 大和市生涯学習センター

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）

メインホール
ホワイエ 13：00 無料ロビーコンサート ～チューバの響きとすごす午後～ やまと芸術文化ホール

25 木
サブホール 13：15一流学生参加3＆１ダンスパーティ 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
メインホール 9：30第10回 YMA歌謡祭 無料  046-259-6508（矢澤）
多目的室 13：30～15：00ころたん 無料 大和市屋内こども広場
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

24 水
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 13：30 2,000円大和中ロータリークラブ創立40周年記念事業
新春ロータリー寄席 大和市特殊詐欺撲滅大作戦

大和中ロータリークラブ  
046-262-1717（藤原）

23 火 610大会議室 10：00～12：00すっきり!! 片付け・収納術❷〈全3回〉 700円（全3回） 大和市生涯学習センター
610大会議室 10：00～12：00児童家庭教育学級 #子育て ～こそだてみちしるべ～❷〈全4回〉 1,300円（全4回） 大和市生涯学習センター

22 月 マルチスペース ①13：10 ②15：10（入れ替え制） 200円ママの為のアロマ講座～ママは家庭のセラピスト～ 090-1818-6637（長坂）
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！ うたごえがかり  080-5944-0425（富所）
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
610大会議室 14：30～16：00意外と知らない なるほどお天気！❷〈全4回〉 800円（全4回） 大和市生涯学習センター

21 日
603中会議室 14：00～16：00子育て学パパ講座 パパが変われば家族が変わる❷〈全2回〉 500円（全2回） 大和市生涯学習センター
メインホール 15：30歌劇「フィデリオ」と交響曲「第九番」 4,900円 やまと国際オペラ協会  046-272-1885（長谷部）
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
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

601講習室 14：00～16：00やまと市民大学 故きを温ね新しきを知る「歌舞伎」❶〈全5回〉 2,000円（全5回） 大和市生涯学習センター
20 土

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
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
サブホール 未定第2回 ♪Andante♪ ピアノ教室 発表会 無料 090-4752-3830（村上）
多目的室 13：30～15：00まめたん 無料 大和市屋内こども広場

19 金 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〉 500円（全3回） 大和市生涯学習センター
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 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）
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

18 木
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～❹〈全5回〉 大和市生涯学習センター

多目的室 10：00～11：30ママとアネシィ～キックエアロ 500円 大和市屋内こども広場
16 火

610大会議室 10：00～12：00すっきり!! 片付け・収納術❶〈全3回〉 700円（全3回） 大和市生涯学習センター

17 水 610大会議室 10：30～12：30ストーリーテリング・ボランティア養成講座❶〈全3回〉 無料（14名） 大和市立図書館

610大会議室 10：00～12：00児童家庭教育学級 #子育て ～こそだてみちしるべ～❶〈全4回〉 1,300円（全4回） 大和市生涯学習センター
15 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

マルチスペース 13：30マイソングの会 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）
多目的室 10：00～11：30親子でバスボム 無料 大和市屋内こども広場
610大会議室 14：30～16：00意外と知らない なるほどお天気！❶〈全4回〉 800円（全4回） 大和市生涯学習センター

14 日
603中会議室 14：00～16：00子育て学パパ講座 パパが変われば家族が変わる❶〈全2回〉 500円（全2回） 大和市生涯学習センター

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5回声楽の月「珠玉のオペラ・アリア集」 大和市音楽家協会  070-3523-7068（事務局）

サブホール 16：30 2,000円（全席自由）
学生（26歳未満）1,000円

やまと若手アーティストコンサート
Gecko & Tokage Parade やまと芸術文化ホール

メインホール 14：00 無料（要整理券）第31回ウィンターコンサート ユース・ウィンド・オーケストラ
046-274-6935（秋山：19時以降可）

13 土

601講習室 13：30（13：15開場）第18回大和市立図書館新春映画上映会「蝉しぐれ」 無料（100名） 大和市立図書館
マルチスペース 13：15一流学生参加3＆1ダンスパーティ 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
マルチスペース 9：30楽しく英会話力を高める会 500円 080-5027-8106（高橋）

12 金
マルチスペース 11：00笑顔の癒しイベント「Smile Healing Garden」 無料 ㈱ダイシングランド  046-271-5500（小泉）
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

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～❸〈全5回〉 大和市生涯学習センター
11 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）

多目的室 10：00～11：30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 水 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

サブホール 未定 無料大和法人会 就職フェア2017 公益社団法人 大和法人会 青年部
046-260-0511（高下）

9 火 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

8 月祝
メインホール 未定 無料第39回湘南吹奏楽の集い 湘南吹奏楽連盟・神奈川県吹奏楽連盟

0466-84-3203（堀内）
サブホール 12：00新春落語演芸会 500円 大和落語演芸倶楽部  046-269-3723（河戸）

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

7 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

メインホール 14：00 指定席3,500円・自由席2,500円
当日500円増

第3回 大和ニューイヤーコンサート
驚異な二つの兄弟コラボより世界名曲の競演 崔宗宝音楽事務所  046-400-8737（サイ）

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

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

6 土
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 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

4 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）

1月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
申込＝要事前申込
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サブホール
ギャラリー 10：00 無料やまと伝統文化フェスティバル 大和市文化振興課  046-260-5222

26 金 多目的室 13：30～15：00とこたん 無料 大和市屋内こども広場

23 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 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

22 木 606小会議室 9：10～12：00 1,500円（全10回）地域リーダー養成講座 外国人のための日本語力
～聞く力・伝える力アップ編❹〈全10回〉 大和市生涯学習センター

21 水 606小会議室 9：10～12：00 1,500円（全10回）地域リーダー養成講座 外国人のための日本語力
～聞く力・伝える力アップ編❸〈全10回〉 大和市生涯学習センター

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

20 火
606小会議室 9：10～12：00 1,500円（全10回）地域リーダー養成講座 外国人のための日本語力

～聞く力・伝える力アップ編❷〈全10回〉 大和市生涯学習センター

ギャラリー 10：00～16：00ウィッグ（かつら）展示即売会 無料 ㈱ユキ  0120-20-3020
603中会議室 10：30～12：30ストーリーテリング・ボランティア養成講座❷〈全3回〉 無料（14名） 大和市立図書館

19 月 606小会議室 9：10～12：00 1,500円（全10回）地域リーダー養成講座 外国人のための日本語力
～聞く力・伝える力アップ編❶〈全10回〉 大和市生涯学習センター

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
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

18 日
マルチスペース 10：00第82回チャリティコンサート 無料 石川ファミリーアンサンブル  

046-269-6055（石川）

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
601講習室 14：00～16：00やまと市民大学 故きを温ね新しきを知る「歌舞伎」❹〈全5回〉 2,000円（全5回） 大和市生涯学習センター

17 土 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
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
マルチスペース 13：15一流学生参加3&1ダンスパーティ 5,000円 イターナルメロデイ  090-7218-7315（瓜生）
多目的室 13：30～15：00ころたん 無料 大和市屋内こども広場16 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〉 500円（全3回） 大和市生涯学習センター
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

15 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）

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！ うたごえがかり  080-5944-0425（富所）
14 水 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 14：30～16：00意外と知らない なるほどお天気！❹〈全4回〉 800円（全4回） 大和市生涯学習センター11 日祝
メインホール 19：00大和おやこ劇場例会「Challeng・ed」東京芸術座 4,400円 大和南部おやこ劇場  090-6116-0389（杉本）

13 火 611調理実習室 10：00～11：30おもてなし上手になろう♪❶〈全3回〉 1,500円（全3回） 大和市生涯学習センター

601講習室 14：00～16：00やまと市民大学 故きを温ね新しきを知る「歌舞伎」❸〈全5回〉 2,000円（全5回） 大和市生涯学習センター

マルチスペース ①  9：30～10：30
②10：40～11：45

親子（3～8歳対象）で遊ぼう こども教室どんぐりひろばの
『かるた道場』（①3歳～6歳 ②5歳～8歳） 家族で1,800円 こども教室 どんぐりひろば

045-391-8289（吉村）

10 土 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 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

メインホール 9：30大和市防火・防災講演会 無料 大和市防災安全協会  
046-260-5777（大和市役所危機管理課）

多目的室 13：30～15：00まめたん 無料 大和市屋内こども広場

9 金 マルチスペース 9：50胎教レッスン 心を通わす幸せ母子 1,000円 七田チャイルドアカデミー大和教室
090-9846-0994（茂木）

サブホール 19：00～今日から始めるアートマネジメント講座～
加藤昌則の知って楽しい！聴いて楽しい！クラシック音楽の世界 1,000円（全席自由） やまと芸術文化ホール

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

メインホール 16：00宇崎竜童 弾き語りライブ2018 JUST GUITAR JUST VOCAL S席5,500円・A席4,500円 やまと芸術文化ホール

6 火 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

4 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

5 月 610大会議室 10：00～12：00児童家庭教育学級 #子育て ～こそだてみちしるべ～❹〈全4回〉 1,300円（全4回） 大和市生涯学習センター

3
4
土
日

サブホール
ギャラリー
生涯学習センター

3日 10：00～17：00
4日 10：00～16：00

サブホールは16：30まで
無料第30回 シリウス生涯学習センターまつり

「新ステージシリウスで開催！みんな集まれ！楽しい体験！」 大和市生涯学習センター

メインホール 13：30 無料（要整理券）YAMATOダンスフェスティバル （公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団　
046-260-5305（西村）

2 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

3 土
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

1 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）

30 火 610大会議室 10：00～12：00すっきり!! 片付け・収納術❸〈全3回〉 700円（全3回） 大和市生涯学習センター
610大会議室 10：00～12：00児童家庭教育学級 #子育て ～こそだてみちしるべ～❸〈全4回〉 1,300円（全4回） 大和市生涯学習センター

29 月
マルチスペース 13：30マイソングの会 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）
多目的室 10：00～11：30ぷるぷるゼリーせっけん 無料 大和市屋内こども広場
610大会議室 14：30～16：00意外と知らない なるほどお天気！❸〈全4回〉 800円（全4回） 大和市生涯学習センター

申込＝要事前申込
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28 日 マルチスペース 14：00「南京の真実」第三部「支那事変と中国共産党」上映会 無料 大和正論の会  090-9130-8621（黒沢）

メインホール 14：00大和おやこ劇場例会「コメディ・クラウン・サーカス」 4,400円 大和南部おやこ劇場  090-6116-0389（杉本）
601講習室 14：00～16：00やまと市民大学 故きを温ね新しきを知る「歌舞伎」❷〈全5回〉 2,000円（全5回） 大和市生涯学習センター

サブホール 13：00トミタダンススクール ニューイヤーパーティ 2,900円 トミタダンススクール  046-264-3468（冨田）

27 土 マルチスペース ①  9：30～10：30
②10：40～11：45 家族で1,800円親子（3～8歳対象）で遊ぼう こども教室どんぐりひろばの

『かるた道場』（①3歳～6歳 ②5歳～8歳）
こども教室どんぐりひろば
045-391-8289（吉村）

1月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

2月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ



601講習室 10：00～12：00やまとこども市民大学 介助犬訓練士のおしごと 無料 大和市生涯学習センター

601講習室 10：00～12：00もぐもぐ、ごっくん 絵本の世界❶〈全2回〉 800円（全2回） 大和市生涯学習センター

610大会議室 10：30～12：30ストーリーテリング・ボランティア養成講座❸〈全3回〉 無料（14名） 大和市立図書館

ギャラリー 10：30第2回おうちサロンマーケットかながわ 無料 日本おうちサロンマップ協会かながわ支部
080-2129-8594（事務局）

25 日
サブホール 未定平成29年度大和市教育委員会表彰式 無料（要整理券） 大和市教育委員会  046-260-5203

（教育総務課 政策調整担当 山田）

メインホール 10：30第9回ふれあい舞踊祭 無料 宗柳流みゆき会  046-262-0085（野口）
多目的室 10：00～11：30万華鏡をつくろう 無料 大和市屋内こども広場24 土
601講習室 13：30（13：15開場）第19回大和市立図書館映画上映会「奥さまは魔女」（吹替え） 無料（100名） 大和市立図書館

23 金 606小会議室 9：10～12：00 1,500円（全10回）地域リーダー養成講座 外国人のための日本語力
～聞く力・伝える力アップ編❺〈全10回〉 大和市生涯学習センター

2/23（金）～2/24（土） やまとげんきっこアートフェスティバル 10：00～17：00ギャラリー 大和市こども部ほいく課  046-260-5672（宮嶋）

多目的室 13：30～15：00とこたん 無料 大和市屋内こども広場

606小会議室 9：10～12：00 1,500円（全10回）地域リーダー養成講座 外国人のための日本語力
～聞く力・伝える力アップ編❽〈全10回〉 大和市生涯学習センター

28 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
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）
611調理実習室 10：00～12：30おもてなし上手になろう♪❷〈全3回〉 1,500円（全3回） 大和市生涯学習センター

27 火
606小会議室 9：10～12：00 1,500円（全10回）地域リーダー養成講座 外国人のための日本語力

～聞く力・伝える力アップ編❼〈全10回〉 大和市生涯学習センター

610大会議室 10：00～12：00 1,800円（全4回）【健康講座】日々是薬膳（ひびこれやくぜん）
～食から考える家族の健康❶〈全4回〉 大和市生涯学習センター

26 月
606小会議室 9：10～12：00 1,500円（全10回）地域リーダー養成講座 外国人のための日本語力

～聞く力・伝える力アップ編❻〈全10回〉 大和市生涯学習センター

マルチスペース 10：00 3,000円お母さんの勉強室｢こどものヤル気スイッチ、どーこだ!?｣ こども教室 どんぐりひろば
045-391-8289（吉村）

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

2月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
申込＝要事前申込1月 2月 EVENT CALENDAR 2018

1/13（土）～1/14（日） 手作り・雑貨＆クラフトフェア 13日  11：30～17：30
14日  10：00～15：30ギャラリー 手作りの会  080-3258-1700（カンノ）

ギャラリー・マルチスペース　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

2/16（金）～2/18（日） ハンドニット作品展～手仕事のある暮らし～ 10：00～18：00ギャラリー

2/7（水）～2/12（月振休） 第7回 YAMATOイラストレーション
デザインコンペ入選作品展

10：00～18：00
（最終日～17：00）ギャラリー 大和市文化振興課  046-260-5222

大和市 児童館作品展 10：00～16：00
（最終日～15：00）マルチスペース

ハンドニットGOTO  080-3399-6609（五嶋）

大和市こども・青少年課  046-260-5224（佐藤）

1月 2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

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

イベントの
最新の情報は
公式サイトを
ご覧ください

2/22（木）～2/25（日）

芸術文化ホール私

12月17日開催『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』の本番にコーラスとして
出演する為、11月末から週1回シリウスに通っています。
元々、講師のCOCORO*COメンバーにゴスペルを

習っていたのと、「ハーレム･シンガーズと舞台で一緒に歌えるなんて、こん
な幸せなことはないな」と思い参加を決意しました。
シリウスには、今回初めて来館しましたが、こんなに素晴らしい施設がある
なんて、びっくりしました！今まで知らなかったのがもったいないくらいです。
ワークショップは、みんなが歌で1つにまとまっていくのが楽しいですね。本
番、ハーレム･シンガーズにびっくりしてもらえるように、そして楽しく歌えるよ
うに頑張っていきたいです。

『ゴスペル・ワークショップ』に参加している
城いつこさんにお話を伺いました。

［作品コンセプト］新年にちなみ長寿を象徴する吉祥の鳥「鶴」。なかでも夫婦鶴は仲
良き象徴の鳥、またその共鳴する鳴き声は遥か遠方まで届く、すなわち天上界に通ずる
鳥といわれるなど「めでたい鳥」として尊ばれてきました。2018年、皆様にも幸運が届き
ますようにと願いをこめて。

何かと慌しい季節、いかがお過ごしでしょうか。7号のテーマは「温故
知新」。古くから受け継がれてきたものを知ってこそ、新しさが生まれ

る。そのエッセンス、少しでも感じていただければ幸いです。
さて、今号からは表紙イラストを「渡邊ちょんと」さんが担当します。シリウス開館1周年
セレモニーで圧巻の墨絵パフォーマンスを見せてくれた、あの方です！次はいったいどん
な作品が出てくるのか、編集部もワクワクしています。ご期待ください！（押田）

大和市出身・在住。水墨画の技法を用い、伝統と現代
的感性からダイナミックかつ繊細な独自の世界を創造
し続けるアーティスト。新聞小説挿絵（伊東潤「茶聖」幻冬
舎、木下昌輝「決戦！新選組」日刊ゲンダイ、相場英雄「御用船帰
還せず」幻冬舎）、映像広告（TOSHIBA；NYタイムズスクエア
カウントダウン2017）他、多方面で幅広く活動中。また巨
大水墨画ライブペイントでは日体大創立125周年記念
慶祝イベント、XFLAG PARK（幕張メッセ）他出演多数。

渡邊 ちょんと さん

掲載されている内容は、2017年12月14日現在の情報です。次号は、2018年2月下旬発行予定です。
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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

城いつこさん

シリウスご来館者 300万人突破!!TOPICS

2017年11月3日、何と開館1周年当日に、シリウ
スは累計ご来館者数300万人を突破しました！
図書館を含む複合施設としては全国一の大記録
です。本当にありがとうございます！

今 月 の 表 紙

編 集 後 記

11/3
2017

【インタビュー】
平成29年12月3日/3Fマルチスペース


