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今年も暑い熱い夏がやってきます。
いろいろなことにチャレンジして、遊んで、体験して、学べて、発見できる夏。

はじけるようなわくわくした気持ちを胸に、青空の下、思い切り夏を楽しみましょう！

体 験・発 見 してみよ う ♪

健康都市大学

親子で表現★わくわくキッズ大集合2020

楽しいことがいっぱい！
自分だけのわくわくを見つけよう
昨年大好評だった「親子で表現★わくわくキッズ
大集合」シリーズの第 2 弾！今回は「工作あそび」
と「絵手紙あそび」を開催します。

Ⓒzariganiworks

「工作あそび」では、自分だけの創作昆虫づくりを
体験します。公園で見つけたドングリ、捨てられな
かったビー玉やボタンなど、様々なパーツを専用の
ベースキット（虫の土台）につけて新種の虫を完

絵手紙
あそび

成させましょう。完成後には新種の虫に名前をつ
け、ブルブル震えるバトルフィールドで相撲対決！

7/23（木・祝）10：00〜11：30

作って、遊んで、交流しながら、お子さまのクリエ

❶「工作あそび」

イティブな心を育みます。

❷「絵手紙あそび」7/31（金）10：00〜11：45

「絵手紙あそび」では、実際に顔彩と筆を使い、大
切な人に贈る絵手紙づくりを体験します。合言葉
は “ヘタでいい、ヘタがいい。” 上手くできなくても、
挑戦し、体験することが大切です。
完成した作品は 6 階のぷらっと大和に展示します！
この夏の思い出をはがきに残しましょう。

親子で楽しむ

シリウス探検ツアー!（ 屋 内こども広 場 編 ）
いつものツアーとは一味違います
毎年開催している「シリウス探検ツアー」
。今回はちょっと趣向を
変えて、閉館後の夜の屋内こども広場をメインに探検します。もし
かすると、面白くてちょっと怖い…？！体験ができるかも。図書館・
ホール・学習センターもまわ
ります。お楽しみに！

7/31（金）

18：00〜20：00
【会場】全館
【対象・定員】小学生の親子／20名程度（1組4名まで）
【参加費】無料（おみやげつき）
【申込】郵便はがきに応募者全員の①名前 ②住所 ③電話番号と、
④お子さまの学年をご記入の上、
〒242-0016 大和南1-8-1 シリウス1階ホール事務室
シリウス探検ツアー担当まで。7/12（日）応募〆切。
※当日消印有効。はがき1枚につき1組の申し込み。
※応募多数の場合は市内在住者を優先のうえ抽選。
抽選結果は当落に関わらず全員にお送りします。

【問合】シリウス探検ツアー担当 259-7591まで
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工作
あそび

【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・在勤で4歳以上未就学児までの親子
先着各6組12名
【講師】❶武笠 太郎（ザリガニワークス）
❷福島 聖子（日本絵手紙協会認定講師）
【参加費】❶600円（材料費込）／❷400円（材料費込）
【申込】7/11（土）10：00より
6階生涯学習センター窓口または電話にて
【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで

読書チャレンジ！
！

「魔法のじゅうたんビンゴ」
図書館のいろんなジャンルの本を読んでみよう！
ビンゴカードに書かれた図書館の分類（ジャンル）に沿って本を
選んでね。カードはこども図書館でもらえるよ。読み終わったら
「読書メモ」に分類やひとこと感想を書こう！読書メモの枚数が
増えると、ビンゴの数も増えていくよ！できたビンゴの数でもらえ
るプレゼントが変わります。
たくさん本を読んで、読書メモをどん
どん増やして、全ビンゴをめざそう！！
★読む本は、大和市内の図書施設にある
子ども向けの本から選んでね。学校の
図書室の本は選べません。

7/18（土）〜 8/31（月） 9：00〜19：00
【会場】3階こども図書館
【対象】小学生 【参加費】無料（参加賞あり）
【申込】不要 【問合】3階こども図書館 263-0211まで

ドンな音！太鼓作り再び！

子育て&マネー講座

キッズマネースクール

作って楽しい、叩いて愉快！あの太鼓作りがまたやってきた！

お仕事ってどんなコト？知ってみよう、やってみよう！

夏といえば夏祭り！祭り囃子の楽しいメロディを耳にすると、ついつい
気分がウキウキしてきませんか？屋内こども広場では、昨年、一昨年と

パパやママがいつもしているお買い物。お金ってなんだろ

好評だった太鼓作りイベントを今年も開催します！

う？どんな風に使うのかな？

同じ太鼓をみんなで一緒に作っても、

お店屋さんごっこを通じて、お金の大切さや「ありがとう」
の

聞こえる音はちょっと違う？

気持ち、仕事の大変さを学ぼう！保護者の方々向けに、
お子

お気に入りの柄を使って、自分だけの

さまのおこづかいの考え方や、
お金についての

特別な太鼓を作っちゃおう！

ミニ講座も開催します。

❶ 8/11（火）・❷ 8/30（日）
13：00〜15：00

7/24（金・祝） 10：00〜12：30

【会場】3階屋内こども広場 多目的室
【対象・定員】小学生（1、2年生は保護者同伴）／先着10組
【参加費】500円 【申込】❶7/9（木）・❷7/30（木）10：00より
【問合】3階屋内こども広場 259-7592 まで

健康都市大学

【会場】3階屋内こども広場 多目的室
【対象・定員】4〜10歳の親子／先着10組
【参加費】無料 【申込】6/22（月）10：00より
【問合】3階屋内こども広場 259-7592まで

クリエイティブなあそびの時間

ヤマトン健康ポイント1P 対象講座

「木工作」

雑草と虫と楽しむ庭からのヒント

廃材を使って、自由なものづくりをやってみよう！

大和市桜丘のオーガニックハーブガーデンから

のこぎりやトンカチって、一体どんな構造をしているんだ

自分だけのハーブブレンド、藍の生葉染め、土の

ろう？どうやったら上手に木を切ったり、釘を打ったり

リサイクルなどの実践を通じて、
「雑」草ではなく、

できるんだろう？そんな事を考えたり実践しながら、楽

「害」虫と呼ばない、多様な生き物が集い賑わ

しい工作あそびをしませんか？

いのある庭づくりのヒントを学びます。

7/20・8/24・9/14（月）
10：00〜12：00

コレを作らなきゃダメ、なんてルールはなし！廃材を使っ
た思い思いの自由な発想で、クリエイティブ

全3回

な自分だけのものづくりをやってみよう！

【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・在学の方／先着20名
【講師】小川 穣（NPO法人日本コミュニティーガーデニング協会理事長・株式会社AGRU代表）
【参加費】1,800円（全3回分、材料費込）
【申込】6/21（日）10：00より 6階生涯学習センター窓口または電話にて
【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで

チャレンジウィーク

8/9（日） 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3〜6年生の親子／先着5組
【参加費】500円 【申込】7/9（木）10：00より
【問合】3階屋内こども広場 259-7592まで

クッキング de サイエンス

めざせ、げんきっこ広場マスター！

化学と料理って、実はとっても似ていたの！？

いつも楽しく遊んでいるげんきっこ広

いろいろな薬品を組み合わせる化学と、いろいろな食材を組み合

場の、まだまだ知らないあんなコトや

わせる料理。一見まるで違うもののように思えるけれど、実はとて

こんなコト。

も似ているのです！化学も料理も、決められた分量を使って新しい

プレイリーダーからチャレンジシートを

ものを作り出す魔法です。

もらって、親子でげんきっこ広場にあ

今回はそんな魔法を使って、プレイ

る遊具に触れて、遊んで、シールをゲット！シールをすべて集

リーダーがラムネの作り方を伝授しま

めたお友達には、“げんきっこマスター ”としての賞状をお渡し

す。化学や料理に興味のある子もな

します！

い子も、楽しめる事まちがいなし！

7/24（金・祝）〜 8/4（火） 終日開催
【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／各クール先着75組
【参加費】げんきっこ広場入場料 【申込】不要
【問合】3階屋内こども広場 259-7592 まで

8/8（土） 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（1、2年生は保護者同伴）／先着12名
【参加費】500円 【申込】7/8（水）10：00より
【問合】3階屋内こども広場 259-7592まで
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図 書 館 活用術 ＆
オススメ本の紹介
小学校
低 学 年 向け

知って嬉しい！ 調べるって楽しい！
「調べる学習」
図書館を使って身近な疑問を解決！
「空はどうして青いの？」
「セミはどうしてあんなに鳴くの？」

ば、間違った情報に翻弄されか

本を見たらいいのか分からない

ねません。

など、お気軽にカウンターでお尋

「調べる学習」は、自分で課題を

思ったことをテーマにし、本などを

見つけ、調べ 方を考え、他 者へ

「どうして？」と疑問に思ったら、ま

使って調べ、まとめる「調べる学

発信するためにまとめる力が身に

ずは調べてみましょう。きっとそれ

習」に取り組む学校が多くなって

つきます。この経験が、今後社会

が「調べる」楽しさに気づく一歩

きています。

に出て問題に直面した際、解決

になりますよ。

今はインターネットで検索すれば

するのに役立ちます。

すぐに知りたいことが分かる時代

図書館では、そんな
「調べる学習」

ですが、膨大な情報から必要か

のお手伝いをしています。何から

つ正しい情報を選ぶ力がなけれ

始めていいか分からない、どんな

『さいこうのスパイス』

おいしい料理を作るための
本当の「隠し味」は…
どんな料理を食べても「まずい」というリ
スのぼっちゃんのために、おいしい料理
を作ってほしいと頼まれたオオカミの
シェフ。自慢の料理をぼっちゃんに食べ
てもらいましたが、
「まずい」と一 言。
ショックを受けたオオカミは、どんな料理
もおいしくするという幻の草を取りに山へ向かいましたが…。
おいしい料理を作るために必要なものは、最高級の食材や調
味料なのでしょうか？
もっと大切なことがあることを教えてくれる、心温まるお話です。
【著者】亀岡 亜希子/作・絵
【出版社】PHP研究所（2013年）
【請求記号】K913/カ/ 【場所】3階北
小学校
高 学 年 向け

『二分間の冒険』

自分にとっての確かなものを探す
二分間の冒険
拾ったとげぬきを口実に授業を抜け出
した悟。保健室へ向かう途中で不思議
な黒猫ダレカに出会います。ダレカは悟
に「足の裏に刺さっているとげを抜いて」
と頼みますが、とげが見えない悟は抜く
ふりをします。ダレカに誘われ「この世
で一番確かなもの」を探す二分間の冒険の始まりです。
悟はこの二分間で、人を思いやる心、悪いことに立ち向かう勇
気を学びます。
皆さんもこの世で一番確かなものを探しに、二分間の冒険を
体験してみませんか？
【著者】岡田 淳/著 太田 大八/絵 【出版社】偕成社（1985年）
【請求記号】K913/オカ/ 【場所】3階北
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ねください。

そんな身 近な疑 問 や 不 思 議に

小学校
中 学 年 向け

※ご質問の内容によってはお答えできない
ものがあります。
（宿題やクイズの答え、
医療相談、法律・人生相談、美術品の
鑑定など）

『雨ふる本屋』

「雨ふる本屋」の雨ふる本のつくり方！
おつかいの帰り道、雨宿りにかけこんだ図
書館で、妹のサラを驚かそうとポケットに忍
ばせておいたカタツムリを落としてしまったル
ウ子。ところがそのカタツムリ、信じられない
スピードで図書館の秘密の通路をすいすい
と…たどりついた木の扉には「雨ふる本屋」
の文字が彫られていました。
「雨ふる本屋」？実はこの本屋さん、変わっているのは名前だけで
はないのです。
扉を開けて、素敵な想像の世界を冒険してみましょう！
【著者】日向 理恵子/作 吉田 尚令/絵
【出版社】童心社（2008年）
【請求記号】K913/ヒ/ 【場所】3階北

戦 後 75 周 年

『へいわってすてきだね』

へいわがずっとずっとつづきますように
「へいわってなにかな。ぼくはかんがえたよ。
」
の一文で始まるこの絵本。
沖縄県与那国島に住む小学校 1 年生の安
里有生くんが、2013 年の「沖縄全戦没者
追悼式」で朗読した詩です。平和がずっと
続いて欲しい、という強い気持ちが伝わって
きます。
絵本作家の長谷川義史さんは、この詩に感銘を受け、安里くんに
直接会いに行き絵本を完成させたそうです。詩はもちろん、長谷
川さんの書いたあとがきも心に響きます。
戦後 75 周年。子どもにも、大人にも読んでもらいたい 1 冊です。
【著者】安里 有生/詩 長谷川 義史/画
【出版社】ブロンズ新社（2014年）
【請求記号】E/ハ/ 【場所】3階南

健康都市大学

あの日に学ぶ

ヤマトン健康ポイント1P 対象講座

つなぐ、つたえる、家族の記憶
〜ファミリー・ヒストリー〜

14：00〜15：30

元TBSアナウンサーが教えてくれる、
オーラルヒストリーとは
「オーラルヒストリーは個人の記憶を記録

8/16・30（日） 全2回
久保田 智子

る、それは自分にとって誰でもなかった人

する学問的手法です。この “ 記憶 ”という

を特別な人に変え、この聞き方ができるよ

のがポイントで、歴史的に事実かどうかと

うになると、多様な視点から物事を見られ

いうよりも、その人の中で『ある出来事』

るようになると感じています。
」
（講師・談）

がどのような記憶として残り、感じながら

戦後 75 周年のこの夏、家族が今日まで

話すのかに注目して検証していきます。

紡いできた歴史を、オーラルヒストリーの

相手の気持ちに寄り添ってインタビューす

手法で記録・継承してみませんか？

健康都市大学

健康都市大学

ヤマトン健康ポイント1P 対象講座

親子で参加

もしもの時に役立つラジオについて、
作って、聴いて、考えよう！

防災はモノの備蓄だけでは
ありません

自然災害など、もしもの時に備
えてラジオを使って情報を得る

普段とは異なる状況で、互いのこころを

方法について学びましょう。

傷つけずに対応するために身につけてお

前半は FMラジオを組み立て、

くべき心構えと対応法「心理的応急処置

ハンダ付けを体験します。

（PFA）
」と、子どもの発達段階の特性や
年齢にあった「子どものための心理的応急処置」などを学びます。
私たちが少しずつ自分たちのペースで落ち着きを戻せるよう、専門家
でなくても誰もが使える、私たちのためのこころの応急手当てです。

8/22・9/5（土） 10：00〜12：00

全2回

【会場】6階生涯学習センター 610大会議室ほか
【対象・定員】市内在住・在勤・在学の方／先着20名
【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）
【参加費】500円（全2回分）
【申込】7/25（土）10：00より 6階生涯学習センター窓口または電話にて
【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで

ふくしま きよこ

福島 聖子 さん

ヤマトン健康ポイント1P 対象講座

自作ラジオで
電波〔77.7MHz〕をキャッチ！

誰でもできる！
大切 なあなたとわたしの
こころの応急手当て
もしも被災したら…

星々の万華 鏡

【会場】6階生涯学習センター
603中会議室
【対象・定員】市内在住・在勤・在学で
高校生以上の方／先着15名
【講師】久保田 智子（元TBSアナウンサー）
【参加費】700円（全2回分）
【申込】7/12（日）10：00より
6階生涯学習センター窓口
または電話にて
【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで

後半は自分で製作したラジオで放送を聴き、災害時に役立つ
大和市の情報伝達の仕組みについて考えていきましょう。

8/23（日） 10：00〜15：00

※途中お昼休憩あり

【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・在勤の小学5年生以上の親子、
ご興味のある方（中学生以上から1人での参加可）
先着20組
【講師】NPO法人 科学探検隊、FMやまと
【参加費】1,500円（材料費込）
【申込】7/26（日）10：00より
6階生涯学習センター窓口または電話にて
【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで

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。

友達からハガキに大きな絵と短い言葉の

夫がタイに赴任した時には、
エアメールで

光り、笑顔が広が

絵手紙をいただき、迫力にびっくりしたと同

毎日絵手紙を送りました。タイは熱帯モン

ります。
この講座が

時に感動しました。
「これなら私もかけそう」
と

スーン気候で日本のように四季がありません。

きっかけで、昨 年

軽い気持ちで始めて16年。ハガキいっぱい

季節を感じる野菜やお花の絵と、異国で触

からサークルも立

にはみ出して描いた絵は、
ヘタでも描けた充

れる日本語の言葉を喜んでくれました。

ち上がりました。

実感があります。
そして、文章を書くのが苦手

ご縁があって、
3年前から大和市生涯学習

今夏は未就学児の親子を対象に絵手紙

な私には、
余白に添える短い言葉がぴったり

センターの主催講座で絵手紙の講師をして

講座を開催することとなりました。
元気いっぱ

でした。

いますが、皆さんがかいた絵手紙は個性が

いの子ども達と一緒にかくのが楽しみです。

日本絵手紙協会公認講師 ／生涯学習センター 健康都市大学 親子で表現★わくわくキッズ大集合2020「絵手紙あそび」講師
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7月
7月
1

8 月 EVENT CALENDAR 2020
会場

水 多目的室

610大会議室

3

金 多目的室

6

月 601講習室

10

げんきっこ広場

金

610大会議室
多目的室

13

月 601講習室

17

金 610大会議室

メインホール

19

日

601講習室
601講習室

20
21

23
24
26

月

＝要事前申込

時間

＝入会金

料金

＝年会費

＝月会費

お問合せ

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

労働の視点から日本社会を考える❶〈全3回〉

19：00〜20：30

500円（全3回）

あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ

9：30〜11：00

500円

健康講座 シニアいきいきセミナー
一緒に笑って！動いて健康！！「健康寿命」の秘訣❶〈全4回〉

14：00〜15：30

1,000円（全4回）

大和市生涯学習センター

労働の視点から日本社会を考える❷〈全3回〉

19：00〜20：30

500円（全3回）

大和市生涯学習センター

ベビーシャワー（安定期の妊婦）

13：30〜14：30

無料

14：00〜15：30

1,000円（全4回）

19：00〜20：30

500円（全3回）

健康講座 シニアいきいきセミナー
一緒に笑って！動いて健康！！「健康寿命」の秘訣❷〈全4回〉
労働の視点から日本社会を考える❸〈全3回〉
大和おやこ劇場例会 ピアノとチェロのコンサート

①15：30
②19：00

200円
1,400円

大和市屋内こども広場
大和市生涯学習センター
大和市屋内こども広場

大和市屋内こども広場
大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター
大和おやこ劇場
090-6116-0389（杉本）

調べる学習チャレンジ講座

9：30〜11：30

無料（20組）

大和市立図書館

調べる学習ステップアップ講座

大和市立図書館

13：30〜15：30

無料（20組）

14：00〜15：30

1,000円（全4回）

大和市生涯学習センター

雑草と虫と楽しむ庭からのヒント❶
自分だけのハーブブレンド〈全3回〉

10：00〜12：00

1,800円（全3回）

大和市生涯学習センター

ママとアネシィ〜キックエアロ

10：00〜11：00

500円

大和市屋内こども広場

10：00〜11：30

600円

大和市生涯学習センター

子育て＆マネー講座 キッズマネースクール

10：00〜12：30

無料

601講習室

夏休み宿題応援講座 親子で楽しむ読書感想文

9：30〜11：30

無料（18組）

大和市立図書館

601講習室

夏休み宿題応援講座 楽しく取り組む読書感想文

13：30〜15：30

無料（20名）

大和市立図書館

14：00〜15：30

1,000円（全4回）

大和市生涯学習センター

601講習室
612文化創造室

火 多目的室
金祝 多目的室

親子で表現★わくわくキッズ大集合2020「工作あそび」

大和市屋内こども広場

27

月 601講習室

健康講座 シニアいきいきセミナー
一緒に笑って！動いて健康！！「健康寿命」の秘訣❹〈全4回〉

29

水 サブホール

大和私立幼稚園教諭 就職相談会

10：00

無料

大和私立幼稚園協会
046-264-1560（荻窪）

親子で楽しむシリウス探検ツアー！（屋内こども広場編）

18：00〜20：00

無料（20名程度）

シリウス探検ツアー担当
046-259-7591

サマーコンサート

13：00

無料

M.A.T.音楽教室
0463-22-4437（嘉山）

10：00〜11：45

400円

大和市生涯学習センター

全館

31

金

サブホール
612文化創造室

8月

会場

イベ ント 名

時間

料金

簡単ダンス講習会

9：15

5,000円

マルチスペース

マイソングの会

13：30

1,000円

ホッと一息ちくちく手縫いタイム

10：00〜12：00

500円

月

4

火 多目的室

myソングの会
080-2161-1017（高橋）
大和市屋内こども広場

マルチスペース

歌って！若返り教室

10：15

マルチスペース

手ぶらで参加 油絵体験

13：30

材料費600円

木 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

1,000円
山ゆりダンス会
4,000円
（月3回） 046-264-3468（冨田）

金 多目的室

にこにこたまご〜ふたごちゃん・みつごちゃん あつまれ！！

水

6
7
8

11

お問合せ
SSJD 090-1738-2540（山﨑）

歌って若返り教室 事務局
1,000円
2,000円
（月2回） 079-429-6161

5

10

親子で表現★わくわくキッズ大集合2020「絵手紙あそび」

マルチスペース

3

9

土 多目的室
日

健康テラス
多目的室

月祝 マルチスペース
火

マルチスペース
多目的室

6

＝健康都市大学

健康講座 シニアいきいきセミナー
一緒に笑って！動いて健康！！「健康寿命」の秘訣❸〈全4回〉

木祝 612文化創造室

日

イベ ント 名

13

木 マルチスペース

14

金 サブホール

サブホール

大和絵画会
090-6934-8676（羽渕）

13：30〜14：30

無料

大和市屋内こども広場

クッキング de サイエンス

10：00〜11：30

500円

大和市屋内こども広場

一日図書館員

9：20〜12：30

無料（12名）

クリエイティブなあそびの時間「木工作」

10：00〜11：30

500円

大和市屋内こども広場

簡単ダンス講習会

9：15

5,000円

SSJD 090-1738-2540（山﨑）

チアダンスプログラム ①幼児 ②低学年 ③高学年

①15：35
②16：30
③17：40

ドンな音！太鼓作り再び！

13：00〜15：00

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

シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー

13：20

佐藤美枝子のオペラ『蝶々夫人〜ハイライト』公演 関連企画
オペラ講座〜楽しく知る・聴くオペラ

15

土

16

日

18

火 多目的室

ママとアネシィ〜ヨガ

19

水 マルチスペース

歌って！若返り教室

14：00

ともに5,000円
500円

大和市立図書館

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）
大和市屋内こども広場

1,000円
山ゆりダンス会
4,000円
（月3回） 046-264-3468（冨田）
800円

シルビア会大和シリウス
090-9972-2953（藤井）

500円
やまと芸術文化ホール
中高生無料招待（30名まで）

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

5,000円

イターナルメロディ
090-7218-7315（瓜生）

マルチスペース

「プライド〜運命の瞬間〜」映画鑑賞会

13：30

無料

大和正論の会
090-9130-8621
（黒沢）

603中会議室

つなぐ、つたえる、家族の記憶〜ファミリー・ヒストリー〜❶〈全2回〉

14：00〜15：30

700円（全2回）

10：00〜11：00

500円

10：15

大和市生涯学習センター
大和市屋内こども広場

1,000円
歌って若返り教室 事務局
2,000円
（月2回） 079-429-6161

7月

8月

8 月 EVENT CALENDAR 2020
会場

＝健康都市大学

＝要事前申込

イベ ント 名

時間

料金

＝入会金

＝年会費

＝月会費

お問合せ

19

水 マルチスペース

マイソングの会

13：30

1,000円

myソングの会
080-2161-1017（高橋）

22

土 610大会議室

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て❶〈全2回〉

10：00〜12：00

500円（全2回）

大和市生涯学習センター

23

日

10：00〜15：00

1,500円

大和市生涯学習センター

13：15〜14：45

500円

24

月 612文化創造室

10：00〜12：00

1,800円（全3回）

25

火 マルチスペース

チアダンスプログラム ①幼児 ②低学年 ③高学年

①15：35
②16：30
③17：40

サブホール

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

手ぶらで参加 油絵体験

13：30

材料費600円

大和絵画会
090-6934-8676（羽渕）

サブホール

大和市民オーケストラ 第1回演奏会

18：30

無料

大和市民オーケストラ
046-269-6055（石川）

木 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

一流学生参加 3&1 ダンスパーティー

13：15

5,000円

イターナルメロディ
090-7218-7315（瓜生）

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）

簡単ダンス講習会

9：15

5,000円

26

27

水

601講習室

親子で参加 自作ラジオで電波〔77.7MHz〕をキャッチ！
みんなでうたおう♪ sing with Glee

多目的室

雑草と虫と楽しむ庭からのヒント❷藍の生葉染め〈全3回〉

マルチスペース

マルチスペース

28

金 サブホール

29

土 マルチスペース

第17回 Alakai Spirit 〜アラカイ スピリット〜

ギャラリー

30

日

603中会議室

8月

開催期間

8/1（土）〜8/2（日）

8月

1,000円
山ゆりダンス会
4,000円
（月3回） 046-264-3468（冨田）

SSJD 090-1738-2540（山﨑）
（一社）廣道会 Alakai Time
office.mie.3467@gmail.com

つなぐ、つたえる、家族の記憶〜ファミリー・ヒストリー〜❷〈全2回〉

14：00〜15：30

700円（全2回）

ドンな音！太鼓作り再び！

13：00〜15：00

500円

大和市屋内こども広場

簡単ダンス講習会

9：15

5,000円

SSJD 090-1738-2540（山﨑）

時間

料金

3階こども図書館

会場

読書チャレンジ！！「魔法のじゅうたんビンゴ」

9：00〜19：00

無料

げんきっこ広場

チャレンジウィーク

終日

入場料

ギャラリー

第9回 動物愛護 ニャンコがいっぱい
パステルアート展

11：00〜18：00

無料

時間

料金

親子でものづくり教室（2歳の親子）

10：00〜11：30

無料

多目的室

まめたん（1〜4ヶ月の赤ちゃん）

10：30〜11：30

無料

多目的室

Okie-Dokie music 英語リトミック

10：30〜11：30

500円

3階屋内こども広場

開 催日

7/7（火）
・8/11（火）

7/10（金）
・8/14（金）
7/12（日）
・8/23（日）
7/16（木）
・8/20（木）
7/17（金）
・8/21（金）

7/18（土）
・8/15（土）
7/19（日）
・8/16（日）
7/20（月）
・8/17（月）

イベ ント 名

定期イベント

会場
多目的室

森のくまさん

多目的室

10：30〜11：30

無料

多目的室

ころたん（5〜8ヶ月の赤ちゃん）

10：30〜11：30

無料

多目的室

親子でものづくり教室（年少〜小2の親子）

10：00〜11：30

無料

ダイヤモンド（乳幼児を持つ母親）

10：00〜11：30

300円

7/27（月）
・8/24（月）

多目的室

女性のためのLive Body メンテナンス
①初級 ②中級

① 9：50〜10：50
②11：00〜12：00

500円

7/28（火）
・8/25（火）

多目的室

親子でものづくり教室（おたんじょうび手形）

10：00〜11：30

無料

7/31（金）
・8/28（金）

多目的室

とこたん（9〜12ヶ月の赤ちゃん）

10：30〜11：30

無料

7/25（土）
・8/29（土）

多目的室
げんきっこ広場

あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険！！（小3〜小6）

17：00〜19：00

500円

①7/31（金）
②8/31（月）

げんきっこ広場

おたんじょう会
（① 6・7月生まれのお友だち ② 7・8月生まれのお友だち）

①13：00〜15：00
②11：00〜13：00

入場料

毎週 火・水・金曜日

げんきっこ広場

あつまれ！あさイチキッズ

9：00〜11：00

入場料

料金

8月

3階こども図書館

開 催日

会場

7/5（日）
・8/2（日）

7/7（火）
・8/4（火）

7/8（水）
・8/12（水）
7/18（土）
・8/15（土）
7/20（月）
・8/17（月）
7/22（水）
・8/26（水）
7/25（土）

おはなしのへや

お問合せ
大和市立図書館
大和市屋内こども広場
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）

＝健康都市大学

イベ ント 名

多目的室

7月

大和市生涯学習センター

期間イベント

7/18（土）〜8/31（月）
7/24（金祝）〜 8/4（火）

7月

うたごえがかり 080-5944-0425

無料

月 マルチスペース

7月

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

11：00〜17：00

多目的室

31

大和市屋内こども広場
大和市生涯学習センター

＝要事前申込

お問合せ

大和市屋内こども広場

おはなし会
イベ ント 名

時間

シリウスうちドックのおはなし会

14：00〜14：30

おひざでだっこのおはなし会

11：00〜11：20

みんなでたのしむおはなし会

14：30〜15：00

シリウス親子のおはなし会

14：00〜14：20

シリウス赤ちゃんおはなし会

11：00〜11：20

親子で楽しむおはなし会

11：00〜11：20

夏のとくべつおはなし会

14：00〜14：30

無料

お問合せ

大和市立図書館

7

新型コロナウイルス感染症について
神奈川県新型コロナウイルス感染症
専用ダイヤル

045‑285‑0536
050‑1744‑5875
❶ … 平日および休日（９：０0〜２１：００）
❾❷❸❹ … 平日（９：０0〜17：００）
音声案内

❶ 微熱や軽い咳などの症状のある方や
感染の不安のある方、
健康、医療に関すること

❾ 協力金に関すること
❷ 緊急事態宣言に関すること
❸ 経営相談に関すること
❹ LINEコロナお知らせシステム、その他
帰国者・接触者相談センター受付窓口

045‑285‑1015

無 休（24時間）

※番号のかけ間違いには十分にお気をつけください。

◀最新情報（厚生労働省ホームページ）
「 新型コロナウイルス感染症について 」
（英語・中国語・韓国語対応）

重要なお知らせ

出典：首相官邸ホームページ
（https://www.kantei.go.jp/jp/content/000062975.pdf）

今月の表紙
秋 葉 あきこ

シリウスは、6/30（火）まで

イラストレーター。制作会社等を ［コメント］イラストレーター
の知り合いに、ボルダリング
経て2006年よりフリーランスで活
は楽しい！と力説されたこと
動。主にPhotoshopで制作し、雑
があります。自分では無理と
誌、書籍、広告、Webなどさまざ
結論は出ているものの、目に
まな媒体に描く。人物、風景、イ するたびに「 私はできないけ
メージイラストなどを得意とする。 れど楽しいものなんだな」と
ラジオと図書館が好き。
何となく羨ましくなります。

休館いたします。

※4階予約本コーナーは利用可能です。
（10時〜16時）
※状況により変更となる可能性がございます。

本誌特集ページおよびイベントカレンダーに掲載される
公演・イベントは、新型コロナウイルス感染症の感染
拡大を防ぐため、中止・延期となる場合がございます。
詳細はシリウス公式HPをご覧いただくか、
「お問合せ」
欄記載のご連絡先までお問合せください。

さん

YAMATOMIRAI vol.22
2020年 7&8月号
2020年6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6月15日現在の情報です。次号は、2020年8月下旬発行予定です。

【 総合お問合せ窓口 】 TEL

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
●ホールチケットデスク
●大和市立図書館
●大和市生涯学習センター
●大和市屋内こども広場

TEL
TEL
TEL
TEL
TEL

046-263-0214 （※休館中、すべての窓口は10時〜16時となります）

046-259-7591
046-263-3806
046-263-0211
046-261-0491
046-259-7592

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。

