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輝こう！2020年

新年の初読みは図書館で！
毎年新年になると、福袋を買い求める人でできる
長い行列が話題になります。まさにお正月の風物
詩といったところですが、実は図書館にも福袋の
イベントがあるのをご存知ですか？
新年1月2日（木）から13日(月・祝)にかけて、こど
も向けに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「図書館福袋」、大人向けに本の書き出し
部分を頼りに借りたい本を選ぶ「本のまくら」を開
催します。
2020年のお正月は、図書館でドキドキ感を楽しん
でみませんか？

1月はカルタで遊ぼう！新春カルタ大会！

三谷幸喜脚本のエンターテインメント時代劇
史上初の西洋医学書の和訳に、一心同
体で取り組んだ前野良沢と杉田玄白。
鎖国ど真ん中の江戸時代中期に、二人
は革命的な翻訳を成し遂げる。しかし、
刊行された「解体新書」にはなぜか良沢
の名は載らず、名声は玄白だけのものに。
二人の間にいったい何が起きたのか…

 第49回大和市立図書館新春映画上映会

『風雲児たち〜蘭学革命篇〜』

いよいよ、日本中が特別な気持ちでわきたつ年、2020年が幕を開けます。
シリウスでも、新年からワクワクドキドキ、今にも心がおどりだしそうなイベントをたくさんご用意しています。
輝かしい新年の始まりに、幸せになれるお時間を。2020年もシリウスをどうぞよろしくお願いいたします！

【会場】4階図書館健康テラス　
【対象・定員】 どなたでも／先着16名　
【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

本のまくら
〜書き出しで選ぶ1冊〜

【会場】 4階図書館展示コーナー

ドキドキッ！
中身はお楽しみ！

図書館福袋

【会場】 3階こども図書館
　 カウンター横

30セット

30冊

心おどる新年！

●3階こども図書館　9:00～19:00
●4階図書館　9:00～21:00（日・祝は20:00）

※なくなり次第終了1/2（木）～1/13（月・祝）

【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
【問合】電話または4階図書館カウンターまで

●13:30上映（13:15開場）
1/11（土）

新しい年をクラシックと共に
お祝いしましょう♪

こどもと
comodoに
コンサート

●13:30～14:001/4（土）

【会場】3階屋内こども広場　多目的室
【対象・定員】  各回小学生までの親子
　　　　　　 先着20組
【参加費】  無料　
【問合】電話または3階屋内こども広場
 カウンターまで

❶13:00～13:50  
❷14:30～15:20

1/5（日）

防災カルタ、健康カルタ、
おはなしカルタで遊びながら学ぼう！
新年はやっぱりカルタ！もしもの時に役立つ防災
知識や、健康に関するちょっとした豆知識、懐か
しのあのお話やこのお話。カルタで楽しく遊びな
がら、いろいろな知識が身についちゃいますよ！こどもがあちこち動いても、慌てなくって大

丈夫！2020年という節目の新年に、親子
でリラックスして楽しめる「こどもとcomodo
にコンサート」を楽しみませんか？弦楽器に
よる生の演奏は、親子にとって
一生に残る大事な
思い出になるかも
しれません！
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ジャズとクラシックが融合する魅惑の世界
“音楽”と言ってもジャンルは様々。クラシック、ジャズ、ポップス、ロックなど、そ
れぞれ特徴も違えば歴史も異なります。ジャズは19世紀末から20世紀初め
にかけてアメリカで生まれた音楽。独特のリズムが特徴で、即興演奏やポリリ
ズムと言った複合リズムで演奏されます。一方、クラシック音楽の歴史は長
く、グレゴリオ聖歌が生まれた6世紀頃が始まりと言われ、バッハ、モーツァル
ト、ベートーヴェンなどクラシック音楽を代表する著名な作曲家たちが名曲
を生み出し、現在も素晴らしい演奏家によって世界中で演奏されています。
2月8日（土）に開催する「小曽根真×児玉桃スペシャルコンサート」は、ジャ
ズとクラシックのコラボレーション。世界的ジャズピアニストの小曽根真は、
ジャズだけではなく、クラシック音楽にも積極的に取り組み、比類ない演奏
で観客を魅了しています。児玉桃は、幅広いレパートリーと豊かな表現力に
定評のある国際的ピアニスト。今回は、それぞれのソロ演奏と2台ピアノで、
ジャズとクラシックの魅惑の世界に誘います。ぜひお楽しみください！

小曽根真×児玉桃
スペシャルコンサート

編集長の野口智和氏をお招きして、特撮雑誌
『宇宙船』について熱く語って頂きます。

創刊40周年 

特撮雑誌『宇宙船』編集長と語ろう

【会場】中央林間図書館　学習室　
【講師】野口智和（株式会社ホビージャパン『宇宙船』編集長）
【対象・定員】中学生以上／先着20名　【料金】無料
【申込・問合】電話（046-277-8030）または
　　　　　　中央林間図書館カウンターにて

●11:00～12:301/18（土） 音楽、演劇、ダンス…舞台芸術には必ず舞台・照明・音響
という舞台技術が必要です。危険と隣り合わせながら、限
られた時間で安全且つ正確に仕込まなければいけないシ
ビアな世界ですが、その過程を見る機会は関係者以外ほ
とんどありません。今回はその舞台技術にスポットを当て
て、音響反射板の効果検証も含め、舞台設営の全工程を
ご覧頂く機会を作りました。ぜひ見学してみてください！

アートマネージメント講座

魅惑の舞台技術

【会場】1階芸術文化ホール　メインホール
【講師】株式会社シグマコミュニケーションズ
【演奏協力】市立南林間中学校吹奏楽部
【定員】見学のみ／100名程度　【料金】無料
【申込】直接来館またはネット予約  
 https://yamato-bunka.jp/hall/
【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

第一線、最先端、
シーンを牽引―。
言葉にすることは簡単ですが、
当事者は様 な々過程を経てその
地位を築いています。これを努
力の一言で終わらせる事には抵
抗がありますが、かの有名なメ
ジャーリーガーは「努力を努力と
感じている状態はどうなのか。そ
れを感じてない人こそ、気付かな
い間に報われている」と述べています。ドラマー・神保彰
がデビューから現在までその名を轟かせているのは、こ
の努力以上にドラムが好きで、その結果として、アジア人
で唯一米国老舗ドラム誌の表紙を飾り、多くのプロドラ
マーから支持を得ているためでしょう。
千手観音の異名をもち、他の追従を許さないテクニック
で音楽界を牽引する、神保彰のドラムソロに間近で触れ
ることのできる絶好の機会です。お見逃しなく！

神保 彰
ワンマンオーケストラ 2020
~YAMATO de JIMBO~

神保彰

【会場】1階芸術文化ホール　
 メインホール
【出演】 小曽根真（ジャズピアノ）、
 児玉桃（ピアノ）　
　　　   共演：西岡まり子（打楽器）、
       大場章裕（打楽器）
【料金】S席4,000円、A席3,000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。

認知症の方の声に耳をかたむけ、心に寄りそう
コミュニケーション方法を学びましょう。

【健康都市大学】

認知症のかたに寄り添うケア
〜バリデーション

【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・在勤の方／先着30名　【参加費】500円（全2回分）
【講師】正垣幸一郎（一般社団法人公認日本バリデーション協会代表）
【申込・問合】電話または6階生涯学習センター窓口まで

●13:30～16:30（全2回）1/21・28（火）

●9:15～18:00（予定）1/25（土）

【会場】1階芸術文化ホール　サブホール
【出演】神保 彰（ドラム）
【料金】4,000円（整理番号付自由席・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　　※3歳以上からご入場頂けます。

●17:00開演（16:30開場）2/23（日・祝）

●14:00開演（13:30開場）2/8（土）

小曽根真 Ⓒ中村風詩人児玉桃 ⒸMarco Borggreve

みんなで協力して創り上げる舞台

ネ
ッ
ト
予
約
は

　
こ
ち
ら
か
ら
！

中央林間
図書館で
開催
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【会場】6階生涯学習センター　611調理実習室ほか
【対象・定員】市内在住・在勤・在学の方／20名（定員を超えた場合は抽選）
【参加費】1,000円（全2回分）
【講師】①昭和女子大学現代ビジネス研究所食プロジェクト
 ②長柴美恵（防災備蓄収納プランナー協会代表理事）
【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・食物アレルギーの有無・年代を明記の上、
 〒242-0016 大和南1-8-1 シリウス6階生涯学習センターまで
 1/10（金）必着。はがき1枚につき1名の申込

【健康都市大学】

もしも被災したら…自宅避難に備える

災害時、互いのこころを傷つけ
ずに対応するための心構えと対
応法「心理的応急処置（PFA)」
を学びます。

【健康都市大学】

もしも被災したら…
誰でもできる！大切なあなたとわたしの

こころの応急手当

2019年６月から、シリウス1階のエントランスに「みんなの掲示板」を設置しました。この掲示板は２ヶ月に１度テーマを設定して
メッセージを募集しています。今回は、半年間で募集した３つのテーマの中で、多かったメッセージを上位５件ずつご紹介します！鏡華万の々星

＊本がたくさん読めるところ！
＊新しくて清潔感があって綺麗なところ
＊こども広場が楽しい♡
＊ホールが綺麗☆
＊みんなで集まって楽しめる！

＊おしりたんていが読みたい！
＊鬼滅の刃が読みたい！
＊トイストーリーが読みたい！
＊赤本・参考書が読みたい！
＊アンパンマンが読みたい！

さあ、学び初め！

やまとみらい5館連携シリーズ 健康都市大学 「防災」

【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・在勤・在学の方／先着20名
【参加費】500円（全2回分）
【講師】池田美樹（桜美林大学准教授）
 赤坂美幸（公財セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン）
【保育】申込時に予約（1歳以上未就学児・若干名／ひとり1回500円）
【申込】2/2(日) 10:00より　
 電話または6階生涯学習センター窓口まで

●10:00～12:00（全2回）
2/29・3/14（土）

❶非常食とローリングストック
災害時に役立つ循環備蓄法と
ポリ袋を使った省エネ調理。

●11:00～14:00
1/25（土）

❷防災備蓄のコロモガエ
季節で異なる防災対策と
心得について学びます。

●13:00～15:00
 （全2回）

2/8（土）

健康都市大学  飼い主力と防災力～家族とペットと地域を守るために一人一人ができること～ ● 3/15（日） 10:00～12:00　 問046-274-4361市民交流拠点ポラリス

以下の4館でも開催します

親子それぞれの個性って、こんなに違うんだ！？
「ウチの子って他と違う…」
「誰もわかってくれないの…」
そんなお母さんの悩みを、ゆっくりじっくりと
知ることのできる、全3回の講座です。生年
月日でわかる個性心理学をもとに、こうしたら
いいんだ！を知りましょう。

おやこのちがいを発見！赤もち診断
〜みんなちがって、みんないい〜

【会場】3階屋内こども広場　多目的室
【対象・定員】0～2歳までの親子／先着10組
【参加費】各回500円
【問合】電話または3階屋内こども広場カウンターまで

●10:00～11:30
 （全3回）

1/27（月）、2/10（月）、3/10（火）

「親子のこれから」の悩み、一緒に解決してみませんか？

子育て＆マネー講座

〜子どもの才能発見と子育ての
　ハッピーマネーお勉強会〜

●10:00～12:00
2/19（水）

【会場】3階屋内こども広場　多目的室
【対象・定員】小学校高学年から
　　　　　　中学校・高校にあがるお子様を
　　　　　　お持ちの保護者／先着10組
【参加費】無料　【申込】1/21（火） 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

子育て、家庭に必要なお金の節約術、得する情報など
お金との付き合い方を伝授します！

シリウスの
どこが好き？

6～7
月

＊海に行きたい！
＊おじいちゃん・おばあちゃん家に行きたい！
＊遊園地に行きたい！
＊プールに行きたい！
＊ディズニーランド（ディズニーシー）に行きたい！

この夏は
どこに行きたい？

8～9
月

この秋に
読みたい本は？

10～11
月

健康都市大学  風水害における避難所運営ゲーム● 2/22（土） 13:30～16:00／問046-267-2027

健康都市大学  火の効用、火の災害～火の正しい扱い方を知ってほしい● 1/21・28（火） 14:00～16:00／問046-269-0411

健康都市大学  絵図・地図からたどる災害の歴史● 1/20・27（月） 15:00～17:00／問046-275-0088

渋谷学習センター

桜丘学習センター

つきみ野学習センター
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★★★＝体験コーナーを予定している団体です。
※事前予約不要　

生涯学習センターまつりって何？

日　時／2020年2/15土・16日 10：00～17：00(16日の展示は16：00まで)
大和市生涯学習センターまつり

第32回

場　所／文化創造拠点シリウス 6階・1階

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。
当日は作品や発表を見るだけではなく、実際に活動を体験することもできます。

普段皆さんがどのような活動をしているのか、ぜひご覧ください！

2日間
入場無料

今年度で32回目を迎える生涯学習センターまつり。
実行委員長の髙野さんに、今年のセンターまつりのおすすめについてお話をお伺いしました。

今回は何が違う？！それは、多彩な体験コーナーが用意されているところです。
“見て感じてそして、触って実現（体験）してみる”作った作品をお持ち帰りできるサークルもございます。

等がございます。是非ご来場のうえトライして頂ければと思います。それともう一つのお勧めは、
初の試み！昨年10月に行われた光丘中学校の生徒の皆さんによる文化祭の作品展示です。
壁新聞では興味深いテーマが掲示されています。他校の皆さんも、お父さんお母さんも、ぜひご覧下さい。

❶編み物・布と針で小物を…癒し系　❷石材印刻・木地彫刻…繊細系 ❸着付…麗し系
❹ダンス・エクサ・歌唱…躍動系 ❺親子で絵本…ほのぼの系 ❻盆栽…庭いじり系  

実
行
委
員
長
●
髙
野
勝
廣
さ
ん

6階 生涯学習センター 展 示

日本ボーイスカウト
神奈川連盟県央地区大和第3団

ロープワーク（組みひも）。
キーホルダーや携帯にいかがですか？

趣希の会木ノ葉サークル
小物を編んでみましょう。

つくった作品はお持ち帰りできます。

【出展サークル】 
★趣希の会木ノ葉サークル/★大和篆刻の会
★大和北部おやこ劇場・大和南部おやこ劇場
あみあみサークル/さくらんぼ
大和地区日中友好協会/★木曜クラブ
S.B.くらぶ未来/★和装の会
ハッピークラフト/光丘中学校
★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

1階 ギャラリー展 示

小品盆栽愛好会
育て方の相談を受けます。剪定針金かけの体験。

体験した苗木はプレゼントします。

光丘中学校
中学生の作品を展示します。

【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/第二文化会/中央水墨会
文化会/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

おどりのわ
日本舞踊 おどりに関する
クイズをやります。

1階 サブホール発 表

公益社団法人 日本吟道学院公認 緑神会
詩吟 なじみのある歌・民謡・新体詩など
みんなで一緒に唄い、新しい詩吟を

楽しんでいただきます。

【出展サークル】 
学団シ劇/★おどりのわ/みゆき会/邦楽倶楽部
シャイニィ フラ ブリーズ/大和映像サロン
ハナ・アロハ大和/大和ハーモニカ愛好会
パパ リコプア/Makalika大和
★ハラウ・プウヴァイ/グラン・ピー・アンド・エム
★公益社団法人 日本吟道学院公認 緑神会
★カモの会/オカリナ花音/大和ウクレレ倶楽部

大和市食生活改善推進協議会
少ない塩分でおいしい料理！
だしで旨みを引き出します。

趣味の会
ハートのオーナメントを

作ります。

カモの会
健康体操 座ったままでも

参加できます。

体験の様子を覗いてみましょう♪

初参加！



31 金
29 水 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円マルチスペース

28 火

歌って！若帰り教室 10：15 歌って若帰り教室 事務局  079-429-61611,000円・ 2,000円（月2回）マルチスペース
13：30～16：30 大和市生涯学習センター500円（全2回）610大会議室 認知症のかたに寄り添うケア～バリデーション❷〈全2回〉

①15：30 ②16：30
③17：40

NPO法人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円チアダンス レッスン ①幼児 ②低学年 ③高学年マルチスペース

第12回 Y・M・A 歌謡祭　 9：30 ヤザワミュージックアカデミー  
046-259-6508（矢澤）無料メインホール

27 月 手ぶらで参加 油絵体験（大和絵画会） 13：30 大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）材料費600円マルチスペース
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）レッスン500円・パーティ500円マルチスペース

26 日

①10：00～12：00
②13：30～15：30 大和市生涯学習センター無料612文化創造室

14：00～16：00 大和市生涯学習センター2,000円（全5回）
学生半額610大会議室 最新医療・研究の現在地❸〈全5回〉

人生100年時代、大人の男女コミュニケーション術 10：00 恋する大人たち  080-3300-8715（清水）当日3,000円マルチスペース

ユース・ウィンド・オーケストラ 第33回ウィンターコンサート　 14：00 ユース・ウィンド・オーケストラ
046-274-6935（秋山）500円メインホール

25 土

11：00～14：00 大和市生涯学習センター自宅避難に備える❶非常食とローリングストック〈全2回〉611調理実習室
第9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 無料ギャラリー
第9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
サブホール

アートマネージメント講座「魅惑の舞台技術」
①体験あり ②見学のみ

9：15～18：00
（予定）

①1,000円（保険料含む）
②無料 やまと芸術文化ホールメインホール

22 水

おこさま落語～きいて わらって やってみて！！～ ①11：00～11：50
②13：30～14：20 大和市屋内こども広場無料多目的室

10：00～12：00 大和市立図書館無料（14名）603中会議室 ストーリーテリング・ボランティア養成講座❶〈全3回〉

ふれあい「まごころ」チャリティー希望コンサート in 大和
①カラオケ発表 ②角川博＆三笠優子＆笹みどり歌謡ショー ①13：00 ②16：00 S席4,000円 ㈱レスポアール コンサート事務局

0467-72-5686（笛吹）メインホール

21 火 ママとアネシィ～キックエアロ 10：00～11：00 大和市屋内こども広場500円多目的室

1,000円（全2回）

大和おやこ劇場例会
｢茶色の朝‐明日もよろしく‐」ナラティブシアター 土の子 未定 大和おやこ劇場  090-6116-0389（杉本）200円・ 1,400円サブホール

一流学生参加3＆1パーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）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❺〈全6回〉611調理実習室

3Dプリンターを体験しよう ①午前の部 ②午後の部

13：30～16：30 大和市生涯学習センター500円（全2回）610大会議室 認知症のかたに寄り添うケア～バリデーション❶〈全2回〉

19 日
14：00～16：00 大和市生涯学習センター2,000円（全5回）

学生半額610大会議室 最新医療・研究の現在地❷〈全5回〉

第2回 たんぽぽ音楽会 14：30 500円（当日800円）たんぽぽの会  046-274-6662（石川）サブホール

第5回 大和ニューイヤーコンサート 14：00 S席3,500円・A席3,000円
 （当日500円増） 崔宗宝音楽事務所  090-3540-1793（崔）メインホール

18 土
17 金

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）健康テラス

ベビーシャワー（安定期の妊婦） 10：30～11：30 大和市屋内こども広場無料多目的室

16 木 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）マルチスペース
マルチスペース

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

ウィンナー・ワルツ・オーケストラ ～宮殿祝賀コンサート～　 19：00 6,000円 光藍社チケットセンター  050-3776-6184メインホール

市民とつくる文化芸術事業「Message ～明日を拓く～」 15：00 大和市文化振興課  046-260-5222メインホール

14 火
13 月祝

12 日

①15：30 ②16：30
③17：40

NPO法人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円チアダンス レッスン ①幼児 ②低学年 ③高学年マルチスペース

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）レッスン500円・パーティ500円マルチスペース

14：00～16：00 大和市生涯学習センター2,000円（全5回）
学生半額610大会議室 最新医療・研究の現在地❶〈全5回〉

第22回 かながわヴォーカルアンサンブルコンテスト 11：00 1,000円・中高生500円 神奈川県合唱連盟  045-681-6033メインホール

11 土
第49回大和市立図書館新春映画上映会
「風雲児たち～蘭学革命編～」 13：30（開場13：15） 無料（100名） 大和市立図書館601講習室

第4回 新春落語演芸会 13：00 500円 大和落語演芸倶楽部  090-8302-7591（河戸）サブホール

響ファミリー 新春特別公演 歌と踊りのショー 13：00 4,500円 響ファミリーオフィス  090-2537-5085（吉澤）

第22回 かながわヴォーカルアンサンブルコンテスト 11：00 1,000円・中高生500円 神奈川県合唱連盟  045-681-6033メインホール

10 金 ハッピー☆マッキー New Year Concert 2020
 ～60分間のほんの少しの贅沢を～ 19：00 2,000円

親子券3,000円（2名分）
広がれ！音の輪プロジェクト  
080-5423-1020（北嶋）マルチスペース

8 水

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無料多目的室
一流学生参加3＆1パーティ 13：15 5,000円 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）マルチスペース
歌って！若帰り教室 10：15 歌って若帰り教室 事務局  079-429-61611,000円・ 2,000円（月2回）マルチスペース

7 火

6 月

あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ（0～1歳の親子） 9：30～11：00 大和市屋内こども広場500円多目的室
げんきっこ広場

①15：30 ②16：30
③17：40

NPO法人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円チアダンス レッスン ①幼児 ②低学年 ③高学年マルチスペース

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

5 日
こどもとcomodoにコンサート ①13：00～13：50

②14：30～15：20 大和市屋内こども広場無料多目的室

げんきっこジャンボかるた大会 15：00～17：00 大和市屋内こども広場入場料げんきっこ広場

誰でもOK！自由に踊る♪「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）当日1,000円マルチスペース
石川ファミリーアンサンブル 第90回チャリティコンサート 10：00 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055（石川）無料マルチスペース

4 土 1月はカルタで遊ぼう！新春カルタ大会！ 13：30～14：00 大和市立図書館健康テラス 無料（先着16名）
2 木 お正月にやってみよう！百人一首 13：30～14：00 大和市立図書館健康テラス

6

無料（先着16名）

ニューイヤーコンサート《ウィーンの花束2020》
福島章恭コンサートシリーズvol.1 13：30 2,500円 かもっくす音楽舎  042-799-0182（福島）メインホール

メインホール

日程 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EVENT CALENDAR 20201月



29 土

28 金

27 木

26 水

24 月
振休

23 日祝

22 土

21 金

20 木

19 水

18 火

17 月

16 日
15 土
11 火祝

10 月

9 日

8 土

7 金

5 水

4 火

3 月

10：00～12：00 大和市生涯学習センター　 もしもあなたが被災したら…。誰でもできる！
大切なあなたとわたしのこころの応急手当❶〈全2回〉 500円（全2回）610大会議室

13：30（開場13：15） 大和市立図書館第50回大和市立図書館映画上映会『幸せのレシピ』 無料（100名）601講習室

米良美一ミニトークショー わたしを支えたあの本この本 11：00～11：40 大和市立図書館無料（43名）
申込受付1/20（月）～健康テラス

米良美一講演会＆ミニコンサート 波乱万丈物語 ～未来へ向けて 15：00 やまと芸術文化ホール2,000円サブホール

15：00 やまと国際オペラ協会  046-272-1885（はせべ）やまと国際オペラ協会設立5周年記念コンサート
Don Giovanni (highlights) & Requiem 4,000円メインホール

10：00～12：00 大和市立図書館無料（14名）603中会議室 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3/10（火）実施

春の手形アート ワークショップ ①9：50 
②10：30

palette-kids arts and crafts- yokohama
050-7116-7331

当日1,500円程度
（コースにより異なる）マルチスペース

手ぶらで参加 油絵体験（大和絵画会） 13：30 大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）材料費600円マルチスペース
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

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❻〈全6回〉611調理実習室
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円マルチスペース
大和スマイル合唱団 10：00 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）マルチスペース

ことのねの輪 ひとりの小さな朗読会 14：30 無料 ことのねの輪  090-1887-4967（遠藤）マルチスペース
人生100年時代、大人の男女コミュニケーション術 10：00 当日3,000円 恋する大人たち  080-3300-8715（清水）マルチスペース
大和おやこ劇場例会「12月のたき火」 人形劇団プーク 14：30 大和おやこ劇場  090-6116-0389（杉本）200円・ 1,400円メインホール

神保彰 ワンマンオーケストラ2020 ～YAMATO de JIMBO～ 17：00 4,000円（整理番号付/自由席） やまと芸術文化ホールサブホール

13：00 やまと芸術文化ホール神保彰 ワンマンオーケストラ2020 ～YAMATO de JIMBO～
関連企画 ドラムワークショップ

先着制のため
要問合せサブホール

ホワイエコンサート特別公演 須関裕子 ピアノ・リサイタル 13：00～13：45 無料 やまと芸術文化ホールサブホール
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！」ふゆぐみ❷〈全3回〉 500円（全3回）601講習室

誰でもOK！自由に踊る♪「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）当日1,000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

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

10：00～12：00 大和市屋内こども広場子育て＆マネー講座
～子どもの才能発見と子育てのハッピーマネーお勉強会～ 無料多目的室

10：00～12：00 大和市生涯学習センター　 やまと生涯学習ねっとわぁく制度 おためし講座
アクリル毛糸でつくるエコたわし❶〈全2回〉 無料610大会議室

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

医療・介護・保育のおしごとカフェ＠大和 11：00 無料 ユメックス株式会社 相談窓口  0120-40-3750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　 やまと生涯学習ねっとわぁく制度 おためし講座
こころを届けるほのぼの筆文字 無料609小会議室

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

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）各500円マルチスペース

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円多目的室
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）健康テラス

大和市 防火・防災 講演会 10：00 大和市危機管理課  046-260-5777無料メインホール
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円マルチスペース

手ぶらで参加 油絵体験（大和絵画会） 13：30 大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）材料費600円マルチスペース
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）各500円マルチスペース

14：00～16：00 大和市生涯学習センター2,000円（全5回）
学生半額610大会議室 最新医療・研究の現在地❺〈全5回〉

第11回 ふれあい舞踊祭 10：30 宗柳流みゆき会  046-262-0085（宗柳）無料メインホール
13：00～15：00 大和市生涯学習センター自宅避難に備える❷防災備蓄のコロモガエ〈全2回〉610大会議室 1,000円（全2回）

横隔膜を鍛える～腹式散歩 10：00 FSウォークの会  090-9293-0264（川﨑）当日300円マルチスペース
小曽根真×児玉桃 スペシャルコンサート 14：00 やまと芸術文化ホールS席4,000円・A席3,000円メインホール

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！」ふゆぐみ❶〈全3回〉 500円（全3回）601講習室
セレンディピティ大和 大人の文化祭 10：00 セレンディピティ大和  046-264-8757（井上）無料（一部要予約）マルチスペース
ピアノ伴奏で懐かしい曲を歌う会 13：20 もみじ  080-5957-9873（佐川）1,000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

公益社団法人 大和法人会 大和6支部主催 新春講演会 18：30 （公社）大和法人会 大和6支部  
080-4290-8033（高下）無料サブホール

9：30～11：00 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（1～2歳の親子） 500円多目的室
げんきっこ広場

11：00～13：00 大和市屋内こども広場集合！いつもの広場がちょっとちがう！ 入場料げんきっこ広場

2 日

1 土

マイソングの会 13：30 当日1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）
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）各500円

14：00～16：00 大和市生涯学習センター2,000円（全5回）
学生半額最新医療・研究の現在地❹〈全5回〉

令和元年度
健康都市やまとフェア×未病を改善する県民フォーラム 講演会

歩き続ける力 ～人生のエベレストを目指して～
13：00

大和市政策総務課  046-260-5327（春馬）

無料（要整理券）

令和元年度
健康都市やまとフェア×未病を改善する県民フォーラム

 ニュースポーツ体験・歩行姿勢チェック
10：00 無料

令和元年度
健康都市やまとフェア×未病を改善する県民フォーラム 展示
市･県関連団体の健康づくりの取組みに関する展示

10：00～16：00 無料

シリウス累計来館者数1,000万人達成記念イベント 13：30 大和市図書･学び交流課  046-259-6105（岡崎）無料

マルチスペース
マルチスペース

610大会議室

メインホール

マルチスペース

ギャラリー

メインホール
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日程 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
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大和市立図書館
月～土 9：00～21：00
日・祝 9：00～20：00

本のまくら～書き出しで選ぶ1冊～
大人向け 30冊4階 展示コーナー

大和市こども・青少年課育成係
046-260-5224（吉江、曽根、中野）2/20（木）～22（土） 10：00～16：00（初日14：00～）大和市児童館作品展ギャラリー

大和市生涯学習センター
15日 10：00～17：00

16日 舞台発表 10：00～17：00
16日 作品展示 10：00～16：00

大和市文化振興課  046-260-52222/4（火）～9（日） 10：00～18：00（最終日～17：00）第9回 YAMATOイラストレーション
デザインコンペ入選作品展

090-6657-5274（滝口）1/26（日）～31（金） 10：00～17：00（初日13：00～）第一美術協会 湘南支部 新春展

（一社）神奈川県建築士事務所協会 
大和綾瀬支部  046-274-9277（江村）1/18（土）～19（日） 18日 12：00～17：00

19日 10：00～17：00第3回 建築しごと展

手作りの会  080-3258-1700（菅野）1/12（日）～13（月祝） 12日 11：00～17：00
13日 10：00～17：00

ギャラリー

1/2（木）～13（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

3階こども図書館
カウンター横

2/15（土）～16（日） 第32回 大和市生涯学習センターまつり6階生涯学習センター
ギャラリー・サブホール

ギャラリー

ギャラリー

ギャラリー 手作り・雑貨＆クラフトフェア 販売会

ちびっこ広場①1/31（金）・②2/29（土） 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①1/2（木）・②2/2（日） 9：00～11：00おたんじょう会
（①12・1月生まれのお友だち ②1・2月生まれのお友だち） 入場料

多目的室
げんきっこ広場1/15（水）・2/23（日祝） 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

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1/30（木）・2/13（木） 10：30～11：30 500円Okie-Dokie music 英語リトミック

多目的室1/27（月）・2/10（月）・3/10（火） 10：00～11：30おやこのちがいを発見！
赤もち診断 ～みんなちがって、みんないい～〈全3回〉 各回500円

多目的室1/31（金）・2/28（金） 13：30～15：00 無料とこたん（9～12ヶ月の赤ちゃん）

多目的室1/17（金）・2/14（金） 13：30～15：00 無料まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん）
多目的室1/16（木）・2/20（木） 10：30～11：30森のくまさん 無料
多目的室1/10（金）・2/7（金） 13：30～15：00 無料にこにこたまご～ふたごちゃん・みつごちゃん あつまれ！！

【 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1/20（月）・2/17（月） 10：00～11：30 300円ダイヤモンド（乳幼児を持つ母親）
多目的室1/24（金）・2/21（金） 13：30～15：00 無料ころたん（5～8ヶ月の赤ちゃん）

多目的室
①1/4（土）・1/18（土）
　2/1（土）・2/15（土）
②1/19（日）・2/2（日）・2/16（日）

10：00～11：30 無料 　親子でものづくり教室
（①3～5歳の親子 ②6歳～小2の親子）

大和市
屋内こども広場

会場開催日 イベント名 時間 料金 お問合せ

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。

1/22（水）・2/26（水） 11：00～11：20親子で楽しむおはなし会
1/20（月）・2/17（月） 11：00～11：20シリウス赤ちゃんおはなし会
1/18（土）・2/15（土） 14：00～14：20シリウス親子のおはなし会
1/8（水）・2/12（水） 15：30～16：00ひとりできける子のおはなし会
1/7（火）・2/4（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

1/5（日）・2/2（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

（9時～21時　日曜・祝日は20時まで）

こんにちは、広報誌「YAMATOMIRAI」編集部の若鍋です。オリン
ピックイヤーとなる2020年は、日本にとってまたとない特別な年と
なります。荘厳に燃える聖火の元で、様々な競技の選手達が綺羅星
のように輝きます。そんな選手達のように、前を向いてきらめいて。
シリウスは、頑張るあなたを2020年も応援します！（若鍋）

編 集 後 記

＝要事前申込＝健康都市大学3階屋内こども広場　定期イベント1月 2月

3階こども図書館　おはなしのへや　おはなし会 【入場無料】
1月 2月

今 月 の 表 紙

［コメント］はじめまして。2020年の1年間、広報誌の
表紙イラストを担当させていただくことになりました。
シリウスの活動や建物のことを知り、素敵だなと思い
ました。皆様に楽しんでもらえるような表紙になるよう
がんばります。どうぞよろしくお願いいたします。

イラストレーター。制作会社等を経て2006年より
フリーランスで活動。主にPhotoshopで制作し、
雑誌、書籍、広告、Webなどさまざまな媒体に描く。
人物、風景、イメージイラストなどを得意とする。
ラジオと図書館が好き。

秋葉 あきこ さん

開催期間 イベント名 時間会場 お問合せ
期間イベント 【入場無料】1月 2月

掲載されている内容は、2019年12月13日現在の情報です。
次号は、2020年2月下旬発行予定です。

ご存知でしたか？
季節の飾りつけTOPICS

シリウスでは、季節ごとに館内の
装飾を変えています。お正月には
門松、ひな祭りにはひな壇、クリ
スマスには大きなツリーと、館内にいながらも皆様に季節
を感じていただけるよう工夫しています。2020年はどんな
飾りつけかな？ぜひチェックしてみてくださいね！
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編集発行：指定管理者やまとみらい
〒242-0016 
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