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まごころをこめて
感謝の気持ちを形にすることは、とても大事なことですよね。
いつもお世話になっている大切な人、おじいちゃんおばあちゃんに、
「ありがとう」と感謝の気持ちを伝えましょう！
シリウスは、そんなあなたの温かい気持ちを応援します。

日 頃 の 感 謝 を 伝 え よう
敬老の日イベント てがた de Magokoro
おじいちゃん、おばあちゃんに「ありがとう」の手形を作ろう！
皆さんは、
「敬老の日」が日本発祥の記

げんきっこ広場では、9月16日(水)と19日

念日というのはご存知ですか？

(土)に、
「敬老の日」にちなんだ毎年恒例

もともとは、
お年寄りを大切にし、
お年寄

の「てがた de Magokoro」イベントを開

りの知恵を借りた村づくりをしようという

催いたします！

趣旨ではじまった「としよりの日」が、時代

いつも会った時に子どもの成長を喜んで

を経て「敬老の日」
となり、現在では毎年

くれるおじいちゃん、おばあちゃんに感

9月の第3月曜日が「敬老の日」として愛

謝の気持ちを込めて、手形を使ったメッ

されるようになりました。

セージカードをプレゼントしませんか？

ここで大事なのは、
この「敬老の日」が、

すくすく成長する子どもの今しか取れな

お年寄りへの感謝の気持ちを伝える大切

い手形に、親子でメッセージや手書きの

な日だという事です。何歳からがお年寄

絵を添えて、
「ありがとう」を伝えてみるの

りかではなく、
目上の人を敬い、
日頃の感

もステキですね♪

謝を伝えるキッカケになる日だと考えて

大事な子どもの今を、手形アートでおしゃ

みませんか？

れにかわいく記録しちゃいましょう！

『ありがとう』

「 敬 老 の日」に読 みたい 本

大切な人に伝えよう
「こえをかけてくれて ありがとう」
「わらわせてくれて ありがとう」
この本には、
さまざまな「ありがと
う」が描かれています。
絵本とはいえ、人生の経験をつん
だ大人が読むと、
このシンプルな
言葉がより深く感じられるのでは
ないでしょうか。学生時代、親に
なったとき、人との別れの後など、本は読む時期によって感
じ方が変わることもあるため、好きな場面も違ってくるかもし
読み終わった後に、穏やかな気持ちになれる一冊です。

【著者】石津 ちひろ/作 メグ ホソキ/絵
【出版社】イースト・プレス（2009年）
【請求記号】E/メ/ 【場所】閉架書庫4
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【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年生までの親子／先着35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

健康都市大学

おしえて入浴剤博士！お風呂のひみつ
「ありがとう」の気持ちを込めて、
親子で参加しませんか？
「敬老の日」に向けて、
じぃじとばぁばに
入浴剤をプレゼントしましょう！

9/20（日）

❶午前の部 10：00〜11：30
❷午後の部 13：30〜15：00

【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・在学の5歳〜小学6年生の親子
❶午前の部：5歳〜小学2年生の親子／先着6組12名
❷午後の部：小学3〜6年生の親子／先着6組12名
【講師】林 啓史（株式会社バスクリン）
【参加費】1組300円（材料費込）
※1組あたり2種類の入浴剤を作ります。

【申込】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

２種 類 作るよ！

れません。

9/16（水）・9/19（土） 13：00〜14：30

こころ を 紡 い で
ホッと一息 ちくちく手縫いタイム

心 が 温まる本

『Life』

ゆっくりまったり、癒しの時間を過ごしませんか？

お店を舞台にたくさんの人生が交差する心温まるストーリー
町はずれにたたずむ小さなお店「Life」。誰

「お裁縫って、
なんだかハードルが高い気がして…」と思っている

かが働いているわけでも、何かを売っている

方は意外に多いのではないでしょうか？
ちくちく手縫いタイムでは、
「上手に作ること」で

わけでもありません。大事にしていたものを持

はなく
「楽しく作ること」を重視しています！お裁

ち寄り、気に入ったものを持ち帰るというその

縫に慣れている方も、不慣れな方も、大人同士

お店には、
それぞれの人生が詰まった素敵な

でしか話せないおしゃべりを楽しみながら、手

品々がメッセージと共に並べられています。
あ

縫いのものづくりを楽しんでみませんか？

る寒い冬の日、一人のおばあさんがメッセー
ジと共に並べたものとは…。

❶ 9/7（月）・❷ 10/13（火） 10：00〜12：00

一つのものを通して、
たくさんの人の人生の輪がやさしく広がっていき
ます。
誰もが人とつながっていることを感じられる一冊です。

【会場】3階屋内こども広場 多目的室
【対象・定員】成人の方／先着5名 【参加費】❶❷500円
【申込】❶受付中・❷9/14（月）10：00より
【問合】3階屋内こども広場 259-7592まで

手作りの小さな本
「10月はじまりの手帳」

【著者】くすのき しげのり/作 松本 春野/絵
【出版社】瑞雲舎（2015年） 【請求記号】E/マツ/ 【場所】3階南

健康都市大学

ヤマトン健康ポイント1P 対象講座

衣袷−きぬあわせ− 着物モダンリメイク

和とじ手帳を作ろう！
本の装丁を学びながら、10月はじまり

タンスの中で眠っている着物が
素敵に生まれ変わります

の手帳を作ってみませんか？コンパク

着物の直線を活かし、型紙を使わずにシャープで

トなA6サイズで、持ち運びにも便利な

スタイリッシュな服を簡単に作る方法を学びます。

手帳です。

10/10・24、
11/7・21、12/5・19（土） 全6回

材料はこちらで用意していますので、
初めての方でも大歓迎！お気軽にご
参加ください。

9/5（土） 14：00〜15：00

※講座当日、参加される
皆様にも感染予防対策
のご協力をお願いする
場合がございます。

【会場】4階図書館 健康テラス
【対象・定員】どなたでも／10名 【料金】無料
【申込】4階図書館健康カウンターまたは電話にて
【問合】4階図書館健康カウンター 263-0211まで

13：30〜15：30

【会場】6階生涯学習センター 612文化創造室 ほか
制作例
【対象・定員】市内在住・在勤の方／先着12名
【講師】あきやま 幾代（古布リメイク・デザイナー）
【参加費】2,500円（全6回分）
【申込】9/20（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

健康都市大学

みんなで作ろう！おっきな花束

親子でものづくり教室

色とりどりの紙ナプキンで大きなお花を作りましょう！

季節の移り変わりを
ものづくりで体感しよう！

9月21日は「敬老の日」です。
「敬老の日」

おうちにある材料で、
かんたん、
手軽にものづくり♪
9月は「みんなで楽しくくり拾い」、
10月は「バスに乗ってピクニック！」
親子で一緒に楽しくものづくりすれば、
完成した時の達成感は倍の倍！
優しく教えてくれる保育士さんと、
一緒に作ってみませんか？
❶ 9/19（土）・20（日） ❷ 10/17（土）・18（日）
10：00〜11：30
【会場】3階屋内こども広場 多目的室
【対象・定員】年少〜小学2年生の親子／各回先着4組
【参加費】❶❷無料 【申込】❶受付中・❷9/1（火）10：00より
【問合】3階屋内こども広場 259-7592まで

とは、長い間頑張ってきたおじいちゃんや
おばあちゃんに、
「ありがとう」を伝える日。
皆で1つずつ思いを込めて作ったお花
で、いつもは恥ずかしくて言えない気持ち
を、
おっきな花束で表してみましょう！
完成した花束は、9月末まで健康テラスで
展示します。

9/21（月・祝） 10：30〜12：00
【会場】4階図書館 健康テラス
【対象・定員】どなたでも／材料が無くなり次第終了 【料金】無料
【申込】不要 【問合】4階図書館健康カウンター 263-0211まで
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世 代 を 超 えて 学 ぶ
健康都市大学

健康都市大学

大和こども市民大学

親子ワークショップ

はじめてのSDGs
〜本から未来を創造しよう〜
本の森を探検しよう！つくって つながって 未来がみえる
シリウスで本を発掘しよう。
ワクワクする本、大好きな本、
「これ何？」の本…。
皆が探した本から
世界がつながっていくよ。

9/27（日） 13：00〜15：00
【会場】6階生涯学習センター 601講習室
【対象・定員】市内在住・在学の小学生とその保護者／先着17組
【講師】新井 啓太（相模女子大学中学部・高等部 美術教諭）
【参加費】無料
【申込】9/12（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

子育て＆マネー講座

ペップトーク！
〜子どもの可能性を伸ばす言葉がけ〜
児童家庭教育学級

短く・分かりやすく・肯定的で心を揺さぶる「言葉の力」
ペップトークとは、アメリカでスポーツの試合前に監督や
コーチが選手を励ますために行っている「短くて勇気を与え
る感動のスピーチ」です。
すぐに実践できるシンプルでポジ
ティブな言葉を使ったコミュニケーションを学びます。

10/1・8・22・29（木） 10：00〜12：00

全4回

〜子どもの才能発見と子育てのハッピーマネーお勉強会〜
10/14（水） 10：00〜12：00

子どもの成長とともに増える必要なお金とどうやって付き

【会場】3階屋内こども広場 多目的室
【対象・定員】0歳〜未就学児のお子さまを持つ
保護者／先着5組
【参加費】無料
【申込】9/14（月）10：00より
【問合】3階屋内こども広場 259-7592まで

合っていくかは、親子にとって重要な課題です。子育て
＆マネー講座では、
ファイナンシャルプランナーが節約
術や得するお金の話を特別に伝授します。
参加者には、親子の付き合い方・考え方を決めるのに役
立つ「子供のトリセツレポート」をプレゼントします！

やまとみらいカレッジ

あなたにぴったり！
ふれあい 抱っこひも

JAMSTECの研究者が語る、
海洋・地球・生命のいま

ひとりひとりに合った
抱っこひもの付け方講座です！

健康都市大学

安 真紀

【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・在勤の小学生の子どもを持つ保護者、
内容に関心のある方／先着18名
【講師】安 真紀（日本ペップトーク普及協会 関東代表）
【参加費】1,300円（全4回分）
【保育】要予約 1歳以上未就学児（若干名）ひとり500円／回
【申込】9/13（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

「親子のこれから」を考えてみませんか？

ヤマトン健康ポイント1P 対象講座

お子さまの月齢に合わせた抱っこ

深海生物、海洋プラスチックごみなど、
最新海洋研究を学ぶ！

ひものつけ方、
気になりませんか？
先生が優しく丁寧に、楽な抱っこひものつけ方から抱っ

JAMSTECは、海洋を軸に「地球」
という多

こひもをつけたままできる親子のコミュニケーションを教

様で複雑なシステムの実態把握と将来予

えちゃいます！楽しいメロディにあわせて、親子でにこに

測に取り組む機関です。人類の振る舞いが
この地球システムにどのような影響を与えるのか理解するため、海洋プラスチック
ごみの削減、生物の多様性、気候変動、地震の研究など、様々な研究開発を進め
ています。持続可能な未来のために私達にできることを考えてみませんか。

10/18・25、11/1・8・22（日） 14：00〜15：30

全5回

【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／先着50名
【講師】JAMSTEC研究員 【参加費】2,000円（全5回分）※学生半額
【申込】9/19（土）14：00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
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ヤマトン健康ポイント1P 対象講座

こ笑顔になりましょう！
❶ 10：30〜11：30

10/28（水） ❷

13：00〜14：00

【会場】3階屋内こども広場 多目的室
【対象・定員】
❶生後6か月〜1歳6か月未満の親子／先着5組
❷生後1歳6か月〜2歳6か月の親子／先着5組
【講師】元木 美砂（コミュニティナース）
【参加費】❶❷500円 【申込】9/28（月）10：00より
【問合】3階屋内こども広場 259-7592まで

音 楽 d e お もて なし
オペラについてちょっと知ってみよう

写真提供 グラバー園

コラム

日本が舞台となったオペラがあるんです！
皆さんは オペラ (歌劇)にどのようなイメー

が舞台であり、
それが彼の

ジを持っていますか？「難しい」
？「外国語で

オペラの面白さとなってい

歌われていて分からない」
？…などなど。
そも

ます。
今回の公演では、日本

そも オペラ はどこで生まれたのでしょうか。
オペラの誕生は今から400年以上前のイタ

の 長 崎 が 舞 台となった

リア。
ギリシャ悲劇をもとに、神に語りかけ歌っ

「蝶々夫人」のアリアをお

たのが始まりです。今日最古のオペラとされて

聴きいただきます。
「蝶々夫

いるのはヤコポ・ペーリが作曲した「ダフネ」

人」は、長崎の日本人芸者

(1597年頃上演)ですが、
ここからバロックオ

の蝶々さんとアメリカ海軍

ペラ、古典派オペラ、
ロマン派オペラ、
ヴェリズ

兵ピンカートンの愛と悲劇

三浦環 像

の物語。舞台となった長崎

モオペラ、近代オペラと続いていきます。
時代が下るにつれ、オペラは神に語りかけ

には、スコットランドの貿

るものから貴族のために作曲されるものとな

易商人トーマス・ブレーク・

り、
そして私たちの日常に起こりうる内容や実

グラバーの旧住宅グラバー園がありますが、物

話が題材となるなど、400年以上の歴史の中

語に登場する景色はこの旧グラバー住宅から

プッチーニ 像

で変化していきました。各国の作曲家が数々

見る景色を想起させると言われ、
「蝶々夫人

の作品を残し、今日世界中でイタリア・オペ

ゆかりの地」と呼ばれていました。園内には

ロシア、チェコ、
アメリカなどのオペラが上演さ

ラ歌手・三浦環さんとプッチーニの石像が置

れています。

かれています。現在NHK放映中のドラマ「エー

ペラ作曲家が数多く誕生しました。ロッシー

モデルは、
この三浦環さんです。
日本が舞台と

ニ、ベッリーニ、
ドニゼッティ、
ヴェルディ、
そして

なったこのイタリア・オペラは、世界中で非常

プッチーニ。
プッチーニは、
ヴェルディのオペラ

に多く上演されているのです。

を観てオペラ作曲家を目指したと言われてい

やまと芸術文化ホールでは、9月12日、チャ

ます。代表作は皆さんよくご存知の「トゥーラン

イコフスキーコンクールで日本人初の1位を獲

の荒川静香さんがフリーの演技で使用した楽

「蝶々夫人」のアリアを中心としたコンサート

曲です。中国を舞台としたこの楽曲は、彼の遺

を開催します。オペラ初心者の方も、
この機会

作となりました。
プッチーニの作品は様々な国

にオペラの世界を楽しんでみませんか？

さらに前へ！

新 しい 取り組み

メールマガジン

学習センターをご利用の皆さまともっと繋がり
をもてるよう、
メールマガジンの配信を開始しま
した。主催講座のご紹介、学習センターからの
お知らせ、利用団体情報、学習室情報などを
月１回お届けします。是非ご登録ください。
登録は、QRコードから
（メール申込送信フォームへ
移行します）

【会場】1階芸術文化ホール
メインホール
【料金】4,000円（全席指定・税込）
※未就学児の入場はご遠慮下さい。
※当初予定しておりました内容を
変更して開催いたします。

【出演】佐藤 美枝子（ソプラノ）
服部 容子（ピアノ）
中村 敬一（お話し）
【申込・問合】1階芸術文化ホール
チケットデスク
263-3806 まで

得したソプラノ歌手・佐藤美枝子さんを迎え、

ドット」。2006年トリノオリンピック金メダリスト

1

15：00開演（14：00開場）

ル」に登場する、柴咲コウさん演じる双浦環の

オペラ発祥の地であるイタリアは、著名なオ

生涯学習センターの

9/12（土）

マダム・バタフライ と呼ばれた世界的オペ

ラ、
フランス･オペラ、
ドイツ･オペラを中心に、

PICK
UP
NEWS

佐藤美枝子&服部容子
ジョイント・コンサート
〜蝶々夫人「ある晴れた日に」〜

数ヶ月に及ぶ自粛によって、生活様式や価値観も変わった今。生涯学習センターも変化に
しっかりと対応しながら新しい一歩を踏み出すために、新たな取り組みを始めています。
【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで

2

子育て応援！オンライン講座

お子さま連れの外出に不安
が多いこの時期でも、オン
ラインでお子さまの健やか
な成長を応援します！
参加費無料、1回ずつのお
申込みです。
オンライン講座
はインターネットからお申込
みいただけます。

今後のラインナップ

●親子で楽しく♪リズム体操
●ママのための音によるセルフケア
●幼児食と食育 ●カラダにやさしいおやつ ●離乳食
●育児疲れ解消！ストレッチ ●花育と工作 etc …
日程などの最新情報は、生涯学習センターの
ホームページからご確認ください。
（講座申込送信フォームもこちらのページから）

5

9月

9月

会場

＝健康都市大学

＝要事前申込

イベ ント 名

時間

料金

10：00〜12：00

500円（全2回）

＝入会金

＝年会費

＝月会費

お問合せ

5

土 601講習室

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〉

6

日 サブホール

第2回 ことねの輪 馬頭琴コンサート＆朗読会

14：00

無料

ことねの輪 090-1887-4967（遠藤）

8

火 ギャラリー

ウィッグ（かつら）展示即売会

10：00〜16：00

無料

株式会社ユキ 0120-20-3020

10

木 610大会議室

11

金 多目的室

12

土

13

日

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〉

13：30〜15：00

ベビーシャワー（安定期の妊婦）

13：30〜14：30

無料

大和市屋内こども広場
やまと芸術文化ホール

大和市生涯学習センター

メインホール

佐藤美枝子&服部容子 ジョイント・コンサート
〜蝶々夫人「ある晴れた日に」〜

15：00

4,000円

601講習室

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❷〈全2回〉

10：00〜12：00

500円（全2回）

601講習室

きょうりゅうのふしぎ 4歳〜小学2年生とその保護者対象

10：30〜12：00

601講習室

恐竜のふしぎ 小学3〜6年生対象

13：00〜15：00

300円

大和市生涯学習センター

15

火 610大会議室

人生100年時代 終のすみかをどう選ぶ？❶〈全2回〉

10：00〜11：30

500円（全2回）

大和市生涯学習センター

16

水

幼児家庭教育学級 子育てキラキラ☆万華鏡❶
子どもと一緒に始める気軽な勇気づけのお片づけ〈全4回〉

10：00〜12：00

1,300円（全4回）

大和市生涯学習センター

敬老の日イベント てがた de Magokoro

13：00〜14：30

入場料

17

木 610大会議室

19

土 げんきっこ広場

611調理実習室
げんきっこ広場

辞書編集者が語る 日本語あれこれ❷〈全3回〉

大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター

13：30〜15：00

大和市屋内こども広場
大和市生涯学習センター

敬老の日イベント てがた de Magokoro

13：00〜14：30

入場料

612文化創造室

おしえて入浴剤博士！お風呂のひみつ
①午前の部：5歳〜小学2年生の親子向け

10：00〜11：30

1組300円

大和市生涯学習センター

612文化創造室

おしえて入浴剤博士！お風呂のひみつ
②午後の部：小学3〜6年生の親子向け

13：30〜15：00

1組300円

大和市生涯学習センター

大和市屋内こども広場

20

日

21

月祝 健康テラス

みんなで作ろう！おっきな花束

10：30〜12：00

材料が
無くなり次第終了

22

火祝 サブホール

ピアノ フォルテ コンサート

13：30

無料

23

水 611調理実習室

幼児家庭教育学級 子育てキラキラ☆万華鏡❷
好き嫌い克服、お手伝い…美味しい幼児食と食育〈全4回〉

10：00〜12：00

1,300円（全4回）

24

木 610大会議室

26

土 メインホール

南林間中学校吹奏楽部演奏会

14：00

無料（関係者のみ）

南林間中学校吹奏楽部
046-276-2500（白石）

27

日 601講習室

大和こども市民大学 親子ワークショップ
はじめてのSDGs〜本から未来を創造しよう〜

13：00〜15：00

無料

大和市生涯学習センター

29

火 610大会議室

人生100年時代 終のすみかをどう選ぶ？❷〈全2回〉

10：00〜11：30

500円（全2回）

大和市生涯学習センター

30

水 610大会議室

幼児家庭教育学級 子育てキラキラ☆万華鏡❸
子どもの命を守る！日常のケガや事故の対処法〈全4回〉

10：00〜12：00

1,300円（全4回）

大和市生涯学習センター

イベ ント 名

時間

料金

児童家庭教育学級
ペップトーク！〜子どもの可能性を伸ばす言葉がけ〜❶〈全4回〉

10：00〜12：00

1,300円（全4回）

10：30〜11：30

無料

10月

6

10 月 EVENT CALENDAR 2020

会場

辞書編集者が語る 日本語あれこれ❸〈全3回〉

13：30〜15：00

大和市立図書館
046-274-4555（森）
大和市生涯学習センター
大和市生涯学習センター

お問合せ

1

木 610大会議室

2

金 多目的室

3

土 メインホール

5

月

6

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

7

水 610大会議室

幼児家庭教育学級 子育てキラキラ☆万華鏡❹
よく歩きよく遊びよく育て！子どもにあった靴選び〈全4回〉

10：00〜12：00

1,300円（全4回）

大和市生涯学習センター

8

サブホール

第9回 央和会《カラオケ発表会 主に新曲演歌》100ステージ

9：50

無料

080-9140-7877（及川）

木

児童家庭教育学級
ペップトーク！〜子どもの可能性を伸ばす言葉がけ〜❷〈全4回〉

10：00〜12：00

1,300円（全4回）

大和市生涯学習センター

10

土

親子de秋の図書館見学ツアー

10：00〜12：00

無料（5組）

衣袷 −きぬあわせ− 着物モダンリメイク❶〈全6回〉

13：30〜15：30

2,500円（全6回）

11

日 多目的室

Okie-Dokie music 英語リトミック

10：00〜11：30

500円

12

月 マルチスペース

13：30

1,000円

601講習室
611調理実習室

610大会議室
健康テラス
612文化創造室

にこにこたまご〜ふたごちゃん・みつごちゃん あつまれ！！
アンドレア・バッティストーニ指揮
東京フィルハーモニー交響楽団

14：00

S席6,000円・A席5,000円
学生（26歳未満）
S席3,000円・A席2,500円

大和市生涯学習センター
大和市屋内こども広場
やまと芸術文化ホール

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

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〉

10：00〜12：00

500円（全2回）

大和市生涯学習センター

マイソングの会

ともに5,000円

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
myソングの会
080-2161-1017（高橋）

＝健康都市大学

10月

会場

12

月 601講習室

14

水 多目的室

17

土 サブホール

18

19

20

料金

14：00〜15：30

1,000円（全4回）

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

無料

14：30

1,800円
学生1,300円

市民参加事業
IL DEVU コンサート 〜学生合唱団を迎えて〜

＝入会金

S席4,000円・A席3,000円
学生（26歳未満）
S席2,000円・A席1,500円

14：00

＝年会費

大和市生涯学習センター
大和市屋内こども広場
石川ファミリーアンサンブル
046-269-6055（石川）
やまと芸術文化ホール

やまとみらいカレッジ
JAMSTECの研究者が語る、海洋・地球・生命のいま❶〈全5回〉

14：00〜15：30

2,000円（全5回）
学生半額

大和市生涯学習センター

601講習室

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〉

14：00〜15：30

1,000円（全4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〉

10：00〜12：00

500円（全2回）

大和市生涯学習センター

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

ママとアネシィ〜ヨガ

多目的室

木

23

金 612文化創造室

24

土

児童家庭教育学級
ペップトーク！〜子どもの可能性を伸ばす言葉がけ〜❸〈全4回〉

610大会議室

ともに5,000円

10：00〜11：00

基礎から楽しく！社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」

マルチスペース

22

①15：35
②16：30
③17：40

500円

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

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

10：30
10：00〜12：00

1,300円（全4回）

大和市生涯学習センター

読み聞かせボランティア養成講座（入門編）❶〈全2回〉

10：00〜12：00

無料（12名）
9/1
（火）
受付開始

大和市立図書館

610大会議室

衣袷 −きぬあわせ− 着物モダンリメイク❷〈全6回〉

13：30〜15：30

2,500円（全6回）

大和市生涯学習センター

多目的室

あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険！！（小3〜小6）

17：00〜18：30

500円

大和市屋内こども広場

サブホール

《クラシック音楽を楽しむ会》藪田京子 ピアノリサイタル

14：30

2,000円
学生1,500円

石川ファミリーアンサンブル
046-269-6055（石川）

25

日

601講習室

やまとみらいカレッジ
JAMSTECの研究者が語る、海洋・地球・生命のいま❷〈全5回〉

14：00〜15：30

2,000円（全5回）
学生半額

大和市生涯学習センター

26

月 601講習室

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〉

14：00〜15：30

1,000円（全4回）

大和市生涯学習センター

28

水 多目的室

あなたにぴったり！ふれあい 抱っこひも

①10：30〜11：30
②13：00〜14：00

500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

マルチスペース

29

木

30

金

610大会議室

児童家庭教育学級
ペップトーク！〜子どもの可能性を伸ばす言葉がけ〜❹〈全4回〉

601講習室

9月

612文化創造室

10 月

9/1（火）〜11/9（月）
10/2（金）〜10/4（日）

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

10：00〜12：00

1,300円（全4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〉

10：30〜11：30

500円（全3回）

大和市生涯学習センター

読み聞かせボランティア養成講座（入門編）❷〈全2回〉

10：00〜12：00

無料（12名）
9/1
（火）
受付開始

大和市立図書館

会場

イベ ント 名

時間

料金

3階こども図書館

読書チャレンジ！！「魔法のじゅうたんビンゴ！」

9：00〜19：00

無料

大和市立図書館

無料

やまと国際フレンドクラブ
バラード
046-272-1885（はせべ）

無料

大和市文化振興課
046-260-5222（西野）

ギャラリー

10/15（木）〜10/20（火）
10/22（木）〜10/27（火）

ギャラリー

10：00〜18：00

（初日14：00〜、
最終日〜17：00）

第68回 大和市文化祭一般公募展（書の部）

10：00〜17：00

（最終日〜16：00）

第68回 大和市文化祭一般公募展（写真の部）

3階こども図書館

開催期間

第13回 やまと国際アートフェスタ
「ささえたい、私たちの世界〜いま私にできること〜」

時間

9/1（火）
・10/6（火）

おひざでだっこのおはなし会

11：00〜11：20

9/6（日）
・10/4（日）

シリウスうちドックのおはなし会

14：00〜14：30

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

9/19（土）
・10/17（土）
9/21（月祝）
・10/19（月）
9/23（水）
・10/28（水）

会場

おはなし会
イベ ント 名

9/9（水）
・10/14（水）

お問合せ

第68回 大和市文化祭一般公募展（絵画の部）

10/29（木）〜11/3（火祝）

10 月

大和市屋内こども広場

期間イベント

開催期間

9月

＝月会費

お問合せ

601講習室

611調理実習室

火

時間

イル デーヴ

日

月

イベ ント 名
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〉

《クラシック音楽を楽しむ会》綛村麻友 フルートリサイタル

メインホール

＝要事前申込

おはなしのへや

料金

無料

お問合せ

大和市立図書館

7

9月

10 月

3階屋内こども広場

開催期間

定期イベント

会場

＝健康都市大学

時間

料金

9/1（火）
・10/7（水）

多目的室

親子でものづくり教室（2歳の親子）

イベ ント 名

10：00〜11：30

無料

9/7（月）
・10/13（火）

多目的室

ホッと一息 ちくちく手縫いタイム

10：00〜12：00

500円

9/11（金）
・10/9（金）

多目的室

10：30〜11：30

無料

9/17（木）
・10/15（木）

多目的室

10：30〜11：30

無料

9/18（金）
・10/16（金）

多目的室

ころたん（5〜8ヶ月の赤ちゃん）

10：30〜11：30

無料

① 9/19（土）
・9/20（日）
②10/17（土）
・10/18（日）

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

9/21（月祝）
・10/19（月）

多目的室

ダイヤモンド（乳幼児を持つ母親）

10：00〜11：30

300円

9/25（金）
・10/23（金）

多目的室

とこたん（9〜12ヶ月の赤ちゃん）

10：30〜11：30

無料

9/29（火）
・10/20（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

まめたん（1〜4ヶ月の赤ちゃん）
森のくまさん

＝要事前申込

お問合せ

9/4（金）
・10/2（金）

多目的室
げんきっこ広場

あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ

9：30〜10：30

500円

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

9：00〜10：30

入場料

① 9/30（水）
②10/31（土）

げんきっこ広場

おたんじょう会
（① 8・9月生まれのお友だち ② 9・10月生まれのお友だち）

①13：00〜14：30
②11：00〜12：30

入場料

大和市屋内こども広場

新型コロナウイルス感染症について
帰国者・接触者相談センター受付窓口

神奈川県新型コロナウイルス感染症専用ダイヤル

ゼロコロナ救急

0570‑056799

平日 および 休日（９：０0〜２１：００）

受付時間

045‑285‑1015

平日（９：０0〜17：００）

ゼロコロナなし

0570‑056774
045‑285‑0536

平日 および 休日（９
：
０0〜２１
：００）
平日（９
：
０0〜17：００）

音声案内

新型コロナウイルス
感染症専用ダイヤル

1

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

9 協力金に関すること
2

神奈川警戒アラートに関すること
大規模イベント開催の事前相談に
関すること

3 経営相談に関すること
4

【電話での相談が難しい方】

聴覚に障がいのある方をはじめ、電話での相談が難しい方で、
「帰国者・接触者相談センター」へのご相談をご希望の場合は、
❶電話での相談が難しいこと
❷帰国者・接触者相談センターへの相談であること
❸現在の症状（いつからどんな症状があり、現在はどのような
状態か、医療機関は受診済みかなど）
上記をご記入の上、ファクシミリ（045-285-0216）で
お送りください。

◀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 」

LINEコロナお知らせシステム
その他

（英語・中国語・韓国語対応）

※番号のかけ間違いには十分にお気をつけください。

今月の表紙

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

重要な
お知らせ

公演・イベントは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

秋 葉 あきこ

を防ぐため、中止・延期となる場合がございます。
欄記載のご連絡先までお問合せください。

2020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

掲載されている内容は、2020年8月17日現在の情報です。次号は、2020年10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

さん

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。

詳細はシリウス公式HPをご覧いただくか、
「お問合せ」

YAMATOMIRAI vol.23
2020年 9&10月号

無 休（24時間）

［コメント］初めての読書ノートをつけて1年が経ちました。本を読み終えたら、
ノートにボールペンで一発勝負の感想を書く。雑な感想文なのですが、数ヶ月
経つとすっかり忘れてしまう本もあり、振り返って読むのがとても面白いです。

046-263-0214 （9時〜21時

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

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。

