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シリウスではじまる  2019年

【日時】 1月2日（水）～14日（月・祝）  ※なくなり次第終了
 3階こども図書館  9:00～19:00
 4階図書館  9:00～21:00（月～土）、 9:00～20:00（日・祝）
【会場】 ［図書館福袋］ 3階こども図書館  カウンター横  30セット
  ［本のまくら］ 4階図書館展示コーナー  30冊

どんな本が入っているかは秘密!?
そんなワクワク感を図書館で
体験してみませんか。
図書館では、新年にこども向け「ドキ
ドキッ！中身はお楽しみ！図書館福
袋」、大人向けに「本のまくら～書き出しで選ぶ1冊～」を開催し
ます。図書館福袋とは、図書館スタッフがテーマに沿って選んだ3
冊の本を中身が分からないように袋に入れて貸出するもの。本の
まくらは、書名や著者名が見えない状態で、本の書き出しが印刷
されたブックカバーを頼りに借りたい本を選びます。普段とは違う
本の選び方で新たな本との出会いを楽しみましょう！

【日時】 1月9日（水）  
 15:00～17:00（第4クール） 
【会場】 3階屋内こども広場  げんきっこ広場
【対象・定員】3歳～小学2年生までの親子  先着75組
【参加費】入場料（要事前登録）　　【申込】不要　
【問合】 電話または3階こども広場カウンターまで

新しい年の始まりを祝い、
げんきっこ広場でかるた大会を開催します！
日本の伝統のかるた遊びを、親子で楽しみませんか？使用するか
るたは、「げんきっこ広場にあるたくさんの遊び道具の特徴」「げ
んきっこ広場で楽しく遊ぶためのお約束」「げんきっこ広場あるあ
る」をプレイリーダーが川柳にして作成しました。字が読めなくて
も大丈夫！絵札には写真やイラストがついており、「これかな？」と
分かるように作られています。絵札を探して元気に「ハイッ」と声
を出し、ハイハイですすんで絵札
をとりにいきましょう！誰が一番
多く絵札をとれるかな？かるた
遊びと合わせて昔からの手遊び
も行う予定です。皆さまのご参
加をお待ちしております！

【日時】 1月19日（土）  13:30上映（開場13:15）
【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  先着100名 　【料金】無料 　【申込】不要　 
【出演】松山 ケンイチ、本田 翼、星野 源  他 　【制作統括】三鬼 一希　

国民的歌番組の誕生秘話
昭和20年、終戦からわずか4ヶ月後の大みそか。
「紅白歌合戦」の前身となった番組が放送された。
その名は、「紅白音楽試合」。今や国民的行事と
なった「紅白歌合戦」の発端は、一人のディレク
ターのちょっとしたひらめきと情熱だった…。

お正月を思い切り楽しみたい方へ

©サントリーホール

図書館福袋・本のまくら キユーピー100周年スペシャル
ニューイヤー・コンサート2019
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

第33回大和市立図書館新春映画上映会
『紅白が生まれた日』(72分)

げんきっこ!! ハイハイかるた大会

特
集
❶

“音楽の都”オーストリア・ウィーンにある数多くの歌劇場の中で
も、フォルクスオーパーは国立歌劇場に次いで2番目の大きさで
す。劇場名の「フォルクスオーパー」とは《大衆的オペラ座》という
意味。その名の通り、ウィーンで唯一、色彩豊かで軽快なメロ
ディーが特徴のオペレッタ（喜歌劇）の上演を専門としています。
オペレッタの他にバレエなどの上演もあり、音楽ファンには見逃
せないスポットです。そんなフォルクスオーパーの専属オーケスト
ラが、2019年のお正月、2年ぶりに大和に登場します。彼らのレ
パートリーであるオペレッタは、ハッピーエンドが主流。幸せで華
やかなお正月の空気を体感してみませんか？

“音楽の都”のお正月を大和で！

【日時】 1月12日（土）  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】 S席8,000円、A席7,000円（全席指定・税込）
【問合】 電話または1階ホール事務室チケットデスクまで
※未就学児の入場はご遠慮ください

あけましておめでとうございます！お正月は福袋やかるた大会など、心躍るイベントが盛りだくさん。
普段とは違う特別感を味わいながら、ちょっぴり新しいことにも挑戦してみませんか？

2019年もシリウスをどうぞよろしくお願いいたします！
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ものづくりの最先端を体験してみませんか？
3Dプリンターは、パソコンで作ったデータを立体で出力する造型機です。講座では、手のひらサイズ
のケースづくりを通して、パソコンを使い設計・デザインをする方法から、実際に出力するまでを学
びます。最終日には自由に作品をつくる時間も設けます。

新しいことにチャレンジしたい方へ

いつまでも活き活きと輝く女性であるために
快適お片づけ、好印象メイク、人生100年時代の生き方などを
多角的に考えます。

日々子育てに一生懸命取り組んでいる皆さん、ふっと力を抜い
て、子育てについて見つめ直してみませんか？命はどのように育ま
れてきたかを知り、出産の喜びや、生きているだけで愛されてきた
ということを思い出すことで、子
育ての不安やストレスと向き合い
ましょう。こどもに愛情を注ぐこ
との大切さを、改めて感じること
ができますよ。

2018年は杏里さんのデビュー40周年でした。3年ぶりに発売され
た26枚目のオリジナルアルバムでは、初めて自身の名をタイトルに
してリリースしました。“杏里という名前をもう一度しっかりアピー
ルしたい”という気持ちをこめて、デビュー当時の80年代サウンド
を前面に押し出した内容になっています。当時は、自身が望む音
楽性と周囲から期待される“歌手・杏里”とのギャップに悩んだと
のことですが、それでも常に探究心を忘れず、真摯に音楽に向き
合ってきたからこそ、今でも変わらないその歌声があるのではな
いでしょうか。そしてその姿や気持ちに、私たちは夢中になってし
まうのです。2月3日に行われる公演は、そんな大スターが市制60
周年を記念して凱旋する、特別な一夜です。大和での公演は初と
なるＷでお目出度い日となります。圧巻のパフォーマンスをぜひ、
お聴きのがしなく！

いつまでも愛される理由
バースコーディネーターの青木千景先生をお招きし、
子育て中の親御さんに向けてのイベントを行います。

【日時】 2月26日（火）・3月5日（火）・12日（火）  10:00～12:00
【会場】 6階生涯学習センター　610大会議室
【対象・定員】大和市内在住・在勤で50代以上の女性  先着20名
【参加費】1,300円（3回分）
【申込】 2月2日（土）10:00より  
 電話または6階生涯学習センター窓口にて

2019年もよりいっそう輝きたい方へ

いちからはじめる３Dプリンター体験講座！

フレグランス がんばるママへ
子育てのステップアップ（全2回）

大和市市制60周年記念公演

ANRI LIVE 2019 
Precious Memories

輝く！大人女性の生き方エイジレス

【日時】 2月9日（土）・10日（日）・23日（土）  10:00～15:30（3回目のみ16:00まで）
【会場】 6階生涯学習センター  612文化創造室
【参加費】5,000円（3回分）  ※学生半額
【対象・定員】大和市内在住・在勤・在学の15歳以上の方かつ、日常的にパソコンを使用している方  10名（定員を超えた場合は抽選）
【申込】 6階生涯学習センター窓口またはハガキで講座名・住所・名前・電話番号を明記の上申込  1月15日（火）必着

【日時】 1月23日（水）・2月13日（水）  
 10:00～12:00
【会場】 3階屋内こども広場　
 多目的室
【対象・定員】小学生の保護者、関心のある方  先着20名
【参加費】1回500円（各日当日支払い）
【申込】 2018年12月21日（金）10:00より  ※2回分申込み
【問合】 電話または3階こども広場カウンターまで

ダブル

完売
御礼

【日時】 2月3日（日）  
 16:30開演（16:00開場）
【会場】 1階芸術文化ホール  
 メインホール
【問合】 電話または
 1階ホール事務室
 チケットデスクまで
※未就学児の入場はご遠慮ください



4

2019年2月16日(土) 10:00～17:00 ・ 2月17日(日) 10:00～16:00日時

会場 大和市文化創造拠点シリウス 6階・1階

特
集
❷

2日間
入場無料

幼稚園児から高校生まで
「大和市伝統文化伝承事
業」の一環として、日本舞
踊を習っています。3歳から
10年続けている子や、今年
4月に始めた子まで、25名
が在籍。みんな舞台発表が
好きなので、張り切って練
習しています。日頃の練習
の成果を発表しますので、
ぜひ見に来てください。

おどりのわ
日本舞踊 昨年はじめてセンターまつりに参加

しました。もともとは、カルチャース
クールで出会った仲間でしたが、シ
リウスができてからは、生涯学習セ
ンターでも練習するようになりまし
た。年に何度か、市内の老人ホーム
などの施設で演奏しています。普段
よりも長い時間の演奏なので、楽し
んでいただけるよう、プログラムを
準備しています。緊張せず、楽しくで
きるように頑張ります。

オカリナ花音
オカリナ

体のゆがみを調整する体操を、音楽に合わ
せて行っています。メンバーは、50代から
90代まで。生涯学習センターをはじめ、市
内4か所で約150名が活動しています。セン
ターまつりは、100名を超える出演者で盛り
上げます。皆さんがご存知の曲もありますの
で、歌いながら一緒に体を動かしましょう！

カモの会健康体操

1階 

サブホール
【出展サークル】 学団シ劇／拳和会／おどりのわ／大和ハーモニカ愛好会
カモの会／ハナアロハ大和／大和映像サロン／ピカケ大和／ハラウ・プウヴァイ
（公益社団法人）日本吟道学院公認 緑神会／オカリナ花音／大和ウクレレ倶楽部

発表

ハーモニカに興味があり、偶然会ったメンバーに連れて
きてもらった人、広報の会員募集をみて参加した人な
ど、入会のきっかけはそれぞれです。現在13名で活動し
ています。ハーモニカは、年齢に関係なく楽しめる楽
器。ハーモニカが好きな人なら、入会も大歓迎です。

大和ハーモニカ愛好会
ハーモニカ

昨年は空席まちの列ができるほど
大盛況でした。楽器演奏、健康体
操、ダンス、詩吟などの発表があり
ます。今年は、学団シ劇、拳和会、ピ
カケ大和の3団体
が初出演です。
どんな舞台に
なるか、楽しみ
です。

生涯学習センタースタッフ 中村さん

PICK UP！
ここが見どころ！

生涯学習センターまつりとは、生涯学習センターで活動しているサークルの皆さんによる、年に一度の発表の
場です。今回の意気込みを、生涯学習センター館長の市川さんにお話しいただきました。

第31回 シリウス生涯学習センターまつり

　普段、生涯学習センターで活動をして
いるサークルの方 の々、成果を発表する
場である生涯学習センターまつりも、今
年度で３１回目を数えます。シリウスに
なってからは２回目となります。４月から
館長となった私にとっては、はじめての
生涯学習センターまつりです。これまで
の５回の実行委員会での話し合いでは、

１年に１回の学習センターまつりにかけ
る、みなさんの熱い思いが伝わってきま
す。普段の活動の様子をなかなか見るこ
とができませんので、今回それぞれの
サークルさんがどのような作品を展示、
発表してくださるのか今からとても楽し
みです。
　体験コーナーを設けてくださったサー

クルさんもたくさんあります。サークル活
動に興味がある方だけでなく、家族で来
ても楽しめるイベントですので、たくさん
の方のご来場をお待ちし
ております。

生涯学習センター

市川 館長

生涯学習センターまつりって何だろう？
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彫和会鎌倉彫

一本針で編む、編み物の会です。
木ノ葉サークルは、生涯学習セン
ターで活動しているグループです
が、各学習センターや保健福祉セ
ンターなど、趣希の会としては大

和市内に50～60名会員がいるので、他のグループとの交流
も盛んです。編み物だけでなく、懇親会などの行事も楽しい
ので、長続きしているのかもしれませんね。センターまつり
では、セーターや小物などを出品するほか、体験会もありま
す。初心者でも基本からお教えします。

今年で創立から38年目。センターま
つりには初回から参加しています。
会の名前は、鎌倉彫の彫、大和の和
から名づけました。創立メンバーか
ら最近入会したメンバーまで、20名
で活動しています。センターまつり
には、花鳥風月図柄などのパネルや
置物を出展。図柄に自分の気持ちを
入れ込むべく、繊細に1彫り1彫り刀
を入れ、仕上げています。その思い
を感じてもらえれば嬉しいです。

【出展サークル】 趣希の会 木ノ葉サークル／大和篆刻の会／あみあみサークル／さくらんぼ会
大和地区日中友好協会／やまとビデオクラブ／S.B.くらぶ未来／和装の会／手編みサークル
日本ボーイスカウト神奈川連盟県央地区大和第3団／大和市食生活改善推進協議会／彫和会

普段の活動は、会社勤めの方も参
加できるよう19時半から行ってい
ます。センターまつりでは、着付け
体験ができます。用意した着物か
ら好きなものを選んでも、家にある
ものをお持ちくださってもかまいま
せん。そのままセンターまつり会場
を見学していただいても大丈夫で
す。ぜひお越しください。

和装の会着付け

書は、書き始めから終
わりまでやり直しが
きかず、一筆一筆とて
も集中するので、この
時間を大切にしてい
ます。センターまつり
で作品をみて、書道
に興味を持ってもら
えればと思います。

文化会書道

今年で結成35周年。センターまつりに
は初回から参加しています。学習セン
ターの袋物教室をきっかけに、手持ち
の布で何か作りたいと思い、パッチワー
クのサークルを作りました。端切れがあ
れば、何でもできるのが魅力です。セン
ターまつりでは、ベッドカバーやバッグ
などを出品するほか、前回も大変好評
だった、折雛をつくる体験コーナーも開
催します。

趣味の会パッチワーク

【出展サークル】
漢詩サークル「李太白」／趣味の会／小品盆栽愛好会／文化会／第二文化会
中央水墨会／大和グリーティングサークル／やまと書楽会／遊・遊絵本の会

　シリウスで2回目となる「生涯学習セ
ンターまつり」が始まります。旧施設での
「生涯学習センターまつり」から通算で
３１回目の開催となります。日頃シリウス
で活動するサークルの人達が、自主的
に実行委員会を立ち上げました。展
示・発表・体験の楽しめるプランから、
生き生きとした活動・熱い思いを感じ
ていただき、体験を通じて何か新しい

自分を発見し、楽しんでいただけたら
と思います。
　大和篆刻の会では、初めての人で
も、「石に文字を彫ることのできる体
験」を６階６０１で行っています。
　この夏フランスの女子高校生が篆
刻に興味を持ち「美」と「心」の文字を
彫りました。子どもさんから年配の方ま
で、是非おいでください。

　今後シリウスの各部門とも一層融合
し、「生涯学習センター」のみではなく
「シリウス全体まつり」に発展できれ
ば、シリウスは本当に「大和の輝ける
希望の星」となることでしょう。

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。鏡華万の々星

 齋藤 正果さん

篆
刻
体
験
の
様
子

大和篆刻の会
てんこく

てんこく

趣希の会 
木ノ葉サークル

編み物

ギャラリーも6階も展示と体験が盛りだく
さん！内容も食から語学・手工芸など幅
広く楽しめます。事前予約は必要ありま
せんので、お気軽にお越しください。

生涯学習センタースタッフ  碓井さん

PICK UP！ここが見どころ！

1階 

ギャラリー展示

6階 

学習センター展示



季節を贈る絵手紙・冬編❷〈全2回〉 14：30～16：30 大和市生涯学習センター
第8回 やまと伝統文化フェスティバル ～展示・体験コーナー～ 10：30～16：00 無料 （公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団  046-263-3100
第8回 やまと伝統文化フェスティバル ～ステージ発表～ 10：30 無料 （公財）大和市スポーツ・よか・みどり財団  046-263-3100

1月おたんじょう会 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場

フレグランス がんばるママへ 子育てのステップアップ❶〈全2回〉　　  10：00～12：00 1回500円（各日当日支払い）大和市屋内こども広場
集結！親子忍者！中級編 13：00～15：00 入場料 大和市屋内こども広場
親子で楽しむおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館

アテンダントと踊るダンスパーティ 3＆1 13：30 3,500円 SSJD  090-1738-2540（山﨑）
あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場

子育て講座～小学生からの育ちあい❶〈全4回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター
パフューム（0～6才の親子） 10：00～12：00 500円

1,300円（全4回）
大和市屋内こども広場

シリウス赤ちゃんおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館

初めての社交ダンスレッスンとダンスパーティ 9：15～10：00（レッスン）
10：00～11：30（パ－ティ） SSJD  090-1738-2540（山﨑）500円（１レッスン）

未定（パ－ティ）

ほっこりスペシャル（ベビーヨガ） 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場
親子でものづくり教室（6才～小2） 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場

大和市民大学 大和におけるロボットの未来❷〈全5回〉 14：00～15：30 大和市生涯学習センター
月見野遺跡群発掘調査から50年 10：00 無料 大和市文化振興課  046-260-5225
大和第4回ニューイヤーコンサート 14：00 4,000円 崔宗宝音楽事務所  090-3540-1793（崔）
親子でものづくり教室（3～5才） 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場

ひとりで「料理から片付けまで」を目指す！メンズのための料理教室❶〈全3回〉10：30～12：30 大和市生涯学習センター
季節を贈る絵手紙・冬編❶〈全2回〉 14：30～16：30 大和市生涯学習センター

第33回大和市立図書館新春映画上映会「紅白が生まれた日」 13：30（13：15開場） 無料（100名） 大和市立図書館
市立病院月例講演会 14：00～15：00 無料（20名） 大和市立図書館

シリウス親子のおはなし会 14：00～14：20 無料 大和市立図書館
やまと国際オペラ協会「ニュ－イヤーオペラガラコンサート」　 15：00 2,900円 やまと国際オペラ協会  046-272-1885（長谷部）

今日からはじめる和ハーブ生活❶〈全3回〉 18：45～20：30 大和市生涯学習センター
森のくまさん 10：30～11：30 無料 大和市屋内こども広場
FSウォークの会 9：30 無料 FSウォークの会  090-9293-0264（川﨑）

あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場
ママとアネシィ～キックエアロ 10：00～11：30 500円 大和市屋内こども広場

初めての社交ダンスレッスンとダンスパーティ 9：15～10：00（レッスン）
10：00～11：30（パ－ティ） SSJD  090-1738-2540（山﨑）

新春落語演芸会 13：00 500円（当日のみ） 大和落語演芸倶楽部  046-269-3723（河戸）

アルコバレーノウインドオーケストラ 第5回記念定期演奏会 13：30 無料 アルコバレーノウインドオーケストラ運営事務局
090-6307-1837（山根）

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〉 10：30～12：30 大和市生涯学習センター
大和市民大学 大和におけるロボットの未来❶〈全5回〉 14：00～15：30 大和市生涯学習センター

子どもも分かる“おかね”学びなおし講座 18：30 大人3,000円・子ども1,500円 study place root  090-2140-1252（町田）
ユース・ウィンド・オーケストラ 第32回ウィンターコンサート 14：00 500円 ユース・ウィンド・オーケストラ  046-274-6935（秋山）

LaLaLa Land（①年長～小2 ②小3～小6） ①13：00～13：45 ②14：00～14：45 500円 大和市屋内こども広場
にこにこたまご（ふたご・みつごの親子） 10：30～12：00 無料 大和市屋内こども広場

まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん） 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場
ファミーユ～新しい家族を迎えるまでに～（妊婦さん） 10：30～11：30 無料 大和市屋内こども広場
シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20～16：30 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

ほっこりスペシャル ベビーマッサージ 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場
ピュア・シャボン（0～2才の親子） 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場

大和スマイル合唱団 ご一緒に歌いませんか 13：00 大和スマイル合唱団  03-6304-0161
基礎から楽しく！社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 10：30 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）1,000円・ 4,000円（月3回）

3,000円・ 3,000円（月2回）

さわやかパーティー 13：30 500円 さわやかダンスクラブ  046-261-0653（山口）

げんきっこ！！ハイハイかるた大会 15：00～17：00 入場料 大和市屋内こども広場
チップリップ♪リズムにのって1、2、3～親子でリトミック 10：00～11：00 無料 大和市屋内こども広場

ひとりできける子のおはなし会 15：30～16：00 無料 大和市立図書館

胸骨圧迫とAEDについて～救急車が来るまでにできること～ 14：00 無料 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院  
046-264-1111（鈴木）

新春特別公演 歌謡ショー&舞踊ショー 13：00 S席4,500円（当日3,500円～）新神奈川音楽友の会  090-2537-5085（吉沢）

キユーピー100周年スペシャル 
ニューイヤー・コンサート2019 ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団 15：00 S席8,000円

A席7,000円 やまと芸術文化ホール

あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場

マイソング歌の会（練習） 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）
横浜隼人中学高等学校 5部合同演奏会「響宴」 14：00 無料 横浜隼人中学高等学校  045-364-5101（千葉）

親子でものづくり教室（6才～小2） 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場
シリウスうちドックのおはなし会 14：00～14：30 無料 大和市立図書館
初春 桜蔭会コンサート 13：30 中学生以上1,000円 一般財団法人 桜蔭会  045-243-8440（平野）

親子でものづくり教室（3～5才） 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場

おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館

第86回チャリティコンサート 10：00 無料 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055

500円（１レッスン）
未定（パ－ティ）

26 土

25 金

23 水

22 火

21 月

20 日

19 土

18 金
17 木

24 木

16 水
15 火

14 月祝

13 日

11 金

10 木

9 水

12 土

7 月

8 火

6 日

5 土

610大会議室
ギャラリー
サブホール
げんきっこ広場

多目的室
げんきっこ広場
おはなしのへや
マルチスペース
げんきっこ広場
610大会議室
多目的室
おはなしのへや

マルチスペース

ちびっこ広場
多目的室
601講習室
サブホール
メインホール
多目的室
611調理実習室
610大会議室
601講習室
健康テラス
おはなしのへや
メインホール
611調理実習室
多目的室
マルチスペース

げんきっこ広場
多目的室

マルチスペース

サブホール

メインホール

610大会議室
601講習室
マルチスペース
メインホール
多目的室
多目的室

多目的室
多目的室
サブホール
ちびっこ広場
多目的室

あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険！！（小3～小6の親子）　 17：00～19：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室

マルチスペース
マルチスペース

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

サブホール

げんきっこ広場
多目的室

おはなしのへや

マルチスペース

メインホール

メインホール

げんきっこ広場

マルチスペース
メインホール
多目的室
おはなしのへや
メインホール
多目的室

おはなしのへや

マルチスペース
1月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

＝要事前申込 ＝入会金 ＝月会費
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1月 2月 EVENT CALENDAR 2019



18 月

17 日

16 土

14 木

13 水

12 火

11 月祝

10 日

9 土

8 金

7 木

6 水

5 火

4 月

3 日

2 土

1 金

シリウス赤ちゃんおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館
みんなでうたおう♪Sing with Glee 13：15～14：45 500円 大和市屋内こども広場
親子でものづくり教室（6才～小2） 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場

心思踊西華流 日本舞踊公演「胡蝶蘭の会」 13：00 2,000円 心思踊西華流本部  045-442-4656（瑞扇）
親子でものづくり教室（3～5才） 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場

市立病院月例講演会 14：00～15：00 無料（20名） 大和市立図書館
シリウス親子のおはなし会 14：00～14：20 無料 大和市立図書館

大和スマイル合唱団 ご一緒に歌いませんか 13：00 大和スマイル合唱団  03-6304-01613,000円・ 3,000円（月2回）
基礎から楽しく！社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 10：30 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）1,000円・ 4,000円（月3回）

フレグランス がんばるママへ 子育てのステップアップ❷〈全2回〉　　  10：00～12：00 1回500円（各日当日支払い）大和市屋内こども広場
ひとりできける子のおはなし会 15：30～16：00 無料 大和市立図書館
あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場

子育て講座～小学生からの育ちあい❹〈全4回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター

ピティナ・ピアノステップ 大和地区② 9：30予定 無料 ピティナさがみ大和撫子ステーション
FAX046-261-4857（コウカ）

戸塚区民オーケストラ 第31回定期演奏会 14：00 １,２00円（当日1,500円） 戸塚区民オーケストラ  0466-24-2732（田仲）
ほっこりスペシャル ベビーマッサージ 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場

Heart warming yoga ～親子で健康！楽しい脳トレ＆すっきりヨガ～　　 11：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場
いちからはじめる3Dプリンター体験講座❷〈全3回〉　 10：00～15：30 5,000円（全3回） 大和市生涯学習センター
大和市民大学 大和におけるロボットの未来❺〈全5回〉 14：00～15：30 大和市生涯学習センター

ピティナ・ピアノステップ 大和地区① 13：50予定 無料 ピティナさがみ大和撫子ステーション
FAX046-261-4857（コウカ）

第10回 ふれあい舞踊祭 10：30 無料 宗柳流みゆき会  046-262-0085（野口）
LaLaLa Land（①年長～小2 ②小3～小6） ①13：00～13：45 ②14：00～14：45 500円 大和市屋内こども広場

いちからはじめる3Dプリンター体験講座❶〈全3回〉　 10：00～15：30 5,000円（全3回） 大和市生涯学習センター
一流学生参加 3＆1ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

市制60周年記念 大和市防火・防災講演会 10：00 無料 大和市危機管理課  046-260-5777
まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん） 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場

今日からはじめる和ハーブ生活❷〈全3回〉 18：45～20：30 大和市生涯学習センター
親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」冬ニャン編❶〈全3回〉　 10：30～11：45 500円（全3回） 大和市生涯学習センター

コーラスの練習 9：40 無料 みずばしょう  045-373-8000（加藤）
シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20～16：30 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

ピュア・シャボン（0～2才の親子） 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場
基礎から楽しく！社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 10：30 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）1,000円・ 4,000円（月3回）

トワレ～いつまでも元気できれいなママでいるために…
自然療法を知ろう！～ 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場

あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場
子育て講座～小学生からの育ちあい❸〈全4回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター

おひざでだっこのおはなし会 11：00～11：20 無料
1,300円（全4回）

1,300円（全4回）

大和市立図書館
FSウォークの会 9：30 無料 FSウォークの会  090-9293-0264（川﨑）

第4の食事 笑顔いっぱい幼児のおやつ❶〈全3回〉 10：00～11：30 1,000円（全3回） 大和市生涯学習センター
マイソング歌の会（練習） 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

大和法人会 大和6支部 新春講演会 18：30 無料（要整理券） （公社）大和法人会 大和6支部  080-4290-8033（高下）

シリウスうちドックのおはなし会 14：00～14：30 無料 大和市立図書館
大和市市制60周年記念公演 ANRI LIVE 2019 Precious Memories 16：30 やまと芸術文化ホール

親子でものづくり教室（3～5才） 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場
ひとりで「料理から片付けまで」を目指す！メンズのための料理教室❷〈全3回〉10：30～12：30 大和市生涯学習センター

一流学生参加 3＆1ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
にこにこたまご（ふたご・みつごの親子） 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場

ストーリーテリング・ボランティア養成講座❶〈全3回〉 10：00～12：00 無料（20名） 大和市立図書館

集合！いつもの広場がちょっとちがう！ 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場
大和市民大学 大和におけるロボットの未来❹〈全5回〉 14：00～15：30 大和市生涯学習センター

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〉 10：30～12：30 大和市生涯学習センター
大和市民大学 大和におけるロボットの未来❸〈全5回〉 14：00～15：30 大和市生涯学習センター

童話作家 森山京 追悼特別企画「かけがえのないもの」
トークショー＆朗読ライブ 15：00 無料

（12/27申込締切） 大和市文化振興課  046-260-5222

ほっこりスペシャル お誕生会 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場
あそんde絆（1～2才の親子） 10：30～12：00 500円 大和市屋内こども広場

あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料
1,300円（全4回）

大和市屋内こども広場
子育て講座～小学生からの育ちあい❷〈全4回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター

初めての社交ダンスレッスンとダンスパーティ 9：15～10：00（レッスン）
10：00～11：30（パ－ティ） SSJD  090-1738-2540（山﨑）500円（１レッスン）

未定（パ－ティ）

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 13：45 900円 うたごえがかり  080-5944-0425

基礎から楽しく！社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 10：30 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）1,000円・ 4,000円（月3回）

27 日

31 木

29 火

30 水

28 月

610大会議室
601講習室

サブホール

おはなしのへや
多目的室
多目的室
メインホール
多目的室
健康テラス
おはなしのへや
マルチスペース
マルチスペース
多目的室
おはなしのへや
げんきっこ広場
610大会議室

サブホール

メインホール
ちびっこ広場
多目的室
612文化創造室
601講習室

サブホール

メインホール
多目的室
612文化創造室
マルチスペース
メインホール
多目的室
611調理実習室
601講習室
マルチスペース
サブホール
多目的室
マルチスペース

マルチスペース

多目的室

げんきっこ広場
610大会議室
おはなしのへや
マルチスペース
611調理実習室
マルチスペース
サブホール

おはなしのへや
メインホール
多目的室
611調理実習室
マルチスペース
多目的室

ちびっこ広場

就労移行支援事業所 合同説明会 14：30 無料 障害者就業・生活支援センター ぽむ   
046-232-2444（大箭）サブホール

多目的室

げんきっこ広場
610大会議室

マルチスペース

サブホール

7

1月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

610大会議室
2月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

＝要事前申込 ＝入会金 ＝月会費

げんきっこ広場
親子でものづくり教室（6才～小2） 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場多目的室

601講習室



第4の食事 笑顔いっぱい幼児のおやつ❷〈全3回〉 10：00～12：00 1,000円（全3回） 大和市生涯学習センター611調理実習室18 月 パフューム（0～6才の親子） 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場多目的室

21 木
20 水
19 火

シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20～16：30 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）
森のくまさん 10：30～11：30 無料 大和市屋内こども広場

ほっこりスペシャル（ベビーヨガ） 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場

あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場
ママとアネシィ～ヨガ 10：00～11：30 500円 大和市屋内こども広場

ほっこりスペシャル（お誕生会） 11：30～11：50 無料 大和市屋内こども広場
Okie-Dokie music 英語リトミック 10：30～11：30 500円 大和市屋内こども広場
一流学生参加 3＆1ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

基礎から楽しく！社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 10：30 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）1,000円・ 4,000円（月3回）
親子で楽しむおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館

2月おたんじょう会 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場
あつまれ！あさイチキッズ 9：00～11：00 入場料 大和市屋内こども広場

輝く！大人女性の生き方エイジレス❶〈全3回〉　 1,300円（全3回） 大和市生涯学習センター10：00～12：00
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 13：45 900円 うたごえがかり  080-5944-0425

第4の食事 笑顔いっぱい幼児のおやつ❸〈全3回〉　 1,000円（全3回） 大和市生涯学習センター
ママパパ一年生「赤ちゃんの笑顔が好き」❶〈全3回〉　 500円（全3回） 大和市生涯学習センター

住まいに関わる異常気象への対策と備え 14：00 無料 （公社）神奈川県宅地建物取引業協会
県央東支部 046-264-6737（佐藤）

平成30年度 大和市教育委員会表彰式 未定 無料（要整理券） 大和市教育委員会  046-260-5203（山田）
「キマグレ・サーカス」どん亀座 大和おやこ劇場 第279回例会　  14：30 大和南部おやこ劇場  046-269-2247（杉本）200円・ 1,400円

いちからはじめる3Dプリンター体験講座❸〈全3回〉　 5,000円（全3回） 大和市生涯学習センター

第34回大和市立図書館映画上映会
「アバウト・タイム～愛おしい時間について～」

13：30
（13：15開場） 無料（100名） 大和市立図書館

きわめよ！コマ職人 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場
親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」冬ニャン編❷〈全3回〉　 10：30～11：45 500円（全3回） 大和市生涯学習センター

ストーリーテリング・ボランティア養成講座❷〈全3回〉
（3回目は3/1㈮実施） 10：00～12：00 無料（20名） 大和市立図書館

10：00～11：30
10：00～12：00

10：00～16：00

28 木

27 水

26 火

25 月

24 日

23 土

22 金

やまとサロンコンサートシリーズ
第3回「～オール・ショパン～ピアノの詩人の世界」 14：00 1,000円 大和市音楽家協会事務局  070-3523-7068

サブホール
多目的室
ちびっこ広場

げんきっこ広場
多目的室

9：00～21：00（月～土）
9：00～20：00（日・祝）

本のまくら～書き出しで選ぶ1冊～
大人向け 30冊

4階図書館
展示コーナー

2/25（月）～2/28（木） 輝いている神奈川のアールブリュット展 10：00～17：00（最終日～14：00） 社会福祉法人 県央福祉会  
046-262-0150（津田）ギャラリー

2/6（水）～2/11（月祝） 10：00～18：00（最終日～17：00）第8回YAMATOイラストレーション
デザインコンペ入選作品展

大和市文化振興課  
046-260-5222ギャラリー

1/2（水）～1/14（月祝）
※なくなり次第終了

9：00～19：00ドキドキッ！中身はお楽しみ！図書館福袋
こども向け 30セット 大和市立図書館

3階こども図書館
カウンター横

1/27（日）～1/31（木） 企画展「童話作家 森山京の世界」 10：00～18：00 大和市文化振興課  
046-260-5222ギャラリー

1/13（日）～1/14（月祝） 手作り・雑貨&クラフトフェア 10：30～16：00 手作りの会  080-3258-1700ギャラリー

ちびっこ広場
多目的室
マルチスペース
マルチスペース
おはなしのへや

げんきっこ広場
げんきっこ広場
610大会議室
サブホール
611調理実習室
610大会議室

メインホール

サブホール
メインホール
612文化創造室

601講習室

げんきっこ広場
601講習室

610大会議室

マルチスペース

【 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 https://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

1/5（土）～1/8（火） 9：00～18：00
（初日13：00～19：00、最終日～19：00）

新春初売り陶芸サークル展
長谷川雅一とその仲間たち 070-1446-1212（長谷川）

期間イベント 【入場無料】
開催期間 イベント名 時間

ギャラリー

2/16（土）～2/17（日） 16日 10：00～17：00
17日 10：00～16：00

第31回
シリウス生涯学習センターまつり 大和市生涯学習センターサブホール・ギャラリー

6階生涯学習センター

会場 お問合せ
1月 2月

2月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
＝要事前申込 ＝入会金 ＝月会費1月 2月 EVENT CALENDAR 2019

イベントの
最新の情報は
公式サイトを
ご覧ください

［作品コンセプト］どこにしようかな、と考えた時に、高校の時のお友だちが「お正
月深見神社で巫女のバイトをするんだ。」と言っていたことを思い出しました。お友
だち、元気かな。１年間どうぞよろしくお願い致します。

掲載されている内容は、2018年12月14日現在の情報です。
次号は、2019年2月下旬発行予定です。

YAMATOMIRAI  vol.13
2019年 1&2月号
2018年12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

大和市出身。主に透明水彩で制作する。表紙・挿
画を担当した『ゴムの木とクジラ』（白鳥博康著・銀
の鈴社）が平成29年度神奈川県優良図書に選定さ
れる。児童書『言葉屋』シリーズの挿画のほか、食
品パッケージやショップカード等の商業デザイン、
保育園のイメージ絵本の制作まで幅広く活動する。

今 月 の 表 紙こんにちは、大和市文化創造拠点シリウス広報誌「YAMA 
TOMIRAI」編集部の若鍋です。寒さが緩やかにやってき

て、あっという間に冬の空気に包まれていきます。1年の幕開け、皆さまどのよ
うなお気持ちで過ごされるでしょうか。2019年は元号も変わり、何もかもが
新しくなります。今まで挑戦したいと思っていた、だけどなかなか手が出せず
にいた、でも今年からは挑戦してみたい。シリウスはそんな気持ちを応援し
ます。皆様にとって、2019年が実りあるよい年になりますように。（若鍋）

もとやま まさこ さん

編 集 後 記


