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春の訪れを生演奏と一緒に感じましょう♪
小さなお子さまから大人まで、気楽（＝comodo）に参加できる
コンサートです。弦楽器の生演奏を聴いて、触れて、親子で楽し
んでみませんか？
ただ聴くだけではなく、楽器に触れる体験の場もありますので、
親子の思い出づくりにも最適です！

こどもと
comodoに
コンサート

ⒸHikaru Hoshi

【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】3階屋内こども広場カウンターまたは259-7592まで

3/22（日） ❶10：00～10：50
 ❷11：20～12：10

【会場】1階芸術文化ホール　メインホール 
【出演】ズーラシアンブラス、水戸博之（指揮） 東京交響楽団
【問合】１階芸術文化ホール事務室または263-3806まで

3/7（土）  14：00（13：30開場）  ※休憩なし約70分 予定枚数終了

本物の音を、幼いうちに

子どもの成長の過程で音や音楽に触れることは非常に大切、と
はよく言われることです。それが良い音であればあるほど、接す
るのが早ければ早いほど、子どもの世界は大きく広がるのでは
ないでしょうか。
そこでご紹介したいのが、3月7日（土）開催の「0歳からのオー
ケストラ」。東京交響楽団と動物たちが結成する金管五重奏団
「ズーラシアンブラス」が協演する、0歳からご入場いただけるコ
ンサートです。実は「ズーラシアンブラス」の動物たちは、著名
オーケストラの団員や国内外のコンクール入賞者をそろえたエ
リート集団。そして東京交響楽団は言わずと知れた日本のトップ
オーケストラの一つです。彼らの届ける一流の音を、音響に定
評のあるホールで楽しんでいただけるのがこのコンサートです。
とはいえ、かた苦しいものではありません。演目はどこかで聴い
たことのあるものばかり。オペラ「カルメン」の前奏曲、スタジオ
ジブリ作品「となりのトトロ」より『さんぽ』など、楽しい曲を集め
ました。多少の泣き声はお互いさま！コンサートは初めてという
お子さまでも気軽にご参加いただけます。
この春、お子さまにぜひ本物の音を。素敵な音楽のプレゼント
を届けてみませんか？

０歳からのオーケストラ ～ズーラシアンブラス meets 東京交響楽団

春うららかに

家族でいっしょに音楽を

寒い冬が終わると、やわらかな春の日差しを受けて草木が萌え出します。

そんな息吹を感じていると、心がうきうきとして、思わず出かけたくなりますね。この春は、桜色に染まる空を見上げながら、

親子で音楽を楽しんで、本を片手に飛び出しましょう！私たちは、シリウスで皆さんをお待ちしています。

【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】❶受付中  ❷3/12（木）10：00より
【問合】3階屋内こども広場カウンターまたは259-7592まで

毎月開催♪
英語×音楽でリトミック！
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！

Okie-Dokie music 
英語リトミック

健康都市大学

❶ 3/5（木）・❷ 4/12（日）  10：30～11：30



「なつかしのあそびをたのしもう」が隔月開催に！
来年度から、新企画「うたごえ喫茶」と交互に開催します！！

ふんわりと桜色

なつかしのあそびをたのしもう

その使い方は本当に誤用？

時代や世代によって、その意味や使い方が微妙に変化し続けて
いる日本語。本講座では、長年辞書編集に関わってきた講師が、
辞書編集者をも悩ませる、変化し続ける日本語をどう考えるべき
か、文献に残された具体例を示しながら解説します。さらには、
日本語の面白さ、ことばへの興味が増す辞書との付き合い方な
ども紹介します。

生演奏で楽しくストレッチ＆リラックス♪

生演奏によるリズム脳トレを楽しみながら、
自分の体のイマを知ってセルフマッサージ、
アクティブストレッチをしてみませんか？

女性のための
Live Body メンテナンス

【会場】3階屋内こども広場　多目的室
【対象・定員】女性／各回先着16名　
【参加費】500円　【申込】2/21（金）10：00より
【問合】3階屋内こども広場カウンターまたは259-7592まで

【会場】4階図書館 健康テラス　
【対象・定員】どなたでも　
【料金】無料　【申込】不要
【問合】4階図書館健康カウンター
 または263-0211まで

第2日曜日  13：30～15：00
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毎月第2日曜日に開催している「なつかしのあそ
びをたのしもう」が4月から新しくなります。身近
なものを使って、簡単な遊び道具を作ります。最
後にみんなで一緒に歌も歌いましょう！もちろん、
お手玉やおはじき、こまなどなつかしのおもちゃ
もご用意していますので、一緒に遊びましょう。
また、5月からの奇数月には「うたごえ喫茶こも

れび」がオープン！
本物の喫茶店ではないので、飲食物の提供はあ
りませんが、水筒に好きな飲み物を入れてご持参
いただいてもＯＫ！歌に自信がなくても大丈夫。
音楽に合わせてみんなで歌えば楽しいですよ♪
リラックスした雰囲気で歌いましょう！

【会場】3階屋内こども広場　多目的室
【対象・定員】6歳～小学2年生の親子／先着10組　【参加費】無料
【問合】3階屋内こども広場カウンターまたは259-7592まで

3/8（日）  10：00～11：30

辞書編集者が語る 
日本語あれこれ

健康都市大学

がんばりすぎない離乳食づくりと
わが子にあった食べさせ方

離乳食は特別なものではなく、家族の食事の延長です。赤ちゃん
の気持ちやペースに寄り添って、家族一緒に楽しくいただきましょう。
子育て中のこの時期に、食の基本をもう一度考えてみませんか？

おとなのごはんと一緒につくる

取り分け離乳食

健康都市大学

親子で一緒に思い出のものづくり！

「季節を考えながら」「入手しや
すい材料で」「親子で一緒に」
つくれるものづくり教室。
3月のテーマは「思い出を飾ろ
う写真立て」です！

親子でものづくり教室
健康都市大学

【会場】6階生涯学習センター　611調理実習室 
【対象・定員】市内在住・在勤で0歳児をお持ちの親子、
  　  妊娠中の方／先着16組
【講師】はた ともみ（ここちえのき主宰）　
【参加費】500円（全2回分・材料費込）
【持ち物】筆記用具　【申込】3/15（日）10：00より
【保育】要予約　1歳以上未就学児（若干名）ひとり500円／回
【問合】6階生涯学習センター窓口または261-0491まで

4/6・27（月）  10：00～12：00 全2回

【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　
【講師】神永 曉（辞書編集者）　【参加費】500円（全3回分）　
【申込】3/20（金・祝）10：00より
【問合】6階生涯学習センター窓口または261-0491まで

4/9・16・23（木）  13：30～15：00 全3回

3/23（月） [初級] 9：50～10：50
  [中級] 11：00～12：00



13歳からのハローワーク～AI時代の未来予想図
健康都市大学

イラスト：はまのゆか

作家・村上龍のベストセラーから
飛び出した講座です！

好奇心や興味を起点に職業を連想してつなぐ
「お仕事マップ」をつくり、未来の仕事について
考えます。作家・村上龍のベストセラー『13歳
のハローワーク』から飛び出した、将来の仕事の
選択肢が広がるワークショップです。
さらに、6階のぷらっと大和では514の職種がひ
と目でわかる「13歳のハローワークマップ」を掲
示しています。見に来てね！

【会場】6階生涯学習センター　601講習室 
【対象】市内在住・在学の新中学1～3年生、内容に興味のある学生
【定員】30名（定員を超えた場合は抽選）
【講師】13歳のハローワーク公式サイト編集部　【参加費】無料
【申込】窓口または官製はがきに講座名、住所、氏名（ふりがな）、
 学校名/学年、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。
 3/7（土）必着。※はがき1枚につき1名の申込
【問合】6階生涯学習センター窓口または261-0491まで

3/31（火）  10：00～12：00

募集 講座に協力してくださる社会人ボランティアも募集します。詳細はお問い合わせください。

どうやって見ればいいの?  現代アートの読み解き方

大和こども市民大学

現代アートへの道
─古今東西から線をつなぐ─

やまとみらいカレッジ 健康都市大学

【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
 　　  50名（定員を超えた場合は抽選）　
【参加費】2,000円（全5回分） ※学生半額
【申込】窓口または官製はがきに、
 講座名、住所、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へ。
 3/21（土）必着。※はがき1枚につき1名の申込
【問合】6階生涯学習センター窓口または261-0491まで

I N T E R
V I EW 今年度初回のやまとみらいカレッジでは、「現代アート」をとりあげます。

講師をご担当いただく、藤井匡先生にお話しを伺いました。
ただす

美術評論家／東京造形大学准教授
九州大学文学部卒業後、山口県宇部市の学
芸員として野外彫刻の展覧会などを担当。そ
の後、フリーのキュレーターとして日本各地での
展覧会などに携わる。現在は東京造形大学附
属美術館の企画展も手掛けている。著書に『現
代彫刻の方法』（美学出版）、『公共空間の美
術』『風景彫刻』（ともに阿部出版）など。

PROFILE 藤井 匡 さん
ただす

❶4/12 芸術家って職業？生き様？
❷4/26 誰のもの？個人コレクションと美術館
❸5/17 不動産なアート　氷河期からのスタート
❹5/31 アートとされるもの、されないもの
❺6/14 アートの夢見る社会の姿

全5回／いずれも 日曜日  14：00～15：40 

Q1●「現代アート」というと難しいイメージですが、美術や
歴史の勉強をしないと理解できないものなのでしょうか?

　そんなことはないでしょう。そもそも、美術鑑賞とは正解探
しのためにやるものではないので。アーティストたちも作り手
の考えとは違った、鑑賞者の自由な解釈を面白がってくれる
ところがあります。ただ、いきなり「自由に」と言われても戸惑っ
てしまいますよね。そうした時に、美術や歴史の知識はとて
も役に立ちます。現代アートが難しいと思われているとすれば、
それはきっかけがつかめないから。今回の講座では、そのきっ
かけをつくりたいと思っています。

Q2●先生が感動した現代アートの作品はありますか?

　あまりないかな……鈍いんでしょうね（笑）。私の考える美
術鑑賞の面白さは、むしろ、ちょっとしたきっかけで同じ作品
が大きく違って見えることにあります。アーティストの些細な一
言であったり、他の鑑賞者の予想外の行動であったり。美術
評論を書くこともありますが、その文章を読んだ人にとって、
作品の見え方が変わることがあれば嬉しいと思っています。
あと、美術館のコレクション展示を見るのが好きなのも、作
品の印象が見る度に変わるのが面白いからです。

Q3●４月から始まる現代アートの講座の見どころを教えて
ください。

　今回はできるかぎり古今東西のアートを比較しながら見て
いきたいと思っています。全然違うように見えるもの同士の共
通点や、同じように見えるもの同士の相違点をひとつのきっ
かけにしたいと考えているからです。逆に、現代アートを通し
て、古い時代のアートを新鮮な目で見ることができたら面白
いとも思っています。

4



ページが破れたり、外れたり･･･
そんな傷んでしまった図書館の本の修理を
体験してみませんか？

本を持って出かけよう

本の修理講座

読み聞かせを楽しみ、
絵本に出てくるお料理にチャレンジ！
親子で楽しく作って食べよう♪

小さいころに大好きだったあの絵本。おいしそうなお料理が出
てきたっけ。どんな味がするのかな？食べてみたいな。自分で
作れるのかな？…皆さんは、そう思ったことありませんか？
この講座では、そんな絵本に登場する料理を親子で作ります。
絵本を読む楽しみ、自分で作って食べることの楽しみ、親子で
体験してみませんか？
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傷んでしまった本を修理して、また利用できるようにするのも
図書館の大切な仕事の１つです。講座では、図書館員が丁
寧にお教えしますので、経験者の方
はもちろん、初心者の方も大歓迎で
す！お気軽にご参加ください。

いざ行かん、まだ見ぬ桜の旅へ

この春のオススメ本

『日本のたしなみ帖 桜
春を告げる日本の象徴』

日本の春といえば、「桜」を思い浮かべる人が
多いのではないでしょうか。この本は、桜が日
本人に親しまれてきた歴史から、和歌や伝統芸能、和菓子、名所・名
木など、文化・芸能の視点から桜を紹介する1冊です。今まで知らなかっ
た桜の新しい魅力を発見できますよ！桜待つこの季節、一足先にまだ見
ぬ桜の旅に出てみませんか。

【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】不要
【問合】4階図書館健康カウンターまたは263-0211まで

【著者】『現代用語の基礎知識』編集部/編　
【出版社】自由国民社（2015年）  
【請求記号】627.7/サク/　【場所】5階南東

【会場】6階生涯学習センター　611調理実習室
【講師】隅 弘子（管理栄養士・こども成育インストラクター）
【対象】小学生とその保護者（保護者の参加は１名まで）
【定員】12組（定員を超えた場合は抽選・市内在住者優先）
【料金】無料　【持ち物】参加者の方に別途お知らせします。
【申込】3/1（日）までに3階こども図書館カウンターに
 直接来館、または電話にてお申込みください。
【問合】3階こども図書館カウンターまたは263-0211まで
※使用食材（食物アレルギーに関する）についてはお問い合わせください

　3年前に大病を経験し、どん底の
毎日でした。前向きに行かなくては
と思っていたところ、大道芸に出会
い、夢中で挑戦しました。その結
果、イベントにも出演依頼が来るよ
うになり、自分に自信が持てまし
た。仲間もすばらしい人達で、楽し
く、病気の事は忘れていました。
　そんな時、毎月第4日曜日に健康
テラスで老若男女が集まる「出会い
と語らいの場もちより倶楽部」のイ
ベントを知りました。大道芸の道具

を持ち込み、来場者と毎回楽しん
でいます。皿回しを一回で回した人
がいて、今でも嬉しそうなお顔が思
い出されます。
　昨年12月29日には「やってみよ
う！みんなで楽しく大道芸！」のイ
ベントがあり、講師として参加しま
した。皆様のご協力をお借りして、
盛大に終わる事が出来ました。
　終わった直後、チビッコ達が飛ん
で来てくれて、「ありがとう」とハグ
してくれました。涙が出る程うれし

かったです。私の今までの人生の中
で、忘れられない最高の年となりま
した。
　シリウスの皆さん、ありがとうご
ざいました！

市民が主役！あなたも講師講座「やってみよう！みんなで楽しく大道芸！」講師

髙橋 嘉久子さん
か  く  こ

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

講座風景

3/3（火）  14：00～15：00

子ども読書活動推進事業

親子体験！シリウスで絵本Café講座
～絵本のなかにとびこんで、一緒に作ろう・楽しもう～

3/20（金・祝）  11：00～13：00



28 土 神奈川県立横浜修悠館高等学校 音楽研究部
045-800-3711（大矢）神奈川県立横浜修悠館高等学校 音楽研究部 10周年コンサート 10：00 無料サブホール

27 金

26 木

24 火

23 月

22 日

21 土

20 金祝

18 水

17 火

16 月

14 土

13 金

12 木

11 水

10 火

運動が苦手な小学生集まれ！運動能力向上教室❷〈全3回〉 低学年の部 10：30～12：00
高学年の部 13：00～14：30 大和市生涯学習センター500円

（全3回）601講習室

手ぶらで参加 油絵体験（大和絵画会） 13：30 材料費600円 大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）マルチスペース
第36回 かながわ音楽コンクール ユースピアノ部門 第1次予選 11：00 無料 神奈川新聞社  045-227-0779（塚田）サブホール
大和市立南林間中学校吹奏楽部・合唱部 スプリングコンサート 11：00 無料 大和市立南林間中学校  046-276-2500（白石）メインホール

運動が苦手な小学生集まれ！運動能力向上教室❶〈全3回〉 低学年の部 10：30～12：00
高学年の部 13：00～14：30 大和市生涯学習センター500円

（全3回）601講習室

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
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

横隔膜を鍛える～腹式散歩 10：00 300円 FSウォークの会  090-9293-0264（川﨑）マルチスペース

女性のためのLive Body メンテナンス ①初級 ②中級 ①9：50～10：50
②11：00～12：00 大和市屋内こども広場500円多目的室

国際空手道連盟 極真会館  080-9192-3739（平岡）空手の体験会 18：30 無料マルチスペース
誰でもOK！自由に踊る♪「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）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）①②500円マルチスペース

こどもとcomodoにコンサート ①10：00～10：50
②11：20～12：10 大和市屋内こども広場無料多目的室

深碧の波と風 ライアーとインディアンフルート 18：30 3,500円 ブルームーン  090-9649-4333（内藤）マルチスペース

大和ジュニア吹奏楽団
090-2147-8946（西田/平日18：00以降）大和ジュニア吹奏楽団「みんなの演奏会」 13：00 無料サブホール

木村いづみバレエアカデミー 第16回 発表会 16：30 無料（関係者のみ） 0466-26-4809（木村）メインホール
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
13：30（開場13：15） 大和市立図書館第51回大和市立図書館映画上映会「ナイトミュージアム」 無料（100名）601講習室

11：00～13：00 大和市立図書館子ども読書活動推進事業 親子体験！シリウスで絵本Café講座
～絵本のなかにとびこんで、一緒に作ろう・楽しもう～611調理実習室 無料（12組）

ラ・プリュ・ブリアンバレエ
080-2373-4088（アレクサンダー）

第13回 ル・ソレイユ・ブリアンバレエコンサート
&プチコンクール＊オートヌ2020 15：30 700円

（当日1,000円）メインホール

10：30～11：15 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
シナプソロジーで脳活601講習室

歌って！若返り教室 10：15 歌って若返り教室 事務局  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

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
国際空手道連盟 極真会館  080-9192-3739（平岡）空手の体験会 18：30 無料

無料

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）①②500円マルチスペース

10：00～12：00 大和市生涯学習センター500円（全2回）610大会議室 大切なあなたとわたしのこころの応急手当て❷〈全2回〉
昔ばなしをきく会 14：00～14：45 大和市立図書館健康テラス 無料

ECCジュニア 大和中央教室 学習発表会 14：00 ECCジュニア大和中央教室
080-5688-8852（井上）無料サブホール

第18回 花泉流舞踊発表会 10：00 無料 046-261-4132（花泉）メインホール
たまにはチョットシャンソンでも リラの物語 13：30 無料 046-274-6202（橋本）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
大和スマイル合唱団 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
こども広場のアトリエ 小麦粉ねんど 14：00～15：00 大和市屋内こども広場500円多目的室

防災げんきっこ 13：00～15：00 大和市屋内こども広場入場料げんきっこ広場
手ぶらで参加 油絵体験（大和絵画会） 13：30 材料費600円 大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）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 事務局  079-429-61611,000円・ 2,000円（月2回）マルチスペース
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  046-269-6055（石川）1,500円（学生1,100円）サブホール

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

9 月
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

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）①②500円マルチスペース
8 日 令和元年度 大和市少年消防団卒団式 13：30 無料 大和市消防本部予防課  046-260-5727メインホール
7 土 0歳からのオーケストラ  ～ズーラシアンブラス meets 東京交響楽団 14：00 やまと芸術文化ホールメインホール

6 金

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
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！」ふゆぐみ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
原 大輔さんを囲んで楽しく歌う会 10：00 無料 秋冬会  046-204-5260（カラオケ茶屋ゆう/大谷）メインホール

5 木
大和スマイル合唱団 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

4 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

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❷〈全2回〉610大会議室

3 火 あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ 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

2 月 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）①②500円マルチスペース

1 日
大和市健康づくり推進課
046-260-5804（長谷川、守屋）

Health & Beauty FESTIVAL 大和市
目指せ！内側から女子力アップ！ スポーツパフォーマンスUP↑ 13：00～16：00 無料ギャラリー

新井 千代子  言の葉によせて ～歌・奏で・舞～ 14：00 2,500円 080-1217-3807（水谷）マルチスペース

大和市音楽フェスティバル2020 13：00 大和市音楽フェスティバル実行委員会
046-204-5539（木村）無料メインホール
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3月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ



26 日
14：00～15：40 大和市生涯学習センター　 　 やまとみらいカレッジ

現代アートへの道─古今東西から線をつなぐ─❷〈全5回〉
2,000円（全5回）
学生半額601講習室

28 土

31 火

30 月

29 日

10：00～12：00 大和市生涯学習センター　 大和こども市民大学
13歳からのハローワーク～AI時代の未来予想図 無料601講習室

「サザンクロス」Jazzコンサート 14：00 もみじ  080-5957-9873（佐川）2,000円マルチスペース
大和市民吹奏楽団 第42回定期演奏会 14：00 大和市民吹奏楽団  090-1882-3835（小榑）無料メインホール

24 金
18：30（開場18：15） 大和市立図書館第52回大和市立図書館映画上映会「猫侍」 無料（100名）601講習室

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

23 木
13：30～15：00 大和市生涯学習センター辞書編集者が語る 日本語あれこれ❸〈全3回〉 500円（全3回）610大会議室

空手稽古 18：15 国際空手道連盟 極真会館  080-9192-3739（平岡）無料マルチスペース
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

22 水

21 火

20 月

アテンダントと踊る 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 事務局  079-429-6161マルチスペース 初回のみ教材費1,000円
　 2,000円（月2回）

新神奈川音楽友の会 春の歌謡コンサート 10：30 新神奈川音楽友の会  090-2537-5085（吉沢）2,000円サブホール
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

ハイシー icco-fes2020春 in 大和市文化創造拠点シリウス 10：30～16：30 ハイシークリエーション  090-5764-2209（佐藤）無料ギャラリー

特定非営利活動法人 やまとスポーツマネジメント
080-4631-5820（神戸・金子）チアダンスプログラム ①幼児 ②低学年 ③高学年マルチスペース

空手稽古 18：15 国際空手道連盟 極真会館  080-9192-3739（平岡）無料マルチスペース
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）1,000円マルチスペース
簡単ダンス講習会とダンスパーティ 9：15 SSJD  090-1738-2540（山﨑）講習会・パーティ ともに500円マルチスペース

19 日 13：00 やまと芸術文化ホールオフ・ブロードウェイ・ミュージカル
「Forever Plaid／フォーエヴァー プラッド」メインホール

18 土
14：00～16：00 大和市生涯学習センターいま、知りたい！スマホ決済 無料610大会議室
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

簡単ダンス講習会とダンスパーティ 9：15 SSJD  090-1738-2540（山﨑）講習会・パーティ ともに500円マルチスペース

16 木
13：30～15：00 大和市生涯学習センター辞書編集者が語る 日本語あれこれ❷〈全3回〉 500円（全3回）610大会議室

空手稽古 18：15 国際空手道連盟 極真会館  080-9192-3739（平岡）無料マルチスペース
一流学生参加 3＆1ダンスパーティー 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

15 水 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

14 火 ①15：35 ②16：30
③17：40

特定非営利活動法人 やまとスポーツマネジメント
080-4631-5820（神戸・金子）ともに5,000円

①15：35 ②16：30
③17：40 ともに5,000円

チアダンスプログラム ①幼児 ②低学年 ③高学年マルチスペース

13 月
女性のためのLive Body メンテナンス ①初級 ②中級 ①9：50～10：50

②11：00～12：00 大和市屋内こども広場500円多目的室

空手稽古 18：15 国際空手道連盟 極真会館  080-9192-3739（平岡）無料マルチスペース

12 日

11：00～13：00 大和市屋内こども広場いつもの広場がちょっと違う！げんきっこのイースター 入場料げんきっこ広場

14：00～15：40 大和市生涯学習センター　 　 やまとみらいカレッジ
現代アートへの道─古今東西から線をつなぐ─❶〈全5回〉

2,000円（全5回）
学生半額601講習室

令和2年度 大和市少年消防団 入団式 13：30 大和市消防本部予防課  046-260-5727無料メインホール

11 土 やまと子どもミュージカル 15周年記念公演「桃太郎！」 ①12：30
②16：30

やまと子どもミュージカル父母会
080-4944-6260（木下）

指定席2,000円・自由席前売1,300円
当日1,500円（一部指定 自由席有）メインホール

9 木

13：30～15：00 大和市生涯学習センター辞書編集者が語る 日本語あれこれ❶〈全3回〉 500円（全3回）610大会議室
空手稽古 18：15 国際空手道連盟 極真会館  080-9192-3739（平岡）無料マルチスペース

大和スマイル合唱団 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  03-6304-01613,000円・ 3,000円（月2回）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

九十九太一 エレキチェロコンサート 15：00 2,500円 ギャラリーおがわ 046-267-0077（小川）サブホール
Easter Cantata ①14：00 ②19：00 劇団麦わら帽子  03-3205-7720無料メインホール

8 水

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

歌って！若返り教室 10：15 歌って若返り教室 事務局  079-429-6161マルチスペース

うた友倶楽部 第4回カラオケ大会 11：00 無料 宮川たかし音楽事務所  046-295-6491（宮川）サブホール

7 火 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 500円多目的室
げんきっこ広場

6 月 10：00～12：00 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〉 500円（全2回）611調理実習室
5 日
4 土

大和おやこ劇場例会「春でもないのに」劇団鳥獣戯画 大和おやこ劇場  090-6116-0389（杉本）18：30 200円・ 1,400円メインホール
11：00～13：00 大和市屋内こども広場花まつり 入場料げんきっこ広場

3 金 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
空手稽古 18：15 国際空手道連盟 極真会館  080-9192-3739（平岡）無料マルチスペース

大和スマイル合唱団 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  03-6304-01613,000円・ 3,000円（月2回）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

国際空手道連盟 極真会館  080-9192-3739（平岡）空手の体験会 18：30 無料マルチスペース

ウイスタリアピアノ 046-261-6823（斉藤）ウイスタリアピアノ おんがくまつり ①12：30 ②13：30
③16：00

①②500円 
③700円（当日1,000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）①②500円マルチスペース

聖セシリア女子中学校・高等学校
046-274-7405（野村・青木）

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2020 13：30 無料メインホール

運動が苦手な小学生集まれ！運動能力向上教室❸〈全3回〉 低学年の部 10：30～12：00
高学年の部 13：00～14：30 大和市生涯学習センター500円

（全3回）601講習室

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）3,000円マルチスペース

7

＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費＝年会費

3月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

2 木

4月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

初回のみ教材費1,000円
　 2,000円（月2回）



大和市屋内こども広場

4/25（土） 14：00～14：30シリウスこどもの読書週間
とくべつおはなし会

4/8（水） 14：30～15：00みんなでたのしむおはなし会

ギャラリー
ギャラリー
ギャラリー

ギャラリー

ギャラリー

サブホール

ギャラリー

ギャラリー

ちびっこ広場3/31（火） 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3/2（月） 13：00～15：00 入場料おたんじょう会（2・3月生まれのお友だち）

多目的室
げんきっこ広場3/14（土）・4/25（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3/19（木）・4/16（木） 10：30～11：30 無料森のくまさん
多目的室3/16（月）・4/20（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3/15（日）・4/3（金） 10：30～12：00 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！！

多目的室①3/13（金）・②4/17（金） ①13：30～15：00
②10：30～11：30ころたん（5～8ヶ月の赤ちゃん） 無料

多目的室
①3/7・3/21（土）
②3/8（日）
③4/18（土）・4/19（日）

10：00～11：30 無料

多目的室①3/6（金）・②4/10（金） ①13：30～15：00
②10：30～11：30 無料まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん）

無料 大和フォトクラブ  090-9852-3897（古谷田）4/22（水）～26（日） 9：00～18：00（初日13：00～）第34回 大和フォトクラブ写真展
無料 大和市書道連盟  046-276-8751（鈴木）4/16（木）～20（月） 10：00～17：00（最終日～15：00）第12回 大和市書道連盟展
300円 080-4052-4044（板垣）4/11（土）～13（月） 9：00～16：00（初日13：00～）第2回 繋ぎ折り鶴「絆」

無料 秀ひろ会（大和民謡舞踊連盟）  
046-274-0018（土屋）4/4（土）～5（日） 10：30大和民謡舞踊連盟

第95回春季民謡舞踊発表大会

無料 花の癒し空間 フラワーエッセンス リサスタイル
090-9133-8968（石川）4/4（土）～5（日） 11：00～18：00第9回 動物愛護

ニャンコがいっぱい パステルアート展

無料 ギャラリーおがわ  046-267-0077（小川）3/16（月）～20（金祝） 10：00～18：00
（初日13：00～、最終日～17：00）

九十九 伸一「クラウドマン」展
in やまと・kanagawa

無料 株式会社カルチャー 水彩教室 アトリエ窓
042-865-0556（塩谷）3/13（金）～15（日） 10：00～18：00

（初日13：00～、最終日～16：00）塩谷 真理子 水彩展「光と影の記憶」

無料 西陣美術織全国巡回展 実行委員会  
072-808-2223（吉村）3/5（木）～9（月） 10：00～17：00（最終日～16：00）西陣美術織 若冲 動植綵絵展

多目的室3/5（木）・4/12（日） 10：30～11：30 500円Okie-Dokie music 英語リトミック

多目的室①3/27（金）・②4/24（金） ①13：30～15：00
②10：30～11：30 無料とこたん（9～12ヶ月の赤ちゃん）

30 木
空手稽古 18：15 国際空手道連盟 極真会館  080-9192-3739（平岡）無料マルチスペース

13：15 イターナルメロディ  090-7218-7315（瓜生）一流学生参加 3＆1ダンスパーティー 5,000円マルチスペース
ふるさとやまと さくらコンサート「うたまつりと映画会」 13：00 1,000円（当日1,500円）ふるさとやまと実行委員会  090-2904-3716（岡本）サブホール

29 水祝 花翠流舞踊発表会「舞への誘い」第30回記念大会 10：00 無料 046-269-4785（花翠）メインホール

28 火 特定非営利活動法人 やまとスポーツマネジメント
080-4631-5820（神戸・金子）チアダンスプログラム ①幼児 ②低学年 ③高学年マルチスペース

27 月 10：00～12：00 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〉 500円（全2回）611調理実習室

3月 4月 EVENT CALENDAR 2020 ＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費＝年会費

4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

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

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。

（9時～21時　日曜・祝日は20時まで）

＝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3月 4月

3/25（水）・4/22（水） 11：00～11：20親子で楽しむおはなし会
3/21（土）・4/18（土） 14：00～14：20シリウス親子のおはなし会
3/16（月）・4/20（月） 11：00～11：20シリウス赤ちゃんおはなし会
3/11（水） 15：30～16：00ひとりできける子のおはなし会
3/3（火）・4/7（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

3/1（日）・4/5（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

YAMATOMIRAI  vol.20　2020年 3&4月号　2020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
掲載されている内容は、2020年2月17日現在の情報です。次号は、2020年4月下旬発行予定です。

①15：35 ②16：30
③17：40 ともに5,000円

 　親子でものづくり教室
（①3～5歳の親子 ②6歳～小2の親子 ③年少～小2の親子）

開催期間 イベント名 時間 料金 お問合せ
期間イベント3月 4月

会場

3月 4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】

［作品コンセプト］今回は図書館を描きました。私がよく行く図書館も
テラス席や飲物コーナーがあり、なかなか良いと思っていましたが、今
回は負けました。シリウスの近くに住んでいたら、毎日ノートパソコン
を持って通ってしまいそうです。

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。

今 月 の 表 紙

秋葉 あきこ さん


