
学ぶ・出会う・発見する　指定管理者やまとみらい広報誌

3月は防災意識が高まる時期。身近に起こる自然
災害に対して、普段から準備していますか？
この機会に、過去の教訓を生かし、認識を深め、
対処する心構えを学びましょう。

もしもの時どうする？親子で学ぼう防災術

げんきっこ広場の防災フェス

お片付け…やらなくてはいけないのは分かっ
ているけれど、腰が重くてなかなかとりかか
れないですよね。災害も待ったがきかないの
は理解しているけれど…
まずはお話を聞くところから始めませんか。
意識したところで既に一歩スタートできてい
ます。キレイと安
心をまとめて手に
いれましょう。

防災対策とお片付けで一石二鳥

防災を意識した整理収納

被災後の生活再建に役立つ支援制度を、過去の
東日本大震災や西日本豪雨等の大規模災害を例に
学びます。罹災証明のための注意点や、各種支援金、
トラブル解決法など、災害復興法学のパイオニアが
信頼できる情報を提供します。

災害のために「知識を備える」

被災したあなたを助けるお金とくらしのはなし
～災害に備えて知っておきたい支援制度～
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大和×文化=∞［やまとみらい ］

健康都市大学

防災・減災  備えて守る未来のいのち
防災に関する本や、深い悲しみへの
支えになるような本を集めて展示し
ます。今一度、防災について見直して
みませんか？

ヤマトン健康ポイント
1P対象講座

東日本大震災から12年展示

岡本 正

［ 会場・問合 ］ 
文化創造拠点シリウス  
4階図書館健康カウンター 263-0211  

● 3/1（水）～3/31（金）

健康都市大学

防災講座 避難場所を体験しよう

［ 会場 ］ 文化創造拠点シリウス  6階生涯学習センター  610大会議室
［ 対象・定員 ］ 先着30名（市内在住・在勤の方優先。市外の方は1/28
 　　　より受付開始。定員に空きがある場合のみ受講可）
［ 講師 ］ 岡本 正（弁護士） 　［ 料金 ］  300円
［ 申込 ］ 1/21（土）10：00より 電話または窓口にて
 1/28（土）からはWEB申込も可
［ 問合 ］ 文化創造拠点シリウス  
 6階生涯学習センター 261-0491

● 3/18（土） 10：30～12：00

桜丘学習センターは、
大雨洪水時に開設する
指定緊急避難場所です

講座当日は、防災についての講
義を受けたあと、実際に設置さ
れた避難場所を体験します。
避難場所ってどんなところ？感
染対策は？疑問や心配事を事
前に解消して災害に備えてみま
せんか。避難場所の見学のみ
の方も、ぜひご参加ください。

3/11（土）にはシリウスで1分間
の黙とうと“グラリ3分”一斉行動
訓練を実施します。

備えあれば憂いなし備えあれば憂いなし

▲申込フォーム

健康都市大学

［ 会場 ］ 市民交流拠点ポラリス  Room1・2
［ 対象・定員 ］  どなたでも／先着25名　 
［ 講師 ］ 宮川 明美（整理収納アドバイザー） 　
［ 料金 ］  200円
［ 申込 ］ 電話・窓口・HPにて受付中
［ 問合 ］ 市民交流拠点ポラリス  274-4361

● 2/4（土） 
 10：00～11：30
 ❶災害時も考えた整理整頓
 ❷ローリングストック法での備蓄

［ 会場 ］ 桜丘学習センター 
 101ギャラリー・103講習室・301集会室
［ 対象・定員 ］  市内在住・在勤・在学の方／先着30名
［ 講師 ］ 大和市役所  危機管理課・文化振興課　 
［ 料金 ］  無料　 
［ 申込 ］  電話または窓口にて
 （避難場所見学のみの場合は申込不要）
［ 問合 ］  桜丘学習センター  269-0411

● 2/25（土） 
 14：00～15：30 
 ※避難場所見学 
 　13：30～14：45

ヤマトン健康ポイント
1P対象講座

災害が起こった時の備えはしていますか？いざという時のために、
日々の中でお子さまができることを増やしておくことが大切です。
防災グッズの準備や地震の時にどうするかなど、親子で話し合う
機会があるといいですね。当日は、防災ゲームやシェイクアウトの
練習をします。親子で防災力を身につけましょう！

［ 会場 ］ 文化創造拠点シリウス  
 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年生の
  親子／先着50組　 
［ 料金 ］ 市内：大人300円  こども200円　
 市外：大人400円  こども300円（事前申込不要）

 ※入場には利用者カードが必要です。
 　カード登録には入場者全員の本人確認書類をお持ちください。
［ 問合 ］ 文化創造拠点シリウス  3階屋内こども広場 259-7592

● 3/11（土） 13：00～14：30
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〒242-0016　大和市大和南 1-8-1
TEL 046-263-0214（代表）　開館時間 9：00～22：00（通常時）
公式HP  https://www.yamato-bunka.jp/            

文化創造拠点 シリウス

第2回 ぬり絵サロン展覧会

健康テラスが
1日限定のアート空間に！

［ 会場 ］ 4階図書館  健康テラス　［ 料金 ］  無料（事前申込不要）
［ 問合 ］ 4階図書館健康カウンター 263-0211

■ 2/11（土祝） 9：00～20：00

月に1～2回開催している「ぬり絵サ
ロン」。参加者が思い思いにぬり絵
を楽しみ、年に一度の展覧会を開きます。カラフルな春夏秋冬の
花、果物など、本物そっくりのもの、おもしろい色や模様に仕上
がったもの、それぞれの工夫とアイディアをぜひご覧ください。意
外と奥が深い「ぬり絵」の世界、あなたも覗いてみませんか？

ダイヤモンド～自分らしく輝く～

入園前に親子で「プレ幼稚園」体験

［ 会場 ］ 3階屋内こども広場  多目的室
［ 対象・定員 ］ 2023年度に幼稚園に入園予定の親子／7組 　
［ 料金 ］ 300円
［ 申込 ］ 2/20（月）10：00～ 2/24（金）12：00
［ 問合 ］ 3階屋内こども広場 259-7592

■ 3/13（月） 10：00～11：00

いよいよ、入園の時期が近づいてきましたね。入園前の準備で
バタバタ、今までとは違う生活や環境になることにドキドキしてい
る方も多いのではないでしょうか。入園前に、集団に入ってみん
なで同じことをする練習をしてみませんか？席に座って朝の会を
したり、お名前を呼んだり、出席シール
を貼ったりなど、1日の流れを体験でき
ます。ご参加お待ちしています！

あこがれのバレエを初体験！
成果発表会  観覧募集

小学生向けバレエ体験ワークショップの
成果発表会を応援しませんか？

［ 会場 ］ 1階芸術文化ホール  メインホール
［ 出演 ］ ワークショップ参加者、大和シティー・バレエ　 
［ 料金 ］  無料（要事前申込）
［ 問合 ］ 1階芸術文化ホールチケットデスク 263-3806

■ 2/26（日） 15：00開演（14：30開場）

初心者対象のバレエワークショップ
に参加した子どもたちが、一生懸命
振り付けを覚えて迎える初めての本
番。そんな緊張の初舞台のお客様と
して、ぜひご来場ください。発表の前
後には、大和シティー・バレエによる
パフォーマンスもご覧いただけます。

集合！いつもの広場がちょっとちがう！
～ニコニコひなまつり～

3月3日をみんなでお祝いしよう

［ 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年生の親子／先着50組 　
［ 料金 ］ 市内：大人300円  こども200円　
 市外：大人400円  こども300円（事前申込不要）

 ※入場には利用者カードが必要です。
 　カード登録には入場者全員の本人確認書類をお持ちください。
［ 問合 ］ 3階屋内こども広場 259-7592

■ 3/3（金） 11：00～12：30

春の訪れを感じる季節。いつもとはちょっとちがうげんきっこ広場の遊具の
あそび方で、ひなまつりを楽しもう！女の子の健やかな成長を願う行事で
すが、男の子も参加できるプログラムです。

この春、登山をはじめてみませんか？
安全で楽しい山歩きのために知っておきたいこと
や、おすすめコースをご案内します。

孤独の先に見つける新しい世界

［ 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40名 　［ 料金 ］  無料（事前申込不要）
［ 問合 ］ 4階図書館健康カウンター 263‐0211

■ 2/12（日） 13：15開演（13：00開場）

第82回大和市立図書館バリアフリー映画上映会
『おらおらでひとりいぐも』（邦画／138分）

プロのガイドから教わる、ゆる登山入門
健康都市大学

3/13・20・27 いずれも（月） 
14：00～16：00

全3回

［ 会場 ］ 6階生涯学習センター  601講習室または
 オンライン受講（peatixによる申込）
［ 対象・定員 ］ どなたでも
  対面受講者：先着40名
  オンライン受講者：先着100名
［ 講師 ］ 橋谷 晃（登山ガイド）　 
［ 料金 ］ 1,000円（3回分） 　
［ 申込 ］  電話・窓口・peatixにて 
［ 問合 ］ 6階生涯学習センター 
 261-0491

ヤマトン健康ポイント
1P対象講座

子育てを終え、夫に先立たれた後、繰り返しのような毎日を過ごしている
主人公・桃子。幸せだった過去に思いを馳せながらも、“心の内の寂しさ
たち”との賑やかなやり取りの中で少しずつ自身の孤独を
享受し、人生の味わいを見つけていく。
（日本語字幕・音声ガイドあり）

◀申込フォーム

健康都市大学



2023年  2・3月号 3

造形作家 玉田多紀展 ダンボール恐竜の世界 生き生きとしたダンボールの恐竜や生き物が大集合！

子ども読書活動推進事業 「いのちのおはなし～人と動物のきずな～」
「いのち」と死、人と動物の絆とは
戦地や被災地で動物のために活動を続ける人びと。
動物とふれあい、傷ついた心を回復させる子どもた
ち。そのような現実を本にしてきた大塚さんに、「い
のち」について語っていただきます。

日時 3/4 3/5 〈作品展示〉両日ともに10：00～16：00
〈舞台発表〉土10：00～16：50／日10：00～16：00

会場 文化創造拠点シリウス 6階・1階

第35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
テーマは「未来への懸け橋」

手工芸、書道、絵画、ダンス、学習、歌、楽器演奏…。生涯学習センターで様々
な活動をされている団体が一堂に会する、年に一度の発表の場です。
旧生涯学習センターから数えて35回目を記念して、舞台発表の部では、出演前
後の2団体（詩吟とハーモニカ、ハーモニカとウクレレ）の合同演奏や、ホール
を飛び出し、6階特設ステージでのデモンストレーションを行う企画が初登場。
その他にも、各サークルが体験やプレゼントを用意しています。
申し込み不要ですので、お気軽にお越しください。

1階サブホール 出演団体
●3/4（土）
Rhythm Harmony／おどりのわ／邦楽倶楽部
シャイニィフラブリーズ／大和映像サロン
ハナアロハ大和
●3/5（日）
Hawaiian culture aloalo／大和ジュニア吹奏楽団
公益社団法人 日本吟道学院公認緑神会
大和ハーモニカ愛好会／大和ウクレレ倶楽部

舞台発表

6階生涯学習センター・1階ギャラリー 出演団体
●1階ギャラリー
文化会／やまと書楽会
第二文化会／中央水墨会
大和グリーティングサークル
趣味の会
●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
シリウス絵手紙サークル
遊・遊絵本の会
漢詩サークル「李太白」
さくらんぼ／S.B.くらぶ未来
ハッピークラフト
大和地区日中友好協会
木目込サークル
大和市食生活改善推進協議会
彫和会／大和市立光丘中学校

作品展示

各団体の展示場所・体験・発表の時間等の
詳細情報は、生涯学習センターのホーム
ページをご覧ください。

［ 主催 ］ やまとみらい（大和市文化創造拠点等 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
［ 問合 ］ 6階生涯学習センター 261-0491

「これがダンボールでできているの？」と思わせ
る様々な生き物たちー。普段の生活で身近に
使っているダンボールに、独自の手法を用いて新
しい命を吹き込み様々な生き物を生み出す造形
作家 玉田多紀。そんな玉田さんのダンボールの
生き物の世界をぜひ体験してください。19日は
ギャラリートークも開催します。

［ 会場 ］ 1階芸術文化ホール  ギャラリー　 
［ 対象 ］  どなたでも（未就学児入場可）　 
［ 料金 ］  無料（要事前申込、入場券あり）　
［ 問合 ］  1階芸術文化ホール チケットデスク 263‐3806

■ 3/18（土）～ 3/26（日） 
　 10：00～17：00（時間入場制）
　 ※土日祝は19：00閉場

［ 会場 ］ 6階生涯学習センター  601講習室
［ 対象・定員 ］ 小学生以上／先着60名　
［ 講師 ］ 大塚 敦子（フォトジャーナリスト、ノンフィクション・写真絵本作家）　［ 料金 ］  無料　 
［ 申込 ］  電話または3階こども図書館窓口にて　 ［ 問合 ］  3階こども図書館 263‐0211

■ 3/21（火祝） 14：00～16：00



〒242-0024　大和市福田 1-30-1　
TEL 046-269-0411　開館時間 9：00～21：30（通常時）
公式HP  https://www.yamato-future.jp/sakuragaoka/

桜丘学習センター

［ 会場 ］ 103講習室　 
［ 対象・定員 ］ 市内在住・在勤の父親・プレパパ
  先着20名
［ 講師 ］ 安藤 哲也（NPO法人ファザーリング・ジャパン 代表理事） 　
［ 料金 ］  300円　 ［ 申込 ］  電話・窓口・WEBにて
［ 問合 ］ 電話または窓口にて

■ 2/18（土）  14：00～16：00

安藤 哲也

パパが育児や家庭に関わるほど、ママの負担やストレ
スが軽減され、子どもへの接し方も柔軟になり夫婦関
係も強まると言われています。
パパがもっと積極的に育児に関わるために必要な知
識とは？「男性による育児休暇取得」とは？パパの役
割っていったい何だろう？とにかくなんでも気軽に話
せて情報交換ができるパパ友が欲しい！…などなど、
パパたちのギモンを「イクメン」の立役者で、自身も３
児のパパである安藤先生と一緒にみんなで語り合い
ましょう！

パパたちが抱く育児のギモンを、みんなで語り合いましょう！

〒242-0007　大和市中央林間 4-12-1　中央林間東急スクエア3階
TEL 046-277-8030　開館時間 10：00～21：00（通常時）
公式HP  https://www.yamatolib-chuorinkan.jp/

中央林間図書館

［ 会場 ］ 市民交流拠点ポラリス Room2 　
［ 対象・定員 ］  市内在住・在勤・在学の方／20名　 
［ 講師 ］  大和市健康福祉部健康づくり推進課 管理栄養士
［ 料金 ］  無料 
［ 申込 ］  2/11（土祝）10：00より 電話または窓口にて 
［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 3/11（土） 11：00～12：00

時短×栄養！
手間をかけずに健康食卓 仕事に育児にと、とにかく時間に追われる現代。なん

とか絞り出した時間で「さぁ料理するぞ！」とはなかな
かならないものです。「太りすぎ」とともに「痩せすぎ」
も問題になっている昨今、冷凍食品やカップ麺は手軽
に食事ができるけれど栄養面を考えるとちょっと不安。
それに、どうせ食べるならおいしい方がいいですよね。
そこで管理栄養士の方を講師としてお招きし、時間を
かけずにおいしく、体にも優しい食事のヒントをご紹介
します。もしかしたら上手なダイエットの参考にもなる
かも？ぜひご参加ください！

時間をかけずに栄養をとる食事のポイントをお伝えしますヤマトン
健康ポイント
1P対象講座

〒242-0023　大和市渋谷 5-22　IKOZA 3階　
TEL 046-267-2027　開館時間 9：00～21：30（通常時）
公式HP  https://www.yamato-future.jp/shibuya/

渋谷学習センター

ウインターコンサート高座渋谷Vol.4
音楽でめぐる世界周遊の旅

世界各国の曲をフルートとハープの演奏でお愉しみください
「春の海」（日本）から始まり、ロシア、スペ
イン、フランスなど、世界各国の作曲家やそ
の土地にまつわる曲を演奏します。クラ
シックだけでなく、ポピュラー曲も盛り込
み、親しみやすいプログラムとなります。

自慢の一芸を渋谷学習センターホールの舞台で
披露いたします！
37年の歴史をもつ渋谷素人
演芸大会は、公募で集った出
演者と裏方で舞台を盛り上げ
ます。歌や踊り、キッズダン
ス、小芝居など、4年ぶりの演
芸大会、おたのしみに！

第37回渋谷素人演芸大会

4 2023年  2・3月号

■ 2/5（日） 14：00開演
   （13：30開場、15：00終演）
［ 会場 ］ ２階多目的ホール　 
［ 対象・定員 ］  どなたでも／180名（先着順・自由席）
［ 出演 ］ 近藤 孝憲（フルート）、吉田 みちこ（ハープ）　 ［ 料金 ］  500円　 
［ 申込 ］  電話または窓口、HPにて　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 3/5（日） 時間未定
［ 会場 ］ 2階多目的ホール　 
［ 対象・定員 ］  どなたでも
  先着180名
［ 料金 ］  無料（事前申込不要）　［ 問合 ］  電話または窓口にて

吉田 みちこ近藤 孝憲

健康都市大学

子育てパパが未来を変える！
～男性の育児がもたらすメリット～

◀
申
込
フ
ォ
ー
ム



つきみ野学習センターは、令和５年２月1日（水）開館の予定で進めてまいりましたが、
今般の世界情勢の影響により工期内の部品確保が難しいことが判明したため、工期を3ヶ月延長することと致しました。

〒242-0007　大和市中央林間 1-3-1　
TEL 046-274-4361　開館時間 9：00～21：30（通常時）
公式HP  https://yamato-hokubu.jp/

市民交流拠点 ポラリス

自然ふれあいあそび
～ふしぎなものに目をみはり
豊かな感性を育む～

やまと芝居小屋2023～in 高座渋谷～

［ 会場 ］ Room１・２　 
［ 対象・定員 ］  市内在住・在勤の保護者と
  2歳以上の未就学児／先着10組
［ 講師 ］  中山 康夫（ろぜっとわーくす）　 ［ 料金 ］  250円　 
［ 申込 ］  HPから受付中　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 2/23（木祝） 10：00～11：30

劇団の“個性”光るお芝居をお楽しみに
“やまと芝居小屋”は大和市で活動する劇団が集まる演劇イベントです。
おおよそ10代から80代までの幅広い年齢層の演者が参加し、コメディ、
シリアス、ファンタジーなど様々なテーマで演じます。今年は6団体が演者
として参加。結成約半年、勢い溢れる「バス停ドレスコード」。結成17年
演劇大好き集団「市民劇団演劇やまと塾」。自作の物語で魅せる女性4
人組「テイルズドナー」。結成5周年、芝居小屋実行委員長所属の「劇団
Syrup」。劇団Syrupから飛び出して新たなスタートをきった「劇団厄
介」。一人芝居やコメディを中心とした「よしじ式」。秋頃から着 と々準備
をし、3月にいよいよ本番をむかえます。

室内でできる“自然物”を使った工作を
親子で体験します。身の回りで自然を
みつけるコツなどもお話します。「なん
だろう」「ふしぎだな」の気持ちを大切
に親子参加で感性を育みましょう。

「なんだろう？」「ふしぎだな」を大切に
“自然あそび”を体験しよう

〒242-0023　大和市渋谷 5-22　IKOZA 3階　
TEL 046-267-2741　開館時間 9：00～21：30（通常時）
公式HP  https://www.yamatolib-shibuya.jp/

渋谷図書館
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企画展示コーナー
「大和のことをもっと知ろう！」

渋谷図書館 よみうり回想サロン 第4弾

■ 3/15（水） 14：30～15：30
［ 会場 ］ 渋谷学習センター  310講習室　 
［ 対象・定員 ］  昭和40年代のことをお話し頂ける方／先着10名
［ 講師 ］  渋谷図書館スタッフ　 ［ 料金 ］  無料　
［ 申込 ］  2/15（水）9：00より 電話または窓口にて
［ 問合 ］  電話または窓口にて

［ 会場 ］ 渋谷学習センター2階多目的ホール　 
［ 対象・定員 ］  どなたでも／150名
［ 出演団体 ］  劇団Syrup、劇団厄介、市民劇団演劇やまと塾
 　　テイルズドナー、バス停ドレスコード、よしじ式
［ 料金 ］  無料（事前申込不要） 　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

■ 3/12（日） 12：30開演（12：00開場）

※状況によって屋外に
　でる場合があります。

渋谷図書館では、おすすめ本の展示コーナーを設け、大人・児童・ＹＡ
向けに、担当スタッフが毎月テーマに沿った本を展示しています。2月
の大人向け展示は「大和のことをもっと知ろう！」をテーマに、
大和の歴史や大和市にゆかりのある著名人の本をご紹介。
昨年話題になった「鎌倉殿」に関係した本もあります。

■ 市民交流拠点ポラリス内、つきみ野学習センター臨時窓口　 ［ 電話 ］  046‐275-0088　［ 時間 ］  ポラリス開館時間に準ずる
■ 図書室について　 ［ 電話 ］  046‐277-8030（中央林間図書館）    ［ 時間 ］  中央林間図書館開館時間に準ずるお問合せ

〒242-0002　大和市つきみ野 5-3-5
TEL 046-275-0088
公式HP  https://www.yamato-future.jp/tsukimino/

つきみ野学習センター

大規模改修工事の工期延長について 令和5年４月10日(月)  予定開館日

■ 2/1（水）～2/28（火）  開館時間中
［ 会場 ］ 渋谷図書館入口  今月の展示コーナー　 
［ 申込 ］ 不要　 ［ 問合 ］  電話または窓口にて

気になる一冊を
ぜひ見つけて
ください なつかしい映像やクイズで脳を活性化！

昭和40年代の新聞記事やニュース映像を見て、
当時の流行や出来事について語り合いましょう！
思い出すことは脳のトレーニングにもなります。



EVENT CALENDAR 2023 2・3月

3/28（火） 2/18（土）10：00～無　料601講習室 大和こども市民大学「弁護士ってどんなお仕事？」 10：00～12：00

3/18（土） 10：30～12：00 300円610大会議室 1/21（土）10：00～　 被災したあなたを助けるお金とくらしの話
～災害に備えて知っておきたい支援制度～

2/8（水） 要問合せ500円多目的室 Kids リトミック 15：30～16：30

3/14（火） 10：30～11：10 無　料オンライン 2/21（火）12：00～　 子育て応援！オンライン講座
「親子で楽しく♪リズム体操」

❶3/13（月）
❷3/20（月）
❸3/27（月）

14：00～16：00 1,000円
（3回分）

601講習室
オンライン 受付中

　プロガイドから教わる、ゆる登山入門〈全3回〉
❶何が待ってるの？～ハイキングの魅力と、疲れない歩き方～
❷何を持ったらいい？～必要な持ち物と服装～

❸危なくないの？～ハイキングの安全と、おすすめコース～

3/12（日） 受付中無　料610大会議室 世界とつながろう 10：00～12：00

3/4（土）
3/5（日）

作品展示 10：00～16：00
舞台発表 10：00～16：50

※日曜日～16：00
無　料6階生涯学習センター

1階ギャラリー・サブホール 事前申込不要第35回 大和市生涯学習センターまつり

2/21（火） 10：30～11：30 無　料オンライン 受付中　 子育て応援！オンライン講座
「ベビーフードの選び方・かしこい使い方」

❸2/4（土）
❹2/11（土祝）
❺2/18（土）

14：00～16：00
2,000円
（5回分）
※学生半額

601講習室 受付中

　やまとみらいカレッジ 食の未来を支える技術〈全5回〉
❸食の未来を支えるデジタルサプライチェーンマネジメント

❹環境に負荷をあたえない究極の持続可能な
農業システムとしての人工光型植物工場
❺昆虫タンパクの過去・現在・未来

3/18（土）
～3/26（日）

10：00～17：00
※土日祝～19：00

無　料
（入場券あり）ギャラリー 受付中造形作家 玉田多紀展  ダンボール恐竜の世界

3/18（土）
みんなの音楽会Vol.3 鵜木絵里＆中川賢一
①親子で楽しむバリアフリーコンサート
②大人が楽しむバリアフリーコンサート

①11：00（10：30開場）
②14：00（13：30開場）

大人1,000円
子ども（中学生以下）500円

（全席指定）
サブホール 受付中

2/26（日） あこがれのバレエを初体験！成果発表会 観覧募集 15：00
（14：30開場）

無　料
（全席指定）メインホール 受付中

3/21（火祝） 子ども読書活動推進事業
「いのちのおはなし～人と動物のきずな～」 14：00～16：00 無　料601講習室 受付中

3/11（土） 昔ばなしをきく会 14：00～14：45 無　料健康テラス 事前申込不要

2/12（日） 第82回大和市立図書館バリアフリー映画上映会
『おらおらでひとりいぐも』（邦画/138分）

13：15
（13：00開場） 無　料601講習室 事前申込不要

2/11（土祝） 第2回 ぬり絵サロン展覧会 9：00～20：00 無　料健康テラス 事前申込不要

14：00～15：30 無　料健康テラス 受付中本を楽しもう
～絵本の読み聞かせ&みんなでものがたりを作ろう！～

＝事前申込可＝健康都市大学

文化創造拠点シリウス

6 2023年  2・3月号

TEL 046-263-0211お問合せ図書館
日　付 会　場 イベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

TEL 046-261-0491お問合せ生涯学習センター
日　付 会　場 イベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

TEL 046-263-3806お問合せ芸術文化ホール
日　付 会　場 イベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

3/4（土） シリウス夜の探検ツアー
～芸術文化ホール・屋内こども広場編～ 18：30～19：30 無　料 受付中（はがき）

～1/31（火）消印有効

日　付 会　場 イベ ン ト 名 時　間 料　金 申込受付日
大和市立図書館  TEL 046-263-0211お問合せ施設融合イベント

シリウス

2/7（火） 要問合せ10：00～12：00 無　料多目的室 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～

2/3（金） 事前申込不要★入場料げんきっこ広場 集合！いつもの広場がちょっとちがう！～ドキドキ節分～ 11：00～12：30

TEL 046-259-7592お問合せ屋内こども広場
日　付 会　場 イベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

※屋内こども広場の申込開始日の受付は10：00～、最終日は12：00までとなります。
※★マークの箇所は入場に利用者カードが必要です。カード登録には全員分の確認書類をお持ちください。入場料〈市内〉おとな300円 こども200円 〈市外〉おとな400円 こども300円

2/4（土）



EVENT CALENDAR 2023 2・3月

3/29（水） 3/1（水）～3/5（日）500円多目的室 こどもヨガwithママ 15：30～16：30
3/28（火） 2/28（火）～3/4（土）無　料多目的室 10：00～11：00親子でものづくり教室（おたんじょうび手形）3月生まれ

3/18（土）
3/19（日） 10：00～11：00 無　料多目的室 2/1（水）～2/5（日）親子でものづくり教室

3/17（金） 2/15（水）～2/19（日）10：00～11：15 無　料多目的室 　ころたん～みんなのにこにこ おうえんします～
（5～8ヶ月のお子さま）

3/16（木） 2/17（金）～2/21（火）500円（保育料込）多目的室 ママとアネシィ～産後トレーニングヨガ～ 10：00～11：00
3/14（火） 2/14（火）～2/18（土）無　料多目的室 親子でものづくり教室 つくってあそぼう！ 10：00～11：00
3/11（土） 事前申込不要★入場料げんきっこ広場 げんきっこ広場の防災フェス 13：00～14：30
3/11（土） 2/10（金）～2/14（火）無　料多目的室 パパとママとあそぼう！ 10：00～11：15

3/10（金） 2/5（日）～2/9（木）13：30～15：00 無　料多目的室 　 ベビーシャワー～プレママのおしゃべり会～
（妊婦不安解消講座）

3/10（金） 2/5（日）～2/9（木）10：00～11：15 無　料多目的室 　まめたん～みんなのはじめて おうえんします～
（1～4ヶ月のお子さま）

3/9（木） 2/9（木）～2/13（月）各500円多目的室 リズミック～感性を育てる音あそび～ ①10：00～11：00
②11：15～12：15

3/7（火） 2/7（火）～2/11（土祝）無　料多目的室 ママ友を作りませんか？ 10：00～11：00
3/6（月） 2/6（月）～2/10（金）500円（保育料込）多目的室 やさしい養生気功 10：00～11：00
3/3（金） 事前申込不要★入場料げんきっこ広場 11：00～12：30集合！いつもの広場がちょっとちがう！～ニコニコひなまつり～

3/1（水）
3/8（水） 2/2（木）～2/6（月）9：15～10：30 各日500円多目的室

げんきっこ広場 あそんde絆 げんきっこ広場へおさんぽ

2/28（火） 1/30（月）～2/3（金）無　料多目的室 10：00～11：00親子でものづくり教室（おたんじょうび手形）2月生まれ

2/27（月）
3/27（月）
3/11（土）

1/27（金）～1/31（火）
2/27（月）～3/3（金）
2/13（月）～2/17（金）

10：00～11：00

16：00～17：00

各日500円
（保育料込）多目的室 Music for Body メンテナンス

2/26（日）
3/26（日） 13：00～14：30 ★入場料げんきっこ広場 事前申込不要おたんじょうかい

2/25（土）
3/25（土）

1/26（木）～1/30（月）
2/24（金）～2/28（火）

17：00～18：30 各日500円多目的室
げんきっこ広場 あそんde絆 げんきっこ広場へ冒険

2/24（金）
3/24（金）

1/25（水）～1/29（日）
2/25（土）～3/1（水）

10：00～11：15 無　料多目的室 　 とこたん～みんなのこれから おうえんします～
（9～12ヶ月のお子さま）

2/22（水）
3/22（水）

1/24（火）～1/28（土）
2/22（水）～2/26（日）

10：00～11：00 無　料多目的室 からだを動かしてあそぼう！

2/21（火）
3/2（木）

1/23（月）～1/27（金）
2/3（金）～2/7（火）

10：00～12：00 各日500円
（保育料込）多目的室 ホッと一息ちくちく手縫いタイム

2/13（月）
3/13（月）

1/20（金）～1/24（火）
2/20（月）～2/24（金）

10：00～11：00 各日300円多目的室 ダイヤモンド～自分らしく輝く～

※屋内こども広場の申込開始日の受付は10：00～、最終日は12：00までとなります。
※★マークの箇所は入場に利用者カードが必要です。カード登録には全員分の確認書類をお持ちください。入場料〈市内〉おとな300円 こども200円 〈市外〉おとな400円 こども300円

＝事前申込可＝健康都市大学

2023年  2・3月号 7

文化創造拠点シリウス
TEL 046-259-7592お問合せ屋内こども広場

日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

無　料 事前申込不要2/1（水）
～2/28（火） 開館時間中企画展示コーナー「大和のことをもっと知ろう！」入口

今月の展示コーナー

無　料 2/15（水）9：00～3/15（水） 14：30～15：30渋谷図書館 よみうり回想サロン 第4弾

日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金
TEL 046-267-2741お問合せ渋谷図書館

渋谷学習センター
310講習室

無　料 事前申込不要3/5（日） 未　定2階多目的ホール 第37回渋谷素人演芸大会
無　料 1/20（金）10：00～2/24（金） 14：00～15：00310講習室 十人十色 ボランティアの始め方

2/5（日） 14：00～15：00 500円2階多目的ホール 受付中ウインターコンサート高座渋谷Vol.4
音楽でめぐる世界周遊の旅

TEL 046-267-2027お問合せ渋谷学習センター
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金
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11：00～11：30

11：00～11：20

おはなし会
親子のおはなし会

事前申込不要 渋谷図書館
046-267-2741

渋谷図書館
調べ学習室

10：30～
11：00

各日 
10：00～親子でおはなし会

❸3/1（水）❹3/8（水）
❶2/1（水）❷2/8（水）渋谷学習センター

3階キッズコーナー

10：30～11：00みんなあつまれ！
ちぇりるんのおはなし会

1/25（水）9：30～
2/22（水）9：30～

11：00～11：30おはなしのひろば「ポプラ」 事前申込不要

11：00～11：30おはなしのひろば「中央林間図書館」 事前申込不要

親子で楽しむおはなし会

渋谷学習センター
046-267-2027

桜丘学習センター
046-269-0411

桜丘学習センター
102和室

ポラリス
Room8 046-274-4361

ポラリス

ポラリス
プレイルーム 046-277-8030

中央林間図書館

11：00～11：20

14：00～14：20シリウス親子のおはなし会

11：00～11：20おひざでだっこのおはなし会

＝事前申込可＝健康都市大学

11：00～11：20

14：30～15：00

シリウス赤ちゃんおはなし会

みんなでたのしむおはなし会

14：00～14：30シリウスうちドックのおはなし会

事前申込不要 大和市立図書館
046-263-02113階こども図書館

おはなしのへや

シリウス

おはなし会 【入場無料】

8 2023年  2・3月号

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。
詳細は各館の公式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。

2023年2・3月号 （2023年1月発行）

編集発行：指定管理者やまとみらい　大和市文化創造拠点シリウス
〒242-0016　神奈川県大和市大和南 1-8-1　TEL 046-263-0214
※掲載されている内容は、2023年1月13日現在の情報です。
　次号は2023年3月下旬発行予定です。
※イベントの最新の情報は公式サイトをご覧ください。

10：30～
11：00

各日 
10：00～ばぁばのおはなしの部屋

❸2/24（金）❹3/17（金）
❶1/27（金）❷2/17（金）渋谷学習センター

3階キッズコーナー

3/11（土） 11：00～12：00 無　料 2/11（土祝）10：00～時短×栄養！手間をかけずに健康食卓

TEL 046-277-8030お問合せ中央林間図書館
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

ポラリス
Room２

3/9（木） 10：00～10：45 無　料202講習室 2/16（木）9：30～ちぇりるんのへや

2/25（土）
14：00～15：30

無　料
101ギャラリー
103講習室
301集会室

受付中防災講座 避難場所を体験しよう

13：30～14：45避難場所の見学のみ

2/19（日）
3/19（日） 13：30～15：00

無　料
（部品代を頂く
場合があります）

202講習室 事前申込不要桜丘おもちゃ病院

2/18（土） 14：00～16：00 300円103講習室 受付中　子育てパパが未来を変える！
～男性の育児がもたらすメリット～

TEL 046-269-0411お問合せ桜丘学習センター
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

事前申込不要

3/18（土） 10：00～12：00 無　料Room2 事前申込不要あそび塾Ⅱ

3/12（日） 12：30
（12：00開場） 無　料 事前申込不要やまと芝居小屋2023～in 高座渋谷～渋谷学習センター

2階多目的ホール

2/23（木祝） 10：00～11：30 250円Room1･2 受付中　自然ふれあいあそび
～ふしぎなものに目をみはり豊かな感性を育む～

2/20・27（月）
3/6（月） 11：00～12：00 無　料Room1･2 1/23（月）～1/30（月）たのしく続けよう！ポラリス健康体操

2/8（水） 15：30～17：00 無　料Room8 事前申込不要ポラリス放課後ルーム
2/4（土） 10：00～11：30 200円Room1･2 受付中防災を意識した整理収納

市民交流拠点ポラリス
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 申込受付日料　金

TEL 046-274-4361お問合せ

2/18（土）・3/18（土）
2/4（土）・3/4（土）

❶2/8（水） ❷2/15（水）
❸3/8（水） ❹3/15（水）

3/1（水）
2/1（水）

2/12（日）・3/19（日）

2/25（土）・3/25（土）

2/22（水）・3/22（水）

2/18（土）・3/18（土）

2/7（火）・3/7（火）

2/20（月）・3/20（月）

2/8（水）・3/8（水）

2/5（日）・3/5（日）
日　付 会　場 イ ベ ン ト 名 時　間 お問合せ申込受付日

❶2/3（金） ❷2/24（金）
❸3/3（金） ❹3/24（金）




