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100円グッズで
遊ぶ・作る・実験する

とっても楽しい科学の本

これから夏休み！けれども、自由研究になにをやっていいか分か
らない！そんなあなたにお薦めの一冊がこちらです。お家の中に
ある身近なものや100円グッズを使って、あっと驚くおもちゃや道
具を作って実験してみようじゃないか！今まで気付かなかった新
しい発見を探しに冒険しよう！

本に載っている様々なおもちゃを
作って遊んでみよう！

2冊図書館スタッフが選んだ 【 theme # 08 】 体験・発見・大冒険!!

図書館スタッフ  近藤さん1

■ミヒャエル・エンデ　作
岩波書店、1986年出版、請求記号 K943/エ/  3階北

■千葉県教育研究会松戸支部理科教育部会　著  
メイツ出版、2004年出版、請求記号 407/ヒ/  5階南東

モモ

街のはずれに住みついた女の子の名前はモモ。周りの人々を幸せ
に導き、穏やかに暮らしています。そこへ時間泥棒の魔の手が…。
時間は同じに流れていても一瞬と感じることもあれば、永遠の長さ
に感じることもあります。時間とは生きるということ。心を住みかにし
ているから…。忙しくて時間がないと思っていませんか？心に刺さる
言葉をたくさん発見できるはず！

時間泥棒から時間を取り返せ！
不思議な女の子モモの冒険

図書館スタッフ  赤松さん2

［ 図書館 ］

GWも後半の５月４日と６日に、中央林間図書館にて「親子
で聞く絵本読み聞かせ」イベントを開催しました。現役の声
優である氷上恭子さんと北川里奈さんをお招きして、絵本の
読み聞かせを行っていただきました。お二方は「プリキュア」
に出演されていたこともあってか、その声と演技力で紡がれ
る絵本の世界に子ども達がとても真剣に聞き入っている姿が
印象的でした。

4階健康テラスで
体験！発見！

図書館4階健康テラスでは、毎日さまざまなイベントを行っています。
健康体操や折り紙教室、手芸教室など体験ができる講座がたくさんあります！
この夏、健康テラスのイベントに参加して今まで知らなかった新たな発見をしてみませんか。

こんな
イベントが
あります！

■イベントカレンダーは図書館内で配布しています。［シリウスHPからもダウンロード可能です。 http://www.yamato-bunka.jp/library/ ］

もちより倶楽部 食育かるた
毎月第4日曜日に開催している
「もちより倶楽部」は、こどもか
ら大人まで幅広い世代で昭和
の道具を使って皆で遊ぶ講座
です。昔懐かしの遊びを体験し
たり、想い出話もしたりして楽
しい時間を過ごしましょう。

食について遊びながら楽しく
学べる「食育かるた」。かる
たには食のマメ知識がたくさ
ん書かれています。こどもは
もちろん大人でも新しい発見
があるはず！

中 央 林 間 図 書 館

また子どもだけでなくプロの技に大人も聞き惚れていたようで、
まさに「親子で聞く読み聞かせ」の名前にふさわしい素敵な時
間となりました。おかげさまで両日ともにたくさんのお客様にご
来館いただき、大盛況のうちに終了しました。

中央林間図書館では今後も様々なイベントを行ってまいります。
ご来館をお待ちしています。

親子で聞く読み聞かせイベントを開催しました！

氷上恭子さん

北川里奈さん

〒242-0007
神奈川県大和市中央林間4-12-1
中央林間東急スクエア3F
TEL  046-277-8030
開館時間  午前10時～午後9時
休館日  12月31日、1月1日
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中央林間
図書館（3F）

中央林間駅
東急田園都市線

東急田園都市線「中央林間」駅 直結
小田急江ノ島線「中央林間」駅 すぐ
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［ 芸術文化ホール ］

　ホールの座席
　オーケストラの公演の際「どの辺の席がいいですか？」という
ご質問を頂くことがあります。私が初めて客席の最前列でコン
サートを聴いた時、指揮者やソリストが緊張の面持ちで入場す
るのを間近で見てとても驚きました。全体は見えないかもしれま
せんが、まるで自分も一緒に演奏しているかのような臨場感を味
わったり、指揮者の中には声を発する方や、ジャンプする方もい
らっしゃるので観察する楽しみがあるかもしれませんね。音が本
当にすぐ近くに聴こえて、空気の振動を直に感じる事ができるの
も前方席の醍醐味…でしょうか。反対に2階後方席を選ぶと、
表情まではあまり見えませんが全体が見渡せて、実は「２階の
ほうが音が良い」と言われるホールもたくさんあります。観客を
含めた会場全体の空気を味わうこともまた楽しいですね。それ
ぞれの席の特徴や良さは、決して映像で味わえるものではあり
ません。7月22日、是非ホール一杯に広がる生の音を感じなが
ら、それぞれの座席での新たな発見をお楽しみください！自分の
「お気に入りの席」を見つけてみませんか？　　　　◉文＝よぴ。

　創造力で冒険しよう！
　誰もが知っている《不思議の国のアリス》のお話は、イギリス
の数学者チャールズ・ラトウィッジ・ドジソンがルイス・キャロル
の筆名で書いた児童小説です。少女アリスが服を着た白ウサ
ギを追いかけて不思議の国に迷い込み、チェシャ猫などのしゃ
べる動物や動くトランプなどさまざまなキャラクターたちと出会い
ながらその世界を冒険します。
　7月24日・25日に開催する《不思議の国のアリス》は、「からだ
であそぼ」などテレビ、映画でも活躍するダンサーの森山開次

さんが演出・振付・美術を担当。創造力を駆使して、《アリス》
の世界をナンセンスとユーモアをたっぷり盛り込んだダンスとコ
トバで表現します。森山さんをはじめ、日本の実力派ダンサー
たちが繰り広げる《アリス》の物語を、創造力を働かせて観て
みると、今まで知っていた《アリス》の物語とは少し違った世界
に出会い、新しい冒険ができるかもしれません。この夏、みな
さんの中の創造力を使って、新しい世界をぜひご覧ください。

◉文＝ジャッキー

　新しい「ワタシ」に出会う時
　市民参加劇「やまと物語」の稽古が佳境に入っています。3
月の演劇ワークショップ、4月のオーディションを経て、5月の稽
古開始から多くの時間を共に過ごして来ました。年齢も、性別
も、環境も違う人々が集い、作品の完成を目指す─。これだけ
でも大変な作業ですが、“演じる”という超非日常が加わるので
すから、そのプレッシャーたるや想像を絶するものです。“演じる”
ということは、自分を客観的に観察することにも繋がります。今ま
で気づかなかった、あるいは気づきたくなかった自分の一面を
見つけることもあるでしょう。
　自分の内側に深く入り込んでいく作業は時として孤独です。そ
れは本番も同様で、一度舞台に立ったら最後、誰も助けてはく
れません。早世した伝説の映画スターであるジェームス・ディーン
も“俳優とは孤独である”というような趣旨の言葉を残していま
す。ですが、この孤独を乗り越えた先には未知なる可能性があ
ります。
　約３ヶ月間、戯曲と向き合ってきた38名の市民キャストが織り
成す、「私たちのやまと物語」。彼らがたどり着いた境地とその
成果をどうぞご覧ください。　　　　　　　　　◉文＝ラプロー
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新しい出会いと発見STORY

季節が春から夏へと移り、太陽の日差しも色濃くなる季節となりました。
いつもより明るい日の下で、何かを新しく感じたり、発見したりすることもあるでしょう。
また、子どもにとって夏休みという時間は、いつもと違った世界への冒険の始まりとなるかもしれません。
この夏、やまと芸術文化ホールで新しい世界を是非体験してください。

■上記全てのお問い合わせ　やまと芸術文化ホール　TEL：046-259-7591

イベントINFORMATION

アラン・ギルバート指揮
東京都交響楽団

不思議の国のアリス
開催日時＝2018年7月24日（火） 16:40開場 17:00開演
　　　　　　　　 7月25日（水） 13:40開場 14:00開演
会場＝メインホール
料金＝おとな 3,500円  こども（4歳～高校生）1,500円
　　　全席自由・税込
演出・振付・美術＝森山開次　原作＝ルイス・キャロル　
テキスト＝三浦直之　
衣裳＝ひびのこづえ　
音楽＝松本淳一
出演＝森山開次、辻本知彦
　　　島地保武、下司尚実
　　　引間文佳、まりあ
対象＝4歳以上～大人

市民参加劇「私たちのやまと物語」
開催日時＝2018年8月4日（土）・8月5日（日）
　　　　　13:30開場 14:00開演
会場＝サブホール
料金＝一般1,500円  
　　　学生（26歳未満）1,000円
　　　全席自由・税込
作＝斉藤祐一（文学座）
演出＝高橋正徳（文学座）
出演＝市民キャスト
　　　江頭一馬（文学座）
　　　柴田美波（文学座）

開催日＝2018年7月22日（日） 　
開催時間＝13:30開場 14:00開演
会場＝メインホール
料金＝S席6,500円  
　　　A席5,500円　
　　　学生S席3,500円 
　　　学生A席2,500円
　　　全席指定・税込
出演＝アラン・ギルバート
　　　（指揮）、東京都交
　　　響楽団（管弦楽）

©Maiko Miyagawa
※未就学児の入場は
　ご遠慮ください※未就学児の入場はご遠慮ください

アラン・ギルバート
  ©T.Tairadate



Q1. 気象予報士になったきっかけを教えて
ください。

　きっかけは、娘の大学受験ですね。娘が一
生懸命受験勉強しているのを見て、私も何か
勉強してみようかなという気になって。どうせ
勉強するなら何か資格を取ろうということで、
何の資格にしようかと考えたときに、自分は何
が好きだったのかなと考えたんです。
　その時に、中学校の時に天気図を書いたこ
とを思い出して…。天気の移り変わり、低気圧
と高気圧、各季節の特徴的な気圧配置など、
面白かったな、と。それで、気象予報士の試験
に挑戦してみようと思いました。

Q2. 気象予報士ならではの、職業病みた
いものはありますか？

　職業病ではありませんが、やっぱりみんな空
を見上げるのが好きですね。ちょっと面白い雲
があると、思わずその場に立ち止まってぼーっ

と見てしまいます。
　彩雲という虹色に
染まる雲があるので
すが、そういったき
れいな雲に出会える
機会も増えますよ。

Q3.最近、SNSを利用した参加型の気象
実況や開花予測なども盛んで、お天
気に興味を持つ方も増えたように感じ
ますが、実感されることはありますか？

　そうですね、例えば冬に雨雪判定みたいな
ことをやったのですが、SNS上でこの地点で
今雨だよとか、雪になったとか、そういう情報
を気象予報士以外で載せてくれる方がすごく
増えたなと感じます。そうすると、雨と雪の境
界線がどこにあって、どういう状態でそうなっ
たのかというのが分かりやすいんですね。予
報士仲間に研究データとして集めている方が
いらっしゃるのですが、SNSで情報を集めや
すくなったと言ってました。

Q4. 気象予報士と聞くとテレビのお天気
コーナーをイメージしますが、様々な
お仕事と組み合わせて活用される方
も多いと伺いました。

　実は、気象予報士の中で、気象関係のお仕
事に就いている方って1割ぐらいしかいないん
ですね。残りの9割の方は、他のお仕事に就き
ながら、そのなかで気象予報士としての知識を
役立てたり、お天気教室や防災講座を開催し
て、気象の知識を一般の方に伝えていく役割

をしています。
　例えば、鉄道関係のかた
が、雪などの交通障害の予測
に役立てたり、イベントを開
催する時の天候判断に役立て
ているという話も聞きます。
　気象庁の発表などで、難し
い内容のものもありますよね。
それを普通の人が聞いて分かるように橋渡し
をするのが気象予報士だと思っています。

Q5. 8月から始まる大和こども市民大学
では講師をお務めいただきます。
こどもたちに向けてメッセージをお
願いします。

　お天気は本当に身近なもので、テレビの天
気予報など、毎日目にしますよね。
　テレビに出ている人たちだけが気象予報士
なのではなく、いろいろな職業に就きながら、
気象予報士としての資格を活かしている人もい
るということを知ると、もっと興味をもてるの
ではないかと思います。
　学生でも試験に合格して、熱心に活動して
いる方もいます。講座をきっかけに、もっと深
く知りたくなったら、気象予報士の資格にチャ
レンジするのもいいかもしれませんね。

ARCHIVES   講座アーカイブ 生涯学習センターでは、皆さんに多数の学びの機会をご用意しています。

2018年3月11日  
キッズクラフト教室 3Dプリンターを体験しよう！

3Dプリンターは、パソコンで作ったデザインを、実際に作り出す工作機械
です。今回は小学生を対象に、好きな文字を入れたオリジナルストラップを
つくりました。パソコンでデータを作るところからスタートするので、難しく感
じた参加者もいたようですが、長時間の講座
にもかかわらず、集中して取り組んでいまし
た。「また参加したい」という感想が多く聞か
れ、パソコンやデザインづくり、ものづくりに興
味を持つきっかけになったようです。

2018年3月25～27日  
運動が苦手な小学生集まれ！運動能力向上教室

この講座は、運動が苦手な子も得意な
子も、体を動かすことをもっと好きになっ
てほしいと思い、開催しました。㈱ミズノ
社員のかたの指導の下、マット運動・鉄
棒・とび箱の3種目に取り組みました。講
師の荒川さんは、「楽しかった」と思ってもらえるよう、それぞれの子に
あった声かけを大切にしているそうで、講座では、積極的に参加して
いる姿や、上達してうれしそうにしている姿が印象的でした。

［ 生涯学習センター ］

●内容 気象予報士の仕事の紹介。気象予報士による解説とお天気キャスター体験。(小学生向けの内容)
●日時　8/26(日)13：00～15：00　　●会場   生涯学習センター610大会議室　
●対象・定員　大和市内在住・在学の小中学生／20名(定員を超えた場合は抽選)　　
●講師  （一社）日本気象予報士会サニーエンジェルス所属講師　　
●費用   無料　　●持ち物   筆記用具、飲み物(ペットボトルなどふたがついているもの)
●申込   窓口または官製はがきに講座名、住所、氏名(ふりがな)、学年/学校名、電話番号を明記の上、
 〒242-0016 大和南1-8-1 大和市文化創造拠点シリウス  6階生涯学習センターへ  
  7/31(火)必着　※はがき1枚につき1人の申込

大和こども市民大学  夢はお天気博士！気象予報士のおしごと講座情報
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もっと知りたい！気象予報士のおしごと
今年度初回の大和こども市民大学は「気象予報士」についてとりあげます。合格率10％以下という
難関資格のイメージが先行しますが、受験年齢の制限がなく、さまざまな活用方法がある資格だそ
うです。そんな気象予報士の魅力について、講師をご担当いただく島田先生にお話を伺いました。

2006年春に気象予報士
試験に合格。一般社団法人日本気象予報士
会神奈川支部及びサニーエンジェルス所属。
「平易な言葉で、わかりやすく」をモットーに、
親子お天気教室や防災講座を通して、気象
知識・防災知識の普及に努めている。

Interview

気象予報士

島田 賀子さん
しま だ    よし  こ



［ こども図書館＆屋内こども広場 ］

【 わくわく どきどき 発見がいっぱい 】

こ 国の こへも よど うそ
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こども図書館 「体験・発見・大冒険!!」にちなんだ2冊をご紹介します

屋内こども広場
「夏休みだ！おもしろランドde小学生」
今回は、屋内こども広場で7･8月に行われるイベントの紹介をします。

〈初めて〉はいつも大冒険！！
忙しいママと赤ちゃんのために、初めてひとりでお使いに
出かけたみいちゃんは…。見守る大人＝作者のあたたか
なまなざしが、隅 ま々で描き込まれた絵から感じられます。
また、懐かしい昭和の家庭や町の中をよ～く見ると、別の
物語も発見できて、何度開いても楽しく読める絵本です。
この頃初めてが足りない人も、幼い頃の心細さやもどかし
さ・誇らしさを、一緒に体験してみませんか？

筒井 頼子 さく  
福音館書店、1977年出版
請求記号 E/ハ/ 3階南

はじめてのおつかい
図書館スタッフ 天沼 さん

ようこそ、電車でめぐる冒険へ！
山手線に京急線、新幹線など、首都圏を走る電車をたく
さんの写真で紹介している一冊。大和市文化創造拠点
シリウスの最寄り駅、大和を通る小田急線と相鉄線も
載っています。電車の「顔」比べや、ユニークな駅の紹介
などのコラムでは、おもしろい発見があるかも。読みこん
で鉄道博士をめざすもよし、気になった電車に、かたっぱ
しから乗りに行くもよし。ページを開けばほら、個性豊か
な電車たちが、あなたを待っています！

旅と鉄道編集部 編 
天夢人、2017年出版
請求記号 K686/トウ/ 3階西

とうきょうの電車大百科
図書館スタッフ 田中 さん

こちらは、夏休みに合わせて行われる小学生対象
のイベントです。昨年ご好評をいただいた企画から
新しい企画まで、いろいろな種類のイベントを用意
しています。

★工作では食品サンプルや箱カメラをつくったり、音
楽・ダンスでは、英語ソングを歌ったりフラダンス
を踊ったりと、イベントが盛りだくさん！また、クワ
ガタやカブトムシに触れられる夏休みにぴったり
のイベントもあります。

★科学の不思議に触れたり、想像力を働かせたり、
体を動かしたり…この機会に、どきどきわくわくの
夏休みイベントを楽しんでみませんか？きっと新し
い発見に出会えますよ！

★また3階屋内こども広場では、小学生だけではな
く、小さなお子様にも楽しんでいただけるイベント
をたくさん用意していますので、ぜひ遊びにきてく
ださい！皆さんのご参加をお待ちしております。

どきどきわくわくの
夏休みイベントがいっぱい♪



11：00～13：00げんきっこ広場から 星に願いを！ 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

11：00～13：00げんきっこ広場から 星に願いを！ 入場料 大和市屋内こども広場げんきっこ広場

23 月

22 日

21 土

20 金

17 火

19 木

16 月祝

15 日

14 土

13 金

12 木
11 水
10 火
9 月

8 日

7 土
6 金

5 木

4 水

3 火

2 月

1 日

10：00～12：00パフューム（2才～6才の親子） 500円 大和市屋内こども広場
9：20～12：30一日図書館員 無料（16名） 大和市立図書館
11：00～12：00Heart warming yoga ～親子ヨガですっきりほっこり～ 500円 大和市屋内こども広場
13：30～15：30調べる学習チャレンジ講座 大和市立図書館無料（24名）
9：30～11：30親子de調べる学習チャレンジ講座 大和市立図書館

14：00 S席6,500円・A席5,500円
学生（26歳未満）S席3,500円・A席2,500円アラン・ギルバート指揮  東京都交響楽団 やまと芸術文化ホール

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料

無料（18組）

大和市屋内こども広場
14：00～15：00 無料（20名）市立病院月例講演会 大和市立図書館
14：00～14：20シリウス親子のおはなし会 無料 大和市立図書館
18：15多島ピアノ教室 無料 多島ピアノ教室  046-283-6915

14：00 一般1,000円・高校生以下 500円大和混声合唱団 第48回定期演奏会 大和混声合唱団  046-269-9932（髙橋）
11：30～11：50ほっこりスペシャル ベビーヨガ 無料 大和市屋内こども広場
13：30～15：00ころたん（5～8ヶ月の赤ちゃん） 無料 大和市屋内こども広場
13：20～16：30シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）
10：30～11：30森のくまさん 無料 大和市屋内こども広場
12：30ハワイアンバンド交流会 無料（要整理券） ヤマトハワイアン愛好会  046-267-0385（木村）

10：00～11：30ママとアネシィ～キックエアロ 500円 大和市屋内こども広場
13：00MUSIC＆LOVER ハーモニカ演奏会～夏のつどい2018 無料 MUSIC＆LOVER  046-274-2462（カベ）

11：00～11：20シリウス赤ちゃんおはなし会 無料 大和市立図書館
14：30大和おやこ劇場例会「ぱらりっとせ」（低学年）劇団風の子中部 入会金200円・月会費1,400円 大和南部おやこ劇場  090-6116-0389（杉本）
10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場

14：00阿波おどり ぞめき大和2018～ステージで魅せる阿波おどり～ 1,500円 神奈川大和阿波おどり振興協会
046-263-8377（ ㈲徳豊設計内 小幡）  

14：00～16：00いろはにほへと－俳句入門講座！❹〈全6回〉 大和市生涯学習センター
①13：00～13：45 ②14：00～14：45LaLaLa Land 大和市屋内こども広場500円

①10：30～13：00 ②14：00～16：30 800円

13：30～15：00まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん） 無料 大和市屋内こども広場
10：30～11：30ファミーユ～新しい家族を迎えるまでに～（妊婦さん） 無料 大和市屋内こども広場
13：20～16：30シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）
14：00～16：00「これであなたも絵が描ける！」～絵の豊かさを知る淡彩スケッチ～❼〈全8回〉 大和市生涯学習センター
13：30石田泰尚ヴァイオリン・リサイタル 2018 3,500円（当日4,000円）  ㈲ハルモニアハウス  043-424-5105（平井）

15：30～16：00ひとりできける子のおはなし会 無料 大和市立図書館
18：30～20：30大和市民大学 時代を彩る「浮世絵」❺〈全5回〉 大和市生涯学習センター
11：30～11：50ほっこりスペシャル ベビーマッサージ 無料 大和市屋内こども広場
19：00幸せに生きるためのヒント～人生の成功哲学～ 100円 KNOWHOW  080-5027-8106（高橋）

10：00～12：00季節を贈る絵手紙・夏編❷〈全2回〉 大和市生涯学習センター

13：00ピアノ発表会 無料 090-1889-2639（伊藤）
10：30第22回 やまと愛のチャリティ舞踊会（新舞踊） 無料 青月会  046-261-5571（清水）

11：30～12：00ほっこり Milky Way 無料 大和市屋内こども広場
10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場

10：00～12：00ピュア・シャボン（0才～2才の親子） 500円 大和市屋内こども広場
13：30～15：00にこにこたまご（ふたご・みつごの親子） 無料 大和市屋内こども広場

入会金3,000円・月会費3,000円（月2回）13：00大和スマイル合唱団（合唱練習） 大和スマイル合唱団  03-6304-0161（支援事務局） 
10：30 入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）基礎から楽しく！社交ダンスサークル「山ゆりダンス会」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）

10：00～11：00チップリップ♪リズムにのって1、2、3 ～親子でリトミック～ 無料 大和市屋内こども広場

19：00～20：00第42回 本大会阿波おどり教室 無料 神奈川大和阿波おどり振興協会
046-263-8377（ ㈲徳豊設計内 小幡）  

11：00カイゴのお仕事カフェ＠大和 無料 ユメックス株式会社  0422-70-2113（佐藤）
10：00コンサート con こども 無料 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055

18：30～20：30大和市民大学 時代を彩る「浮世絵」❹〈全5回〉 大和市生涯学習センター
11：00～11：20おひざでだっこのおはなし会 無料 大和市立図書館

①14：00
②18：30オリジナルミュージカル「THE CIRCUS！‐エピソード2‐」 8,000円 シーエイティプロデュース 

03-3234-9999（チケットスペース）

10：30おやこがしあわせになる♪ おはなし音楽会 おやこ1,000円 ピアチェーレ♪  080-2016-5343（安田）

サブホール 13：00
ギャラリー 12：00～16：45図書館総合展2018フォーラム in 大和 無料 図書館総合展運営委員会 

03-3357-1462（飯川）

14：00楽しく英会話力を高める会 500円 KNOWHOW  080-5027-8106（高橋）

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場
10：00～12：00季節を贈る絵手紙・夏編❶〈全2回〉 大和市生涯学習センター

14：00～14：30シリウスうちドックのおはなし会 無料 大和市立図書館
13：00リトルコンサート 2018（ピアノ教室発表会） 無料 クラヴィーア クラッセン  070-1264-9748（小山）

7月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
申込＝要事前申込
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7月 8月 EVENT CALENDAR 2018

11：00～12：00 無料（40名）宮西達也とゆかいな絵本の仲間たち～ミラクルワールドトークショー～　　  大和市立図書館

11：00笑顔の癒しイベント「Smile Healing Garden」（施術・販売） 500円～ ㈱ダイシングランド  046-271-5500（小泉）

ひびのこづえワークショップ「不思議の国のアリスのブローチ作り」 やまと芸術文化ホール

25 水

24 火
10：00～11：30小学生なつやすみ体験講座（折り紙） 大和市生涯学習センター200円
17：00 おとな3,500円・こども（4歳～高校生）1,500円不思議の国のアリス やまと芸術文化ホール

612文化創造室
メインホール

14：00 おとな3,500円・こども（4歳～高校生）1,500円不思議の国のアリス やまと芸術文化ホールメインホール

多目的室
610大会議室
多目的室
610大会議室
610大会議室

メインホール

多目的室
健康テラス
おはなしのへや
マルチスペース
メインホール
ちびっこ広場
多目的室
サブホール
多目的室
サブホール
多目的室
サブホール
おはなしのへや
メインホール
多目的室

メインホール

610大会議室
多目的室

多目的室
多目的室
サブホール

ギャラリー

612文化創造室
メインホール
おはなしのへや
601講習室
ちびっこ広場
マルチスペース
612文化創造室

サブホール
ギャラリー

メインホール
ちびっこ広場
多目的室

多目的室
多目的室

マルチスペース
マルチスペース

多目的室

601講習室
おはなしのへや

メインホール

マルチスペース

サブホール
ギャラリー

多目的室
612文化創造室

おはなしのへや
サブホール

健康テラス

サブホール
マルチスペース
マルチスペース

マルチスペース

11：00～11：20親子で楽しむおはなし会 無料 大和市立図書館おはなしのへや



17 金

18 土

16 木

12 日

11 土祝

10 金

9 木

8 水

6 月

7 火

5 日

2 木

3 金

4 土

31 火

30 月

29 日

27 金

28 土

26 木

25 水

10：00～11：30ねんどでキラピカ 500円 大和市屋内こども広場
13：20～16：30シルビア会大和シリウス フリーダンスパーティー 800円 シルビア会大和シリウス  090-9972-2953（藤井）
16：30バレエスタジオパッセ発表会 無料 バレエスタジオパッセ  046-277-8403（栗田）

10：30～11：30森のくまさん 無料 大和市屋内こども広場

13：00社交ダンス サマーパーティー＆演技発表会 2,900円 トミタダンススクール  046-264-3468
17：30神奈川県立綾瀬高等学校 学校説明会 無料 県立綾瀬高等学校  0467-76-1410（中澤）
10：00神奈川県立大和南高等学校 学校説明会 無料 県立大和南高等学校  046-269-4901（峯）

9：45やまと国際オペラ協会 音楽文化講座「オペラDVD鑑賞会」 無料 やまと国際オペラ協会  046-272-1885（長谷部）
13：30（13：15開場）第26回大和市立図書館おやこ映画上映会「怪盗グルーの月泥棒」（吹替え） 無料（100名） 大和市立図書館

17：30予定ATSC DANCE FES & CUP 2018 無料（要整理券） アリーナつきみ野スポーツクラブ  046-272-1717（野口）

13：30～15：00まめたん（1～4ヶ月の赤ちゃん） 無料 大和市屋内こども広場
11：30～11：50ほっこりスペシャル ベビーマッサージ 無料 大和市屋内こども広場

10：00～11：30夏休みだよ！クッキングdeサイエンス 500円 大和市屋内こども広場
18：00大和シティバレエ・SBA SUMMER CONCERT 2018 S席4,000円・A席3,000円 佐々木三夏バレエアカデミー  046-264-3827（鎌田）

入会金3,000円・月会費3,000円（月2回）13：00大和スマイル合唱団（合唱練習） 大和スマイル合唱団  03-6304-0161（支援事務局） 
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」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）
11：00～12：00fun fun Yoga ～キッズヨガを体験しよう～ 500円 大和市屋内こども広場
15：30～16：00ひとりできける子のおはなし会 無料 大和市立図書館
10：00セレンディピティ大和（ワークショップ・施術・販売） 500円～ 080-5688-8852（井上）

10：00～12：00光の不思議！箱カメラ＆万華鏡づくり 500円 大和市屋内こども広場
13：30～15：30夏休みに挑戦！ガリレオ式望遠鏡を作ってみよう！ 無料（16名） 大和市立図書館
11：00～11：20おひざでだっこのおはなし会 無料 大和市立図書館

10：15神奈川の高校展2018 県央東地区 公私合同説明・相談会 無料 神奈川の高校展実行委員会
046-274-1429（事務局 大和高等学校 小島）

13：00～15：00昆虫博士が直伝！クワガタ、カブトムシの捕り方、飼い方、増やし方 無料 大和市屋内こども広場
13：30マイソング 歌の会（練習） 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）
14：30神奈川県立瀬谷高等学校 第一回学校説明会 無料 県立瀬谷高等学校  045-301-6747（宮澤）

10：30～14：30文章の達人になろう！～小中学生のための読書感想文講座～ 500円 大和市生涯学習センター
14：00～14：30シリウスうちドックのおはなし会 無料 大和市立図書館
14：00 一般1,500円・学生（26歳未満） 1,000円 やまと芸術文化ホール
10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場
13：30～15：30箸の日ワークショップ 1,000円/一膳 大和市生涯学習センター

10：00第84回チャリティコンサート 無料 石川ファミリーアンサンブル  046-269-6055
14：30～15：00夏のとくべつおはなし会 無料 大和市立図書館

14：00 一般1,500円・学生（26歳未満） 1,000円 やまと芸術文化ホール

10：00～12：00ピュア・シャボン（0才～2才の親子） 500円 大和市屋内こども広場
13：30～15：00にこにこたまご（ふたご・みつごの親子） 無料 大和市屋内こども広場

入会金3,000円・月会費3,000円（月2回）13：00大和スマイル合唱団（合唱練習） 大和スマイル合唱団  03-6304-0161（支援事務局） 

11：30～11：50ほっこりスペシャル お誕生日会 無料 大和市屋内こども広場
①10：00～12：00 ②14：00～16：00食品サンプルをつくろう！ 500円 大和市屋内こども広場
10：00腹式散歩を楽しむ会 300円 090-9293-0264（川﨑）
13：45「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！ 900円 うたごえがかり  080-5944-0425

無料（16名）9：20～12：30一日図書館員 大和市立図書館
①10：00～12：00 ②13：00～15：00色であそんで たのしくコラージュ！ 500円 大和市屋内こども広場

10：00～16：00
（未定）夏休み 自由研究のひろば ワークショップ

500～1,500円 こども教室どんぐりひろば  045-391-8289（吉村）

13：15～14：45みんなでうたおう♪Sing with Glee 500円 大和市屋内こども広場
無料（10名）13：30～15：30夏休み宿題応援講座 楽しく取り組む読書感想文 大和市立図書館
無料（15組）9：30～11：30夏休み宿題応援講座 親子で楽しむ読書感想文 大和市立図書館

10：00～12：00Aloha Hura ～はじめてのフラダンス入門編～ 500円 大和市屋内こども広場
13：30～15：00とこたん（9～11ヶ月の赤ちゃん） 無料 大和市屋内こども広場

200円10：00～11：30小学生なつやすみ体験講座（料理） 大和市生涯学習センター
無料（100名）18：30（18：15開場）第25回大和市立図書館映画上映会「ファミリー・ツリー」（吹替え） 大和市立図書館

4,000円（当日5,000円）17：00Night Jack Cafe Concert（公開収録ライブ） GRA^CE  045-550-3962（井上）

無料14：15人格的資質向上研修講座 科学的素養 未来のエンジニアである
子どもたちにつけさせたい力  AI･ロボットの開発を通して 大和市教育研究所  046-260-5213（奥原）

14：00～16：00「これであなたも絵が描ける！」～絵の豊かさを知る淡彩スケッチ～❽〈全8回〉 大和市生涯学習センター
200円10：00～11：30小学生なつやすみ体験講座（茶道） 大和市生涯学習センター

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」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）
11：00～12：00fun fun Yoga ～キッズヨガを体験しよう～ 500円 大和市屋内こども広場

200円10：00～11：30小学生なつやすみ体験講座（ハーブの育て方） 大和市生涯学習センター

申込＝要事前申込
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7月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

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」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）
8月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ

入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）

入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）

9：20～12：30一日図書館員 無料（16名） 大和市立図書館
10：00～11：30小学生なつやすみ体験講座（カーリング体験） 無料 大和市生涯学習センター

多目的室
サブホール
メインホール
多目的室

LaLaLa Land多目的室
サブホール
メインホール
メインホール

マルチスペース
601講習室

メインホール

多目的室
ちびっこ広場

多目的室
メインホール
マルチスペース
マルチスペース
多目的室
おはなしのへや
マルチスペース
多目的室
健康テラス
おはなしのへや

メインホール
サブホール・ギャラリー

多目的室
マルチスペース
メインホール

603中会議室
10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場多目的室

おはなしのへや
サブホール
多目的室
601講習室

マルチスペース
おはなしのへや

サブホール

多目的室
多目的室

マルチスペース
マルチスペース

ちびっこ広場
多目的室
マルチスペース
サブホール

610大会議室
多目的室

マルチスペース

多目的室
610大会議室
610大会議室
多目的室
多目的室
611調理実習室
601講習室

サブホール

マルチスペース

612文化創造室
608和室
マルチスペース
多目的室
612文化創造室

610大会議室
601講習室

16：30予定Dance Dance Buddy vol.4 無料 Groovy☆Buddy  090-6045-0109（川上）メインホール

①13：00～13：45 ②14：00～14：45 大和市屋内こども広場500円

入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）

市民参加劇 私たちのやまと物語

市民参加劇 私たちのやまと物語



13：00～13：45ホワイエコンサート～木管四重奏が奏でる夏の調べ～ 無料 やまと芸術文化ホールメインホール ホワイエ

イベントの
最新の情報は
公式サイトを
ご覧ください

31 金

30 木
28 火
27 月

25 土

26 日

24 金

23 木

21 火

20 月

18 土

19 日

22 水

大和市屋内こども広場11：30～11：50ほっこりスペシャル お誕生日会 無料
13：30～15：00とこたん（9～11ヶ月の赤ちゃん） 無料 大和市屋内こども広場

14：00～16：00身体にやさしい古武術介護❶〈全5回〉 大和市生涯学習センター1,000円（全5回）
10：30～11：45親子のふれあい広場「ネコのしっぽ」夏ニャン編❶〈全3回〉 大和市生涯学習センター500円（全3回）

18：30（18：15開場）第27回大和市立図書館映画上映会「夏の庭 The Friends」 大和市立図書館無料（100名）

9：40コーラスの練習 無料 みずばしょう  045-804-0528（後藤）
①12：00 ②15：00絵本がステージになる！宮西達也「ミラクルワールドシアター」episode.1 2,500円（当日2,800円） 株式会社Dream Quest Sound  0463-68-6288（神部）
10：00ソレイユ音楽会（第2回 カラオケ大会） 無料（要整理券） アサヒナ会  090-4729-8931（松本）
13：45「うたごえひろば」宝塚OGとギター伴奏でみんなで歌おう！ 900円 うたごえがかり  080-5944-0425

14：00～16：00いろはにほへと－俳句入門講座！❺〈全6回〉 大和市生涯学習センター

13：00～15：00大和こども市民大学 夢はお天気博士！気象予報士のおしごと 大和市生涯学習センター

15：30第12回 Dance Pastel Modern Dance Studio 発表会 無料

無料

090-1545-5464（平多）

17：00予定横浜国立大学グリークラブ 早稲田大学コール・ポリフォニー 
鎌倉女子大学合唱団 三団ジョイントコンサート 1,000円 横浜国立大学グリークラブ  

090-9608-9990（カワベ）

13：30～15：00ころたん（5～8ヶ月の赤ちゃん） 無料 大和市屋内こども広場
10：00～11：40おかあさんの勉強室「えんぴつの正しい持ち方」 3,000円 こども教室どんぐりひろば  045-391-8289（吉村）
13：00神奈川県立大和西高等学校 学校説明会 無料 県立大和西高等学校  046-276-6392（萩原）

10：30～11：30Okie-Dokie music 英語でリトミック 500円 大和市屋内こども広場
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」 山ゆりダンス会  046-264-3468（冨田）入会金1,000円・月会費4,000円（月3回）

16：00三橋摩梨子バレエ研究所 第20回発表会 無料 母の会  090-2544-6702（中村）
11：00～12：00Heart warming yoga ～親子ヨガですっきりほっこり～ 500円 大和市屋内こども広場
11：00～11：20親子で楽しむおはなし会 無料 大和市立図書館

10：00～11：30ママとアネシィ～ヨガ 500円 大和市屋内こども広場
13：30神奈川県立大和東高等学校 学校説明会 無料 県立大和東高等学校  046-264-2691（関谷）

11：00～11：20シリウス赤ちゃんおはなし会 無料 大和市立図書館

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場

10：00～12：00パフューム（2才～6才の親子） 500円 大和市屋内こども広場
11：30～11：50ほっこりスペシャル ベビーヨガ 無料 大和市屋内こども広場
13：30～15：00とばしてあそべる！紙工作 500円 大和市屋内こども広場

10：00～11：30親子でものづくり教室 無料 大和市屋内こども広場
14：00～15：00市立病院月例講演会 夏休みスペシャル 無料（20歳未満20名）大和市立図書館

【 総合お問合せ窓口 】 TEL 046-263-0214
受付時間：9時～21時（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1丁目8番1号
大和市文化創造拠点シリウス公式サイト http://www.yamato-bunka.jp
公式facebook　 @yamatomirai20161103

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
●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

7/17（火）～7/19（木） 大和市総合計画 市民意見交換会 10：00～20：00（最終日～17：00） 大和市総合政策課  046-260-5350（竹内）

7/21（土）～7/22（日） 10：00～18：00第32回 大和市学校給食展
給食でつながる「ありがとう」の輪 大和市保健給食課  046-260-5206（三浦）

7/21（土）～8/31（金） 9：00～19：00夏休み読書チャレンジ!!スタンプラリー
「図書館トレジャーハンター」 大和市立図書館

8/21（火）～8/27（月） 10：00～19：00
（初日13：00～、最終日～17：00）

九十九伸一の世界 
太陽のティンブリズム・バルセロナ2018 ギャラリーおがわ  046-267-0077（小川）

期間イベント 【入場無料】
開催期間 イベント名 時間

ギャラリー

ギャラリー

3階
こども図書館

ギャラリー

会場 お問合せ
7月 8月

14：00～14：20シリウス親子のおはなし会 無料 大和市立図書館

8月 会場 イベント名 時間 料金 お問合せ
申込＝要事前申込7月 8月 EVENT CALENDAR 2018

13：30マイソング 歌の会（練習） 1,000円 myソングの会  080-2161-1017（高橋）

10：00夏のおもしろ科学館2018 無料 大和市教育研究所  046-260-5213（奥原）

ちびっこ広場
多目的室

601講習室
601講習室

601講習室

マルチスペース
メインホール
サブホール
サブホール

610大会議室

610大会議室

メインホール

メインホール

多目的室
マルチスペース
メインホール
多目的室
マルチスペース
メインホール
多目的室
おはなしのへや

多目的室
メインホール

おはなしのへや

多目的室

多目的室
ちびっこ広場
多目的室

多目的室
健康テラス
おはなしのへや

マルチスペース

マルチスペース

渡邊 ちょんと さん ／大和市出身・在住。水墨画の技法を用い、伝統と現代
的感性からダイナミックかつ繊細な独自の世界を創造し続けるアーティスト。

掲載されている内容は、2018年6月25日現在の情報です。
次号は、2018年8月下旬発行予定です。
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大海を颯爽と走る帆船。大航海時代、ヨーロッパ
の国から日本にも大型の帆船が次 と々やってきま
した（16世紀頃）。海の向こうに様々な国がある、
海で繋がっていることを多くの人々が肌で感じた
時代。今でも帆船は活躍していますが、その美しい
フォルムはロマンを感じます。

今 月 の 表 紙

　『私たちのやまと物語』。脚本が届いてとんでもない申込み
だったとあわてた。オーディションの自己紹介で場違いに気付
き、お詫びしたので、つまり、大河ドラマでその他大勢の数に入
れば楽しいと思う気楽な私に、セリフ迄、目を疑った。
　今、大和市民づらをしているが、共働きで都心に子連れ通
勤もした。従って地元の家族構成もつかめず、まわり持ちの班
長で、自治会を理解、市の地名調査に参加したのも、地元にな
じむ為、完成の分厚い書物の中に、ボランティアとして載った
氏名とチラシの出演者の氏名。何故か、同じに見えた。
　本格的な稽古に私はあたふた。多くのセリフも演技もプロ級
並みの出演者達の真剣な取り組みに、敬意と時代の波をひし
ひしと感じる。どうか楽しく、温かく応援してくださいます様。

「私たちのやまと物語」
8/4(土)・5(日) サブホール

ご出演イベント

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

瀬々妙子さん


