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注文をまちがえる
料理店のつくりかた
不思議であたたかい
レストランのものがたり

2冊図書館スタッフが選んだ 【 theme # 09 】 いつまでも輝こう！

図書館スタッフ  大塚さん1

■松田 青子　著
河出書房新社、2017年出版、請求記号 693.8/マツ/  5階南東

ホールスタッフで働くみんなが認知症を抱えている。注文を間違え
ることもありますが、お客は誰ひとりとして怒りません。それどころか
みんな笑顔。お店に関わる人たちの3日間に密着したフォトドキュ
メンタリー。大和にもこんなレストランがあったら行ってみたい！たく
さんの写真から「数えきれない優しさ」がもらえる一冊です。

■小国 士朗　著  
方丈社、2017年出版、1,600円
請求記号 H493.7/オグ/イノチ 11  4階健康

東京しるしのある風景

風景印というご当地スタンプのようなものが郵便局にあるのはご
存知ですか。この本はその地域にゆかりのある風景や施設などを
描いた風景印を、東京23区で気ままに収集したエッセイです。風
景印は２３区だけでもたくさんあるので、集めるもよし、記念にする
もよし。これからちょっと行ってみようか、と思える一冊です。ぜひお
出かけしてみて、お友達と風景印ばなしに花を咲かせましょう。

お出かけ先の小さな楽しみ。

図書館スタッフ  尾﨑さん2

［ 図書館 ］

中央林間図書館では向かいにある星乃珈琲店の店先を2か
所お借りして少し変わった展示を行っています。題して「作家
の机」！作家がその机の上で執筆作業をしているのをイメージ
した展示コーナーです。

中央林間図書館にご来館された際は、ぜひお手に取ってご覧ください。
机の上に広がる一つの世界。本のタイトルを見ているだけでもワクワクし
ますよ！もちろん貸出も可能です！

ある時は江戸川乱歩とコナン・ドイルの本を集
めて「ミステリー特集」、ある時はJ・K・ローリ
ングとダレン・シャンの本を集めて「ファンタ
ジー特集」。その作者の作品だけでなく、「こ
の作品を書くにあたってこんな本を読んだん
じゃないかな？」とか「こんな本も一緒に読むと、より楽しめるんじゃない

かな？」など展示担当が想像（妄想？）を逞しく
した特集に関連した本も一緒に飾ってあります。

中 央 林 間 図 書 館 作家の机をご覧あれ
〒242-0007
神奈川県大和市中央林間4-12-1
中央林間東急スクエア3F
TEL  046-277-8030
開館時間  午前10時～午後9時
休館日  12月31日、1月1日
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etomo
中央林間

中央林間
東急スクエア

中央林間
図書館（3F）

中央林間駅
東急田園都市線

東急田園都市線「中央林間」駅 直結
小田急江ノ島線「中央林間」駅 すぐ

ACCESS

星乃珈琲店

中央林間図書館

作家の机

■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/ ］

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。
その中の1つに、大和市民が講師になって今まで蓄えた知識、経験、技術を
活かすことができる「市民が主役！あなたも講師講座」があります。
これまで、音楽大学出身者による「ファミリーコンサート」、ギター演奏者による
「クラシックギターコンサート」やカメラの扱いに精通している方による「写真
セミナー」などを開催してきました。
「自分の培った知識を広めたい」、「講師に挑戦したい」という市民の方大歓迎！
詳しくは、健康カウンターにお問い合わせ下さい！

～健康テラスで輝く市民～

ファミリーコンサート

写真セミナークラシックギターコンサート

4階

健康テラス



［ 芸術文化ホール ］

　人生最高の輝きを今
　今年からやまと芸術文化ホールで開催している“やまとドラマ
ティック･セレクション”。国内外で活躍する卓越した表現者が
綴る話題の舞台芸術をお届けしています。
　「黄昏」は1981年に映画化され話題を集めた、アーネスト・
トンプソンの作品の舞台版。八千草薫さんが主演を務めます。
物語の舞台はアメリカの美しい湖ゴールデン･ポンドの別荘で、
ひと夏を過ごすために訪れた夫婦と彼らの娘とパートナーとそ
の子供、優しい隣人が傷つけあい、いたわりあいながらも、家
族の絆を探す物語です。
　普段のやまと芸術文化ホールの主催公演では、クラシック音
楽の公演、ポップスのコンサートなどを開催しています。特に音
響が素晴らしいと評価いただいているこのホールで、本格的な
演劇を観る機会は貴重なのでは！？と思っています。それも、八
千草薫さんと村井國夫さんの夫婦役。素敵なお二人のお芝居
を、ご夫婦で一緒に鑑賞できる滅多にない機会です。敬老の
日に、ご夫婦それぞれへのプレゼントとして、思い出に残る一
夜になるのではないでしょうか？？
　神奈川県では大和市だけの開催です。やまと芸術文化ホー
ルでたった1日だけの貴重な公演！「家族とは何か」。豪華キャ
ストによる名舞台を、是非この機会にご鑑賞しませんか？

◉文＝CANTA

　知的好奇心をいつまでも
　やまと芸術文化ホールでは鑑賞公演のほかにも、定期的に
市民の方が主体的に参加できる講座やワークショップを開催し
ています。鑑賞公演はいわゆるチケットを購入し、ホールに入っ
て、演奏やお芝居を観て楽しむ、というものですが、講座やワー
クショップはアーティストが講師を務めその技術を会得したり体
感・体験するものです。
　特にお子様を対象とした参加型公演では、我々スタッフの思
いもよらない質問や感想が飛び出してくるので、いつも気持ち
を揺り動かされます。「なんで○○なの？」や「○○を○○した
らいいと思う！」など、大人にとっては“当たり前”とされることも、
子どもたちの柔らかい頭脳と純粋な心をもってすれば、きっとツ
マラない概念。誰しも子どもを経て大人になりますが、知識や
経験を得続けることで「なぜ？」「どうして？」と思うことを忘れて
しまうのでしょうか。子どもの好奇心には遠く及びませんが、大
人だってまだまだ負けていられません！少しの興味から始めて
みたことが、やがて目の前の風景を一変させるような出来事と
して起こるかもしれません。今秋、やまと芸術文化ホールはクラ
シック音楽と日本古典芸能の世界を学ぶ2つの講座を開講致
します。2018年は“学欲の秋”にしませんか？　  ◉文＝ラプロー
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観る・知る・感じる秋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

「黄昏」
開催日時＝2018年9月2日（日） 
　　　　   18:00開場 18:30開演
会場＝メインホール
料金＝S席5,500円 A席4,500円　
　　   全席指定・税込
出演＝八千草薫、朝海ひかる、松村雄基
　　　若山耀人、伊藤裕一、村井國夫

作＝アーネスト・
　　トンプソン
演出＝鵜山仁
翻訳＝青井陽治
音楽＝藤原道三

五感×芸術シリーズ ～味覚と音楽～
おいしいクラシック

※未就学児の入場は
　ご遠慮ください。

開催日時＝2018年9月30日（日）  13:00開場 13:30開講
会場＝サブホール
講師＝吉成 順（国立音楽大学 音楽学教授）
　　　こんどうとしえ（Convivialite Cooking Lesson主宰）
料金＝2,000円  税込・当日集金
　　　（オーストリア郷土菓子2点とワンドリンク付）
定員＝30名

もっと知りたいっ！
落語家さんの世界

開催日時＝2018年10月14日（日）
　　　　　13:00開場 13:30開講
会場＝生涯学習センター 
　　　612文化創造室・会議室
講師＝柳亭小痴楽（落語家）
料金＝500円  税込・当日集金
定員＝30名　9/8（土）13:00 申込開始
※未就学児の入場は
ご遠慮ください。
※定員制のため、募
集状況はお問合せ
ください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。
※定員制のため、募集状況はお問合せ
ください。

©2018 TOSHIE KONDO

酷暑の夏もようやく過ぎ、待ちに待った芸術の秋到来！
敬老の日にぴったりなご夫婦一緒に鑑賞できる演劇、
食欲の秋にぴったりな味覚を感じる企画、落語家さんの世界を知るイベントなど
秋はご家族、おともだちと一緒に芸術にいっぱい触れて感じてみてはいかが？



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。

4/12・16、5/10・24、6/7・21、7/12・26【全8回】
これであなたも絵が描ける！絵の豊かさを知る淡彩スケッチ

淡彩スケッチは、鉛筆でデッサンし水彩で着彩する、紙の白をいかしたみ
ずみずしい印象の絵です。絵を描くというと「そっくりに描けること」を目指
しがちですが、今回は「色のもつ豊かさ」をテーマに講座を行いました。構
図の捉え方などの基本はおさえつつも、混色の魅力、
感じたことを素直に表現することなど、受講者の感性
を大切に講座がすすめられました。絵を描くことがは
じめての受講者が大多数でしたが、生み出されるも
のの豊かさと笑顔が印象的な講座でした。

5/29、6/12・26、7/3・10【全5回】
大和市民大学 時代を彩る「浮世絵」

この講座では、浮世絵の歴史や有名絵
師とその作品のみどころについて学ぶ
と同時に、当時は情報を伝える印刷物
だった浮世絵から、その背景にある江
戸文化や庶民の暮らしなどについて読
み解いていきました。最終回には、実際
に浮世絵をお持ちいただき、間近で作品を鑑賞することで、絵師以
外の彫師・摺師の技術の高さも感じることができました。

［ 生涯学習センター／市民交流拠点ポラリス ］
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市民活動に利用できるRoomと多目的室1階

会議・音楽・ダンス等にご利用
いただけます。隣り合った会議
室は間仕切りを開放して、一
体として利用が可能です。

学習会・会議のほか、座学を
中心とした活動にご利用いた
だけます。隣り合った会議室は
間仕切りを開放して、一体とし
て利用が可能です。

親子交流サロン・テラス・プレイルーム1階

主に乳幼児を持つ親子を対象とし、情報交換など、他の親子との交
流もできるスペースです。赤ちゃんの駅も備えています。

室内球技や各種団体の活動にご利用いただけます。また個人利用日
には個人としての活動にもご利用いただけます。

８月１日(水) OPEN！ 〒242-0007 
神奈川県大和市
中央林間1-3-1
TEL 046-274-4361　
開館時間 午前9時
　　　　 ～午後9時30分　
休館日 12月29日～1月3日
ACCESS
中央林間駅より徒歩3分

生涯学習、市民活動、文化芸術活動、子育てなどを
支援するとともに、イベント実施などによって地域の
にぎわいを生み出す施設です。

市民交流拠点ポラリス
大和市北部文化・スポーツ・子育てセンター

❶「ふろしきと暮らす～包む･結ぶ～」
内容：風呂敷をライフスタイルに取り入れ、
　　  日本文化や環境を考える
日時：9月25日(火) 18:30～20:00
会場：市民交流拠点ポラリスRoom２
対象：大和市内在住・在勤・在学の方
講師：京都和文化研究所むす美/山田悦子氏
費用：400円

❷「お茶で巡る世界旅行」
内容：お茶の歴史や世界各国の
　　  お茶文化を学ぶ
日時：10月18日(木) 10:00～12:00
会場：市民交流拠点ポラリスRoom２
対象：大和市内在住・在勤の方
講師：(一社)日本ティーコンシェルジュ 
　　  協会認定講師/松木純子氏
費用：500円

大和市民みなさまの「学び」のお手伝いをいたします。やまとみらい(指定管理者)主催講座
定員：❶❷各30名(定員を超えた場合は抽選)
申込：窓口または官製はがきに「講座名」
　　「住所(市内在勤・在学の方はその旨を明記)」
　　「氏名(ふりがな)」「電話番号」を明記の上、
　　  〒242-0007 大和市中央林間1-3-1　
　　  大和市市民交流拠点ポラリス へ
締切：❶ 9月14日(金)必着　
　　  ❷ 9月30日(日)必着　
　　  ※はがき1枚につき1人の申込

地域の交流拠
点として、無料
でご利用いた
だけます。

市民交流
スペース

1階

★Room ★多目的室 ★交流サロン ★プレイルーム

アリーナ2階



［ 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
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こども図書館 「いつまでも輝こう！」にちなんだ2冊をご紹介します

屋内こども広場
「コマ仙人の くるくるコマづくり」
今回は、3階屋内こども広場の多目的室で行われるイベントを紹介します。

だってわたしは「５歳」だもの！
98歳のおばあさんと１匹の猫が、一緒に暮らしていました。
猫は毎日、おばあさんを魚釣りに誘いますが、「だってわた
しは98だもの」と断られてしまいます。ある日、おばあさんの
99歳の誕生日がやってきました。猫は99本のろうそくを買
いにいきましたが、途中で川に落としてしまいます。仕方な
く、残った5本のろうそくで、おばあさんの「5歳」の誕生日
をお祝いしてみると……。何かを始めたり楽しんだりする
のに、年齢なんて関係ない！と、勇気をくれる絵本です。

佐野 洋子 さく・え  
フレーベル館、2009年出版
請求記号 E/サ/リスト  3階南

だってだっての
おばあさん

図書館スタッフ 芦川 さん

おもいついたら、はじめちゃおう！
小さな家に住んでいるおばあさんとねこ。ある日おばあさ
んはお花屋さんをはじめることを思いつきます。次はレス
トラン、と思いつくままに小さな家にどんどんつみあがって
いくお店たちにおばあさんもねこも大忙し。最後はどうな
るでしょうか？思いついたら即実行のおばあさんの行動
力がとても楽しい1冊。テンポよく読めるので声に出して
読んでほしい、そんな絵本です。

西内 ミナミ 作 
こぐま社、1983年出版
請求記号 E/ニ/  閉架書庫5

おもいついたら 
そのときに！

図書館スタッフ 吉川 さん

このイベントは、小学校や保育園など、いろいろな場所で子どもたちに
コマづくりを教えている、コマ仙人・小林俊雄先生をお招きして行います。
先生は、木工作品を中心に様々なものを作成しており、子どもたちにも
大人気！ものづくりの楽しさを皆さんに伝えていらっしゃいます。

★コマづくりでは、子どもたちが自分の手で簡単に
つくれるように先生が考案した、秘密道具も登場
します。ぜひこの機会に、ものづくりの楽しさを体
験してみませんか？コマをつくった後は、実際に
回して遊んでみましょう！

★そして、イベントが開催される9月17日は敬老の日！コマができあがったら、
おじいちゃん・おばあちゃんと一緒に遊んでくださいね。

★3階屋内こども広場では、他にも皆さんに楽しんでいただけるイベントを
たくさん用意しています。スタッフ一同、ご参加をお待ちしております。

屋内こども広場

誰が一番長く回せるかな？？



大和市民大学 中国古典を訪ねて❷〈全5回〉

ほっこりスペシャル ベビーヨガ
うたごえひろば・童謡・叙情歌・歌謡曲・フォーク等懐メロを中心にみんなで歌おう

マイソング歌の会（練習）

爆笑劇場パート15 林家たい平・神田京子 落語と講談 特選劇場

吉川久子のフルートで聴く 日本と中国の名曲

ママとアネシィ～キックエアロ

第2回 大和健康マージャン敬老大会

コマ仙人の くるくるコマづくり

箸と和食で健康長寿

シリウス赤ちゃんおはなし会
ピアノ フォルテ コンサート
親子でものづくり教室

第5回 日本の看取りを考える全国大会

親子でものづくり教室
市立病院月例講演会

シリウス親子のおはなし会
楽しく歌おう！１コインコンサート

ブロードウェイ・ミュージカル「ロジャース/ハート」
まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん）

ファミーユ～新しい家族を迎えるまでに～（妊婦さん）
身体にやさしい古武術介護❸〈全5回〉

親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」夏ニャン編❷〈全3回〉
女声合唱団みずばしょう（練習）
大和スマイル合唱団（練習）

基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」
平成30年度認知症講演会「認知症予防を考える。」

ひとりできける子のおはなし会
やまとサロンコンサートシリーズ 第1回 ピアノソロ～シャンソン弾き語り～オペラアリア

第7回 やまとウクレレフェスティバル
ほっこりスペシャル ベビーマッサージ

楽しく英会話力を高める会
親子しかけ絵本づくり じぃじとばぁばへ「ありがとう」❷〈全2回〉

プチ不調を改善しよう！はたらく女子のためのココロとカラダを満たすレシピ❷〈全2回〉

プチ不調を改善しよう！はたらく女子のためのココロとカラダを満たすレシピ❶〈全2回〉

多文化共生フォーラム～動き出そう未来のために～（講演会）
激論！高校生 政策甲子園
つながる心のアート展

地域共生コンサート～つなげよう音楽のチカラで～
いろはにほへと─俳句入門講座！❻〈全6回〉

昔ばなしをきく会
にこにこたまご（ふたご・みつごの親子）
身体にやさしい古武術介護❷〈全5回〉

大和市民大学 中国古典を訪ねて❶〈全5回〉
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 フリーダンスパーティー

第2回リベルタ映画会「北の桜守」

ピュア・シャボン（0才～2才の親子）

あそんde絆～げんきっこ広場へおさんぽ、してみない？～

大和スマイル合唱団（練習）
基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」
チップリップ♪リズムにのって1、2、3～親子でリトミック～　

忍者になろう 初級編 リターンズ

おひざでだっこのおはなし会
クラシック音楽を楽しむ会～末松茂敏ピアノリサイタル

マイソング歌の会（練習）
北川大介 川野夏美 同期20周年コンサート

親子でものづくり教室
親子しかけ絵本づくり じぃじとばぁばへ「ありがとう」❶〈全2回〉

シリウスうちドックのおはなし会
演劇公演 黄昏

親子でものづくり教室
げんきっこ広場 ぼうさいフェス

ピアノ発表会とピアノジュモーコンサート
神奈川県名流舞踊の会

21 金

20 木

19 水

18 火

17 月祝

16 日

15 土

14 金

13 木

12 水

10 月

9 日

8 土

7 金

6 木

5 水

4 火

3 月

2 日

1 土

10：30～12：30 大和市生涯学習センター601講習室

11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
13：45 900円 うたごえがかり  080-5944-0425サブホール
13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マルチスペース

18：30 3,500円 大和中央シティライオンズクラブ  046-263-5555（丸山）メインホール

19：00 1,500円（当日2,000円）
高校生以下1,000円 大和地区日中友好協会  046-240-6687（石井）サブホール

10：00～11：30 500円 大和市屋内こども広場多目的室

10：00 敬老大会席2,000円
体験会300円

一般社団法人 健康コンシェルジュ日本  
046-259-9570（鈴木）サブホール

10：00～11：30 500円 大和市屋内こども広場多目的室

11：00～12：00 無料（20名）
申込受付9/1、10：00～ 大和市立図書館健康テラス

11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
13：30 無料 046-274-4555（森）サブホール

10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室

13：30 4,000円（当日5,000円） 日本の看取りを考える全国大会実行委員  
086-728-5772（宮本）メインホール

10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～15：00 無料（20名） 大和市立図書館健康テラス
14：00～14：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
13：30 500円 大和市民オペラ実行委員会  046-263-8368（山西）サブホール

①13：00 ②17：30 8,000円 チケットスペース  03-3234-9999メインホール
13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室
10：30～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～16：00 大和市生涯学習センター601講習室
10：30～11：45 大和市生涯学習センター601講習室

9：40 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
入会金3,000円・月会費3,000円13：00 大和スマイル合唱団  03-6304-0161

10：30 入会金1,000円・月会費4,000円 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）
マルチスペース
マルチスペース

14：00 無料 大和市高齢福祉課  046-260-5612（認知症施策推進）メインホール
15：30～16：00 無料 大和市立図書館おはなしのへや
14：00 1,000円 大和市音楽家協会  070-3523-7068（事務局）マルチスペース
12：30 無料（要整理券） ヤマトハワイアン愛好会  046-267-0385（木村）サブホール

11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
14：00 500円 KNOWHOW  080-5027-8106（高橋）マルチスペース

10：00～12：00 大和市生涯学習センター612文化創造室
10：30～12：30 大和市生涯学習センター1,000円（全2回）611調理実習室

10：30～12：30 大和市生涯学習センター1,000円（全2回）611調理実習室

14：00 無料 日本青年会議所  080-3012-8615（杉浦）メインホール
11：30 無料 日本青年会議所  090-2625-0621（山田）サブホール

10：00～15：00 無料 日本青年会議所  090-4379-8828（清水）ギャラリー

10：00 無料 日本青年会議所  090-4379-8828（清水）メインホール
14：00～16：00 大和市生涯学習センター610大会議室
14：00～14：45 無料 大和市立図書館健康テラス
13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～16：00 大和市生涯学習センター601講習室
10：30～12：30 大和市生涯学習センター601講習室
13：20～16：30 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）サブホール

13：20～16：30 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）サブホール

①10：30
②13：30

1,100円（当日1,500円）
小学生500円（当日700円）

㈱神奈川中央新聞社「リベルタ」
046-265-1199（映画会担当）メインホール

10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室

9：00～11：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室

入会金3,000円・月会費3,000円13：00 大和スマイル合唱団  03-6304-0161
10：30 入会金1,000円・月会費4,000円 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）

マルチスペース
マルチスペース

10：00～11：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室
11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
18：30 999円 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055サブホール
13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マルチスペース
13：00 SS席4,500円 ㈱エムアイ企画  03-6383-4451メインホール

10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室
10：00～12：00 大和市生涯学習センター612文化創造室

14：00～14：30 無料 大和市立図書館おはなしのへや
18：30 S席5,500円・A席4,500円 やまと芸術文化ホールメインホール
10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室
11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場
18：00 1,500円 Jumeaux-T  080-5406-3868（三枝）サブホール

9月 10月 EVENT CALENDAR 2018

10：00 無料 神奈川県名流舞踊の会  046-261-4132（青木）
9月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
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メインホール



身体にやさしい古武術介護❹〈全5回〉

ほっこりスペシャル お誕生会
五感と芸術シリーズ～味覚と音楽～おいしいクラシック

みんなでうたおう♪Sing with Glee

よみうり回想サロン ～昭和30年代、懐かしいあの頃を語り合おう～

大和魂 キッズダンスコンテスト VOL.1
Music Time For the Heart 2018

「サザンクロス」♪初秋のジャズコンサート♪ピアノトリオ＋2

身体にやさしい古武術介護❺〈全5回〉
親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」夏ニャン編❸〈全3回〉

第28回大和市立図書館映画上映会「マリーゴールド・ホテルで会いましょう」（吹替え）
お母さんの勉強室「紙1枚で子どもが伸びる学習法」

H ZETT M ピアノ独演会2018秋～やまと芸術の陣～
基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」

9月おたんじょう会
親子で楽しむおはなし会

パフューム（0才～6才の親子）
小さなピアニスト・ヴァイオリニストたちによる秋のコンサート

こどもとcomodoにコンサート
大和民謡舞踊連盟 第92回 秋季民謡舞踊発表大会

LaLaLa Land
大和民謡舞踊連盟 第92回 秋季民謡舞踊発表大会

国際ソロプチミスト柴胡チャリティショー 華麗なる歌と踊りの誘い

ママとアネシィ～ヨガ
パフューム（0才～6才の親子）
シリウス赤ちゃんおはなし会
マイソング歌の会（練習）
KanAsamiワンダーランド

前向き！マネー講座～定年前後のプランニング～❶〈全2回〉

もっと知りたいっ！落語家さんの世界

大和おやこ劇場例会「Silent Poems」（高学年）かわせみ座
イオンチアリーディングフェスティバル
まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん）

大和市民大学 中国古典を訪ねて❸〈全5回〉
やまとサロンコンサートシリーズ 第2回「音楽の小箱～バッハから現代まで～」
平成30年度 柏木実業専門学校 日本語スピーチ・カラオケコンテスト

季節を贈る絵手紙・秋編❷〈全2回〉
大和スマイル合唱団（練習）

基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」
第20回 美術講演会

第3回リベルタ映画会「この世界の片隅に」

ほっこりスペシャル ベビーマッサージ
ひとりできける子のおはなし会

幼児家庭教育学級「子育て」で大切にすること。大切にしたいこと。❷〈全4回〉
ドン!!な音？太鼓作りにチャレンジしよう！
集合！いつもの広場がちょっとちがう

第39回 邦楽舞踊の集い
大和市民吹奏楽団Autumn Concert2018

親子でものづくり教室
シリウスうちドックのおはなし会
トップコンサート Part 31
親子でものづくり教室

〈ソプラノ&ピアノ&アルパ〉Piacere concerto

第13回 豊かな心を育む集い
女声合唱 コールキルシェ～ファーストコンサート～

にこにこたまご（ふたご・みつごの親子）
シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー

ピュア・シャボン（0才～2才の親子）
季節を贈る絵手紙・秋編❶〈全2回〉
大和スマイル合唱団（練習）

基礎から楽しく！ 社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」
アテンダントと踊る 3&1ダンスパーティ

幼児家庭教育学級「子育て」で大切にすること。大切にしたいこと。❶〈全4回〉
おひざでだっこのおはなし会
マイソング歌の会（練習）

21 金 14：00～16：00 大和市生涯学習センター601講習室

16 火

15 月

14 日

13 土

12 金

11 木

10 水
9 火

8 月祝

7 日

6 土

5 金

4 木

3 水
2 火
1 月

30 日

29 土

28 金

27 木
26 水
25 火
24 月

振休

23 日祝

22 土

10：00～11：30 500円 大和市屋内こども広場多目的室
10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室
11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

①11：00～11：45 ②13：00～13：45 無料 大和市屋内こども広場
マルチスペース
マルチスペース

500円（全2回）13：30～15：30 大和市生涯学習センター610大会議室

500円（定員30名）
申込受付9/8～13：30～15：00 やまと芸術文化ホール612文化創造室

①15：30 ②19：00 入会金200円・月会費1,400円 大和南部おやこ劇場  090-6116-0389（杉本）メインホール
未定 無料 イオン新体操スクール  043-277-8641メインホール

13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室
10：30～12：30 大和市生涯学習センター601講習室
14：00 1,000円 大和市音楽家協会  070-3523-7068（事務局）マルチスペース
12：30 無料 柏木実業専門学校  046-261-0158（飯塚）メインホール

800円（全2回）10：00～12：00 大和市生涯学習センター612文化創造室
13：00 入会金3,000円・月会費3,000円 大和スマイル合唱団  03-6304-0161マルチスペース
10：30 入会金1,000円・月会費4,000円 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース
14：00 無料 大和美術協会  080-5050-2115（吉田）サブホール

①10：30 ②13：30
③16：30 ④19：00

1,100円（当日1,500円）
小学生500円（当日700円）

㈱神奈川中央新聞社「リベルタ」
046-265-1199（映画会担当）メインホール

11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
15：30～16：00 無料 大和市立図書館おはなしのへや

1,300円（全4回）10：00～12：00 大和市生涯学習センター610大会議室
15：00～16：30 500円 大和市屋内こども広場多目的室
11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場
12：30 無料 大和市邦楽舞踊連盟  046-272-2128（山本）サブホール
14：00 無料 大和市民吹奏楽団  090-1882-3835（小榑）メインホール

10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～14：30 無料 大和市立図書館おはなしのへや
14：30 2,500円・高校生以下1,000円 神奈川新聞社  045-227-0779（塚田）メインホール
10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室
16：00 2,000円 090-2745-8937（和田）マルチスペース

13：30 無料 豊かな心を育む集い 実行委員会  046-269-2651（事務局）メインホール
14：00 無料 コールキルシェ  Kirsche045@yahoo.co.jpサブホール

13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場多目的室
800円13：20～16：30 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）サブホール

10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室
800円（全2回）10：00～12：00 大和市生涯学習センター612文化創造室

13：00 入会金3,000円・月会費3,000円 大和スマイル合唱団  03-6304-0161マルチスペース
10：30 入会金1,000円・月会費4,000円 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース

4,000円13：30～16：30 SSJD  090-1738-2540（山﨑）マルチスペース
1,300円（全4回）10：00～12：00 大和市生涯学習センター610大会議室

11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや

11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
13：30 2,000円 やまと芸術文化ホールサブホール

13：15～14：45 500円 大和市屋内こども広場多目的室

①10：30～12：00
②13：30～15：00

無料（各回15名）
申込受付9/1、10：00～ 大和市立図書館健康テラス

12：00 2,500円 ㈱神奈川中央新聞社「リベルタ」  046-265-1199メインホール
17：00 無料（要整理券） Gottsu Band  046-205-3612（後藤）サブホール
14：00 2,000円 歌おう会  080-5957-9951（佐川）マルチスペース

14：00～16：00 大和市生涯学習センター601講習室
10：30～12：00 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） 大和市立図書館601講習室
10：00～11：30 3,000円（1家族） こども教室 どんぐりひろば  045-391-8289（吉村）マルチスペース
19：00 4,500円・学生（26歳未満）2,000円 やまと芸術文化ホールメインホール
10：30 入会金1,000円・月会費4,000円 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）マルチスペース
11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場
11：00～11：20 無料 大和市立図書館おはなしのへや
10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室
13：00 無料 小さなピアニストたちの会 046-277-2578（西原）サブホール

多目的室 ①11：00～12：00 ②14：00～15：00 大和市屋内こども広場無料
10：30 無料 秀ひろ会  046-274-0018（土屋）サブホール

多目的室 ①13：00～13：45 ②14：00～14：45 大和市屋内こども広場500円
10：30 無料 秀ひろ会  046-274-0018（土屋）サブホール
13：30 2,500円 国際ソロプチミスト柴胡  090-9390-4994（森園）メインホール

申込＝要事前申込
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1,000円13：30 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マルチスペース

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



17 水 18：00DRUM TAO 「RHYTHM of TRIBE ～時空旅行記～」 7,500円 大和リバティライオンズクラブ  046-275-8266（山村）メインホール

28 日

31 水

30 火

29 月

27 土

26 金

25 木

24 水

22 月

21 日

20 土

19 金
18 木

LaLaLa Land多目的室 ①13：00～13：45 ②14：00～14：45 大和市屋内こども広場500円
11：00～12：00Heart warming yoga～親子で健康！楽しい脳トレ＆すっきりヨガ～ 500円 大和市屋内こども広場多目的室

500円（全2回）13：30～15：30前向き！マネー講座～定年前後のプランニング～❷〈全2回〉 大和市生涯学習センター610大会議室
14：00～16：00大和市民大学 国際情勢の“なぜ”を知る❷〈全5回〉 大和市生涯学習センター601講習室 2,000円（全5回）
15：00光丘中学校二期生同期会 無料 光中二期生同期会幹事会  046-264-6530（大久保）サブホール
13：30大和ウインドシンフォニア 第17回定期演奏会 無料 大和ウインドシンフォニア  090-8439-1189（尾島）メインホール

大和市屋内こども広場10：00～12：00君もマジシャンになろう！ 500円げんきっこ広場

大和市屋内こども広場11：30～11：50ほっこりスペシャル お誕生会 無料ちびっこ広場

500円（全3回）10：00～12：00思春期講座「性といのち」を伝えたい
～大人への入り口にたつ子どもへのメッセージ～❷〈全3回〉 大和市生涯学習センター603中会議室

大和市屋内こども広場11：00～13：00げんきっこ広場でハロウィンパーティー 入場料げんきっこ広場

500円（全3回）10：00～12：00思春期講座「性といのち」を伝えたい
～大人への入り口にたつ子どもへのメッセージ～❶〈全3回〉 大和市生涯学習センター603中会議室

1,300円（全4回）10：00～12：00幼児家庭教育学級「子育て」で大切にすること。大切にしたいこと。❹〈全4回〉 大和市生涯学習センター610大会議室

未定ハロウィンパーティー（ECCジュニア大和中央教室） 無料 046-264-8757（井上）マルチスペース

18：00やまとで♪クラシック2018 2,000円、学生・65歳以上1,500円
小学生500円 クラシックネットワーク  046-293-7315サブホール

12：30住宅防火・防災推進シンポジウム 無料 住宅防火対策推進協議会  046-260-5727（佐藤）メインホール
大和市屋内こども広場11：00～13：0010月おたんじょう会 入場料げんきっこ広場

10：30～12：30大和市民大学 中国古典を訪ねて❺〈全5回〉 大和市生涯学習センター601講習室
18：30（18：15開場）第29回大和市立図書館映画上映会「ダージリン急行」 （吹替え） 大和市立図書館無料（100名）601講習室
13：45うたごえひろば・童謡・叙情歌・歌謡曲・フォーク等懐メロを中心にみんなで歌おう 900円 うたごえがかり  080-5944-0425サブホール

10：30～11：30Okie-Dokie music 英語リトミック 500円 大和市屋内こども広場多目的室
10：30 入会金1,000円・月会費4,000円基礎から楽しく！ 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
11：00～11：20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
13：30～16：30アテンダントと踊る 3&1ダンスパーティ 4,000円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）マルチスペース
10：00育児講座～みんなあつまれ～ 無料 大和市立草柳保育園  046-264-1919（横田）サブホール

1,300円（全4回）10：00～12：00幼児家庭教育学級「子育て」で大切にすること。大切にしたいこと。❸〈全4回〉 大和市生涯学習センター610大会議室
14：30たんぽぽ音楽会（ピアノ、マリンバ、ヴァイオリン） 500円 たんぽぽの会  070-2806-9520（石川）サブホール

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～16：00大和市民大学 国際情勢の“なぜ”を知る❶〈全5回〉 大和市生涯学習センター601講習室
10：00第85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マルチスペース
15：00イングリッシュハンドベルコンサート～第15回記念「ベル楽」　　 無料 ベル楽  046-275-9789（牧野）サブホール
15：00一般社団法人 大和青年会議所 40周年記念講演 無料 （一社）大和青年会議所  046-263-2691（柴高）メインホール

11：30～11：50ほっこりスペシャル ベビーヨガ 無料 大和市屋内こども広場ちびっこ広場
10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室
14：00～16：00市立病院月例講演会 SPECIAL｢笑いと健康～笑いのもつ力とは？～」 無料（70名）

2,000円（全5回）

大和市立図書館601講習室
14：00～14：20シリウス親子のおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや
10：30～12：30大和市民大学 中国古典を訪ねて❹〈全5回〉 大和市生涯学習センター601講習室
13：20～16：30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）サブホール

9：30第七回央和会《カラオケ発表会、主に新曲演歌》100ステージ 無料 央和会  046-261-4511（及川）サブホール

【 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

❶10/10（水）～10/16（火） 第66回大和市文化祭
一般公募展

❶第一期 絵画の部
❷第二期 書の部
❸第三期 写真の部

❷10/19（金）～10/25（木） 10：00～17：00（最終日～15：00） 大和市文化振興課  046-260-5222（横田）
❸10/28（日）～11/3（土祝）

9/1（土）～9/2（日） 10：30～17：00（初日11：00～、最終日～16：00）icco fes ～私の創るひとつだけ～ ハイシークリエーション  090-7733-3412（伊藤）
9/3（月）～9/7（金） 10：00～18：00（初日11：00～、最終日～16：00）第3回 あじさいの会、たんぽぽの会 鉛筆デッサン展/池田茂 自選展 090-4427-2333（池田）
9/15（土）～9/21（金） 10：00～18：00（初日13：00～、最終日～16：00）第87回 湘南支部展 日本水彩画会 日本水彩画会 湘南支部  0467-78-6829（新倉）
9/22（土）～9/27（木） 10：00～18：00（初日13：00～、最終日～17：00）第46回 二人展  唐木信允 三嶋眞人 （賛助出品  川島 淳） 0466-81-7243（唐木）
9/28（金）～9/30（日） 10：00～18：00（初日14：00～、最終日～17：00）第11回やまと国際アートフェスタ ～世界につたえたい！わたしのブーム～ やまと国際フレンドクラブ  046-272-1885（長谷部）

開催期間 イベント名 時間 お問合せ
9月 10月 ギャラリー　期間イベント 【入場無料】

申込＝要事前申込

4階「健康テラス」の講座で知り合った友人とグループを作って、ウォー
キンピックに参加し、70歳以上の部で準優勝になりました。知らなかっ
た人との色 な々繋がりが出来たり、6階「ぷらっと大和」では自己開発研究している製品を
作ったりと、様 な々利用が出来てこの星（シリウス）は最高です。近未来に向かって「シリウ
ス」はもっと明るく輝く星になるでしょう。大和市文化創造拠点シリウス  大好きです。

9月 10月 EVENT CALENDAR 2018

掲載されている内容は、2018年8月21日現在の情報です。
次号は、2018年10月下旬発行予定です。
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ご覧ください

シリウスで輝いている方々 に
　 それぞれの思いを綴っていただきました。

宮澤 稔明さん

鏡華万の々星

10月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ


