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【会場】  1階芸術文化ホール　
 メインホール　　
※未就学児の入場はご遠慮ください。

世界最古の音楽芸術、そして現代の音楽との融合
東儀秀樹 ～雅楽の世界～

藝 きわめる藝と 和のこころ

10/19（土） 
14：00開演（13：30開場）
予定枚数終了

芸術文化ホールスタッフ　遠藤さん

　音を媒体とする芸術である音楽は、鳴り響くと
同時に消えていく、という性質をもっています。今
では音を記録することができるようになりました
が、一昔前までは生演奏が唯一音楽を愉しめる
手段でしたから、演奏する人と聴く人が時間と空
間を共有することなしには音楽は成立しませんで
した。どちらかが欠けてしまえば、その音楽は失
われてしまうことになり、長い年月の間には、数限
りない音楽が失われてしまったことでしょう。
　世界最古の音楽芸術といわれる日本の“雅楽”
は、1300年にも及ぶ伝統を誇り、平安時代の姿
をかなり忠実に伝承しています。変化し続ける社
会にあって歴史の節目を乗り越え、昔ながらの伝
統を守り続けてきた人々の努力に対し、畏敬の念
を感じずにはいられません。
　さて、みなさまは“雅楽”を聴いたことがありま

すか？日本の音楽でありながら、接する機会は少
ないのではないでしょうか。雅楽では、笙、龍笛、
篳篥をまとめて三管と呼び、笙は「天」からさしこ
む光を、龍笛は天と地の間「空」を泳ぐ龍の声、
篳篥は「地」に在る人の声をそれぞれ表すといわ
れています。「天」・「空」・｢地｣を合わせる、つま
り音楽表現がそのまま宇宙空間を創ることと考え
られているのです。
　公演の第一部では、そんな奥深い“雅楽”の世界
を、東儀秀樹氏による演奏と解説で紐解きます。
第二部は、現代音楽との融合が魅力的な「東儀
秀樹ソロコンサート」です。「JUPITER」「浜辺の
歌」など馴染み深い楽曲を雅楽器で披露いたし
ます。脈 と々受け継がれてきた雅楽の世界をどう
ぞご堪能ください。

東儀秀樹

【会場】 3階屋内こども広場　
 多目的室
【対象・定員】  幼児～小学生までの
  親子／各回先着25組
【参加費】  無料　
【申込】 9/13（金） 10：00より　
【問合】 電話または
 3階屋内こども広場
 カウンターまで

梅雨明けから酷暑が続いていますが、
早朝や夕方のほんの一瞬、ひぐらしが鳴きはじめました。
この秋シリウスでは、日本古来の「藝」に触れ、遊びや創作を「樂」しみ、
優雅な「舞」に親しめる、様々なイベントをご用意しています。
季節の移り変わりを肌で感じながら、シリウスで秋を楽しみませんか？

藝・樂・舞

　落語と聞くと、なんだか歌舞伎や能のように、どこか難しくハードル
の高い催し物に感じる事がありませんか？難しい言い回しに、知識が
ないと十分楽しめないかも……と、尻込みしてしまう方もいらっしゃる
かと思います。ですが、実際に落語を聞いてみるととっても面白くて、
笑いのツボをしっかり押さえた上手なお噺を気がついたら夢中で聞い
てしまっているんです！
　まるで魔法のように巧みな落語家のお噺を、ぜひ今年も屋内こども
広場で体験してみませんか？まだまだ小さなお子さまも、いろんなお
話に興味のある小学生のお子さまも、新しい言葉の世界が目の前に広
がることまちがいなし！ 屋内こども広場スタッフ　森さん

毎年恒例！今年も落語家になれちゃうイベントがやってきた！
おこさま落語 ～きいて わらって やってみて!!～ 10/13（日） ❶ 10：00～10：50 ❷ 15：30～16：20

【日時】  9/14（土） 14：00開演（13：30開場） ※約1時間
【会場】  1階芸術文化ホール　サブホール
【申込】  やまと芸術文化ホールHPより申込（ネットのみ）
【問合】  電話またはやまと芸術文化ホールチケットデスクまで　
 ※詳細はHPをご覧ください。※10/19公演チケット購入者限定分は予定枚数終了

関連企画 東儀秀樹  
雅楽ワークショップ

《 市内在住・在学の中高生 無料ご招待 》

しょう りゅうてき

ひちりき



【会場】 6階生涯学習センター　
 612文化創造室・会議室
【講師】 古今亭今いち、稲葉千秋　
【料金】 500円（税込・当日支払）   
【定員】  先着30名
【申込・問合】  電話または
  やまと芸術文化ホール
  チケットデスクまで
※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。

10/13（日） 
13：30～15：00（13：00開場）

　時代は昭和から平成、令和へと移り変わり、
子どもたちの「遊び」も変化してきました。平成
初期、テレビゲームは持ち運べる携帯サイズへ
と進化し、今やスマホでゲームは当たり前の時
代です。そんな今だからこそ、「昭和」の時代の
遊び道具を持ち寄って、お友達や仲間と交流を
深めてみてはいかがでしょう？
　毎月第4日曜日、シリウス4階の健康テラスに
は、参加者が持ち寄った懐かしの遊び道具が

並びます。将棋、かるた、あやとり、お手玉、お
はじき…。
　スマホゲームは一人で集中してできる面白さ
がありますが、昭和の遊びには、一人ではできな
いものがたくさん！子どもの頃、将棋やお手玉に
夢中だったあなた、そんな遊びやったことない
君、皆さんのご自宅に眠っている懐かしの遊び
道具を持ち寄り、思い出話など交えて楽しいひ
とときを過ごしてみませんか？

【会場】 4階図書館健康テラス
【対象】 どなたでも
 ※ご自宅に遊び道具がない方も
 　お気軽にご参加ください。

【料金】 無料　  【申込】  不要　
【問合】 電話または4階図書館
 健康カウンターまで

芸術文化ホールスタッフ　竹内さん

　落語会や寄席では、出演者が登場する前にかかる音楽があります。出
演者それぞれのテーマソングといえるもので、これを出囃子といいます。
演奏で使用される楽器は、三味線・太鼓・笛・摺鉦など。三味線を演奏
するのは、下座さんと呼ばれるお師匠方で、長唄にはじまり、小唄・端
唄・清元などの稽古を積んだスペシャリストです。出演者の歩く早さ、お
辞儀の時間、袖から出てくるまでのタイミングは十人十色。下座さんは、
これに合わせて出演者が気持ちよく高座を務められるように影から支える、スーパーウーマンなの
です。一方、太鼓や摺鉦を担当するのは前座さんと呼ばれる落語家さんの仕事です。臨機応変に
対応し、下座さんとの連携プレーを行います。10月13日「もっと知りたい！寄席囃子の世界」は、現
役の下座さんと二ツ目落語家さんから、直接出囃子の魅力について伺える貴重な機会です！

すりがね

で ば や し

樂 遊ぶたのしみ  創るよろこび

毎月  第4日曜日 
13：30～15：30

　敬老の日ってどんな日？なんの日？いつも会った
時に優しくしてくれるおじいちゃんとおばあちゃん
に、ありがとうの気持ちをこめて、手形を使った
メッセージカードを作ってプレゼントしちゃおう！メッセージカードは、この時のた
めに準備したげんきっこ広場オリジナルカードです。二種類の絵柄があるけれど、
どっちならよろこんでくれるかな？嬉しそうなおじいちゃんとおばあちゃんの顔を
思い浮かべれば、自然と自分もにっこり笑顔になってしまうはず！
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縁の下の力もち
もっと知りたい！寄席囃子の世界

子どもの頃の思い出の「遊び道具」は何ですか？
出会いと語らいの場  もちより倶楽部

図書館スタッフ　山口さん

おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとう！
Mago・Koro ～アートde 伝えるありがとう

　顔彩（絵具）の代わりに新聞のカラー広告を使って、ちぎり絵を
作ります。今回の題材は「栗やぶどう」秋の絵手紙です。新聞をビリビリちぎっ
たり、色を探したり、とても楽しい作業です♪初めての方でも大歓迎！みんな
でおしゃべりしながら、描くように作ってみましょう！

「栗やぶどう」の秋の絵手紙を作ってみませんか？
新聞ちぎり絵講座

【会場】 4階図書館健康テラス
【対象・定員】 大人／先着16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

9/10（火）  14：00～15：30

【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年生の親子／先着75組  
【参加費】  入場料
【申込】  不要（げんきっこ広場の利用者登録が必要となります）
【問合】  電話または3階屋内こども広場カウンターまで

9/10（火）～13（金）  11：00～13：00

9/14（土）～16（月）  15：00～17：00



　シリウス１階のスタジオから、楽しい
音楽と地域に密着した情報を届けてく
れるラジオ放送局「FMやまと」。生涯
学習センターでは、この「FMやまと」
さんにご協力いただき、大和市民によ
る大和市民のための番組制作体験講
座を開講します。
　番組づくりの心がまえと基礎知識を
学ぶことから始まって、発声練習、番
組のネタあつめの後、チームに分かれ

て番組づくりを行います。みんなで協
力し、積極的に意見を出し合いなが
ら、大和の魅力を存分に伝える愉しい
番組を創りましょう！最終回では、実
際にFMやまとのスタジオで収録を行
います。制作した番組は、年末年始
（12/30～1/3）期間中にFMやまとで
放送予定です。どうぞお楽しみに！
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生涯学習センタースタッフ　長谷川さん

9/28、10/12・26、11/9・23（土）
【全5回】 13：30～15：00

【会場】  3階生涯学習センター　301スタジオ大ほか
【対象・定員】  市内在住･在勤・在学の
  高校生以上の方／10名（抽選）
【講師】  FMやまとパーソナリティー
【参加費】  2,000円 ※学生は半額
【申込】  窓口または官製はがきに講座名、
 住所（市内在勤、在学の方はその旨明記）、
 氏名（ふりがな）、電話番号を明記の上、
 〒242-0016 大和南1-8-1  
 シリウス6階生涯学習センターまで
 9/15（日）必着　※はがき１枚につき１名の申込
【問合】  電話または6階生涯学習センター窓口まで

　遊びながら勉強になる、クイズの問
題づくりのコツを教えます。講座で
作ったクイズの一部は、シリウス3周年
記念イベントで開催するクイズラリー
に使われるかも？我こそはという小学
生の皆さん、ぜひご参加ください！

あなたの声と、素敵なアイディアをお待ちしています！

【健康都市大学】  大和の魅力を市民が発信！
ラジオ番組つくってみよう

テレビのクイズはどう作る？ヒミツのコツを教えます。
早押しクイズ体験もあるよ！

【健康都市大学】  クイズの作り方教えます 10/20（日）  13：30～15：00

【会場】  6階生涯学習センター　610大会議室　 
【対象・定員】  市内在住・在学の小学生／40名（抽選）
【講師】  結城靖高（クイズライター）　 【参加費】  無料
【申込】  窓口または官製はがきに、講座名、住所（市内在学の方はその旨を明記）、
 氏名（ふりがな）、学年／学校名、電話番号を明記の上、  
 〒242-0016 大和南1-8-1　シリウス6階生涯学習センターへ　
 9/30（月）必着　※はがき１枚につき１名の申込
【問合】  電話または6階生涯学習センター窓口まで

　渋谷学習センターでは、10月12日(土)、13日(日)に渋谷学習センターまつりを開催します。
今回は実行委員長の樋口さんに、まつりへの意気込みや見どころを伺ってみました！

　 市の直営から指定管理制度へ移行して初めてのまつりとなり、６月には開催に向けて実
行委員会がスタートしました。展示は編物・絵手紙・華道・書道・パッチワーク等で、３階に
は休憩コーナーもあります。舞台発表は、気功・健康体操・コーラス・オカリナ・フラダンス・
新舞踊で、新たに詩吟も加わりました。今年が初めての気持ちで、全員で頑張って参ります!

　年金が足りない！金融庁から老後の生活の不足額が約２,000万円と
提示され、その額に不安が増幅したことは記憶に新しいです。年金だけ
では不足なら、将来のための知識を身につけて、より良い人生を設計しま
しょう！…でもどうすれば？　　
　法制度の理解と活用方法、家計と家族構成に合わせた資産運用や保
険の組み立て方等を、中央林間駅etomo2階にて、保険や住宅ローン、
ライフプランニングの無料相談を受け付けている「東急ほけんのコンシェ
ルジュ」さんに、そのノウハウを教えていただきます！

●日時 9/8（日） 11：00～12：30　要事前申込
●会場 中央林間図書館学習室
●対象 成人の方　
●料金 無料
●申込・問合　
　中央林間図書館　
　 046-277-8030

【保険講座】  豊かな人生を設計するためのマネーセミナー（初級編）

PICK UP NEWS

中央林間図書館

渋谷学習センターまつり 開催！渋谷学習センター



　踊り手の動きを通して表現されるバレエは、美術、音楽など多くの要素が
一体となりその華やかな舞台が作り上げられます。
　この講座では、講師に佐々木三夏バレエアカデミー主宰、大和シティーバ
レエプロデューサーの佐々木三夏氏、公財）井上バレエ団団員・教師の鶴見
未穂子氏の他、ゲスト講師として舞台監督の斎藤尚美氏、元バーミンガム・
ロイヤル・バレエ団プリンシパル、振付師、ローザンヌ国際バレエコンクール
の実演つきの解説者としても活躍する山本康介氏を迎え、総合芸術としての
バレエの魅力、そしてバレエの現在までを多角的に掘り下げます。
　佐々木三夏バレエアカデミーは、世界４大バレエコンクールのひとつロー
ザンヌ国際バレエコンクールで優勝し、現在はハンブルク・バレエ団最高位
のプリンシパルを務める菅井円加氏の他、大和から世界で羽ばたく人材を
多数育成しています。2016年には大和シティーバレエを結成し、「地域に愛
されるバレエ団」を目指して幅広く活動を続けています。

舞 踊るすがたは  みやびなり

【健康都市大学】  

総合芸術としてのバレエ

生涯学習センタースタッフ　長谷川さん

【会場】  6階生涯学習センター　601講習室
【対象・定員】  市内在住･在勤・在学の方／70名（抽選）
【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、在学の方はその旨明記）、
 氏名（ふりがな）、年代、電話番号を明記し、
 〒242-0016  大和南1-8-1　
 シリウス6階生涯学習センターまで
 9/21（土）必着　※はがき１枚につき１名の申込
【問合】  電話または6階生涯学習センター窓口まで

　先生のパワフルな歌声とリズムに
合わせて、英語・音楽リトミックを行
います。大人も子どもも楽しく体を動
かして、声を出して、笑っちゃおう！
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　完成する前から、「シリウス」だなんて
一体どんな建物が出来るのだろうと楽
しみにしていました。完成してからは、友
達と待ち合わせしてお茶をしたり、ホー
ルで開催されているイベントに参加し
たりと、大和市にこんなに素晴らしい施
設が出来てよかったね、といつも話して
います。
　以前伺ったコンサートでは、すてきな

歌と手話を披露していただき、この歳に
なって手話の事を覚えたいと新しく興味
を持ちはじめました。
　私自身もシリウスで開催されている
カラオケ大会によく出場しており、緊張
しながらも広い舞台で気持ちよく歌えた
時には、シリウスで歌える事を誇らしく
思いました。
　ただホールでコンサートを聴いたり

図書館で本を読むだけでなく、暑さや
寒さの中を移動せずとも、快適な環境
でお茶や食事ができ、友達とゆっくり過
ごせるので、いつもシリウスを利用して
います。
　今度の9月に開催されるコンサートも
すでにチケットを購入しており、今から
行くのを楽しみにしています。岸田 静子さん

山本康介佐々木三夏

❶ 9/12（木）
      10：30～11：30

❷ 10/10（木）
      10：30～11：30

　歌舞伎役者であり、日本舞踊の家元で
もあった十代目・坂東三津五郎氏が踊りに
ついて語った1冊。踊るときの身体の使い
方や、振り、踊る難しさや楽しさ、稽古の思
い出、各演目の見どころなどを分かりやす

い言葉で解説されています。踊りながら役
者はこんなことを考えている、この役はこ
こが大変など、実践で踊ってきた方ならで
はのお話がおもしろく、踊りについてもっ
と知りたくなる本です。

【著者】 坂東 三津五郎
【出版社】  岩波書店
   （2010年）
【請求記号】  774.9/バ　
【場所】  4階健康

「ドン・キホーテ」 
提供：大和シティーバレエ

毎月開催♪英語×音楽でリトミック
Okie-Dokie music 英語リトミック

踊りの名手が語る、魅力ある舞踊の世界へようこそ
秋に読みたいオススメ本『坂東三津五郎踊りの愉しみ』

【会場】 3階屋内こども広場　多目的室
【対象・定員】  3～5歳までの親子
  各回先着15組
【参加費】  500円　 
【申込】  ❶8/13（火） 10：00より
 ❷9/11（水） 10：00より
【問合】 電話または3階屋内こども広場
 カウンターまで

10/6・27、11/10・17、12/1（日）
【全5回】 12：00～13：30

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



簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15 ②10：00 SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15 ②10：00 SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15 ②10：00 SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

10：00～11：00 大和市屋内こども広場親子でかんたん♪おうちでもできる！知育リトミック 500円

13：30～15：00 大和市生涯学習センター

第89回 大和民謡民舞協会秋季大会 10：00 無料
2,000円（全5回）
学生半額

大和民謡民舞協会  090-3506-1681（浜田）　　　
18：30（18：15開場） 大和市立図書館第43回 大和市立図書館映画上映会「ねぼけ」 無料（100名）
10：00～12：00 大和市生涯学習センターおひとりさまの終活❶〈全3回〉 500円（全3回）
10：30～13：30 大和市生涯学習センター健康講座 男性料理教室 はじめの一歩❶〈全6回〉 2,000円（全6回）

一流学生参加ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）

林家正蔵 独演会 14：00 4,500円 MIN-ONインフォメーションセンター  
03-3226-9999

大和絵画会・油絵体験教室 13：30 無料（材料費600円）大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）

大和ウインドシンフォニア 第18回 定期演奏会 13：30 無料 大和ウインドシンフォニア  046-275-1942（瀧戸）
大和民謡舞踊連盟 第94回 秋季民謡舞踊発表大会 10：30 無料 大和民謡舞踊連盟  046-274-0018（土屋）
大和市民吹奏楽団オータムコンサート2019 14：00 無料 大和市民吹奏楽団  090-1882-3835（小榑）

14：00～15：00 大和市立図書館大和市立病院月例講演会 無料（20名）
大和民謡舞踊連盟 第94回 秋季民謡舞踊発表大会 10：30 無料 大和民謡舞踊連盟  046-274-0018（土屋）
ミュージカルソング ワークショップ❺〈全8回〉 18：45～20：15 大和市生涯学習センター
懐かしい曲を歌いましょう。ピアノ伴奏で。 13：30 1,000円 歌おう会  080-5957-9951（佐川）

シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）
10：00～13：00 大和市生涯学習センターストップ！我が家の食品ロス❷〈全2回〉 1,000円（全2回）

みんなでつなごう 救命リレー～胸骨圧迫とAEDについて～ 14：00 無料 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院
046-264-1111（鈴木）異物が喉に詰まったら？ 15：30 無料

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）
アテンドと踊る3&1 社交ダンスパーティ 13：30 SSJD  090-1738-2540（山﨑）3,500円

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

10：00～11：00 大和市屋内こども広場ママとアネシィ～キックエアロ 500円
①10：00～10：50 ②11：30～12：20 大和市屋内こども広場こどもとcomodoにコンサート 無料
10：00～12：00 大和市生涯学習センターママパパ１年生「赤ちゃんが笑顔のまんなか」❸〈全3回〉 500円（全3回）
10：30～12：00 大和市立図書館ケアマネージャーが紹介するユマニチュードという視点 PART2 無料（20名）

ピアノ フォルテ コンサート 13：30 無料 046-274-4555（森）
13：15～14：45 大和市屋内こども広場みんなでうたおう♪Sing with Glee 500円

大人の男女コミュニケーション術 10：00 2,000円 080-3300-8715（清水）

13：30 国際ソロプチミスト柴胡  090-9390-4994国際ソロプチミスト柴胡チャリティーコンサート
歌の詩人 佐々木秀実の世界と地元歌手 坂本幸子の歌の世界 3,500円

14：00～16：00 大和市生涯学習センター　今、これを知らないとキケン！
最新サギ手口～振り込め詐欺からアポ電まで～

一流学生参加ダンスパーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）
昔ばなしをきく会 14：00～14：45 無料

無料

大和市立図書館

大人の男女コミュニケーション術 10：00 2,000円 080-3300-8715（清水）

第12回 神奈川県名流舞踊の会 10：30 無料 神奈川県名流舞踊の会  046-261-4132（青木）
東儀秀樹 雅楽ワークショップ

①一般（10月19日公演チケット購入者限定）
②学生（大和市内在住・在学の中高生限定）

14：00～15：00
②無料

やまと芸術文化ホール

10：30～11：30 大和市屋内こども広場ベビーシャワー・妊婦不安解消講座 無料
大和絵画会・油絵体験教室 13：30 無料（材料費600円）大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）

シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 13：20 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）
10：00～13：00 大和市生涯学習センターストップ！我が家の食品ロス❶〈全2回〉 1,000円（全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）

大和市認知症講演会「身体を動かして認知症予防を目指す」 14：00 無料 大和市高齢福祉課認知症施策推進係
046-260-5612

10：00～12：00 大和市生涯学習センターママパパ１年生「赤ちゃんが笑顔のまんなか」❷〈全3回〉 500円（全3回）
第16回 寿会 大和支部大会 10：30 無料 寿会  090-3316-3725（根本）

やまとで♪クラシック2019 19：00 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

ミュージカルソング ワークショップ❹〈全8回〉 18：45～20：15 大和市生涯学習センター
玉川大学管弦楽団 第54回 定期演奏会 19：00 玉川大学管弦楽団  080-1386-1988（官野）800円
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）

社交ダンスパーティー 13：20 090-7009-8029（平子）800円
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 大和市屋内こども広場

あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ（0～1歳） 9：30～11：00 大和市屋内こども広場

ママパパ１年生「赤ちゃんが笑顔のまんなか」❶〈全3回〉 10：00～12：00 大和市生涯学習センター

500円

マイソングの会（練習） 13：30 1,000円
500円（全3回）

myソングの会  080-2161-1017（高橋）

げんきっこ防災フェス 11：00～13：00 入場料 大和市屋内こども広場
おとカワマーケット 2019 秋 10：00～17：00 おとカワやまとプロジェクト  046-262-7808（金井）

CROWN BATON ARTS 第2回 発表会 13：30 無料（要整理券）
無料

無料

CROWN BATON ARTS  090-4060-8299（嶋田）

大和の魅力を市民が発信！ラジオ番組つくってみよう❶〈全5回〉28 土

27 金
26 木

25 水

23 月祝

22 日

21 土

20 金

19 木

18 水

17 火

16 月祝

15 日

14 土

13 金

12 木

9 月

7 土

6 金

5 木

4 水
3 火

2 月

1 日

多目的室

301スタジオ大

サブホール
601講習室
601講習室
611調理実習室
マルチスペース

メインホール

マルチスペース
マルチスペース
メインホール
サブホール
メインホール
健康テラス
サブホール
301スタジオ大
マルチスペース
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

マルチスペース
マルチスペース

サブホール

多目的室
多目的室
601講習室
健康テラス
サブホール
多目的室
マルチスペース

メインホール

610大会議室

マルチスペース
健康テラス

マルチスペース

メインホール

サブホール

多目的室
マルチスペース
サブホール
611調理実習室
マルチスペース

メインホール

601講習室
サブホール
マルチスペース

サブホール

301スタジオ大
メインホール
マルチスペース
マルチスペース
サブホール
多目的室

多目的室
げんきっこ広場

601講習室

マルチスペース
マルチスペース

げんきっこ広場
ギャラリー
メインホール

9月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費

6

9月 10月 EVENT CALENDAR 2019

予定枚数終了①



簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15 ②10：00 SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15 ②10：00 SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

簡単社交ダンス団体レッスンとダンスパーティ ①レッスン ②パーティ 　　 ①9：15 ②10：00 SSJD  090-1738-2540（山﨑）①500円 ②500円

13：30（13：15開場） 大和市立図書館第44回大和市立図書館映画上映会
「ものすごくうるさくてありえないほど近い」（吹替） 無料（100名）

10：00～12：00 500円（全3回） 大和市生涯学習センターおひとりさまの終活❸〈全3回〉
一流学生参加3＆1パーティ 13：15 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）5,000円

基礎から楽しく！社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 10：30 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）1,000円・ 4,000円（月3回）
10：30～13：30 大和市生涯学習センター健康講座 男性料理教室 はじめの一歩❷〈全6回〉 2,000円（全6回）

アテンドと踊る3＆1社交ダンスパーティ 13：30 SSJD  090-1738-2540（山﨑）3,500円

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50回 ピアノ発表会 14：00 無料 0466-43-1024（池田）
スピリットダンス 13：30 スピリットダンス愛好会  090-2644-4599（渡辺）1,000円

13：30～15：00 無料 大和市生涯学習センタークイズのつくり方教えます
第40回 邦楽舞踊の集い 12：30 無料 大和市邦楽舞踊連盟  046-272-2128（山本）

10：00～12：00 1,500円（全4回） 大和市生涯学習センター季節を描く 心の絵手紙 立冬編❶〈全4回〉
14：00～15：30 1,500円（全5回） 大和市生涯学習センターやまと英語村 ～チャレンジ英会話～❷〈全5回〉

大和市立病院月例講演会 14：00～15：00 無料（20名） 大和市立図書館
東儀秀樹 ～雅楽の世界～ 14：00 やまと芸術文化ホール

ミュージカルソング ワークショップ❼〈全8回〉 18：45～20：15 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 13：20 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）

10：00～12：00 500円（全3回） 大和市生涯学習センターおひとりさまの終活❷〈全3回〉

13：30～15：30 無料（30名）
9/1（日）受付開始 大和市立図書館

10：00～12：00 800円（全3回） 大和市生涯学習センターゆれる思春期の脳と心❸〈全3回〉
マイソングの会 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）
ママとアネシィ～ヨガ 10：00～11：00 500円 大和市屋内こども広場

13：30～15：00 500円（当日支払） やまと芸術文化ホールもっと知りたい！寄席囃子の世界
①10：00～10：50 ②15：30～16：20 大和市屋内こども広場おこさま落語～きいて わらって やってみて！！～ 無料

第3回 スウィーティシュアンサンブル演奏会 14：00 スウィーティシュアンサンブル  046-267-3759（斎藤）無料（要整理券）
14：00～15：30 1,500円（全5回） 大和市生涯学習センターやまと英語村 ～チャレンジ英会話～❶〈全5回〉

13：30～15：00 大和市生涯学習センター2,000円（全5回）
学生半額

親子de秋の図書館見学ツアー 10：00～
12：00

無料（10組・市内在住者優先）
9/1（日）受付開始 大和市立図書館

第3回 みんなで楽しく歌おう！１コインコンサート 14：00 500円 大和市民オペラ実行委員会  046-263-8368（山西）
町田ヴィヴァーチェ管弦楽団 第9回定期演奏会 14：00 500円 町田ヴィヴァーチェ管弦楽団  090-9682-7087

大和絵画会・油絵体験教室 13：30 無料（材料費600円）大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）
大和スマイル合唱団 13：00 大和スマイル合唱団支援事務局  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）
第8回 央和会 ヒバリ歌謡祭 カラオケ発表会 10：30 央和会  090-9140-7877（及川）無料

10：00～12：00 800円（全3回） 大和市生涯学習センターゆれる思春期の脳と心❷〈全3回〉
一流学生参加3＆1パーティ 13：15 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）5,000円

集合！いつもの広場がちょっとちがう！ 11：00～13：00 大和市屋内こども広場入場料
10：00～12：00 500円（全2回） 大和市生涯学習センター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〉

マイソングの会 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

大和中央シティライオンズクラブ
046-263-5555（丸山）爆笑劇場 PART16 17：30 3,500円

総合芸術としてのバレエ❶〈全5回〉 12：00～13：30 2,000円（全5回）
学生半額 大和市生涯学習センター

「サザンクロス」コンサート ピアノトリオ＆テナーサックスでJazz 14：00 歌おう会  080-5957-9951（佐川）2,000円
大人の男女コミュニケーション術 10：00 080-3300-8715（清水）2,000円

グリーンメドゥ ハンドベルリンガーズ
090-8017-1769（占野）グリーンメドゥ ハンドベルリンガーズ 定期演奏会 14：00 1,800円

（当日2,000円）

大人の男女コミュニケーション術 10：00 080-3300-8715（清水）2,000円

ラ･プリュ･ブリアン バレエ 
080-2373-4088（アレクサンダー ヒサコ）第12回 ル・ソレイユ・ブリアン バレエコンサート＊オートヌ2019  16：30 無料

ミュージカルソング ワークショップ❻〈全8回〉 18：45～20：15 大和市生涯学習センター
大和スマイル合唱団 13：00 大和スマイル合唱団支援事務局  03-6304-01613,000円・ 3,000円（月2回）

医療法人徳洲会 大和徳洲会病院
046-264-1111（鈴木）みんなでつなごう 救命リレー～胸骨圧迫とAEDについて～ 10：00 無料

第9回 ハワイアンバンド交流会 12：30 ヤマトハワイアン愛好会  046-267-0385（木村）無料（要整理券）
10：00～12：00 800円（全3回） 大和市生涯学習センターゆれる思春期の脳と心❶〈全3回〉

社交ダンスサークル発表とダンスパーティ（プロデモあり）　 13：30 SSJD  090-1738-2540（山﨑）800円（当日900円）

あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ（1歳～2歳） 9：30～11：00 500円 大和市屋内こども広場

大和の魅力を市民が発信！ラジオ番組つくってみよう❷〈全5回〉

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〉

24 木

23 水

22 火祝

21 月

20 日

19 土

18 金

17 木

16 水
15 火
14 月祝

13 日

12 土

11 金

10 木

9 水

7 月

6 日

5 土

4 金

3 木

2 水

1 火

29 日 第4回 おうちサロンマーケットかながわ 10：30～17：00 無料 日本おうちサロンマップ協会かながわ支部
080-2129-8594（村杉）

第24回 全国歌謡コンクール大和大会 10：00 大和民謡民舞協会  090-3506-1681（浜田）　無料

601講習室

601講習室
マルチスペース
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

サブホール
マルチスペース
マルチスペース
610大会議室
サブホール
612文化創造室
610大会議室

健康テラス
メインホール
601講習室
サブホール
601講習室

612文化創造室

610大会議室
マルチスペース
多目的室
マルチスペース
612文化創造室
多目的室
サブホール
610大会議室

301スタジオ大

健康テラス

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

メインホール

601講習室

マルチスペース
マルチスペース

メインホール

マルチスペース

メインホール

301スタジオ大
マルチスペース

マルチスペース

サブホール
610大会議室
サブホール

多目的室
げんきっこ広場

ギャラリー

10月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

7

9月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費

サブホール



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〉 13：30～15：30 無料（30名）
9/1（日）受付開始 大和市立図書館

みんなでつなごう 救命リレー～胸骨圧迫とAEDについて～ 14：00 無料 医療法人徳洲会 大和徳洲会病院
046-264-1111（鈴木）異物が喉に詰まったら？ 15：30 無料

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）
10：00 無料 藤多香子 後援会  090-3697-9057（駒形）第23回 藤多香子 歌と踊りのチャリティーショー

10：00～12：00 500円（全2回） 大和市生涯学習センター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〉

総合芸術としてのバレエ❷〈全5回〉 12：00～13：30 2,000円（全5回）
学生半額 大和市生涯学習センター

13：00 やまと芸術文化ホール最貧前線『宮崎駿の雑想ノートより』

大和の魅力を市民が発信！ラジオ番組つくってみよう❸〈全5回〉 13：30～15：00 大和市生涯学習センター2,000円（全5回）
学生半額

10：00～12：00 1,500円（全4回） 大和市生涯学習センター季節を描く 心の絵手紙 立冬編❷〈全4回〉

14：30 1,500円・学生1,100円 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055クラシック音楽を楽しむ会～藪田京子ピアノリサイタル
13：00 無料 大和市文化振興課  046-260-5222大和市文化祭表彰式
18：30 やまと芸術文化ホール最貧前線『宮崎駿の雑想ノートより』

10：30～11：45 500円（全3回） 大和市生涯学習センター親子のふれあい広場「ミリミリ！」あきぐみ❶〈全3回〉
大和絵画会・油絵体験教室 13：30 無料（材料費600円）大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）

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〉 13：30～15：30 無料（30名）
9/1（日）受付開始 大和市立図書館

31 木

30 水
28 月

27 日

26 土

25 金

24 木

612文化創造室

マルチスペース
マルチスペース

マルチスペース
サブホール
611調理実習室

601講習室

メインホール

301スタジオ大

612文化創造室

マルチスペース
サブホール
メインホール
601講習室
マルチスペース

612文化創造室

ちびっこ広場①9/30（月）・②10/31（木） 11：30～11：50ほっこりスペシャル　おたんじょう会 無料

げんきっこ広場①9/2（月）・②10/2（水） 9：00～11：00おたんじょう会（①8・9月生まれのお友だち ②9・10月生まれのお友だち） 入場料
げんきっこ広場毎週火・水・金曜日 9：00～11：00あつまれ！あさイチキッズ 入場料

多目的室・げんきっこ広場9/9（月）・10/26（土） 17：00～19：00あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険！！（小3～小6） 500円
多目的室9/30（月）・10/21（月） 10：00～11：30ダイヤモンド（乳幼児を持つ母親） 300円
多目的室9/27（金）・10/25（金） 13：30～15：00とこたん（9～12ヶ月の赤ちゃん） 無料
多目的室9/20（金）・10/18（金） 13：30～15：00ころたん（5～8ヶ月の赤ちゃん） 無料
多目的室9/19（木）・10/17（木） 10：30～11：30森のくまさん 無料

多目的室9/14（土）・10/12（土） ①10：00～10：40
②11：00～11：40LaLaLa Land（①初級②中級） 500円

多目的室9/13（金）・10/11（金） 13：30～15：00まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん） 無料
多目的室9/12（木）・10/10（木） 10：30～11：30Okie-Dokie music 英語リトミック 500円

げんきっこ広場①9/10（火）～13（金）
②9/14（土）～16（月祝）

①11：00～13：00
②15：00～17：00Mago･Koro～アートde伝えるありがとう 入場料

多目的室9/6（金）・10/4（金） 13：30～15：00にこにこたまご～ふたごちゃん・みつごちゃん あつまれ！！ 無料

10/4（金）～6（日） 10：00～18：00（初日14：00～、最終日～17：00）第12回 やまと国際アートフェスタ
～2030年の世界とわたし～

やまと国際フレンドクラブ  
046-272-1885（はせべ）

9/21（土）～27（金） 10：00～18：00（初日13：00～、最終日～16：00）第89回 湘南支部展 日本水彩画会 湘南支部  0467-78-6829（新倉）
9/18（水）～20（金） 9：00～19：00（初日13：00～）大和絵画会作品展（会員・体験者・講師の作品） 大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）

❶10/12（土）～16（水）
❷10/19（土）～23（水）
❸10/25（金）～29（火）

10：00～17：00（最終日～16：00）第67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

大和市文化振興課  046-260-5222

多目的室①毎月第1・3土曜日
②毎月第1・3日曜日 10：00～11：30親子でものづくり教室（①3～5歳の親子 ②6歳～小2の親子） 無料

大和市
屋内こども広場

3階屋内こども広場　定期イベント

10月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

【 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

会場開催日 イベント名 時間 料金 お問合せ

＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費

3階こども図書館　おはなし会 【入場無料】9月 10月

9月 10月

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

9/3（火）～8（日） 10：00～18：00（初日11：00～、最終日～16：00）あじさいの会・たんぽぽの会 合同グループ展
鉛筆だけで描く絵のグループ展 090-4427-2333（池田）

お問合せ
9月 10月

おはなしの
へや

9/25（水）・10/23（水） 11：00～11：20親子で楽しむおはなし会
9/21（土）・10/19（土） 14：00～14：20シリウス親子のおはなし会

会場

9/3（火）・10/1（火） 11：00～11：20おひざでだっこのおはなし会
大和市立
図書館

9/1（日）・10/6（日） 14：00～14：30シリウスうちドックの
おはなし会

9/11（水）・10/9（水） 15：30～16：00ひとりできける子の
おはなし会

9/16（月祝）・10/21（月） 11：00～11：20シリウス赤ちゃんおはなし会

開催日 イベント名 時間 お問合せ

9月 10月 EVENT CALENDAR 2019

掲載されている内容は、2019年8月19日現在の情報
です。次号は、2019年10月下旬発行予定です。

YAMATOMIRAI  vol.17  
2019年 9&10月号  2019年8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

今月の表紙
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