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クラシック音楽の世界では、これまで数多の作曲家が個性
豊かな作品を世に送り出してきました。例えば、言わずと知
れた天才作曲家・モーツァルト。《きらきら星変奏曲》などの
作品は今も昔も多くの人の心を魅了しています。また、イタリ
アの作曲家・パガニーニは、作曲家の他にヴァイオリン奏者
としての顔も持っていました。そしてロシアの作曲家・ストラ
ヴィンスキーは、20世紀を代表する作曲家として広く影響を
与えた1人です。来日し、東京・日比谷公会堂で指揮を振っ
たことも。現代にも生き続ける音楽の礎を築いてきた作曲家
たち…。4月21日『読売日本交響楽団』は、ここに名前を挙
げた3人の作品を1度に堪能できる貴重な公演です。長く愛
される傑作を、響き豊かなメインホールでぜひご堪能あれ！

アイルランドの伝統楽器・イーリアンパイプとアイリッシュ
ハープの音色を楽しみましょう！お馴染みの曲から民謡
音楽まで、幅広く演奏していただきます。なかなか触れる
機会がない楽器ですが、いったいどんな音色でしょう
か？？ぜひ親子で気楽に演奏をお楽しみください♪

アイルランドの伝統楽器に触れてみよう

3月27日（水） 10:00～11:30

昔も今も愛され続ける、作曲家たちの傑作

井上道義指揮　
読売日本交響楽団　
ヴァイオリン：神尾真由子

寒さも次第にやわらぎ、桜が咲く季節となりました。3月4月は新しい生活が始まります。
シリウスでは、春にふさわしい公演やイベント・講座をご用意しています。柔らかな風と日差しを受けて、
今までの自分の世界がさらに大きく広がっていくような、そんな明るく楽しい気持ちを応援します。
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4月21日（日）  
14:00開演（13:30開場）

会 場 1階芸術文化ホール  メインホール
料 金 S席6,000円、A席5,000円、
 学生［26歳未満］各席種半額 
 （全席指定・税込）
出 演 井上道義（指揮）、
 神尾真由子（ヴァイオリン）、
 読売日本交響楽団
曲 目 歌劇《ドン・ジョヴァンニ》序曲／モーツァルト
 ヴァイオリン協奏曲 第1番 ニ長調 op.6／パガニーニ
 バレエ組曲《火の鳥》（1945年版）／ストラヴィンスキー
申込・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

春の風が吹いて  ひろがる世界

音楽の世界ここからはじまる

会 場 3階マルチスペース
対象・定員    小学生までの親子　
　　　　　　先着30組
参加費    無料
問 合 電話または3階こども広場
 カウンターまで
申 込 2月28日（木）10:00より

3月31日（日） 14:00開演（13:45開場）

会 場 4階図書館  健康テラス
対象・定員    どなたでも  先着37名（立見可）
料 金 無料　　申 込　不要
出 演 平野翔平、五十木翔太（クラシックギター）
曲 目 涙の流れるままに（G.F.ヘンデル）
 キューバの子守唄（E.グレネ／L.ブローウェル編）
 オーバー・ザ・レインボー（H.アーレン／武満徹編)
 リオの散歩道（L.ボンファ／C.B.リマ編）　ほか
  問 合　電話または4階図書館
 　　　  健康カウンターまで

市民が主役！あなたも講師講座

クラシックギター 
スプリングコンサート

健康テラスで癒しのひとときを
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大和市民の平野翔平さんと五十木翔太さんによるクラシック
ギターコンサートも4回目を迎えます。クラシックギターなら
ではの柔らかな音色で、癒しのひとときを過ごしませんか？

いかるぎ

Ⓒ読売日本交響楽団

井上道義

アイルランド伝統楽器

イーリアンパイプと
アイリッシュハープ
～憩いの庭～



　“レセプショニスト”という言葉を
聞いたことはありますか？英語の
reception(レセプション)（受付）
をする人、つまり受付係・案内係を
意味します。コンサートホールにお
ける“レセプショニスト”とは、まず
ホールに来場されたお客様をお迎
えし、プログラムを配り、チケットを
確認したり、客席へご案内したり。
コンサートへいらしたお客様に気持

ちよく過ごして頂けるよう、最高のお
もてなしを提供する、接客のプロな
のです。いつも笑顔でお客様に対
応する“レセプショニスト”ですが、
多種多様な公演に様々なお客様が
いらっしゃるので、時には対応が思
うようにいかないことも…。でも“レ
セプショニスト”のトレードマークはな
んといっても笑顔！その笑顔がお客
様の笑顔を呼び、「とっても良い公

演だった！」と喜んでいただくことが、
何よりも嬉しい瞬間でもあります。
　やまと芸術文化ホールでは、3月
9日（土）に市内の小学4～ 6年生
がプロの指導を受け、“レセプショニ
スト”のお仕事を実際に体験します。
参加する子ども達が体験を通じてど
んな“キッズレセプショニスト”にな
るか、今から楽しみです。
（講座の募集は終了しています）
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図書館の世界ふれてみよう

column

　大和市立図書館では、1・3・
4階では毎月、5階では3ヶ月
ごとに、季節やその時々の話題
など様々なテーマに沿った本の
展示を行っています。他にも、
1階のホールでコンサートが開
催される際には、コンサートの
歴史や聴き方などを集めたコー
ナーを特設するなど、イベントの

関連本展示も行っています。
　皆様が本から入って興味を
持ったり、イベントに参加してか
ら興味を持って本で調べたりで
きるように、様々な角度から展
示を企画しています。ただ本を
並べるのではなく、シリウスのイ
ベントに興味を持てるきっかけ
になるような展示を提供してい

きます。今まで手に取ることの
なかった本に出会い、その本を
通じて皆様の世界が広がれば
と思います。

1
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文●図書館 スタッフ  石井さん

column 図書館展示　シリウス　
本でひろがる世界

手づくりの小さな本
「4月はじまりの手帳」2

図書館の
世界

「ちいさな手づくり本講座」第2回の開催です！

今回作るのは、新年度に向けた4月はじまりのスケジュール
帳です。大きさ約8cmの手のひらサイズの豆本ですが、ちゃ
んと書き込んで使うことができます。前回はハードカバーの
表紙にジャバラ折りのページをつけたものでしたが、今回は
中綴じした冊子にハードカバーの表紙を付けていきます。
「中綴じって何だろう？」「ハードカバーってどんなもの？」な
ど、本の構造についての疑問にお答えしながら、いつもと
違った見方で楽しんでいただきます。少し敷居が高いと思
われる本づくりですが、あらかじめ加工した材料を切り貼り
して工作感覚で作れます。お気軽にご参加ください！

会 場 4階図書館  健康テラス
対象・定員　どなたでも  先着10名　
料 金 無料
申込・問合　電話または4階図書館
　　　　　   健康カウンターまで

3月5日（火）
14:00～15:30

3月9日（土） アートマネジメント講座～キッズレセプショニスト
【同時開催】 ホワイトデー・ホワイエコンサート（13:00開演）

いつも
笑顔で！

文●芸術文化ホール スタッフ  下平さん

コンサートを支える“レセプショニスト”

もちろん展示本は
貸し出ししています！
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interview

Q：中央林間図書館 副館長  高橋さん ● A：中央林間図書館 館長  小澤さん

中央林間図書館＆大和市市民交流拠点ポラリス

出張おはなし会

Q：参加に申し込みは必要ですか？
A：必要ありません。１１時から３０分
間、プレイルームで開催しています。
当日ポラリスに直接お越しください。
Q：対象年齢は？
A：特にありませんが、３歳くらいか
ら小学生くらいまで幅広く楽しめる

内容でプログラムを考えています。
もちろん赤ちゃんや大人の方の参
加も大歓迎です。
Q：すでに来てくださっている方、こ
れから行ってみようという方にメッ
セージをお願いします。
A：絵本の読み聞かせはもちろん、

手遊びもやっています。大型絵本
や紙芝居をやることもあります。絵
本の持っている不思議な魅力を実
際に味わってみてはいかがでしょう
か。ポラリスで楽しくおはなし会に
参加したあとは、ぜひ図書館にお
越しください。お待ちしています！

学びの世界あたらしく

1
学びの
世界 文●屋内こども広場 スタッフ  高杉さん

column こども広場より  新生活を迎えるご家族さまへ

　日一日と暖かい日が多くなって
きましたね。子育てをしていく中
で、3月4月はウキウキすること
もありますが、新年度の始まり
で不安なことも多いと思います。
時間を作ってお散歩に出かけた
とき、上を向いて太陽の光を浴

びて、大きく深呼吸をしてみてく
ださい。吐き出す息と一緒に「大
変だな、嫌だな」と思ったことを
思いっきり吐き出しましょう。子
育ては楽しいときもあれば、困
るときもある。育児方法は十人
十色で大丈夫。もう十分頑張っ

ているよ！今のままでそれでいい
よ！嬉しいとき、楽しいとき、迷っ
たとき、困ったときは屋内こども
広場のスタッフに声をかけてく
ださいね。一緒に喜んだり、考
えたりしましょう。皆様の子育て
を応援しています。

中央林間図書館では、毎月第4土曜日にポラリスにて
「おはなしのひろば 中央林間図書館」を行っています。
今回は中央林間図書館の担当者が「おはなしのひろば」を紹介します！

まほうのあいさつ

いよいよ新学期！元気にあいさつを
して、お友達をつくりましょう♪上手
にあいさつできるかな？お友達同
士で協力してゲームも行います。み
んなで楽しみましょう！

元気にあいさつ！
お友達をつくろう2

学びの
世界 運動が苦手な小学生集まれ！ 運動能力向上教室
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【全3回】  3月26日（火）・3月27日（水）・3月28日（木）
❶ 新小学1～3年生  10:30～12:00　
❷ 新小学4年生～新中学1年生  13:00～14:30 

会 場 6階生涯学習センター  601講習室
対象・定員　 大和市内在住・在学の ❶新小学1～3年生／抽選30名　
　　　　　   ❷新小学4年生～新中学1年生／抽選20名　　参加費　500円
申 込　官製はがきまたは窓口にて
 講座名、住所、名前（ふりがな）、現在の学年／学校名、電話番号を
 明記の上、〒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 まで　2月28日（木）必着

4月15日（月） 
13:00～15:00

総合スポーツメーカーミズノ(株)の専属トレーナーが、こどもたちの
運動能力に合わせて指導します。マット運動、鉄棒、跳び箱など苦
手種目の克服をはじめ、遊びながら楽しく、走る・投げる・跳ぶな
どの運動能力の向上を図ります。

新学期前に苦手克服！

会 場 3階げんきっこ広場
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
問 合 電話または3階こども広場カウンターまで
申 込 不要  ※げんきっこ広場利用券をご購入し、
  　　　ご入場いただいての参加となります。



やまと生涯学習ねっとわぁく制度 おためし講座

5
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健康都市大学 「和心かたる千年文學の様相～源氏物語を愉しむ」
たの

国立国会図書館デジタルコレクションより

5
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【全5回】
4月6日・27日 
5月25日 
6月1日・22日（土） 
14:00～16:00 

会 場 6階生涯学習センター  601講習室
対象・定員　大和市内在住・在勤・在学の方  50名（抽選）
講 師 早稲田大学名誉教授  中野幸一　　参加費　2,000円  ※学生は半額
申 込　往復はがきに、講座名、住所（市内在勤の方はその旨を明記）、名前（ふりがな）、電話番号を明記の上、
 〒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  まで　
 3月15日（金）必着　※はがき1枚につき1人の申込

　やまと生涯学習ねっとわぁく制度は、学び
たい方、知識・技能・経験をお持ちの方、そ
れぞれの立場の方を支援する制度です。
　学習したい方は、大和市内に在住・在勤・
在学している方であれば、どなたでも1名か
ら制度をご利用いただけます（期間は学習
開始日から最長1年間）。ねっとわぁく制度
利用中は、学習場所として、学習センターの
部屋を基本料金の半額で利用できます。
　講師登録をされている方は、約150名。
パソコン・外国語・体操・楽器・絵画・手工
芸など、幅広いジャンルがございます。講師
情報は、各学習センターで配布している生涯
学習支援ガイドや市のホームページからご覧
いただけます。
　何か趣味をはじめたい、独学でわからな
いところがあるので教えてほしい等、自分の
ペースで学べます。受付は各学習センターで
行っていますので、お気軽にご相談ください。

ねっとわぁく制度で学べる講座をピックアップ
してご紹介します。ご希望の方は、講座後
に継続して学習していただくことができます。

column

文●生涯学習センター スタッフ  中村さん

「〇〇を学びたい」「自分の力を生かしたい」を応援します！

やまと生涯学習ねっとわぁく制度

学習をコーディネート

学習センター

まなびあいの

“輪”
場所の確保

講師との連絡・調整
大和市内在住・在勤・
在学の方 1～4名

学習者

講師は市外の方でも
登録できます。登録は
生涯学習センターで
随時受付しています。

講習の準備
講習の実施

ボランティア
講師

生涯学習支援ガイドでは、やまと生涯学習ねっと
わぁく制度のほか、市役所各課職員による出前講
座「どこでも講座」、学習センターで活動している
団体の講座開催支援「まなびの輪支援事業」に
ついても掲載しています。皆様の生涯学習にご活
用ください。

【生涯学習支援ガイド】

会 場 6階学習センター 各会議室　 
対 象　大和市内在住・在勤・在学の方
申 込 2月24日（日） 10:00より　　 
問 合　電話または6階生涯学習センター窓口まで

●エコ布ぞうり 【全2回】 3月9日・16日（土） 10:00～12:00　教材費500円

●ソープカービング 3月14日（木） 10:00～11:30　教材費300円

●コグニサイズ 3月15日（金） 10:00～11:15

●お付き合いのマナー 3月18日（月） 10:00～12:00

●古代エジプト文明～クレオパトラ 3月19日（火） 10:30～12:00

●相続・遺言の気になる法律改正 3月22日（金） 14:00～16:00

千年語りつがれる作品の魅力をひも解く

いわずと知れた古典文学の名作を、「正訳
源氏物語」の著者の解説で、原文や作品
の背景とともに味わいます。本物の「源氏
物語」の世界を感じてください。



玉川学園高等部吹奏楽団 第52回定期演奏会 18：15 無料 玉川学園高等部事務室  042-739-8533
森のくまさん 10：30～11：30 無料 大和市屋内こども広場

大和市立引地台中学校 クラシックギター部 14：00 無料 大和市立引地台中学校  046-267-0535（岡田）
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

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）
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

やまと生涯学習ねっとわぁく制度 おためし講座
「古代エジプト文明～クレオパトラ」 10：30～12：00 大和市生涯学習センター無料

第18回 あんさんぶる・ピーニャ 試演会（声楽） 13：00 無料 あんさんぶる・ピーニャ  046-273-9099（井村）
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

やまと生涯学習ねっとわぁく制度 おためし講座「お付き合いのマナー」　　  10：00～12：00 大和市生涯学習センター無料
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

中口恵子とグレースハープアンサンブル演奏会 14：00 無料 080-4058-8321（中口）
やまと生涯学習ねっとわぁく制度 おためし講座「エコ布ぞうり」❷〈全2回〉　  　 10：00～12：00 大和市生涯学習センター500円（全2回）

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

多島ピアノ教室 ピアノの発表会 18：10 無料 多島ピアノ教室  090-6152-3685
つきみ野おんぷのピアノ教室 おさらい会 14：00 無料 おんぷのピアノ教室  046-272-2615（神作）
ECCジュニア 大和中央教室 学習発表会 14：00 無料 046-264-8757（井上）

藤沢総合高等学校吹奏楽部 第8回定期演奏会 16：30 無料 神奈川県立藤沢総合高等学校  
0466-45-9143（押野）

ころたん（5～8ヶ月の赤ちゃん） 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場
やまと生涯学習ねっとわぁく制度 おためし講座「コグニサイズ」　　 10：00～11：15 大和市生涯学習センター無料

0歳からのおはなし音楽会 10：30 親子1,000円 ピアチェーレ♪  080-2016-5343（安田）
やまと生涯学習ねっとわぁく制度 おためし講座「ソープカービング」　　  10：00～11：30 大和市生涯学習センター300円

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）

就職フェア2019 11：00 無料 公益社団法人 大和法人会 青年部会  
046-260-0511（小野）

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
輝く！大人女性の生き方エイジレス❸〈全3回〉 10：00～12：00 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」❷〈全3回〉 10：00～12：00 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）

ふれあい「まごころ」チャリティー“希望”コンサート in 大和
橋幸夫歌謡ショー

昼の部12：00
夜の部17：30

S席5,000円
A席4,000円

株式会社レスポアール コンサート事業部
0467-72-5686（笛吹）

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
もしもの防災❷〈全2回〉 10：00～12：30 大和市生涯学習センター500円（全2回）

平成30年度 大和市少年消防団 卒団式 13：30 無料 大和市消防本部  046-260-5727（予防担当）
LaLaLa Land 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
やまと生涯学習ねっとわぁく制度 おためし講座「エコ布ぞうり」❶〈全2回〉　  　 10：00～12：00 大和市生涯学習センター500円（全2回）

昔ばなしをきく会 14：00～14：45 無料 大和市立図書館
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）

ホワイトデー・ホワイエコンサート
【同時開催】アートマネジメント講座 ～キッズレセプショニスト 13：00～13：45 無料 やまと芸術文化ホール

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

親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」冬ニャン編❸〈全3回〉 10：30～12：00 大和市生涯学習センター
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（練習） 13：00 大和スマイル合唱団支援事務局  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）

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

輝く！大人女性の生き方エイジレス❷〈全3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 大和市立図書館
もしもの防災❶〈全2回〉 10：00～12：30 大和市生涯学習センター

シリウスうちドックのおはなし会 14：00～14：30 無料
500円（全2回）

大和市立図書館

おとなカワイイ2019 ミモザマーケット 10：00～17：00 無料 おとカワやまとプロジェクト事務局  
046-262-7808（金井）

YAMATO FILM FESTIVAL 2019 11：00 無料 大和市イベント観光協会  046-260-5799（木村）

ママパパ一年生「赤ちゃんの笑顔が好き」❷〈全3回〉 13：00～15：30 大和市生涯学習センター
第17回 花泉流舞踊発表会 10：00 無料 花泉会  046-261-4132（青木）
げんきっこのひなまつり 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場

今日からはじめる和ハーブ生活❸〈全3回〉 18：45～20：30 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❸〈全3回〉 10：00～12：00 大和市立図書館

たまにはチョット★シャンソンでも★ 14：00 無料 リラの会  046-274-6202（橋本）

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❸〈全3回〉10：30～13：00 大和市生涯学習センター

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）

大和市音楽フェスティバル2019 13：00 無料 大和市音楽フェスティバル実行委員会
046-277-4818（佐久間）

リベルタ上映会 映画「あん」（3回上映） ①10：00 ②12：20 ③14：40 株式会社 神奈川中央新聞社「リベルタ」  
046-265-1199
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3月 4月 EVENT CALENDAR 2019

サブホール

メインホール
多目的室
メインホール
ちびっこ広場
マルチスペース
多目的室

604小会議室

サブホール

サブホール

多目的室
609小会議室
おはなしのへや

608和室
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
サブホール

メインホール

多目的室
601講習室
マルチスペース
604小会議室
マルチスペース
マルチスペース

サブホール

おはなしのへや
610大会議室
601講習室
マルチスペース

メインホール

ちびっこ広場
610大会議室
メインホール
多目的室
多目的室
608和室
健康テラス
マルチスペース

メインホール 
ホワイエ

多目的室
多目的室
601講習室
多目的室
マルチスペース
マルチスペース
多目的室

610大会議室
おはなしのへや
601講習室
おはなしのへや

ギャラリー

サブホール

メインホール

601講習室
メインホール
げんきっこ広場
611調理実習室
610大会議室
マルチスペース

611調理実習室

サブホール



平成31年度 大和市少年消防団 入団式 13：30 無料 大和市消防本部  046-260-5727（予防担当）

やまと子どもミュージカル 第14回公演 あまんじゃくの桜貝　 A 12：30
B 16：30

やまと子どもミュージカル父母会
080-3443-0772（村田）

1,300円（当日1,500円）
指定席2,000円（席数限定）

あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険!! 17：00～19：00 1組500円 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）
大和スマイル合唱団（練習） 13：00 大和スマイル合唱団支援事務局  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）

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

あそんde絆～げんきっこ広場へおさんぽ、してみない??～　 9：30～11：00 1組500円 大和市屋内こども広場

健康都市大学 開講式 14：00 無料（要整理券） 大和市図書・学び交流課  046-259-6104
おとなのごはんと一緒につくる 取り分け離乳食❶〈全2回〉　 500円（全2回） 大和市生涯学習センター10：00～12：00

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）

簡単社交ダンスレッスン（初級）とダンスパーティ 9：15～（レッスン）
10：00～（パ－ティ） SSJD  090-1738-2540（山﨑）500円（１レッスン）

1,500円（パ－ティ）

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
ことのねの輪 馬頭琴 ミニコンサート・朗読会 14：00予定 無料（要整理券） 090-1887-4967（遠藤）

大和おやこ劇場例会「ル・プチ・プリンス」 劇団鳥獣戯画　 ①15：30 ②19：00 大和おやこ劇場  090-6116-0389（杉本）
健康都市大学 和心かたる千年文學の様相～源氏物語を愉しむ❶〈全5回〉　  　 14：00～16：00 2,000円（全5回） 大和市生涯学習センター

第88回 大和民謡民舞協会春季大会 10：00 無料 大和民謡民舞協会 090-3506-1681（浜田）
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

人生フルーツ～未来に届けたい想い～ 上映会＆お話会 14：00 2,500円 株式会社ダイシングランド  046-271-5500（小泉）
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）

200円・ 1,400円

松竹大歌舞伎 松本幸四郎改め二代目松本白鸚
市川染五郎改め十代目松本幸四郎 襲名披露 14：00 やまと芸術文化ホール

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

神奈川県立希望ケ丘高等学校吹奏楽部 第38回定期演奏会 17：00 無料 神奈川県立希望ケ丘高等学校  
045-391-0061（池田）

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
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やまと生涯学習ねっとわぁく制度 おためし講座
「相続・遺言の気になる法律改正」  14：00～16：00 無料 大和市生涯学習センター

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35回 かながわ音楽コンクール・ユースピアノ部門 10：30 無料 神奈川新聞社  045-227-0779（塚田）

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

春休みファミリーフェスティバル 劇「オズの魔法使い」 14：00～15：40 1,000円 ㈱小学館集英社プロダクション イベント係
0120-800-815（土日祝日除く10：00～17：30）

ミュージカル『ソーホー・シンダーズ』 18：30 9,000円 チケットスペース  03-3234-9999

聖セシリア女子中学校・高等学校吹奏楽部
スプリングコンサート2019 14：00 無料 聖セシリア女子中学校・高等学校  

046-274-7405（坪井）

とこたん（9～11ヶ月の赤ちゃん） 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場
第35回大和市立図書館映画上映会「モダン・タイムス」（サイレント） 18：30（18：15開場） 無料（100名） 大和市立図書館

大和南高校吹奏楽部 第38回定期演奏会 18：00 無料 神奈川県立大和南高等学校  
046-269-4902（藤村）

大和西高校吹奏楽部 第29回定期演奏会 17：00 無料 神奈川県立大和西高等学校  
046-276-1155（伹野）

運動が苦手…な小学生集まれ！運動能力向上教室❸〈全3回〉
（①新小学1～3年生 ②新小学4年生～新中学1年生）

①10：30～12：00
②13：00～14：30 500円（全3回） 大和市生涯学習センター

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）

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）
大和中学校吹奏楽部 第26回定期演奏会 14：00 無料 大和市立大和中学校  046-261-0892（佐藤）

運動が苦手…な小学生集まれ！運動能力向上教室❷〈全3回〉
（①新小学1～3年生 ②新小学4年生～新中学1年生）

①10：30～12：00
②13：00～14：30 500円（全3回） 大和市生涯学習センター

親子で楽しむおはなし会 11：00～11：20 無料 大和市立図書館

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）
アイルランド伝統楽器 イーリアンパイプとアイリッシュハープ～憩いの庭～　　  10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場

3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

運動が苦手…な小学生集まれ！運動能力向上教室❶〈全3回〉
（①新小学1～3年生 ②新小学4年生～新中学1年生）

①10：30～12：00
②13：00～14：30 500円（全3回） 大和市生涯学習センター

ねんりんピックわかやま2019
県代表選考会 兼 大和市長杯争奪健康マージャン大会 9：45 2,000円 一般社団法人日本健康麻将協会

046-259-9570

大和市立引地台中学校吹奏楽部 第29回定期演奏会 14：00 無料 大和市立引地台中学校  046-267-0535（平松）
クラシック音楽を楽しむ会～藪田京子ピアノリサイタル 14：30 999円 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055
平成30年度 横浜国立大学管弦楽団 卒業記念演奏会 16：00 無料 山ノ上オーケストラ  090-3877-5625（石橋）

大和高校吹奏楽部 第20回定期演奏会 17：00 無料 神奈川県立大和高等学校
046-274-1426（柴田（和））

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

子ども読書活動推進事業
児童文学作家 あんびるやすこさん講演会『とっておきのおはなし』 13：30～15：30 大和市立図書館

南林間中学校 スプリングコンサート（吹奏楽、合唱） 13：30 無料 大和市立南林間中学校  046-276-2500（白石）

新学期にも大活躍！フラワークリップボード 10：00～12：00 500円 大和市屋内こども広場
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31 日

30 土
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4月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
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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）サブホール
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610大会議室

サブホール

メインホール
サブホール

ちびっこ広場

サブホール

メインホール

メインホール

多目的室
601講習室

サブホール

メインホール

601講習室

マルチスペース

マルチスペース
メインホール

601講習室
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マルチスペース
マルチスペース

げんきっこ広場

601講習室

サブホール

メインホール
サブホール
メインホール

メインホール

多目的室

マルチスペース

多目的室

多目的室

メインホール

メインホール

多目的室
げんきっこ広場

サブホール
マルチスペース
マルチスペース
おはなしのへや

多目的室
げんきっこ広場

サブホール
611調理実習室
マルチスペース

マルチスペース

おはなしのへや
マルチスペース
サブホール
601講習室
サブホール
多目的室
マルチスペース
マルチスペース

メインホール

おはなしのへや

メインホール



簡単社交ダンスレッスン（初級）とダンスパーティ SSJD  090-1738-2540（山﨑）

13：00予定 無料グループ・ラ・フォンターナ フルート・マリンバ・ハープ・ピアノ・リコーダー発表会 グループ・ラ・フォンターナ  046-276-5603（山口）
10：30 無料大和市民謡舞踊連盟 第93回 春季民謡舞踊発表大会 若葉会  046-274-0018（土屋）

健康都市大学 和心かたる千年文學の様相～源氏物語を愉しむ❷〈全5回〉　  　 14：00～16：00 2,000円（全5回） 大和市生涯学習センター
シリウスこどもの読書週間とくべつおはなし会 14：00～14：30 無料 大和市立図書館

10：30 無料大和市民謡舞踊連盟 第93回 春季民謡舞踊発表大会 若葉会  046-274-0018（土屋）

第36回大和市立図書館映画上映会「ANNIE／アニー」（吹替え版） 無料（100名） 大和市立図書館18：30（18：15開場）

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

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
アテンダントと踊る社交ダンスパーティ 13：30 SSJD  090-1738-2540（山﨑）3,500円

おとなのごはんと一緒につくる 取り分け離乳食❷〈全2回〉　 500円（全2回） 大和市生涯学習センター10：00～12：00

簡単社交ダンスレッスン（初級）とダンスパーティ SSJD  090-1738-2540（山﨑）

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

井上道義指揮 読売日本交響楽団 ヴァイオリン：神尾真由子　　 14：00 やまと芸術文化ホールS席6,000円・A席5,000円
学生（26歳未満）各席種半額

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

第42回 全日本おかあさんコーラス神奈川県大会 11：00 500円 神奈川県合唱連盟  045-681-6033（岩渕）

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

クラシック音楽を楽しむ会～吉川秋子&高野京子 Vn&Pfデュオ　　 14：30 1,100円（当日1,500円） 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055
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

ヘアアレンジを楽しもう♪❶〈全2回〉　 500円（全2回） 大和市生涯学習センター10：00～12：00
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

とこたん（9～11ヶ月の赤ちゃん） 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場

保育ボランティア養成講座 10：00～11：30 無料 大和市屋内こども広場

ころたん（5～8ヶ月の赤ちゃん） 13：30～15：00 無料 大和市屋内こども広場

9：15～（レッスン）
10：00～（パ－ティ）

500円（１レッスン）
1,500円（パ－ティ）

9：15～（レッスン）
10：00～（パ－ティ）

500円（１レッスン）
1,500円（パ－ティ）

簡単社交ダンスレッスン（初級）とダンスパーティ SSJD  090-1738-2540（山﨑）

LaLaLa Land ①13：00～13：45 ②14：00～14：45 500円 大和市屋内こども広場
9：15～（レッスン）
10：00～（パ－ティ）

500円（１レッスン）
1,500円（パ－ティ）

29 月祝

28 日

27 土

26 金

25 木

24 水

22 月

21 日

20 土

19 金
18 木
17 水
16 火

15 月

日14

多目的室 親子でものづくり教室第1・3土曜日（3～5才の親子対象）  
第1・3日曜日（6才～小2の親子対象） 10：00～11：30

大和市
屋内こども広場無料

げんきっこ広場 あつまれ！あさイチキッズ［3月］毎週 火・水・金曜日 ／［4月］毎日（平日）

※3/3を除く

3/8（金）～3/10（日） 9：00～17：00（初日13：00～、最終日～16：30）木目込み人形作品展 木目込み人形サークル  046-267-3124（田井）

4/24（水）～4/28（日） 9：00～17：00（初日13：00～、最終日～15：00）第33回 大和フォトクラブ写真展

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

4/6（土）～4/7（日） 11：00～18：00（最終日～17：00）ワールドアートフェア2019 in Yamato（絵画の展示販売会） ギャラリー萠  03-5397-6951（福田）

お問合せ
3月 4月

4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

【 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

3月 4月 EVENT CALENDAR 2019

大和フォトクラブ  090-9852-3897（古谷田）

9：00～11：00

3階屋内こども広場　定期イベント
開催日 会場 イベント名 時間

入場料
料金 お問合せ

3月 4月
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］大和の千本桜を改めて調べていたら、「さくら散歩マップ」がダウ
ンロードできました。千本桜が危機のときもあったけれど、守ろう、と動いてくださっ
た方々のおかげで今でも毎年桜を愛でることができること、行動することの大事さ
を心にきゅっと留めながら、マップを持っておさんぽを楽しみたいです。

掲載されている内容は、2019年2月18日現在の情報です。
次号は、2019年4月下旬発行予定です。

YAMATOMIRAI  vol.14
2019年 3&4月号
2019年2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「YAMATOMIRAI」編集
部の若鍋です。毎年、あふれんばかりに咲く美しい桜をとても楽しみにして
います。風で枝が揺れ、花びらが舞う様を見ていると、なんだかとても嬉し
いような、切ないような、くすぐったい気持ちになります。卒業式や入学式を
迎え、別れと出会いがあり、皆それぞれの世界へと羽ばたいていきますが、
桜はいつもそこにあり、私たちを優しく見守ってくれます。（若鍋）

もとやま まさこ さん

編 集 後 記

多目的室

多目的室

多目的室

マルチスペース

サブホール
サブホール
601講習室
おはなしのへや
サブホール

601講習室

マルチスペース

マルチスペース

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

メインホール

健康テラス
おはなしのへや
メインホール

サブホール
多目的室
マルチスペース
多目的室
612文化創造室
おはなしのへや

マルチスペース

多目的室


