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上を向いて歩こう

新年の風物詩のひとつ「福袋」。毎年楽しみにされている
方も多いのでは。福袋の魅力は何といっても開けるまで袋
の中身が分からないというドキドキ感やワクワク感を味わ
えることではないでしょうか。
ところで皆さんは、福袋がいつから始まったかを知ってい
ますか？諸説ありますが、江戸時代や明治時代に一部の呉
服屋から始まったとされています。長い間親しまれてきた福
袋ですが、図書館でも本との出会いを楽しんでいただくイ
ベントを毎年開催しています！
新年1月2日（土）から11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。
「図書館福袋」や「本のまくら」で、普段自分では手に取ら
ないような本との出会いがあるかも？！新年にぜひ図書館
でワクワク感を味わってみてください！

今年も新春福袋の季節がやってきました！

ドキドキッ！中身はお楽しみ！図書館福袋 本のまくら～書き出しで選ぶ1冊～

第64回大和市立図書館新春映画上映会　
『BALLAD 名もなき恋のうた』

1月・2月・3月と、年明けの3ヶ月はあっという間に過ぎていきます。出会いや
始まりがあり、別れもあるこの季節。明るく朗らかに、上を向いて歩いていき
たいですね。幸せはきっと、見上げた空の上にあります。

【会場】［図書館福袋］3階こども図書館 展示コーナー〈30セット〉
 ［本のまくら］4階図書館 展示コーナー〈30冊〉
【問合】4階図書館健康カウンター263-0211まで

1/2（土）～11（月・祝）※なくなり次第終了
3階こども図書館  9：00～19：00
4階図書館  【月～土】 9：00～21：00／【日・祝】 9：00～20：00

【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30名
【出演】草彅 剛、新垣 結衣  他　 【料金】無料（事前申込不要）
【問合】4階図書館カウンター263-0211まで

1/9（土） 13：15開演（13：00開場）

日本の伝統遊び「かるた」を親子で楽しみませんか？
使用するかるたは、プレイリーダーが「げんきっこ広場のあそび道具
の特徴や紹介」「あそぶ時のお約束」「げんきっこ広場あるある」を
川柳にして作成しました。絵札には写真やイラストがありますので、
字が読めないお子さまもご
参加いただけます。顔より大
きいサイズのジャンボかるた
は迫力満点！
皆さまのご参加をお待ちして
おります！

新しい年の始まりを祝い、
げんきっこ広場でかるた大会を開催します！

げんきっこジャンボかるた大会

3階・図書館福袋 4階・本のまくら

天正2年。小国・春日に“鬼の井尻”
と呼ばれる武将・井尻又兵衛と美
しい姫君・廉姫がいた。互いに想い
あっていた2人だが、その時代、それ
は身分違いの叶わぬ恋だった。
ある戦の日、又兵衛は一瞬の隙か
ら命を狙われるが、突如現れた少
年川上真一に救われる。
真一は未来からタイムスリップして来たのだと言うが…。
時空を超えて描かれる名もなき恋と涙の物語。

戦国時代の武将と姫の切ない恋のうた

【会場】3階屋内こども広場　げんきっこ広場
【対象・定員】3歳～小学校2年生までの親子／先着35組
【料金】げんきっこ広場入場料（事前申込不要）
【問合】3階こども広場259-7592まで

1/4（月） 13：00～14：30
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集合！いつもの広場がちょっとちがう！　
～げんきっこ広場の節分～

【会場】3階屋内こども広場　げんきっこ広場
【対象・定員】3歳～小学校2年生までの親子／先着35組
【料金】げんきっこ広場入場料（事前申込不要）
【問合】3階こども広場259-7592まで

2/3（水） 13：00～14：30

2月は季節が変わる節目の時期です。そして2月3日の節分
は、悪いものを追い出して健康で幸せに過ごせるよう願う日
です。「鬼は外！福は内！」寒い冬を追い出し春を呼び込ん
で、１年の無病息災を祈りましょう！
いつもとはちょっと違うげんきっこ広
場に、家族で遊びにきませんか？

寒い冬も元気に！げんきっこ広場で節分を楽しもう！

英語で楽しむ『赤毛のアン』

『赤毛のアン』シリーズは、自立した女性へと成
長する少女を描いた、大人も楽しめる小説です。
作品の時代背景や作者についても解説し、アン
の世界を堪能しながら、英語を楽しく学びます。第
1回は最初に英語を読むコツ、事前に知っておく
と読解がさらに楽しくなる講義を予定しています。

赤毛のアンに興味のある方、英語の勉強を始めてみたい方におすすめ！

【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20名
【講師】水谷 利美（学習院大学・学習院女子大学 非常勤講師）  【料金】1,800円（全6回分）
【申込】12/19（土）10：00より 電話または6階生涯学習センター窓口にて
【問合】6階生涯学習センター261-0491まで

1/18、2/1・15、3/1・15・29（月） 13：00～14：30 全6回

2月に読みたい本
『猫語の教科書』

ある日、編集者の元に届けられた謎
の原稿。その中身は、快適な生活を確保するために
人間をどう躾けるか、猫が猫のために書いたマニュア
ルだった…！人間の家をのっとる方法から始まり、人
間にうまく取り入る方法や猫にとっての正しいマナー
の心得、はては別宅を持った時の対応などが、猫目線
からユーモアたっぷりに書かれています。あなたが
飼っている猫も、もしかしたらこの教科書を読んだか
も？！2月22日「猫の日」におすすめの一冊です。

猫の驚愕の真実がここに！

【著者】ポール・ギャリコ／著、灰島かり／訳
【出版社】筑摩書房（1998年）
【請求記号】B/ギヤ/　【場所】4階東

グリーン・ゲーブルズ（緑の切妻屋根の家）

楽しくおしゃべりしながら、ひと針ひと針
自分のペースでハンドメイド作品を作りましょう！
月替わりで自分らしい作品が楽しめますよ。1月はコサー
ジュ、2月はバルーンパンツ、3月は総集編としてポーチを
作ります♪皆さんで一緒に楽しくちくちくしませんか？

のんびりちくちく、
手縫いの時間を楽しみましょう♪

ホッと一息  
ちくちく手縫いタイム

【会場】3階屋内こども広場　多目的室
【対象・定員】女性の方／先着5名
【講師】中島 真由美（ちくちく講師）　【料金】500円
【申込】❶12/28（月）❷1/22（金）❸2/2（火）
 10：00より受付開始
【問合】3階屋内こども広場259-7592まで

❶1/27（水） ❷2/22（月） ❸3/1（月） 
いずれも10：00～12：00

健康都市大学 ヤマトン健康ポイント1P対象講座

渓斎英泉 日本橋の晴嵐

江戸時代の人々に焦点を当て、町がどのよ
うにつくられ、コミュニティを形成し、働き、
教育を受け、産業が発達していったかを紐
解いていきます。江戸時代を生き抜いた
人々の暮らしを覗いてみませんか？

100万都市と言われた江戸時代

【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】小林 信也（川村学園女子大学 講師）、松本 智恵（江東区深川江戸資料館 職員）
 工藤 航平（東京都公文書館 公文書館専門員）
【料金】2,000円（全5回分）※学生半額
【申込】電話または6階生涯学習センター窓口にて
【問合】6階生涯学習センター261-0491まで

1/19・26、2/2・9・16（火） 18：30～20：00 全5回

やまとみらいカレッジ 
江戸時代に学ぶ人々の暮らし

健康都市大学 ヤマトン健康ポイント1P対象講座

通学やお出かけが楽しくなる、
“簡単でかわいい”子どものヘア
アレンジ方法を、プロの美容師
がレクチャーします！簡単なヘア
アクセサリーも作ります。

簡単かわいい ヘアアレンジレッスン
プロの美容師によるヘアアレンジのレクチャー

健康都市大学

【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・在勤で小中学生の子を持つ保護者／先着12名
【講師】HONDA PREMIER HAIR スタッフ　 【料金】1,000円（全2回分）
【申込】1/9（土）10：00より 電話または6階生涯学習センター窓口にて
【問合】6階生涯学習センター261-0491まで

2/8・22（月） 10：00～12：00 全2回
HONDA PREMIER HAIR

スタッフのみなさん



自然災害など、もしもの時に備えてラジオを使って情
報を得る方法について学びましょう。前半はFMラジオ
を組み立て、ハンダ付けを体験します。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。

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！

【会場】6階生涯学習センター　601講習室
【対象・定員】市内在住・在学の小学校5年生以上のお子さまとその保護者、
  　　ご興味のある方（中学生以上から1人での参加可）／先着15組
【講師】NPO法人 科学探検隊、FMやまと　【料金】1,500円（材料費込）
【申込】2/7（日）10：00より 電話または6階生涯学習センター窓口にて
【問合】6階生涯学習センター261-0491まで

親子で参加 自作ラジオで電波〔77.7MHz〕をキャッチ！
健康都市大学 ヤマトン健康ポイント1P対象講座
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地震から命を守る～地域の被災を予測し、適切に備える～ 

もし大和市で直下型地震が起きたらあなたの町はどうなるのか、国の被害想定な
どを踏まえ、被災を予測し、対策を考えます。家庭や住まいの状況に合わせた、独自
の「防災アクションプラン」を考えましょう。
また大和市や周辺の地質のなりたちを学び、相模原台
地の地震リスクについても考え、消火資機材使った消
火方法も学びます。

東日本大震災から10年。あなたは家族の命を地震から守れますか？ 3月3日はひなまつり。
女の子の一大イベント
がやってきます！
ひなまつりは、女の子
の健やかな成長と幸
せを願う日です。どんな
お祭りになるかは当日のお楽しみ♪男の子の参加も
大歓迎です！みんなで一緒にお祝いしましょう。

女の子も男の子も一緒にお祝いしよう！

げんきっこ広場のひなまつり

【会場】3階屋内こども広場　げんきっこ広場
【対象・定員】3歳～小学校2年生までの親子
　　　　　　 先着35組
【料金】げんきっこ広場入場料（事前申込不要）
【問合】電話または3階屋内こども広場カウンターまで

3/3（水） 13：00～14：30

健康都市大学 ヤマトン健康ポイント1P対象講座

Ⓒ（一財）消防防災科学センター
災害写真データベース

【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】中林 一樹（東京都立大学名誉教授）、鷲山 龍太郎（防災士）、大和市消防本部
【料金】500円（全2回分）
【申込】1/31（日）10：00より 電話または6階生涯学習センター窓口にて
【問合】6階生涯学習センター261-0491まで

2/28、3/21（日） 10：00～12：00 全2回

あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険！！

【会場】3階屋内こども広場　多目的室・げんきっこ広場
【対象・定員】小学校３～６年生までの親子／先着5組
【料金】500円（1人増える毎に250円）
【申込】1/26（火）10：00より受付開始
【問合】3階こども広場259-7592まで

2/27（土） 17：00～18：30

【会場】1階芸術文化ホール　メインホール
【出演】富田 沙緒里（ソプラノ）、齊藤 舞（ピアノ）
【対象・定員】小学生以上／先着100名　
【料金】無料（要事前申込）　【申込】受付日調整中
【問合】1階芸術文化ホールチケットデスク263-3806まで

2/28（日） 13：30開演（12：45開場）

皆さんは、げんきっこ広場に小学
校3～６年生が入場できる日が
あるのをご存じですか？12歳ま
でにたくさんの動きを体験するこ
とは、身体の発達にとても重要とされています。多様なあそびが揃う
環境の中でおもいっきり楽しみませんか？あそびの中から生まれる
発想や、興味関心を親子でたくさん発見しましょう。

小学校３～６年生の子、
親子で思いっきりあそぼう！

備えあれば患いなし

3月に読みたい本『はるがきた』

もうすぐ春だというのに、街にはまだ
春が来ません。なかなか来ない春に
ため息をつく街の人々に、男の子は
「待っていないで、自分たちで街を
春にしよう！」と提案します。これに賛
成したみんなは、街の壁や電車に花や緑の絵を描い
て春の風景を作っていきます。ところがその日の夜、街
に激しい雨が降ってしまい…。
名作「どろんこハリー」シリーズの著者が贈る、春の訪
れの嬉しさと暖かさが感じられる本です。

春を迎える

【著者】ジーン・ジオン／文、マーガレット・ブロイ・グレアム／絵
【出版社】主婦の友社（2011年）
【請求記号】E/グ/　【場所】3階南

防災力アップ！
～大和市危機管理課職員による特別講話付き～
富田沙緒里ソプラノコンサート

2020年は世界中が新型コロナウイルス対策に追われる1年でした。
ウイルス感染は時間と場所を選びませんが、天災もまた同様です。万
が一の備えが、最大の防災です。やまと芸術文化ホールでは、コン
サート中に地震が発生したと仮定して、大和市危機管理課職員によ
る防災講話と、歌とピアノのコンサートをご鑑賞いただけます。
防災対策の一助に、ぜひご参加ください。

作品見本3/7（日） 12：30～16：30 ※途中休憩あり
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第33回 大和市生涯学習センターまつり大和市生涯学習センターまつり大和市生涯学習センターまつり

2021日時 土2/20 日2/21 いずれも

10：00～16：00
会場 大和市文化創造拠点シリウス 6階・1階

2日間
入場無料

学習センターまつりとは、学習セン
ターで活動しているサークルの皆さま
による、年に一度の発表の場で、市内各
学習センターで開催しています。今年は
新型コロナウイルスの影響で、他館で

は中止もしくは縮小となっていますが、
生涯学習センターでは、28団体の皆様
と、２月の開催に向けて現在一生懸命
準備を進めているところです。体験会
の中止や受付時の検温、手指消毒の徹

底など、例年とは違う形での開催とな
りますが、しっかりと感染対策をとり、
安心してご来館いただけるよう準備し
ています。
皆さまのお越しをお待ちしています。

生涯学習センター館長
市川 元彦

館長へインタビュー

髙野 勝廣 さん
実行委員長へインタビュー

舞台発表
1階 サブホール

※写真は昨年度開催の様子（一部抜粋）です。

学習センターまつりとはどのようなものか教えてください。Q

A

まず、このコロナ状況下に開催の
機会を得られたこと、皆さまにご観覧
いただけることに感謝しています。
例年、2月の開催に向けて実行委員会
を半年以上前より開始するところ、今

年は新型コロナウイルスの影響から準
備期間を短縮せざるを得ませんでし
た。また感染対策もあり、例年以上に
準備を要する中、どのメンバーの表情
も充実感を漂わせ、マスクとお互いの

間隔を守りながら取り組んでいる姿
がとても印象的でした。
前回好評の光丘中学校作品も展示い
たします。是非、皆さまのご来館をお
待ちしています。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一度にご入場いただける人数を制限するほか、マスクの着用、手指の消毒、入場口での検温、連絡先の収集
等のご協力をお願いいたします。下記の風邪様の症状に該当する場合、ご来場はお控えください。
咳、呼吸困難、全身倦怠感、咽頭痛、鼻汁・鼻閉、味覚・嗅覚障害、眼の痛みや結膜の充血、頭痛、関節・筋肉痛、下痢、嘔気・嘔吐、ほか風邪様の症状

今年はコロナウイルスの影響により、準備が難しいのではないでしょうか。
開催に向けた皆さんの取り組みの様子をお聞かせください。

Q

A

作品展示
6階 生涯学習センター

1階 ギャラリー

新型コロナウイルス感染予防対策

主催：やまとみらい（大和市文化創造拠点 指定管理者）/ 大和市生涯学習センター　　企画・運営：大和市生涯学習センターまつり実行委員会

－コロナに負けないみんなの文化祭－

●1階ギャラリー
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／やまと書楽会／遊・遊絵本の会／木目込サークル
●6階生涯学習センター
趣希の会木ノ葉サークル／大和篆刻の会／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／
大和市立光丘中学校／大和市食生活改善推進協議会／彫和会

出
展
サ
ー
ク
ル

●2/20（土）大和ハーモニカ愛好会／おどりのわ／
公益社団法人日本吟道学院公認 緑神会／
邦楽倶楽部／ハラウ・プウヴァイ

●2/21（日） カモの会／グラン・ピー・アンド・エム／
ハナアロハ大和／大和映像サロン／
大和ウクレレ倶楽部

出
演
サ
ー
ク
ル

※駐車場の数に限りがありますので公
共交通機関でのご来場をお願いいた
します。
※天候や交通機関の運行状況及びその
他不可抗力により、開催が中止となる
場合がございます。

今年も
光丘中学校生徒の
作品を展示します

今年も
光丘中学校生徒の
作品を展示します

お問合せ

大和市生涯学習センター

046-261-0491



6 土

5 金

4 木

3 水

2 火

1 月

大和たんぽぽの会  046-274-6662（石川）第3回 たんぽぽ音楽会 14：30 700円（当日800円）サブホール
大和市屋内こども広場13：30～14：30 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

大和市生涯学習センター10：30～11：30 無料  子育て応援！オンライン講座
体にやさしいおやつと食のお悩み相談会オンライン

30 土 大和市文化振興課  046-260-522210：30～16：00 無料やまと子ども伝統文化塾 塾生作品展示会ギャラリー

大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）13：30 材料費600円手ぶらで参加 油絵体験マルチスペース
石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055（石川）石川ファミリーアンサンブル主催  末松茂敏ピアノリサイタル 14：30 1,500円（学生1,100円）サブホール

31 日

29 金

28 木

26 火

25 月

22 金

20 水

19 火

18 月

15 金

大和おやこ劇場  046-269-2247（杉本）大和おやこ劇場 第294回例会
「HATENAの音楽はハテナ？」演劇集団 遊玄社 19：00 4,400円

（要入会）メインホール

やまと芸術文化ホール18：30 再販なし【振替公演】森山良子コンサートツアー 2020～2021
～my story～メインホール

スピリットダンス愛好会  090-2644-4599（渡辺）誰でもOK！自由に踊る♪「スピリットダンス」 13：30 1,000円マルチスペース

山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）10：30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 1,000円
4,000円（月3回）

シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）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円サブホール

大和市生涯学習センター18：30～20：00 2,000円（全5回）
学生半額

　 やまとみらいカレッジ
江戸時代に学ぶ人々の暮らし❷〈全5回〉601講習室

NPO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 ①15：35 ②16：30

③17：40 ともに5,000円マルチスペース

大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）13：30 材料費600円油絵体験教室マルチスペース

大和市生涯学習センター10：30～11：30 無料　 子育て応援！オンライン講座
子どもの前髪カットとママの頭皮＆ヘアケアレッスンオンライン

株式会社ユキ  0120-20-302010：00 無料ウィッグ（かつら）展示即売会ギャラリー
シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）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円サブホール

大和市屋内こども広場9：15～10：30 500円あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ（1～2歳）多目的室
げんきっこ広場

大和市立図書館10：00～12：00 無料（16名）ストーリーテリング・ボランティア養成講座❶〈全3回〉601講習室

歌って若返り教室事務局  079-429-616110：15歌って！若返り教室マルチスペース 1,000円（初回のみ教材費）
2,000円（月2回）

大和市屋内こども広場10：00～11：00 500円（保育料込）ママとアネシィ～養生気功多目的室

大和市生涯学習センター18：30～20：00 2,000円（全5回）
学生半額

　 やまとみらいカレッジ
江戸時代に学ぶ人々の暮らし❶〈全5回〉601講習室

大和市生涯学習センター13：00～14：30 1,800円（全6回）英語で楽しむ『赤毛のアン』❶〈全6回〉610大会議室
myソングの会  080-2161-1017（高橋）マイソングの会 13：30 1,000円マルチスペース
大和市屋内こども広場13：30～14：30 無料ベビーシャワー・妊婦不安解消講座多目的室
大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）13：30 材料費600円油絵体験教室マルチスペース

大和市屋内こども広場げんきっこ広場の節分 13：00～14：30 入場料げんきっこ広場
myソングの会  080-2161-1017（高橋）マイソングの会 13：30 1,000円マルチスペース

大和市屋内こども広場9：15～10：30 500円あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ（0～1歳）多目的室
げんきっこ広場

大和市生涯学習センター18：30～20：00 2,000円（全5回）
学生半額

　 やまとみらいカレッジ
江戸時代に学ぶ人々の暮らし❸〈全5回〉601講習室

NPO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 ①15：35 ②16：30

③17：40 ともに5,000円マルチスペース

大和市生涯学習センター13：00～14：30 1,800円（全6回）英語で楽しむ『赤毛のアン』❷〈全6回〉610大会議室

14 木
山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）10：30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 1,000円

4,000円（月3回）

13 水 大和市生涯学習センター13：30～15：30私たちの引地川 ～再生の軌跡をたどり、川の未来を考える～❷〈全3回〉601講習室

12 火
大和市屋内こども広場9：15～10：30 500円あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ（1～2歳）多目的室

げんきっこ広場

NPO法人やまとスポーツマネジメント
080-4631-5820（神戸・金子）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 ともに5,000円マルチスペース

10 日 大和市屋内こども広場10：30～12：00 500円ぬわないで作ろう！ペンケース多目的室
9 土 大和市立図書館13：15（開場13：00）無料（先着30名）第64回大和市立図書館新春映画上映会『BALLAD 名もなき恋のうた』601講習室

8 金
大和市屋内こども広場9：15～10：30 500円あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ（1～2歳）多目的室

げんきっこ広場

大和市生涯学習センター10：30～11：10 無料子育て応援！オンライン講座  親子でリズム体操オンライン

7 木 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）10：30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

6 水

大和市屋内こども広場お正月遊び 13：00～14：30 入場料げんきっこ広場
myソングの会  080-2161-1017（高橋）マイソングの会 13：30 1,000円マルチスペース

歌って若返り教室事務局  079-429-616110：15歌って！若返り教室マルチスペース 1,000円（初回のみ教材費）
2,000円（月2回）

4 月 大和市屋内こども広場げんきっこジャンボかるた大会 13：00～14：30 入場料げんきっこ広場

1月 3月 EVENT CALENDAR 2021

6

＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費＝年会費

1月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

国際空手道連盟極真会館 神奈川大和支部
080-9192-3739（竹岡）空手の稽古 18：15 無料（体験可）マルチスペース

国際空手道連盟極真会館 神奈川大和支部
080-9192-3739（竹岡）空手の稽古 18：15 無料（体験可）マルチスペース

2月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

1,000円
4,000円（月3回）



14 日 ECCジュニア 大和中央教室  046-264-8757（井上）14：00 無料ECCジュニア 学習発表会サブホール
13 土 大和市立図書館14：00～14：45 無料昔ばなしをきく会健康テラス

28 日

27 土

26 金

24 水
23 火祝

22 月

21 日
19 金

18 木

17 水

16 火

15 月

14 日

13 土
12 金

10 水

9 火

8 月

7 日

大和市生涯学習センター10：00～12：00 500円（全2回）　 地震から命を守る
～地域の被災を予測し、適切に備える～❶〈全2回〉601講習室

やまと芸術文化ホール13：30 無料
（先着100名）

防災力アップ！～大和市危機管理課職員による特別講話付き～
富田沙緒里ソプラノコンサートメインホール

大和市屋内こども広場17：00～18：30 500円あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険（小3～6）多目的室
げんきっこ広場

オフィス諷雅  support@officefuga.jp14：00 S席4,000円・A席3,000円髙木凜々子 ヴァイオリン・リサイタルメインホール
大和市生涯学習センター13：30～14：30 無料子育て応援！オンライン講座 ひな祭りを楽しむ工作とお花のお話オンライン
大和市生涯学習センター10：30～11：30 500円（全3回）親子ふれあい広場ミリミリ！ふゆぐみ❷〈全3回〉601講習室
大和市立図書館10：00～12：00 無料（16名）ストーリーテリング・ボランティア養成講座❷〈全3回〉601講習室

NPO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 ①15：35 ②16：30

③17：40 ともに5,000円マルチスペース

大和市生涯学習センター10：00～12：00 1,000円（全2回）簡単かわいい ヘアアレンジレッスン❷〈全2回〉612文化創造室

国際空手道連盟極真会館 神奈川大和支部
080-9192-3739（竹岡）空手の稽古 18：15 無料（体験可）マルチスペース

東京地方税理士会 大和支部  
046-262-9779（長尾）10：00 無料「確定申告の無料相談」税理士記念日特別事業マルチスペース

みゆき会  046-262-0085（野口）10：30 無料第12回 ふれあい舞踊祭メインホール
スピリットダンス愛好会  090-2644-4599（渡辺）13：30 1,000円誰でもOK！自由に踊る♪「スピリットダンス」マルチスペース

国際空手道連盟極真会館 神奈川大和支部
080-9192-3739（竹岡）空手の稽古 18：15 無料（体験可）マルチスペース

山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）10：30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 1,000円
4,000円（月3回）

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

大和市生涯学習センター18：30～20：00 2,000円（全5回）
学生半額

　 やまとみらいカレッジ
江戸時代に学ぶ人々の暮らし❺〈全5回〉601講習室

NPO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 ①15：35 ②16：30

③17：40 ともに5,000円マルチスペース

大和市生涯学習センター13：00～14：30 1,800円（全6回）英語で楽しむ『赤毛のアン』❸〈全6回〉610大会議室

国際空手道連盟極真会館 神奈川大和支部
080-9192-3739（竹岡）空手の稽古 18：15 無料（体験可）マルチスペース

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

やまと芸術文化ホール【振替公演】 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 再販あり

2,000円サブホール

大和市立図書館11：00～11：40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健康テラス
やまと芸術文化ホール13：00～13：45 無料ホワイエコンサート特別公演 徳永真一郎＆飯野和英 デュオ・リサイタルメインホール
大和市生涯学習センター10：30～11：30 500円（全3回）親子ふれあい広場ミリミリ！ふゆぐみ❶〈全3回〉601講習室
大和市生涯学習センター13：30～15：30601講習室

うたごえがかり  080-5944-0425うたごえひろば・童謡・唱歌・昭和歌謡・フォーク、心に響く歌等
宝塚OGとみんなで歌おう 14：00 1,000円サブホール

大和市生涯学習センター18：30～20：00 2,000円（全5回）
学生半額

　 やまとみらいカレッジ
江戸時代に学ぶ人々の暮らし❹〈全5回〉601講習室

大和市生涯学習センター10：00～12：00 1,000円（全2回）簡単かわいい ヘアアレンジレッスン❶〈全2回〉612文化創造室

国際空手道連盟極真会館 神奈川大和支部
080-9192-3739（竹岡）空手の稽古 18：15 無料（体験可）マルチスペース

大和市立図書館13：15（開場13：00）無料（先着40名）第65回大和市立図書館バリアフリー映画上映会『博士の愛した数式』601講習室

1月 3月 EVENT CALENDAR 2021 ＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費＝年会費

2月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

7

12 金
大和市屋内こども広場13：30～14：30 無料ベビーシャワー・妊娠不安解消講座
大和市生涯学習センター10：30～11：45 500円（全3回）親子ふれあい広場ミリミリ！ふゆぐみ❸〈全3回〉
大和市立図書館18：15（開場18：00）無料（先着30名）第66回大和市立図書館映画上映会『いぬのえいが』

10 水 大和市立図書館10：00～12：00 無料（16名）ストーリーテリング・ボランティア養成講座❸〈全3回〉

多目的室
601講習室
601講習室
601講習室

9 火
NPO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 ①15：35 ②16：30

③17：40 ともに5,000円マルチスペース

大和市生涯学習センター10：00～12：00 600円（全2回）思春期こそ大切にしたい７つのこと❷〈全2回〉610大会議室

7 日

5 金
6 土

4 木

3 水

2 火

1 月

スプリングコンサート事務局  046-261-1879（西堀）ジュニアピアニストによるスプリングコンサート 10：15 無料（40名）マルチスペース
大和市生涯学習センター12：30～16：30 1,500円親子で参加 自作ラジオで電波〔77.7MHz〕をキャッチ！601講習室

大和市生涯学習センター10：30～11：10 無料子育て応援！オンライン講座 育児疲れ解消ストレッチオンライン
宮川たかし音楽事務所  046-295-6491（宮川）11：00 無料うた友倶楽部 第4回 カラオケ大会サブホール
大和市屋内こども広場げんきっこ広場のひなまつり 13：00～14：30 入場料げんきっこ広場
大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）13：30 材料費600円手ぶらで参加 油絵体験マルチスペース
大和市生涯学習センター10：00～12：00 600円（全2回）思春期こそ大切にしたい７つのこと❶〈全2回〉610大会議室

NPO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 ①15：35 ②16：30

③17：40 ともに5,000円マルチスペース

myソングの会  080-2161-1017（高橋）マイソングの会 13：30 1,000円マルチスペース
大和市生涯学習センター13：00～14：30 1,800円（全6回）英語で楽しむ『赤毛のアン』❹〈全6回〉610大会議室

3月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

私たちの引地川 ～再生の軌跡をたどり、川の未来を考える～❸〈全3回〉



601講習室

広報誌「YAMATOMIRAI」  リニューアルのお知らせ
シリウス広報誌「YAMATOMIRAI」は、市民の皆さまにより多くの情報を発
信すべく、次号2021年3月発行号より､大幅に刷新いたします。
これまではシリウスの情報のみを掲載しておりましたが、やまとみらいが指定
管理者として運営する大和市内７施設の情報を掲載いたします。今後も引き
続きご愛顧いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

30 火

大和市生涯学習センター10：00～12：00 無料　 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601講習室

NPO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 ①15：35 ②16：30

③17：40 ともに5,000円マルチスペース

大和市立南林間中学校吹奏楽部
046-276-2500（白石）未定 無料

（関係者のみ）南林間中学校吹奏楽部 スプリングコンサートメインホール

29 月
27 土

大和市生涯学習センター13：00～14：30 1,800円（全6回）英語で楽しむ『赤毛のアン』❻〈全6回〉610大会議室

神奈川フィル・チケットサービス  045-226-510714：00 3,500円
ユース（25歳以下）1,500円神奈川フィル フューチャー・コンサート大和公演メインホール

26 金 スプリングコンサート事務局  046-261-1879（西堀）Nishibori ピアノ教室 おさらい会 18：30 無料（20名）マルチスペース
25 木 県立大和高校吹奏楽部  046-274-1424（小林）未定 無料県立大和高校吹奏楽部 第22回定期演奏会メインホール
24 水 myソングの会  080-2161-1017（高橋）マイソングの会 13：30 1,000円マルチスペース

23 火 NPO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 ①15：35 ②16：30

③17：40 ともに5,000円マルチスペース

16 火

21 日
18 木

17 水

大和市生涯学習センター10：00～12：00 500円（全2回）　 地震から命を守る
～地域の被災を予測し、適切に備える～❷〈全2回〉

スピリットダンス愛好会  090-2644-4599（渡辺）13：30 1,000円誰でもOK！自由に踊る♪「スピリットダンス」マルチスペース
大和絵画会  090-6934-8676（羽渕）13：30 材料費600円手ぶらで参加 油絵体験マルチスペース

うたごえがかり  080-5944-0425うたごえひろば・童謡・唱歌・昭和歌謡・フォーク・心に響く歌等
宝塚OGとみんなで歌おう 14：00 1,000円サブホール

NPO法人やまとスポーツマネジメント
080-4631-5820（神戸・金子）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 ともに5,000円マルチスペース

15 月 大和市生涯学習センター13：00～14：30 1,800円（全6回）英語で楽しむ『赤毛のアン』❺〈全6回〉610大会議室

【 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

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）

今 月 の 表 紙

［コメント］今回のイラストが最後になります。1年と1ヶ月、どうもありが
とうございました。世間が落ち着きましたら、こっそりコーヒーを飲みに行
こうと思います。

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 こんにちは、広報誌「YAMATOMIRAI」編集部の若鍋です。来年の広報誌リ
ニューアルに向け、通常2ヶ月間のところを、今回は3ヶ月間の情報を掲載していま
す。暗いニュースの多かった2020年ですが、どうか2021年が皆さまにとって良い
年になりますように。私たちは、いつでもシリウスでお待ちしています。（若鍋）

編 集 後 記

掲載されている内容は、2020年12月14日現在の情報です。
次号は2021年3月下旬発行予定です。

YAMATOMIRAI  vol.25
2021年 1& 2&3月号
2020年12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

1月 3月 EVENT CALENDAR 2021 ＝要事前申込＝健康都市大学 ＝入会金 ＝月会費＝年会費

やまと芸術文化ホール3/13（土）～3/21（日）  10：00～17：00（最終日～16：00）造形作家 玉田多紀 ダンボール恐竜の探しモノギャラリー

西陣美術織 全国巡回展実行委員会
072-808-2223（吉村）3/3（水）～3/7（日）  10：00～17：00（最終日～16：00）西陣美術織 若冲 動植綵絵展ギャラリー

大和市生涯学習センター2/20（土）～2/21（日） 10：00～16：00第33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

グループ・コスモス
kiyoshi1-04077@v00.itscom.net2/15（月）～2/18（木） 10：00～18：00（初日12：00～）グループ・コスモス 第4回ボタニカルアート展ギャラリー

大和市文化振興課  046-260-52222/2（火）～2/7（日） 10：00～17：00第10回 YAMATOイラストレーションデザインコンペ
入選作品展ギャラリー

大和市立図書館1/2（土）～1/11（月祝） 9：00～21：00（月～土）
9：00～20：00（日・祝）

本のまくら～書き出しで選ぶ1冊～
大人向け 30冊

4階図書館
展示コーナー※なくなり次第終了

大和市立図書館1/2（土）～1/11（月祝） 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
展示コーナー※なくなり次第終了

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 3月

※3階こども図書館のおはなし会は、感染対策をした上で通常どおり開催します。詳細はHPなどをご確認ください。

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。

3月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ


