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チューバソロとモダンダンス。思いもよ
らないものが出会い、影響しあい、新しい
何かが生まれる、まさに一発勝負のス
テージ。新日本フィルハーモニー交響楽
団チューバ奏者の佐藤和彦氏、ダンスカン
パニーカレイドスコープを率いる振付師・
ダンサーの二見一幸氏という大和に縁の
あるプロのアーティストが魅せる宇宙空
間での「遭遇」。どんなステージになるか、
この千載一遇のチャンス、お見逃しなく！

やまとみらいまつり～繋がる大宇宙～
大和市文化創造拠点シリウス開館3周年 

オープニングセレモニー「遭遇」

201911 ⁄3（日祝）

201911 ⁄3（日祝）・11 ⁄4（月休）

　　　　さいしょに「たん
けんガイド」と「かいとうよ
うし」を手に入れよう。
１・３・４・６階でもらえる
よ。かいとうようしをうめ
たら、6階でこたえあわせ。
ゴールできた君には、限定
グッズをプレゼント★

ルール

佐藤和彦

第45回大和市立図書館映画上映会

『ポノック短編劇場 ちいさな英雄
─カニとタマゴと透明人間─』
12：30～（12：00開場）

『メアリと魔女の花』のスタジオポノックが描く、三つの奇跡の物語。抱きしめたのは、
いのち。スタジオポノックは、2014年末にスタジオジブリを退社した、プロデューサー
西村義明氏が立ち上げたアニメーションスタジオです。

【会場】 1階芸術文化ホール　サブホール
【出演】 監督：米林宏昌、 山下明彦、 百瀬義行　
【料金】 無料
【申込】 10/18（金）～11/2（土）の期間中に11：30より
 4階図書館健康テラス前にて整理券配布。先着250名（なくなり次第終了）。
【問合】 電話または4階図書館カウンターまで

シリウス うちドックのおはなし会
～星や宇宙のおはなし～
14：00～14：30

【会場】 3階こども図書館　
 おはなしのへや　
【料金】 無料　【申込】 不要　
【問合】 電話または3階こども図書館カウンターまで

シリウスのお誕生日、11月3日は、とくべつな「シリウス うちドック
のおはなし会」を開催。星や宇宙についてのおはなしが、たくさん登
場しますよ。みなさんも一緒に、シリウスのお誕生日をお祝いしてく
ださいね。

八神純子Live キミの街へ
～Here We Go!
17：00（16：30開場） 予定枚数終了

【会場】 1階芸術文化ホール　メインホール
【出演】 八神純子　
【料金】 6,000円（全席指定・税込）　
【問合】 電話または1階芸術文化ホール
 チケットデスクまで

「みずいろの雨」「ポーラー・スター」など、
日本のポップス史に残る数々のヒット曲を生み出し、圧倒的な人気を
誇るシンガーソングライターの八神純子氏。艶やかで透明感溢れる
歌唱力を堪能できる一期一会のステージをお見逃しなく。

二見一幸 Ⓒ塚田洋一

八神純子

皆様への日頃の感謝を込めて、市内7つの文化施設が企画する合同イベント「やまとみらいまつり」。中心会場となるシリ

ウスでは、その星の名にちなみ、宇宙と自然と私たちとの繋がりを、楽しみながら体感していただけるイベントをたくさん

ご用意しています。まじめに学びたいあなたも、とにかく楽しみたいあなたも、ぜひお越しください。お待ちしています！

～繋がる大宇宙～

伝説のまどうしによって、シリウスが巨大なダンジョンに
なった！まどうしを封印するためには、ダンジョンにしかけ
られたさまざまな「クイズ」をとくことで、結界をつくらな
ければならない。でも、あんしんして。ヤマトンが、「たんけ
んガイド」を通してキミたちをサポートしてくれるよ。
さあ、シリウスのなぞを解き明かすぼうけんに出かけよう！

【会場】 シリウス館内　【料金】 無料
【定員】 各日200名（先着順）　
【申込】 不要　
【問合】 電話または6階生涯学習センター窓口まで

シリウス大たんけん！ クイズさがしラリー「ヤマトンとなぞのダンジョン」
13：00～16：00 ※ゴール受付時間

10：30～12：00（予定）

【会場】 1階特設ステージ
【出演】 チューバ：佐藤和彦（大和市出身・新日本フィルハーモニー交響

楽団）／ダンス・振り付け：二見一幸、ダンスカンパニー
カレイドスコープ（大和市） ほか

【料金】 無料　【問合】 電話または1階芸術文化ホール窓口まで

14：00～15：00

市制60周年記念　

大和市と同じ60歳のあなた
生まれた日の新聞を見てみよう

大和市は今年で市制60周年。大和市と同じ60年を歩んできた皆さんの生まれたあの
日、20歳の誕生日、成人の日…世の中ではどんなことが起きていたのでしょう？懐か
しの出来事を新聞で振り返りながら、思い出話に花を咲かせませんか？

【会場】 4階図書館健康テラス　【料金】 無料　
【対象】 1959年（昭和34年）生まれの方　【定員】 先着16名　
【申込・問合】 電話または4階図書館健康カウンターまで



3階のげんきっこ広場と4階の健康テラスで毎週定期的
に開催している、「あさイチキッズ」と「健康体操」が特設
ステージに登場！
黄色いポロシャツの「プレイリーダー」と一緒に親子三世
代で楽しめる運動や体操、脳トレに挑戦してみませんか？

三世代de楽しもう　
とびだせ！あさイチキッズ＆健康体操！

【会場】 1階特設ステージ　【料金】 無料　【申込】 不要　
【問合】 電話または3階屋内こども広場カウンターまで

201911 ⁄4（月休）

●トークセッションPart1「繋がる大宇宙」 14：15～15：15

●トークセッションPart2「宇宙の中の私たち～過去・現在・未来～」～フィナーレ 16：30～17：30

楠田枝里子氏をコーディネーターに迎え、様々な分野のスペシャリストが、今年の「や
まとみらいまつり」のテーマ「繋がる大宇宙」について語り合うトークセッション。

Part1のテーマは、「一見関係のなさそうなものも、実は繋がっている」。第一線で活
躍される気象学者の江守正多氏、シリウス4階にある最先端の地球儀「触れる地球」
コンテンツプログラマーの稲葉佳之氏、そして大和天満宮宮司の山本孝司氏の3名に
熱く語っていただきます！どんな話が飛び出すか、スペシャリストたちが生み出す化学
反応にご期待ください。

トークセッション後半となるPart2のテーマは、「時間と私たち」。「過去、現在、未来」
という一方通行の時間の繋がりの中で生きている私たち。例えば137億年前に生ま
れた宇宙、樹齢300年の木、そして私たち人間…。様々な時間軸から物事を見ると、
意外なものが見えてくるかもしれません。

そして、フィナーレはクイズ大会！会場の皆さん全員が回答者です！豪華商品がもらえ
るかも!?奮ってご参加ください！

【会場】 1階特設ステージ　【司会】 楠田枝里子　【ゲスト】 江守正多（気象学者）、稲葉佳之（Earth Literacy Program）、山本孝司（大和天満宮宮司）　
【料金】 無料　【問合】 電話または1階芸術文化ホール窓口まで

10：00～10：30

地球と宇宙、天気も生き物も人間も、みんなどこかで繋がっている！地球のダイナ
ミズムを生きたかたちで体感できる最先端のデジタル地球儀「触れる地球」を使っ
た、地球と気象のスペシャリストによる特別授業！

触れる地球講座 子ども編
「奇跡の惑星、地球
～根っこはみんなつながってる！～」
10：45～11：30

映画上映会 「地球交響曲第八番」
～宇宙の声が聴こえますか～
10：30～12：45

250万人を魅了した、宇宙や自然と私たち人間との関わりを世代を超
えて問いかけるドキュメンタリー映画シリーズ『地球交響曲』の最新作。
特別ゲスト、大和天満宮宮司の山本孝司氏によるお話とともにお送り
します。ぜひご覧ください！

【会場】 1階芸術文化ホール　サブホール
【ゲスト】 山本孝司（大和天満宮宮司）　【料金】 500円（全席指定・税込）
【問合】 電話または1階芸術文化ホールチケットデスクまで

山本孝司

【会場】 6階生涯学習センター　601講習室
【出演】 江守正多（気象学者）、稲葉佳之（Earth Literacy Program）
【料金】 無料　【対象・定員】 小学4年生～中学生 50名（うち事前申込枠30名）
【問合】 電話または6階生涯学習センター窓口まで

カラフルでポップな音色、みんな知っている楽しい曲のラインナップで、図書館・健
康テラスでのコンサートはいつも超満員。そんなLickLuckがスペシャルプログラム
を引っ提げて、特設ステージに登場！電子オルガン、ピアノ、歌の編成でお送りします！

LickLuckファミリーコンサート
～やまとみらいまつりスペシャル～
13:00～14:00

【会場】 1階特設ステージ
【出演】 LickLuck（リックラック）
【料金】 無料　【申込】 不要
【プログラム】 「カントリーロード」
  「見上げてごらん夜の星を」
  「ハナミズキ」 ほか
【問合】 電話または4階図書館健康カウンターまで

当日参加OK（先着順）

飲料水としてだけでなく、生活のあらゆる場面で私たちが使う水。様々な
形に姿を変えて地球を巡っている水の不思議を学びます。水の力を使っ
たオリジナルコースター作りもあるよ！

水のワークショップ
～水の不思議を知ろう～
11：45～12：30

【会場】 1階芸術文化ホール　メインホールホワイエ　
【料金】 無料　【対象・定員】 小学4年生以上 30名（うち事前申込枠20名）
【問合】 電話または6階生涯学習センター窓口まで

LickLuck

近年の世界的な異常気象の原因の1つと言われる温暖化。
最先端の地球儀が示すその現状と予測、さらに、次世代に
この美しい地球を託すために私たちにできることは何か、
地球と気象のスペシャリストが紐解きます。

触れる地球講座 大人編
「地球環境と生産活動の共存　
子ども達の2100年」
15：30～16：15

【会場】 6階生涯学習センター　601講習室
【出演】 江守正多（気象学者）
 稲葉佳之（Earth Literacy Program）
【料金】 無料　
【対象・定員】 中学生以上 50名（うち事前申込枠30名）
【問合】 電話または6階生涯学習センター窓口まで

楠田枝里子 プロフィール●司会者、エッセイスト。三重県伊勢市に生まれる。東京理科大
学理学部を卒業。主な司会番組は「なるほど！ザ・ワールド」「世界まる見え！テレビ特捜部」「Ｆ
ＮＳ歌謡祭」など。著書は「ナスカ砂の王国」「ピナ・バウシュ中毒」「チョコレートの奇跡」
他多数。長年にわたり、世界遺産「ナスカの地上絵」の研究と保護活動に尽力。チョコレート
の科学的・文化的研究に情熱を注ぎ、日本の高カカオチョコレート・ブームをリードした。

江守正多楠田枝里子 稲葉佳之 山本孝司
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当日参加OK（先着順）

江守正多

稲葉佳之

当日参加OK（先着順）

予定枚数終了
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今年のテーマは「あふれる笑顔が明日へつなぐ 令和元年ポラリスまつり」。ポラリスで活動するサークルが
展示、発表、体験の催しを実施。また、子ども向けイベントも合わせて実施します。

201910 ⁄26（土）・10 ⁄27（日）

201910 ⁄26（土）

ポラリスにあるこわれてしまった児童書や、ご自宅にあるあなたのお気に入りの
絵本を、実際にご自身で修理していただく講座です。図書館スタッフが丁寧にお
教えします。修理したい絵本がある方は当日お持ちくださいね。

【会場】 市民交流拠点ポラリス　プレイルーム
【料金】 無料　【定員】 先着10名　
【申込】 市民交流拠点ポラリス窓口または電話　
【問合】 市民交流拠点ポラリス　046-274-4361
【アクセス】 〒242-0007 大和市中央林間1-3-1　
 　　東急田園都市線・小田急江ノ島線　中央林間駅から徒歩3分

中央林間図書館スタッフが教える！　
絵本の修理講座
10：00～11：00

中央林間図書館の大型絵本を持ち
込んで、読み聞かせを行います。ど
んなお話が聞けるかは当日のお楽
しみ！お子さんだけでも、ご家族そ
ろってでも、大人の方だけでも、ど
なたでもご参加いただけますので、
奮ってご参加ください。皆さんの
お越しをお待ちしています！

【会場】 市民交流拠点ポラリス　プレイルーム　【料金】 無料　
【申込】 不要　【問合】 中央林間図書館　046-277-8030

おはなしのひろば　中央林間図書館
11：00～11：30

～繋がる大宇宙～他館で開催する

第2回ポラリスまつり
10/26（土）  9:00～16:00
10/27（日）  9:00～15:30

中央林間図書館

市民交流拠点ポラリス

2019

11 ⁄9（土）・11 ⁄10（日）

第32回つきみ野学習センターまつり

つきみ野
学習センター

「令和元年 躍動する未来へ！！」をテーマに展示、
発表、イベント（子どもスタンプラリー、野菜の即売など）の催しを実施します。
つきみ野学習センターで活動するサークルの皆さんの、年に一度の大文化祭です！
この日のために気合を入れて作った作品や、何度も練習を重ねてきた発表会がず
らり。ぜひ遊びに来てください。

【会場】 つきみ野学習センター　
【料金】 無料
【問合】 つきみ野学習センター　
 046-275-0088
【アクセス】 〒242-0002 
 　 大和市つきみ野5-3-5　
 　 東急田園都市線
 　 つきみ野駅から徒歩5分

2019

11⁄23（土祝）・11⁄24（日）
桜丘

学習センター

　この夏から開講中の「ミュージカルソング ワークショップ」は、
下は中高生から上は70代の男性まで、親子で参加の方も、それぞ
れが様 な々想いを胸に参加してくださっています。講座もいよいよ
佳境となり、各パートの歌声もしっかりしてきました。
　この歌声は、やまとみらいまつりのオープニングセレモニーで披
露します。大ヒットミュージカル映画の『天使にラブ・ソングを…』

（1992）から「Oh Happy Day」、
『グレイテスト・ショーマン』（2017）
から「This is Me」の2曲です。曲に想いを込め、一緒にわくわくし
ながらそれぞれの『わたし』を表現していきます。
　11月3日、歌う人も聴く人も心が浮き立つような楽しい時間を共
有しましょう！ぜひご来場ください！！

シンガー／ヴォイストレーナー
生涯学習センター「健康都市大学 ミュージカルソング ワークショップ」講師／FMやまと「スマイル♪(金)」パーソナリティー小川 恵生さん

え み

講座風景

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

第33回桜丘学習センターまつり

【会場】 桜丘学習センター　
【料金】 無料
【問合】 桜丘学習センター　
 046-269-0411
【アクセス】 〒242-0024 
 　 大和市福田1-30-1 
 　 小田急江ノ島線 
 　 桜ヶ丘駅から徒歩3分

今年度のテーマは「地域の和 みんなで育てる 令和の輪」。同センターで
活動中の学習団体等の作品展示、発表、イベント、体験学習が盛りだく
さん。24日は模擬店もあります。

10：00～16：00（一部18：00まで）10：00～16：00（一部17：00まで）

【会場】 市民交流拠点ポラリス　【料金】 無料　
【問合】 市民交流拠点ポラリス　046-274-4361
【アクセス】 〒242-0007 大和市中央林間1-3-1 
 　 東急田園都市線・小田急江ノ島線　
 　 中央林間駅から徒歩3分
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12/8（日）  
13：30開演
（13：00開場）

落語界においては、現在でも修行という言葉の
元で階級制度が続いています。惚れ込んだ師匠
の下へ入門志願し、認められれば前座見習い
に、師匠から許しを得て寄席の楽屋入りをする
と、前座となり小間使いとして365日を過ごしま
す。二ツ目に昇格すると羽織の着用が許され、こ
こで一人前とされます。真打になると、師匠と呼
ばれ弟子をとることができます。“芸は人なり”と
いう至言を遺したのは六代目柳家小さんです。笑
いの裏に隠された長い月日を思いながらお楽し
みください！

【会場】  1階芸術文化ホール　サブホール
【出演】  立川こはる、入船亭小辰、春風亭昇也　
【料金】  1,000円（全席指定・税込）
【申込・問合】  電話または1階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。

コオーディネーションとは、脳が状況を判断し
筋に情報を送るという一連の動作を正確に素早
く行うために必要な７つの運動要素で、「運動
神経がいい」人は、この能力が優れています。
学校での部活動は競技技術の習得のための練
習が多いですが、基本的な体力と動作の基盤と
なる、このコオーディネーション能力の向上が
上達への近道です。
キミの得意はどんな能力だろう？もっと伸ばし
たい能力は？自分を知って部活動に活かそう！ Okie-Dokie musicの千尋先生とpiece 

musicの夕貴先生と一緒に、クリスマスをお祝いしましょう！英語で
歌うクリスマスソングは、いつもと比べてちょっと新鮮！マイクを使っ
た本格的なステージで、思いっきり歌っちゃおう♪

【会場】  3階マルチスペース　 【講師】  高木千尋、加藤夕貴
【対象・定員】  6歳～小学生／先着32名
【参加費】  500円　  【申込】  11/14（木） 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

12/15（日）  10：30～11：45

12/15（日）  10：00～12：00

全3回にわたり、ハーブやマッサージ、小さなハー
プの生演奏など、実習や体験を通してママたち
がリラックスできて、“ホッとひといき”つけるよう
な内容です。普段の疲れを癒し、ママ同士の交
流を深めましょう♪

【会場】  6階生涯学習センター　612文化創造室
【対象・定員】  市内在住・在勤の未就学児までを持つ母親／先着20名
【参加費】  1,200円（全3回分・材料費込）
【保育】  ひとり500円/回  ※要予約、1歳以上未就学児まで（若干名）
【講師】  ❶小山阿希代（ハーブコーディネーター）
 ❷中川富久美（AEAJ認定アロマセラピスト）
 ❸梶伸子（アイリッシュハープ奏者）
【申込】  10/26（土） 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

❶11/25  ❷12/2  ❸12/16（月）
【全3回】 10：00～11：30

【会場】  3階屋内こども広場　多目的室
【対象・定員】  小学生までの親子／先着20組 　
【参加費】  無料　 【申込】  11/7（木） 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

12/1（日）  13：30～14：30

トーンチャイムの素敵な音色で、クリスマス気分を味わいながら、
親子でリラックスしたくつろぎの時間を楽しみませんか？透き通った
トーンチャイムの音色はクリスマスにピッタリです♪

【会場】  6階生涯学習センター　601講習室
【対象・定員】  市内在住・在学の中学生・高校生／先着30名　
【参加費】  無料
【講師】  多田久剛

【申込】  11/17（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

（NPO法人スピッツェン・パフォーマンス代表理事、
日本チアリーディング協会オフィシャルトレーナー、
元北海道日本ハムファイターズトレーナー）

11/9（土）  14：00～16：00
【会場】  6階生涯学習センター　601講習室
【講師】  藤間勝子

【対象・定員】  どなたでも／先着70名　 
【料金】  無料　 【問合】  電話または4階図書館健康カウンターまで

（国立研究開発法人 
国立がん研究センター中央病院 
アピアランス支援センター）

多田久剛

クリスマスにトーンチャイムの音色を♪
～親子で癒しのひと時を～

健康都市大学  
部活動応援! コオーディネーション　
～キミの努力をカタチにする心と体のつくり方

落語フェスタ やまと寄席 
～その四～ 輝きの会

みんなでうたおう♪
Sing with Glee 
X’mas Special !!

アピアランスケアとは、がん治療による外見の変化に対するケアのこと。
治療により髪が抜けたり、肌や爪に影響が出る時があります。そのよう
な時に、安心して過ごせるための知識やちょっとしたコツについて、話を
聞いてみませんか？治療に役立つだけでなく、日常生活に
取り入れられるようなコツもお教えします。

健康都市大学  
大和市立病院月例講演会SPECIAL

─あなたやあなたの大切な人が、がん治療で外見が変わったら─
がん患者のアピアランスケアについて知りましょう

1 健康都市大学  
ホッとひといきママ講座2

3
4

5

6

あたたかく冬を迎えるために



24 日 第34回 箏と尺八の集い 10：15 無料 大和三曲協会  046-269-3430（長藤）メインホール

23 土祝

22 金

21 木

20 水

19 火

18 月

17 日

16 土

15 金

14 木

13 水

11 月

10 日

9 土

8 金

7 木

5 火
4 月
振休

3 日祝

1 金

13：30～15：00 大和市生涯学習センター大和の魅力を市民が発信！ラジオ番組つくってみよう❺〈全5回〉
大和市子ども読書フェスティバル 13：15 無料 大和市教育委員会指導室  046-260-5210（髙橋）
第18回 大和市民芸術祭 13：00 無料 大和市文化振興課  046-260-5222

TACChi 0才からの演劇あそび ｢泣き虫の海」編 ①11：00 ②14：00
③16：00 く口ひげ  090-6041-0539（イマイ）親子券2,000円・こども追加券500円

大人追加券1,000円

地域交流りんどう会ダンスパーティー 13：45 200円 りんどう会  046-276-0857（高木）
10：30～13:：00 大和市生涯学習センターインドネシアの家庭料理を作ってみよう 800円

10：00～12：00 大和市生涯学習センター　児童家庭教育学級 たくましい心で未来を生き抜くレジリエンス～
「くじけない心」を育てる❶〈全4回〉 1,300円（全4回）

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

ウィッグ（かつら）展示即売会 10：00～16：00 無料 ㈱ユキ  0120-20-3020（廣瀬）

チアダンスプログラム ①幼児 ②低学年 ③高学年 ①15：30 ②16：30
③17：40

やまとスポーツマネージメント  
080-4631-5820（神戸・金子）

5,000円・
5,000円（月3回）

5,000円

①15：30 ②16：30
③17：40

やまとスポーツマネージメント  
080-4631-5820（神戸・金子）

5,000円・
5,000円（月3回）

5,000円

社交ダンスパーティー 13：20 800円 090-7009-8029（平子）

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）役立つ応急手当～いざというときに備えて～ 15：30 無料

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
12：00～13：30 大和市生涯学習センター総合芸術としてのバレエ❹〈全5回〉

第1回 やまと児童絵画コンクール2019 ～たのしい家族の風景～ 11：00～17：00 無料 大和ロータリークラブ  046-263-7926（相原）

原口泉氏 講演会「大久保利通～愛と勇気の人～」 13：30 2,800円 一般社団法人 青少年育成支援 大和の心
046-204-8141（岩根）

YWOサクソフォーンアンサンブル 第8回演奏会 14：00 無料 YWOサクソフォーンアンサンブル コンサート事務局
080-9030-8561

15：00～17：00 大和市屋内こども広場おはなしの中にとびこもう！～秋～ 入場料
10：00～12：00 大和市生涯学習センター季節を描く 心の絵手紙 立冬編❹〈全4回〉
14：00～15：30 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～❹〈全5回〉

第49回 大和市秋季吟詠大会 9：30 無料 大和市詩吟連盟  046-275-5752（小須田）
10：30～11：30 大和市屋内こども広場ベビーシャワー（安定期の妊婦） 無料
10：30～11：30 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❷〈全3回〉

コーラスの練習 9：40 無料 みずばしょう  045-373-8000（加藤）
スピリットダンス 13：30 1,000円 スピリットダンス愛好会  090-2644-4599（渡辺）

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）

ふれあいコンサート 13：30 無料（要整理券） 社会福祉法人 県央福祉会　
046-200-2888（鈴木・川上）

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）

第3回 高齢者施設取り組み発表会 19：00 無料 大和市高齢者福祉施設協議会
046-267-3818（久次米）

アテンダントと踊る３＆１ダンスパーティ 13：30 SSJD  090-1738-2540（山﨑）3,500円
歌って！若返り教室 10：15 歌って若返り教室  079-429-61611,000円・ 2,000円（月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）
簡単社交ダンスレッスンとダンスパーティ 9：15 SSJD  090-1738-2540（山﨑）500円

12：00～13：30 大和市生涯学習センター総合芸術としてのバレエ❸〈全5回〉
おがせんせい ミニライブ 13：00 無料 090-9422-1635（小笠原）

第10回 キッズダンスクラブ・カーディナル発表会 14：00 無料（要整理券） キッズダンスクラブ・カーディナル 046-264-6151（乾）
10：00～12：00 大和市生涯学習センター季節を描く 心の絵手紙 立冬編❸〈全4回〉
13：00～14：30 大和市生涯学習センター親子で学ぼう なるほど！チョコレート❶〈全2回〉 1,300円（全2回）
14：00～15：30 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～❸〈全5回〉

14：00～16：00 大和市立図書館
　大和市立病院月例講演会SPECIAL

「－あなたやあなたの大切な人が、がん治療で外見が変わったら－
がん患者のアピアランスケアについて知りましょう」

無料（70名）

13：30～15：00 大和市生涯学習センター大和の魅力を市民が発信！ラジオ番組つくってみよう❹〈全5回〉
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）
ウイスタリア音楽院 演奏発表会 未定 無料 ウイスタリア音楽院  046-261-6823（斉藤）

Natsuno Presents Hula&Dance Breeze vol.5 12：30 1,000円 090-1259-3791（望月）

神奈川県中文連 大和市総合文化祭 音楽発表会 14：00 無料 大和市中学校教育研究会 事務局
046-269-1165（犬塚）

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）

神奈川県中文連 大和市総合文化祭 英語大会 14：15 無料 大和市中学校教育研究会 事務局
046-269-1165（犬塚）

チアダンスプログラム ①幼児 ②低学年 ③高学年

映画上映会「地球交響曲 第八番」～宇宙の声が聴こえますか～ 10：30 やまと芸術文化ホール

シリウス開館3周年記念事業 八神純子Live キミの街へ～Here We Go! 17：00 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❽〈全8回〉 18：45～20：15 大和市生涯学習センター

301スタジオ大
サブホール
メインホール

マルチスペース

サブホール
611調理実習室

610大会議室

12：30
（開場12：00） 大和市立図書館やまとみらいまつり特別上映会 第45回大和市立図書館映画上映会

『ポノック短編劇場 ちいさな英雄－カニとタマゴと透明人間－』
無料

（250名・要整理券）サブホール

マルチスペース
多目的室
ギャラリー

マルチスペース

サブホール

マルチスペース
マルチスペース

サブホール
601講習室
ギャラリー

サブホール

メインホール

げんきっこ広場
612文化創造室
610大会議室
サブホール
多目的室

10：00～11：00 大和市屋内こども広場女性のためのLive Body メンテナンス 500円多目的室

601講習室

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

マルチスペース
マルチスペース

サブホール

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

簡単社交ダンスレッスンとダンスパーティ 9：15 SSJD  090-1738-2540（山﨑）500円マルチスペース

601講習室
マルチスペース
メインホール
612文化創造室
611調理実習室
610大会議室

601講習室

301スタジオ大
マルチスペース
サブホール
メインホール

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

マルチスペース

サブホール

メインホール
601講習室

11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＝年会費
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20 金 《クラシック音楽を楽しむ会》末松茂敏 ピアノリサイタル 14：30 石川ファミリーアンサンブル  046-269-60551,500円・学生1,100円マルチスペース

19 木

18 水

17 火
16 月

15 日

14 土

13 金

12 木

11 水

10 火
9 月 マイソングの会 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マルチスペース

15：00～17：00 大和市生涯学習センター日本史再発見！ここまで変わった歴史の教科書❸〈全3回〉 500円（全3回）601講習室
10：00～11：30 大和市生涯学習センターシニアいきいきセミナー 上手にからだと付き合う方法❸〈全3回〉 500円（全3回）601講習室

歌って！若返り教室 10：15 歌って若返り教室  079-429-61611,000円・ 2,000円（月2回）マルチスペース
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サブホール

10：00～11：00 大和市屋内こども広場ママとアネシィ～ヨガ 500円多目的室
10：00～11：30 大和市生涯学習センターホッとひといきママ講座❸〈全3回〉 1,200円（全3回）612文化創造室

簡単ダンス講習とダンスパーティ 9：15 SSJD  090-1738-2540（山﨑）500円マルチスペース
みんなでうたおう♪Sing with Glee X'mas Special ! 10：30～11：45 大和市屋内こども広場500円マルチスペース

13：30～15：00 大和市生涯学習センター「父親」を楽しもう❶〈全2回〉 500円（全2回）610大会議室

10：00～12：00 大和市生涯学習センター　部活動応援! コオーディネーション
～キミの努力をカタチにする心と体のつくり方 無料601講習室

天満ピアノ教室 まなみピアノ教室 ピアノ発表会 13：00 天満ピアノ教室  046-215-9895（天満）無料サブホール
大和おやこ劇場例会「太鼓はばびゃんこ！？」 未定 大和おやこ劇場  090-6116-0389（杉本）200円・ 1,400円メインホール

第19回 神奈川県高等学校文化連盟 器楽管弦楽演奏会 10：50 無料 神奈川県教育委員会  044-855-2652（菅野）メインホール

クリスマス・ホワイエコンサート 13：00～13：45 無料 やまと芸術文化ホールメインホールホワイエ

palette -kids arts & crafts-
050-7116-7331（講師 nobu）クリスマス 手形アート ワークショップ ①9：50

②10：30 1,200円～1,500円マルチスペース

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）サブホール
「思うは招く」植松努 講演会 18：00 ギンゴウカフェ  045-744-6470（黒澤）2,500円・小中学生500円メインホール

15：00～17：00 大和市生涯学習センター日本史再発見！ここまで変わった歴史の教科書❷〈全3回〉 500円（全3回）601講習室
一流学生参加3＆1ダンスパーティ 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）
マルチスペース
マルチスペース

ダンスパーティ 13：30 赤い靴  090-3572-1278（鈴木）900円サブホール

10：00～12：00 大和市生涯学習センター　児童家庭教育学級 たくましい心で未来を生き抜くレジリエンス～
「くじけない心」を育てる❹〈全4回〉 1,300円（全4回）610大会議室

歌って！若返り教室 10：15 歌って若返り教室  079-429-61611,000円・ 2,000円（月2回）マルチスペース
育児講座 ～みんなあつまれ～ 10：00 大和市立草柳保育園  046-264-1919（殿原）無料サブホール

19：00～20：30 大和市生涯学習センター健康講座 冬に負けない！漢方とアロマライフ❸〈全3回〉 1,500円（全3回）611調理実習室

簡単社交ダンスレッスンとダンスパーティ 9：15 SSJD  090-1738-2540（山﨑）500円マルチスペース

30 土

29 金

28 木

27 水

26 火

25 月
24 日

東京中国歌舞団 第6回 大和公演 13：00 大和地区日中友好協会  080-5026-0177（石井）1,500円（高校生以下1,000円）
当日2,000円サブホール

10：30～11：45 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❸〈全3回〉601講習室
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）サブホール

10：00～11：30 大和市生涯学習センターシニアいきいきセミナー 上手にからだと付き合う方法❶〈全3回〉 500円（全3回）601講習室
一流学生参加3＆1ダンスパーティ 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）
マルチスペース
マルチスペース

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❸〈全6回〉611調理実習室

10：00～12：00 大和市生涯学習センター　児童家庭教育学級 たくましい心で未来を生き抜くレジリエンス～
「くじけない心」を育てる❷〈全4回〉 1,300円（全4回）610大会議室

《クラシック音楽を楽しむ会》蓼沼明子 ピアノリサイタル 14：30 石川ファミリーアンサンブル  046-269-60551,500円・学生1,100円マルチスペース
歌って！若返り教室 10：15 歌って若返り教室  079-429-61611,000円・ 2,000円（月2回）マルチスペース

ピアノと歌とギターのミニ・コンサート 13：30 Moderato  090-6931-3024（久保）無料サブホール
19：00～20：30 大和市生涯学習センター健康講座 冬に負けない！漢方とアロマライフ❶〈全3回〉 1,500円（全3回）611調理実習室

チアダンスプログラム ①幼児 ②低学年 ③高学年 ①15：30 ②16：30
③17：40

やまとスポーツマネージメント  
080-4631-5820（神戸・金子）マルチスペース 5,000円・

5,000円（月3回）
5,000円

簡単社交ダンスレッスンとダンスパーティ 9：15 SSJD  090-1738-2540（山﨑）500円
10：00～11：30 大和市生涯学習センターホッとひといきママ講座❶〈全3回〉 1,200円（全3回）

13：30（開場13：15） 大和市立図書館第46回 大和市立図書館バリアフリー映画上映会「西の魔女が死んだ」 無料（100名）
マルチスペース
612文化創造室

601講習室

8 日
13：30（開場13：15） 大和市立図書館第47回 大和市立図書館人権映画上映会『共に歩く』『君が、いるから』 無料601講習室

落語フェスタ やまと寄席～その四～ 極みの会 16：30 やまと芸術文化ホールサブホール
落語フェスタ やまと寄席～その四～ 輝きの会 13：30 やまと芸術文化ホール1,000円サブホール
大和市音楽家協会 25周年記念 冬のコンサート 13：30 大和市音楽家協会  070-3523-7068（田辺）2,500円（当日2,800円）・学生1,000円メインホール

7 土
13：00～16：00 大和市生涯学習センター親子で学ぼう なるほど！チョコレート❷〈全2回〉 1,300円（全2回）611調理実習室
14：00～15：30 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～❺〈全5回〉610大会議室

令和元年 日本神話を琵琶と吟舞で 13：00 大和琵琶楽剣詩舞道会  046-263-2584（鎌田）1,500円サブホール

5 木 15：00～17：00 大和市生涯学習センター日本史再発見！ここまで変わった歴史の教科書❶〈全3回〉 500円（全3回）601講習室
10：00～11：30 大和市生涯学習センターシニアいきいきセミナー 上手にからだと付き合う方法❷〈全3回〉 500円（全3回）601講習室

4 水 10：00～12：00 大和市生涯学習センター　児童家庭教育学級 たくましい心で未来を生き抜くレジリエンス～
「くじけない心」を育てる❸〈全4回〉 1,300円（全4回）610大会議室

14：00～16：00 大和市生涯学習センター　大和こども市民大学
デジタル世界のお仕事～プログラミングを学ぼう！～ 無料612文化創造室

3 火
2 月

19：00～20：30 大和市生涯学習センター健康講座 冬に負けない！漢方とアロマライフ❷〈全3回〉 1,500円（全3回）611調理実習室
10：00～11：30 大和市生涯学習センターホッとひといきママ講座❷〈全3回〉 1,200円（全3回）612文化創造室

1 日
13：30～14：30 大和市屋内こども広場クリスマスにトーンチャイムの音色を♪～親子で癒しのひと時を～ 無料多目的室

10：00～12：00 大和市屋内こども広場ホッと一息！ちくちく手縫いタイム 500円多目的室

12：00～13：30 大和市生涯学習センター総合芸術としてのバレエ❺〈全5回〉601講習室

7

11月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

12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＝年会費



27 金

26 木

25 水

23 月

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

ヤマハエレクトーンフェスティバル2019 アンサンブル演奏部門
神奈川地区ファイナル 14：45 1,500円

（当日2,000円）
株式会社ヤマハミュージックジャパン
03-5488-5481

イングリッシュ＋バレエプリュマージュ
第5回クリスマスデモンストレーション 14：00 無料 La PLU Brillant Ballet

080-2373-4088（アレクサンダーヒサコ）

ヤマハエレクトーンフェスティバル2019 アンサンブル演奏部門
神奈川地区ファイナル 17：15 1,500円

（当日2,000円）
株式会社ヤマハミュージックジャパン
03-5488-5481

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❹〈全6回〉
マイソングの会と一緒に歌おう 13：30 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

マルチスペース
サブホール

メインホール

サブホール

メインホール

611調理実習室
マルチスペース

22 日

St.Cecilia 90th Special Concert
聖セシリア女子 創立90周年 スペシャルコンサート 18：00 3,000円 聖セシリア女子高等学校音楽科

046-274-7405（坪井）サブホール

13：30～15：00 大和市生涯学習センター「父親」を楽しもう❷〈全2回〉 500円（全2回）601講習室
BURN OUT vol.3 15：00 無料 090-3088-4965（小泉）メインホール

21 土
大和市立病院月例講演会 14：00～15：00 無料（20名） 大和市立図書館健康テラス
多島ピアノ教室 発表会 18：10 多島ピアノ教室  090-6152-3685（多島）無料マルチスペース

大和シティーバレエ・SBAジュニアカンパニー
クリスマス公演2019「くるみ割り人形」 17：00 S席4,000円・A席3,000円

B席2,000円
大和シティーバレエ・佐々木三夏バレエアカデミー
046-264-3827（鎌田）メインホール

多目的室
げんきっこ広場11/24（日）・12/12（木） 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

ちびっこ広場①11/30（土）・②12/30（月） 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
げんきっこ広場①11/2（土）・②12/2（月） 13：00～15：00おたんじょう会（①10・11月生まれのお友だち ②11・12月生まれのお友だち） 入場料

多目的室11/29（金）・12/20（金） 13：30～15：00とこたん（9～12ヶ月の赤ちゃん） 無料
多目的室11/25（月）・12/16（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11/22（金）・12/13（金） 13：30～15：00ころたん（5～8ヶ月の赤ちゃん） 無料
多目的室11/21（木）・12/19（木） 10：30～11：30森のくまさん 無料

多目的室11/16（土）・12/14（土） ①13：00～13：40
②14：00～14：40LaLaLa Land（①初級 ②中級） 500円

多目的室①11/16（土）・12/7（土）・12/21（土）
②11/17（日）・12/8（日）・12/22（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

多目的室11/15（金）・12/6（金） 13：30～15：00まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん） 無料

12/17（火）～20（金） 10：00～17：00（最終日～13：00）輝いている神奈川のアールブリュット展 社会福祉法人 県央福祉会  046-262-0150（津田）
12/13（金）～15（日） 10：00～17：00（最終日～16：00）心正書道会 会員展 心正書道会  090-1690-0934（石川）
12/7（土）～8（日） 10：00～17：00第68回 いけばな諸流展 大和華道協会  046-267-4153（大垣）
11/24（日）～30（土） 10：00～17：00（初日13：00～、最終日～16：00）県央女流作家協会 第17回 県央女流展 県央女流作家協会  080-5014-6813（澤田）
11/21（木）～23（土祝） 10：00～17：00（最終日～16：00）第18回 大和市民芸術祭 大和市文化振興課  046-260-5222

大和市こども部ほいく課  046-260-5672（田野倉）11/14（木）～16（土） 10：00～17：00やまと げんきっこ アートフェスティバル
大和市中学校教育研究会 事務局  046-269-1165（犬塚）

【 総合お問合せ窓口 】 TEL 046-263-0214

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
●ホールチケットデスク TEL 046-263-3806
●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

多目的室11/14（木）・12/12（木） 10：30～11：30Okie-Dokie music 英語リトミック 500円

多目的室①11/8（金）・②12/14（土） ①13：30～15：00
②10：30～12：00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

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
会場開催日 イベント名 時間 料金 お問合せ

開催期間 イベント名 時間
11/8（金）～9（土） 9：00～16：30（最終日～16：00）神奈川県中文連 大和市総合文化祭 美術展

お問合せ
ギャラリー　期間イベント 【入場無料】11月 12月

11月 12月

12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＝年会費11月 12月 EVENT CALENDAR 2019

年末年始休館あり
〒242-0016 神奈川県大和市大和南一丁目8番1号
公式サイト https://www.yamato-bunka.jp
公式facebook　 @yamatomirai20161103
※イベントの最新の情報は公式サイトをご覧ください。

12/22（日） 14：00～15：00シリウスクリスマスおはなし会
11/27（水）・12/25（水） 11：00～11：20親子で楽しむおはなし会
11/18（月）・12/16（月） 11：00～11：20シリウス赤ちゃんおはなし会
11/16（土）・12/21（土） 14：00～14：20シリウス親子のおはなし会
11/13（水）・12/11（水） 15：30～16：00ひとりできける子のおはなし会

3階こども図書館　おはなしのへや　おはなし会 【入場無料】11月 12月

11/5（火）・12/3（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

11/3（日祝）・12/1（日） 14：00～14：30シリウスうちドックのおはなし会
開催日 イベント名 時間 お問合せ

掲載されている内容は、2019年10月11日現在の情報です。次号は、2019年12月下旬発行予定です。

YAMATOMIRAI  vol.18   2019年 11&12月号　2019年10月発行
編集発行：指定管理者やまとみらい

（9時～21時　日曜・祝日は20時まで）

シリウス3周年おめでとうございます。芸術が花咲き、
たくさんの方々が訪れるシリウスが、これからもます
ます素敵な場所であり続けますように！1年間、とても
楽しく表紙を描かせて頂きました。本当にどうもあり
がとうございました。

もとやままさこさん／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』・『ぜい
たくなあさ』（白鳥博康著・銀の鈴社）
が、それぞれ平成29・30年度神奈川
県優良図書に選定される。

今 月 の 表 紙


