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想像もつかなかった大きな変化を迎えたこの一年、
みなさんは何を思い、考えたでしょうか。
この地球に生きる私たちが、
この先の未来を明るく照らすためのヒントは、
きっといろんな所に隠れています。
みんなで一緒に探してみませんか？

11/30

シリウス開館4周年 オープニングセレモニー

願い〜翼を広げて〜

★「ヨゲンノトリ」に願いを込めて

自然と人 間の距 離 が 近 かったころ、鳥
は日本でも世界でも神話・伝説・予言な
どに登 場し、人 間の 生 活や在りように
大きな影響力を持っていました。そんな
鳥と人間との関わりに思いを馳せなが
ら、民族楽器による悠久の調べと、古よ
り紡がれてきた文明の物語に耳を傾け
てみませんか。伝 説 の「ヨゲンノトリ」
をモチーフに作られた、皆さんの願いが
込められた作品も必見です。

11/3

❶フォルクローレの演奏
（チャランゴ・ギター・アンデスパーカッション）

Ricky Rodriguez

Cacho Cardozo

★やまとみらい7館のテーマカラーで
素敵なかんむりを作ろう！
やまとみらい7館には、それぞれのテーマカラーがあります。
げんきっこ広場では、ご入場された方を対象に7色の折り紙を使って
素敵な「かんむり」を作ります。皆さまのご来場をお待ちしています！

9 : 00〜18 : 30（第1〜5クール）

文化創造拠点シリウス3階

げんきっこ広場

【対象】3歳〜小学校2年生（初めてご利用の方は事前登録が必要です）
【料金】げんきっこ広場入場料
【問合】3階屋内こども広場 259-7592 まで

★制作の様子を見てみよう！
生 涯学習センターに、3Dプリンターの機械があ
るのをご存知ですか？
３Ｄプリンターを使った作品づくりの様子をご覧
いただけます。そもそも、３Dプリンターって何？
という方もお気軽にどうぞ。

11/3

マルチスペース前特設ブース

【対象】どなたでも ※未成年の出演希望者は保護者の承諾が必要です。
【講師】どこがく（Google認定イノベーターの教員によるユニット）
小林 勇輔、山田 美奈都、新井 啓太
【料金】無料（申込不要） 【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで
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612文化創造室

【対象】見学はどなたでも 【料金】無料（申込不要）
【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで

シリウス3 F に、Yo uTu b eスタジ オ
が 限 定 オープ ン！G o o g l e 認 定イノ
どこがく
ベーターの教員によるユニット『どこ
がく』による出張講座です。『どこがく』は、 「学びたいひと」と「共に学ぶひ
と」がいれば、そこはいつだって学校になる。いつでも、どこでも、だれでも、生
徒にだって先生にだってなれる。 そんな想いでつくられました。出演時間は5
秒から。会場で、ある「お題」を用意してお待ちしています！

文化創造拠点シリウス3階

10 : 00〜16 : 00

文化創造拠点シリウス6階

★一緒に「学び」×「発信」を
体験してみませんか？

12 : 30〜14 : 30

❷「ヨゲンノトリ」
大和オリジナルバージョンの展示

3Dプリンター開放事業見学会

YouTubeでSDGs

11/3

特設ステージ

【出演】長岡 竜介、Ricky Rodriguez、Cacho Cardozo
【料金】無料（申込不要）
【問合】1階芸術文化ホール 259-7591まで

なないろのかんむりをつくろう

11/3

10 : 30〜11 : 50（予定）

文化創造拠点シリウス1階

デジタル地球儀で考えよう
〜地球のこと、世界の今〜
さわ

★「触れる地球」の博士と一緒に見てみよう
地球環境・SDGs・感染症
地 球は広い？つながっている？目に見 え
ないウイルスは、どうして世界中に広がる
の？図書 館で人気の美しいデジタル地 球
儀「触れる地球」を使って、身近な疑問を
地球規模で考えるワークショップです。

11/3

13 : 30〜14 : 30

文化創造拠点シリウス4階

健康テラス

【対象・定員】どなたでも／15名
【講師】稲葉 佳之（Earth Literacy Program）
【料金】無料
【申込・問合】4階図書館健康カウンター 263-0211まで

各イベントへのご参加にあたっては、マスク着用・手指消毒・検温・チェックシートのご記入等をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。

つながるやまとの宇宙展

見つけよう☆SDGs のかけら

〜A 4サイズの宇宙〜

★ひろがる、つながる。宇宙の展覧会

★はじめのいっぽ！

2020年、私たちは多くの人と楽しみを共にする機会が
得にくい状況の中にあります。それでも、一人ひとりの日
常の暮らしは続きます。例えば 暮らしの中の楽しみを、
作品を通して展覧会にこられた皆 様に楽しんでもらえたら！そんな呼び
かけに応えてくれた大和市民の作品（テーマ「宇宙」）の展覧会です。

SDGs（エスディージーズ）は、日本 語で『持続
可能な開発目標』で、2030年までに達成しよう
と 国 連 が 掲 げ た 目 標 で す。
11/1
29
自分とは関 係ないこと と
8 : 30〜21 : 30
思 い が ち で す が、実 は 私 た
桜丘学習センター2階
ちの 生 活や社 会に繋がりの

11/20

22

10 : 00〜17 : 00

渋谷学習センター2階

多目的ホール

※ソーシャルディスタンス確保のため、入場制限あり

【料金】無料 【問合】渋谷学習センター 267-2027 まで

Twinkle Star !! 〜宇宙にまつわる展示〜
★空の上には何がある？
宇宙をテーマとした本や資料を展示します。お楽しみに！

11/1

30

中央林間図書 館

袋には、図書室スタッフが選んだ色々な本が入っています。いつも読ん
でいるジャンルの本だけでなく、読んでみると意外と面白かったり、ため
になったり…本のスペシャリストが選んだ本を、皆さんにお届けします！

11/14

映画音楽の世界

14 : 00〜16 : 00

★素晴らしき
映画音楽の世界へ

おはなしのひろば
中央林間図書館 やまとみらいまつりスぺシャル

図書室

渋谷図書館

★思い出を語り合おう

周防 義和

Room１・２・３

あらゆる年齢のすべての人が元気に暮らせる
世の中の 実 現 へ の願いを 込 めて、昨 年好 評
だった回想サロンの第2弾を開催します。
昭和30年代の写真や新聞記事を映像で見た
り、クイズに答えたり、参加者の皆さんとコ
ミュニケーションを取りながら、「回想 法 」
で一緒に脳のトレーニングをしましょう！

11/25

14 : 30〜15 : 30（14:00受付開始）

渋谷学習センター

310会議室

【対象・定員】年齢不問、昭和30年代の事を
お話頂ける方／先着10名
【料金】無料
【申込】電話または渋谷図書館カウンターにて
【問合】渋谷図書館 267-2741まで

健康都市大学

危機迫る環境問題と私たちの健康
〜公害から地球環境問題を経て，
アントロポセンへ

★もはや無関係ではない！私たちを取り巻く環境問題と向き合おう

宇宙をテーマに幼児向けの絵本
の読み聞かせを行います。

11 : 00〜11 : 30

市民交流拠点ポラリス

つきみ野学習センター１階

よみうり回想サロン 第2弾

【対象・定員】市内在住・在勤・在学の方／20名（定員超過の場合は抽選）
【講師】周防 義和（作編曲家）、Jirafa（作編曲家）【料金】無料
【申込】窓口または官製はがきに、下記事項を明記
❶講座名、❷氏名（ふりがな）、
❸住所（市内在勤・在学の方はその旨を明記）、❹電話番号
〒242-0007 中央林間1-3-1 市民交流拠点ポラリスまで
11/6（金）必着 ※1通につき１名まで応募可
【問合】市民交流拠点ポラリス 274-4361まで

11/28

18 : 00

※大和市図書利用者カードをご持参ください。

市民交流拠点ポラリス

★ドキドキ、ワクワク、
宇宙のおはなし
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【料金】無料（申込不要） 【問合】つきみ野学習センター 275-0088 まで

数々の名画を彩ってきた『 映画音楽 』。名シーンから聴こえる
心地の良い音色は心を豊かにさせるものです。
本講座では、
「映画音楽とは何か？」というアプローチから、音
楽 が 作 品に与える影 響とシーンの 演 出を解 説します。講 師は
数々の作品で映画音楽を担当し、これまでに多くの賞を受賞さ
れた周防義和氏。この機 会に是非映画音楽の世界を覗いてみ
※内容は変更となる場合がございます。
ませんか？

11/15

12 : 00

【対象・定員】小学生以下／先着40名（予定）、無くなり次第終了

【対象】どなたでも
【問合】中央林間図書館 277-8030 まで

健康都市大学

★何が入っているかは
お楽しみ♪

本のお楽しみ袋

小学生向け

10 : 00〜21 : 00
メインエントランス

ロビー

深 い 内 容 で す。この 書 き 込
【対象】どなたでも
み式のテーマ展示では、思い
【料金】無料（申込不要）
つ くこ と 、や って み た い こ
【問合】桜丘学習センター
と、分からないことなどを皆
269-0411まで
で書き込んでみましょう。

※22日は13:00まで

プレイルーム

【対象】どなたでも 【料金】無料（申込不要）
【問合】中央林間図書館 277-8030 まで

地 球温暖化、PM2.5など、環境問題が私たちの身に降りかかってきています。
課題となっている問題を知り、私たちに何をもたらすのか考えてみませんか。

11/28

14 : 00〜16 : 00 つきみ野学習センター 304講習室

【対象・定員】どなたでも／先着20名 【料金】500円
【講師】渡辺 知保（国立研究開発法人国立環境研究所 理事長）
【申込】10/27（火）10：00より 電話またはつきみ野学習センター窓口にて
【問合】つきみ野学習センター 275-0088 まで
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秋冬を楽しむために
大 和 市 文 化 創 造 拠 点シリウス開 館 4 周 年 記 念 事 業

健康都市大学

幸田浩子＆村治佳織
デュオ・リサイタル

健康講座

ヤマトン健康ポイント3P 対象講座

大人女性の未病ケア

健やかに美しく
こころも体も上向きに

歌とギターが織りなす、彩り鮮やかな午後
〜4年間の感謝を込めて〜

「歩行姿勢測定システム」を用いた体の見
える化、冬を迎える前の体を整える食事
のコツ、自宅でできる体操を行い、日頃の
悩みや小さな不調を改善し、忙しい女性
でもできる調子の良い体を作ります。

シリウス4回目の誕生日をお祝いするため、ソ
プラノの幸田浩子とギタリストの村治佳織が
大和に登場します。アヴェ・マリアや『サウン
ド・オブ・ミュージック』メドレーなど、古典か
ら映画音楽まで、彩り鮮やかな音楽がメイン
ホールを満たします。華やかなミューズたちの
心情溢れる演奏で、心温まるひとときをお過ご
しください。

第3回講師／久野 秀隆

11/12・19・26（木） 19：00〜20：30
幸田 浩子

11/3（火・祝） 15：00開演（14：00開場）
【会場】1階芸術文化ホール メインホール
【料金】S席4,000円 A席3,000円（全席指定・税込）

全3回

【会場】6階生涯学習センター 601講習室 ほか
【対象・定員】市内在住・在勤・在学の女性／先着20名
【講師】溝部 文子（横浜姿勢・歩行アドバイザー）
藤森 明子（管理栄養士）、久野 秀隆（健康トレーナー）
【料金】1,000円（全3回分） 【申込】電話または窓口にて
【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで

※未就学児の入場はご遠慮下さい。

【出演】幸田 浩子（ソプラノ）、村治 佳織（ギター）、
藤満 健（ピアノ）
【申込・問合】1階芸術文化ホールチケットデスク
263-3806 まで

健康都市大学
村治 佳織

ⒸAyako Yamamoto

ヤマトン健康ポイント1P 対象講座

私たちの引地川
〜再生の軌跡をたどり、川の未来を考える〜

じまんできちゃう！！

地元について知ろう、
川を支える人々の郷土愛を感じよう

手作りクリスマスツリー
色とりどり♪
自分だけの特別なクリスマスツリーを作ってみよう！
12月は年に一度のクリスマス♪
今年はお友達にも自慢できちゃう特別な
クリスマスツリーを作ってみませんか？
色とりどりのフェルトを重ねて、いつもと
はちょっと違うオリジナルのツリーでクリ
スマスを楽しみましょう！

全3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・在勤の方／先着30名
【講師】苅部 治紀（神奈川県立生命の星・地球博物館 主任学芸員）ほか
【料金】500円（全3回分）
【申込】11/8（日）10:00より 電話または窓口にて
【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで

【会場】3階屋内こども広場 多目的室
【対象・定員】小学校1〜3年生のお子様／先着6名
【講師】敦賀 昭子（ハンドメイド作家） 【料金】500円
【申込・問合】3階屋内こども広場 259-7592 まで

WebOPACを使ってみよう！

図書館の本、ネットから予約できます
「読みたい本が貸出中だった…」
「今借りている本の返却日が分からなくなった…」
こんなお悩みをお持ちの方必見！スマホやパソコンを
使って、インターネット（WebOPAC）上から図書館に
所蔵している本の検索・予約や貸出状況の確認、貸出
期間の延長などが可能です。

利用方法は
とっても簡単！

※横浜市、町田市にお住まいの方はご予約できません（貸出状況の確認などは可能）。

4

引地川水とみどりの会 提供

12/9・1/13・2/10（水） 13：30〜15：30

11/14（土） 10：30〜12：00

CO LU M N 図書館の便利な使い方

急激な市街化により、かつては
多くの災害が発生し、水質は悪
化、ゴミが散乱していた引地川。
専門家の講義や関係者の証言か
ら、30年以上に及ぶ再生への軌
跡をたどり、川と地 域のつなが
り、川の未来を考えます。

❶WebOPACを利用するために、
ぜひ
利用者カードと本人確認書類を持って、
活用してみて
最寄りの図書施設のカウンターで
ください！
仮パスワードを取得する。
❷仮パスワードを取得したら本パスワードに変更する。
❸図書館蔵書検索システムで読みたい本を検索し、
予約を申し込む。
❹貸出可能になると図書館からメールなどでお知らせ。
❺指定した受取館に利用者カードを持って本を借りに行く。

笑 顔 で 乗り越 えよう
落語フェスタ やまと寄席

〜その五〜

輝きの会・極みの会

だって、人間だもの

Ⓒ Sho Suga / SugaDesign

健康都市大学

人間に一番身近な動物といえば犬でしょうか。飼い主のご機
嫌が良いとき、笑っているとき、犬はにんまりとしております。
犬は人間の脳波を感じることができるので、喜んでおられる
のだなと思っていたら、笑うことは類人猿とラットだけに与え
られた特権とのことです。
ラットの笑いの研究に端を発してうつ病の薬が開発される
など、笑いは心理学・精神医学の世界にも大きく関わってい
ます。
知性の有無で笑うことの可否は決まらないそうですが、人間
に生まれてきたなら“笑福来門”の気持ちを持ちたいですね。

落語で学ぶ老後の「相続・遺言」
「今すぐじゃなくても」と後回し
にしたり、難しくて分からないと
思っている方も多いかもしれま
せん。落語を通して、前向きに
ご自身 やご 家 族の「相 続・遺
言」について学びましょう！

11/25（水）

柱 茶柱

【会場】6階生涯学習センター 601講習室
【対象・定員】市内在住・在勤の方／先着30名
はしら ちゃばしら

【講師】 噺家 柱 茶柱（司法書士・行政書士 古宮 努） 【料金】300円
【申込】10/25（日）10:00より 電話または窓口にて
【問合】6階生涯学習センター 261-0491まで

新井 啓太 さん
相模女子大学
中学部・高等部 美術教諭
2018 -2019年に教員南極
派遣プログラムに参加

❶ 輝きの会 13：30開演（12：30開場）
❷ 極みの会 16：30開演（15：30開場）
【会場】1階芸術文化ホール サブホール
【出演】❶春風亭 正太郎、立川 笑二、
桂 竹千代
❷橘家 圓太郎、三遊亭 兼好、
春風亭 一之輔、林家 二楽
【問合】1階芸術文化ホールチケットデスク
263-3806 まで
※未就学児の入場はご遠慮ください。

『落語ワンダーランドぴあ』
落語の世界

老後について、明るく、楽しく考えましょう！

星々の万華 鏡

12/6（日）

おススメ本のご紹介！

ヤマトン健康ポイント1P 対象講座

10：00〜12：00

入口はこちら

お腹の底から思いっきり笑いたい！
そんな時、落語はいかがですか？
伝統芸能だから敷居が高い、なんて
ことはありません。基礎知識を仕入
れておきたい、どんなものかさらっ
と知りたいという方におすすめした
い一冊。用語解説はもちろん、第一
線で活躍する落語家さんの情報（写
真付き！）や、お悩みのヒントになる
落語が見つかる「噺の処 方箋」な
ど、聞くだけにとどまらない落語の味わい方をバラエティ豊かに
紹介しています。
どんな時も笑って乗り越える、そんな人でいたいですね。
【出版社】ぴあ株式会社（2017年）
【請求記号】779.1/ラク/ 【場所】4階健康

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。

はじめてシリウスに足を運んだ

ご縁は重なり、昨年から生涯学

のが３年前。本大好き少年の長男

習センター主催の講座を担当させ

（小学１年生）が、目を輝かせて夢

ていただけることになりました。
カラ

中でこども図書館入り口のドアへ

フルな 色 氷を 教 材にした『 南 極

飛び込んでいった姿をよく覚えて

アートワークショップ』、親子で本の

います。
「手軽で環境に優しい」を

森を探検しながら未来とのつなが

理由に、私が読む本は気がつけば

りを 発 見して いく『 はじめ ての

電子書籍が多くなりました。
しかし、

SDGs』。嬉しいことに、出会いは本

シリウスの素敵な空間が与えてく

から人へと発展。私も子どもたちか

れる本との偶然の出会いが魅力的

ら元気をもらっています。

で、今も家族で通う日々は続いてい
ます。

予定枚数終了

Tubeスタジオを限定オープンしま
す！ぜひ遊びにいらしてください！

11月3日の「やまとみらいまつり」
では 、キッズ 対 象のどこがくYo u

昨年の「南極アートワークショップ」講座の様子

5

11月
11月
1

12 月 EVENT CALENDAR 2020
会場

日 601講習室

マルチスペース

2

月

610大会議室
ちびっこ広場
げんきっこ広場
612文化創造室
1階特設ステージ

3

火祝 3階マルチスペース前

9

日

月

高齢者の食の悩みを解決！
〜普段の食事を工夫して、老いても食を楽しもう〜❶〈全2回〉

10：00〜12：00

600円（全2回） 大和市生涯学習センター

エコチル育児相談

9：30〜10：30

無料

大和市屋内こども広場

なないろのかんむりをつくろう

9：00〜18：30

入場料

大和市屋内こども広場

3Dプリンター開放事業見学会

10：00〜16：00

無料

シリウス開館4周年 オープニングセレモニー「願い〜翼を広げて〜」 10：30〜11：50（予定）

無料

大和市生涯学習センター
やまと芸術文化ホール

無料（15名）

大和市立図書館

15：00

S席4,000円
A席3,000円

やまと芸術文化ホール

読み聞かせボランティア養成講座
（ブラッシュアップ編）❶〈全3回〉

10：30〜12：30

無料（30名）

大和市立図書館

子育て応援！オンライン講座 からだにやさしいおやつ

13：30〜14：30

無料

あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ（1〜2歳）

9：15〜10：30

500円

ウイスタリア音楽院 演奏発表会

13：00

無料

サブホール
612文化創造室
ギャラリー
601講習室
ギャラリー
610大会議室

12

木 601講習室

13

金

601講習室
多目的室

大和市文化創造拠点シリウス開館4周年記念事業
幸田浩子＆村治佳織 デュオ・リサイタル

衣袷 −きぬあわせ− 着物モダンリメイク❸〈全6回〉

13：30〜15：30

第2回 やまと児童絵画コンクール2020 〜たのしい家族の風景〜

11：00〜16：00

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

14：00〜15：30

アートでおしゃべり！体験会

①10：00
②13：00

高齢者の食の悩みを解決！
〜普段の食事を工夫して、老いても食を楽しもう〜❷〈全2回〉
油絵体験教室
健康講座 大人女性の未病ケア❶
自分のカラダの「今」を知る〈全3回〉
親子のふれあい広場「ミリミリ」あきぐみ❷〈全3回〉
ベビーシャワー・妊婦不安解消講座

10：00〜12：00
13：30

13：30〜14：30

14：00〜15：30

多目的室

じまんできちゃう！手作りクリスマスツリー

10：30〜12：00

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

18

水 マルチスペース

マイソングの会

13：30

19

木 611調理実習室

健康講座 大人女性の未病ケア❷体を整える食事〈全3回〉

19：00〜20：30

601講習室

読み聞かせボランティア養成講座
（ブラッシュアップ編）❷〈全3回〉

10：30〜12：30

オンライン

子育て応援！オンライン講座 育児疲れ解消ストレッチ

13：30〜14：10

22

日 601講習室

25

水 601講習室

マルチスペース

26

木

27

金 601講習室

601講習室

2,500円（全6回） 大和市生涯学習センター
無料

大和ロータリークラブ
090-1793-6639（相原）

2,000円（全5回）
大和市生涯学習センター
学生半額
無料

大和市文化振興課
046-260-5222

600円（全2回） 大和市生涯学習センター
材料費600円

大和絵画会
090-6934-8676（羽渕）

無料

大和市屋内こども広場

13：15（開場13：00） 無料（先着20名） 大和市立図書館

17

21

ウイスタリア音楽院
046-261-6823（斉藤）

大和市生涯学習センター

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〉

土 610大会議室

大和市屋内こども広場

10：00〜11：30

土 603中会議室

金

大和市生涯学習センター

1,000円（全3回） 大和市生涯学習センター

第61回大和市立図書館映画上映会『幸せのレシピ』

20

大和市生涯学習センター

19：00〜20：30

601講習室

土

myソングの会
080-2161-1017（高橋）

13：30〜14：30

水 マルチスペース

28

1,000円

デジタル地球儀で考えよう 〜地球のこと、世界の今〜

700円（全2回） 大和市生涯学習センター
500円
ともに5,000円
1,000円

大和市屋内こども広場
NPO法人
やまとスポーツマネジメント
080-4631-5820（神戸・金子）
myソングの会
080-2161-1017（高橋）

1,000円（全3回） 大和市生涯学習センター
無料（30名）
無料

大和市立図書館
大和市生涯学習センター

衣袷 −きぬあわせ− 着物モダンリメイク❹〈全6回〉

13：30〜15：30

2,500円（全6回） 大和市生涯学習センター

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

14：00〜15：30

2,000円（全5回）
大和市生涯学習センター
学生半額

落語で学ぶ老後の「相続・遺言」

10：00〜12：00

300円

大和市生涯学習センター

油絵体験教室

13：30

材料費600円

大和絵画会
090-6934-8676（羽渕）

健康講座 大人女性の未病ケア❸
自宅でできる調子の良いカラダ〈全3回〉

19：00〜20：30

1,000円（全3回） 大和市生涯学習センター

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〉
第15回 ル・ソレイユ・ブリアン バレエコンサート
オートヌ2020

16：30

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〜❷〈全2回〉

14：00〜15：30

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3〜6）

17：00〜18：30

メインホール

6

13：30

お問合せ

健康テラス

11

14

マイソングの会

＝月会費

2,000円（全5回）
大和市生涯学習センター
学生半額

無料

多目的室
げんきっこ広場

8

14：00〜15：30

料金

＝年会費

12：30〜14：30

金 オンライン

土

時間

＝入会金

YouTubeでSDGｓ

601講習室

7

イベ ント 名

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

＝要事前申込

特設ブース

メインホール

6

＝健康都市大学

1,000円

La PLU Brillant Ballet
080-2373-4088
（アレクサンダー）

700円（全2回） 大和市生涯学習センター
500円

大和市屋内こども広場

11月
11月

29

日

12月
1

火

12 月 EVENT CALENDAR 2020
会場

＝入会金

時間

料金

10：30〜12：10

1,000円

やまと芸術文化ホール

サブホール

うた芝居「ないた赤おに」山の音楽舎

①14：00
②17：00

要入会

大和おやこ劇場
090-6116-0389（杉本）

イベ ント 名

時間

料金

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

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（0歳〜1歳）

9：15〜10：30

500円

大和市屋内こども広場

10：30〜11：30

無料

大和市屋内こども広場

会場

土

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！！
衣袷 −きぬあわせ− 着物モダンリメイク❺〈全6回〉

ともに5,000円

13：30〜15：30

サブホール

落語フェスタ やまと寄席〜その五〜「輝きの会」

13：30

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〜その五〜「極みの会」

16：30

やまと芸術文化ホール

601講習室

第62回大和市立図書館人権映画上映会『ふるさとをください』
親子で楽しもう！みつろうキャンドルづくり

無料

14：00〜15：30

1,000円

大和市生涯学習センター

材料費600円

大和絵画会
090-6934-8676（羽渕）

13：30

8

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

9

水 601講習室

私たちの引地川
〜再生の軌跡をたどり、川の未来を考える〜❶〈全3回〉

13：30〜15：30

601講習室

読み聞かせボランティア養成講座
（ブラッシュアップ編）❸〈全3回〉

10：30〜12：30

無料（30名）

オンライン

子育て応援！オンライン講座
クリスマスを楽しむ リースづくりと花育のお話

10：30〜11：30

無料

昔ばなしをきく会

14：00〜14：45

無料

ウクレレ演奏

10：00〜12：00

500円

水 多目的室

19

22

24

木 サブホール

土

火

木

大和市屋内こども広場

9：30〜10：30

無料

大和市屋内こども広場

13：00〜13：45

無料

やまと芸術文化ホール

瑤の会 おたのしみ発表会& 幸子の歌会（新曲発表）

10：00

2,500円

マルチスペース

大和絵画会
衣袷 −きぬあわせ− 着物モダンリメイク❻〈全6回〉

10：30
13：30
13：30〜15：30

瑤の会
090-2151-1673（坂本）

山ゆりダンス会
1,000円
4,000円（月3回） 046-264-3468（冨田）
材料費600円

大和絵画会
090-6934-8676（羽渕）

2,500円（全6回） 大和市生涯学習センター

げんきっこ広場

クリスマス

13：00〜14：30

入場料

大和市屋内こども広場

サブホール

社交ダンス

13：20

900円

赤い靴
090-3572-1278（鈴木）

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

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」

601講習室

オンライン

25

金

26

土 601講習室

28

大和市立図書館

すくすく育児相談

基礎から楽しく！社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」

げんきっこ広場

27

大和市生涯学習センター

ホワイエコンサート特別公演 中村愛ハープ・リサイタル

マルチスペース

612文化創造室

大和市立図書館

2,500円・学生1,000円 大和市音楽家協会
当日2,800円
070-3523-7068
（河村）

健康テラス

13：30

NPO法人
やまとスポーツマネジメント
080-4631-5820（神戸・金子）

500円（全3回） 大和市生涯学習センター

2020 冬のコンサート

メインホール

17

ともに5,000円

メインホール

多目的室

大和市屋内こども広場

13：15
無料（先着20名） 大和市立図書館
（開場13：00）

油絵体験教室

16

NPO法人
やまとスポーツマネジメント
080-4631-5820（神戸・金子）

2,500円（全6回） 大和市生涯学習センター

月 マルチスペース

土

お問合せ

10：00〜12：00

7

12

お問合せ

子育て＆マネー講座 キッズマネースクール

多目的室

612文化創造室

金

＝月会費

イベ ント 名

5

11

＝年会費

映画鑑賞会「愛と死の記録」

金 多目的室

日

＝要事前申込

メインホール

4

6

＝健康都市大学

げんきっこ広場

第63回大和市立図書館クリスマス映画上映会
『おしりたんてい4 ププッ かいとう たい たんてい』

10：30

ともに5,000円

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

13：15
無料（先着20名） 大和市立図書館
（開場13：00）

Xmasサプライズイベント

13：00〜14：30

入場料

子育て応援！オンライン講座
クリスマスに聴く ハープと英語絵本の読み聞かせ

10：30〜11：30

無料

Xmasサプライズイベント

13：00〜14：30

入場料

大和市屋内こども広場

13：00〜15：00

1,500円

大和市生涯学習センター

水引でつくるお正月飾り

メインホール

大和シティー・バレエ 冬季公演2020「美女と野獣」

18：00

S席6,600円
A席5,500円
B席4,400円
C席3,300円

サブホール

イングリッシュ＋バレエ プリュマージュ
第6回 クリスマス デモンストレーション

14：00

要整理券

大和おやこ劇場40周年記念特別例会
「知念さんちのお茶会」劇団鳥獣戯画

①16：00
②20：00

4,400円 ※要入会

日

月 メインホール

NPO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
大和市生涯学習センター

大和シティー・バレエ
yamatocityballet@gmail.com
（今野）
La PLU Brillant Ballet
080-2373-4088
（アレクサンダー）
大和おやこ劇場
090-6116-0389（杉本）

7

11月

12 月 期間イベント 【入場無料】
開催期間

会場

9/1（火）〜11/9（月）

イベ ント 名

時間

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！」

お問合せ

9：00〜19：00

大和市立図書館

10：00〜17：00

大和市文化振興課
046-260-5222（西野）

10/29（木）〜11/3（火祝）

ギャラリー

第68回 大和市文化祭一般公募展（写真の部）

11/15（日）〜11/19（木）

ギャラリー

色彩会 和紙絵画 作品展

11/24（火）〜11/26（木）

ギャラリー

神奈川読売写真クラブ県央支部 写真展

24日 13：00〜19：00
25日 10：00〜19：00
26日 10：00〜18：00

神奈川読売写真クラブ
090-6102-8765（小松）

12/13（日）〜12/14（月）

ギャラリー

日米地位協定を考えるパネル展

13日 11：00〜21：00
14日 10：00〜20：00

パネル展実行委員会
090-2669-4219（久保）
090-1259-2682（森）

12/21（月）〜12/25（金）

ギャラリー

ウォーターカラーキルトの世界＆etc. in神奈川

11月

9：00〜17：00

（初日13：30〜、
最終日〜15：00）

10：00〜17：00

会場

11/21（土）
・12/19（土） おはなしのへや
11/11（水）
・12/8（火）

11/13（金）
・12/11（金）
11/16（月）
・12/21（月）

① 11/18（水）
②12/8（火）
11/19（木）
・12/17（木）
11/20（金）
・12/18（金）

11/21（土）
・11/22（日）
12/19（土）
・12/20（日）
11/23（月祝）
12/14（月）
11/25（火）
・12/22（火）
11/27（金）
・12/25（金）
① 11/30（月）
②12/26（土）

色彩会 0466-43-3847
（石川）

チェーン・オブ・フレンドシップ・キルト

（初日12：00〜、
最終日〜16：00） グループ 045-942-6064（梨木）

12 月 3階屋内こども広場 定期イベント
開催期間

11月

（最終日〜16：00）

＝健康都市大学

イベ ント 名

時間

料金

出張版 大きくなったかな？

14：30〜

無料

多目的室

親子でものづくり教室（2歳の親子）

10：00〜11：00

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

ダイヤモンド（乳幼児を持つ母親）

10：00〜11：00

300円

多目的室

ホッと一息ちくちく手縫いタイム

①10：00〜12：00
②13：00〜15：00

500円

森のくまさん

10：30〜11：30

無料

多目的室

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）

10：00〜11：00

無料

①10：20〜11：20
②11：30〜12：30

500円

10：00〜11：00

無料

10：30〜11：30

無料

①13：00〜14：30
②11：00〜12：30

入場料

多目的室
多目的室

女性のためのリラクゼーション・ストレッチ
親子でものづくり教室（おたんじょうび手形）
とこたん（9〜12ヶ月の赤ちゃん）

多目的室
げんきっこ広場

①10・11月生まれのお友だち おたんじょう会
②11・12月生まれのお友だち おたんじょう会

＝要事前申込

お問合せ

大和市屋内こども広場

12 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】
開催期間

11/1（日）
・12/6（日）

11/3（火祝）
・12/1（火）
11/11（水）
・12/9（水）
11/16（月）
・12/21（月）
11/21（土）
・12/19（土）
11/25（水）
・12/23（水）
12/13（日）

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

シリウス赤ちゃんおはなし会

11：00〜11：20 大和市立図書館

シリウス親子のおはなし会

14：00〜14：20

親子で楽しむおはなし会

11：00〜11：20

シリウスクリスマスおはなし会

14：00〜14：30

今月の表紙
秋 葉 あきこ

重要なお知らせ
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。

編集後記
こんにちは、広報誌「YAMATOMIRAI」編集部の若鍋です。今年は様々な出来
事がありました。自分たちの時代にこのような事態になろうとは、誰が想像できた
でしょうか。今も光が見えない状況ではありますが、出来る限り明るく前を向いて
歩いて行けたらと思っています。シリウスで、楽しく充実したお時間を。皆様のご
来館をお待ちしています。
（若鍋）

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。

YAMATOMIRAI vol.24
2020年 11&12月号

［コメント］先日、偶然いつもより少しだけ細挽きのコーヒー豆を買いまし
た。いつも通りペーパードリップで淹れてみたら、濃くておいしい。挽き方か
豆の違いか分からないけれど、ちょっと目が覚めた出来事でした。

2020年10月発行

●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

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10月12日現在の情報です。次号は、2020年12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

お問合せ

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。

