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年 月  日(月)発行 2022 3 14 

申し込み方法 

４～６月の講習会の内容（予定） 

講 ホ マ ス 習 会 
オンライン通信、ＳＮＳ、アプリなど、

スマホが使えると日々の生活がより

便利になります。市は、６５歳以上の

スマホを持っていない人や初心者を

対象にスマホ講習会を開講します。

基礎の基礎から丁寧に教えますので

安心して、ご参加ください。 

スマホの操作って 

難しそう 

持ってるけど、 

使いこなせない 

 

 

コース 会 場 日 時（いずれも火曜日。各回１時間） 対象／定員 申し込み 

A 
シリウス６階 

4/5 

10:00～ ・ １１:30～ 

6/7 

10:０0～ 

対象： 

６５歳以上の 

市内在住者 

 

定員： 

各回先着１０人 

各開催日の８日前までに

電話でデジタル戦略課

へ 

☎046-260-5363 

 

シリウス会場は、月イチ

学園祭（詳しくは中面参

照）の講座のため、当日

参加可能です 

市役所地下１階 
4/12 

9:00～ 

4/26 

１０:３0～ 

５/24 

9:00～ 

6/14 

１０:３0～ 

B 
シリウス６階 

4/5 

1３:30～ 

6/7 

１１:30～ 

市役所地下１階 
4/12 

１０:30～ 

５/１０ 

9:00～ 

５/24 

10:30～ 

6/28 

9:00～ 

C 
シリウス６階 

6/７ 

1３:30～ 

市役所地下１階 
4/26 

9:00～ 

５/１０ 

10:30～ 

6/14 

9:00～ 

6/28 

10:30～ 

      ※７月以降の予定は、改めてお知らせします。 

 

スマホを持って 

いる 

A 
コース 

スマホを触ってみよう 

 
体験会 

電話のかけかた、ライトの使いかた など 

※上記内容をステップアップした応用編「D・E コース」は、７月以降に開催予定です。 

スマホを持って 

いない 

B 
コース 

調べものの仕方、ホームページの見かた など 

インターネットを使ってみよう 

 
基本編 

C 
コース 

写真の撮りかた、見かた など 

カメラを使ってみよう 

 
基本編 



2022年３月14日㈪発行／108号年 月 日 月 発行／ 号

対象の設定がないものはどなたでも。費用の記載がないものは無料です。【日】日時 【場】会場 【対】対象 【定】定員 【講】講師 【費】費用 【持】持ち物 【申】申し込み方法 【問】問合せ

広報やまとに掲載していた

「市民の掲示板」「サークル会員募集」を、

今号からやまとニュースに掲載します。

・・・・・・・・・・・情報を掲載するには・・・・・・・・・・・

「市民の掲示板掲載依頼票」「サークル会員募集掲

載依頼票」を、直接、ファクス０４６ ２６１ ４５９２ま

たは市のホームページから電子申請で市役所広報

広聴課へ（電話での掲載依頼はできません）。

※各掲載依頼票は、市役所広報広聴課窓口で配

布するほか、市のホームページからダウンロード

もできます。

自分自身で体のゆがみを整える

【日】３ ２６（土）１０：００～１１：３０【場】ベテルギウス内大

和市民活動センター【定】先着１５人【費】５００円【持】筆

記用具、マスク、動きやすい服装（スカート不可）【申】

メール で（一社）日

本セルフケアマイスター養成協会・千葉へ【問】千葉

☎080

音からはじめるおやこ英語あそび

ピアノに合わせて楽しく体を動かす【日】①３ ２７（日）

１０：３０～１２：００、②４ １（金）１０：３０～１２：００【場】①

オンライン開催、②シリウス３階マルチスペース【対】主に

未就学児の親子【定】各先着３０人【申】３ ３０（水）まで

にＥメール で（一社）

国際英語音メンタリング振興会・佐野へ【問】佐野

☎080 ４６６１ １５３９

フラダンス体験会

基本ステップを学ぶ【日】３ ２９～４ ２６の毎週火曜日

いずれも１２：００～１３：００（４ ５を除く）【場】草柳コミセ

ン（予定）【対】初心者【定】各先着５人【費】各５００円【持】

飲み物【申】ロゼラニフラ・平出☎080 ６５４６ ８４１７へ

要問い合わせ

趣味を作ろう！麻雀を楽しむ会

【日】４ ２（土）１３：３０～１６：３０【場】シリウス３階マルチ

スペース【定】５０人【申】４ １（金）までに電話で同会・中

山☎０４６ ２６２ ８１００へ（１２：００～２０：００）

健康マージャン体験会

【日】４ ３（日）１０：００～１２：００【場】シリウス６階生涯学

習センター【対】健康マージャン未経験の女性【定】先着

１２人【費】５００円【申】電話で健康マージャンスパ次郎・

梅田☎０４６ ２４４ ４２４８へ（月～金曜日）

第２回桜ヶ丘落語演芸会

桜の季節に笑顔の花を【日】４ ３（日）１３：００～１５：３０

【場】桜丘学習センター【定】先着１００人【持】マスク【申】

不要【問】大和落語演芸倶楽部・藤井☎０８０ ６７８４ ７

３８１

あんず会 中国語教室無料体験会

発音から日常会話まで【日】４ ７～２１の毎週木曜日９：

００～１０：３０（全３回）【場】ベテルギウス内大和市民活

動センター【対】初心者歓迎【定】先着６人【持】筆記用具

【申】電話で同会・談（たん）☎０９０ ５７９４ １２６８へ

ヨガルームプラーナ

いずれも【持】ヨガマット、飲み物、動きやすい服装【申】

Ｅメール でヨガルームプラ

ーナ・村岡へ【問】村岡☎０８０ ６８１０ ２０５３／女性の

ための優しいヨガ▼【日】４ ８・２２いずれも金曜日１０：

１５～１１：４５【場】草柳コミセン（予定）【対】女性（子ども

同伴可）【定】各１０人【費】各１，０００円（初回は５００円）

／ママ＆ベビーヨガ▼【日】４ ・２ いずれも火曜日

１０：１５～１１：３０【場】桜森コミセン（予定）【対】首が据わ

った子と母親【定】各１０組【費】各５００円（初回は無料）

第２０回花泉流舞踊発表会

現代舞踊に古典舞踊を取り入れた発表会【日】４ ９（土）

１０：３０～１６：００【場】シリウス内メインホール【定】先着

４００人【申】不要【問】花泉流・花泉☎０４６ ２６１ ４１３２

第１３回大和市書道連盟展

会員および公募の作品約１００点【日】４ １５（金）～１８

（月）１０：００～１７：００（１８日は１６：００まで）【場】シリウ

ス１階ギャラリー【申】不要【問】同連盟・三好☎０４６ ２６

７ ９１５６

大和民謡舞踊連盟 春季発表大会

市内の多数の団体が華麗な演目を披露【日】４ １７（日）

１０：３０～１６：００【場】シリウス内メインホール【申】不要

【問】同連盟・土屋☎０４６ ２７４ ００１８

成年後見専門相談

行政書士による成年後見の相談【日】４ １９（火）１３：３０

～・１４：１０～・１４：５０～（いずれも３０分以内）【場】保健

福祉センター【申】電話で大和市社会福祉協議会・榊原

☎０４６ ２６０ ５６３４へ

マチエール会員作品展

油絵、水彩画など約４０点【日】４ ２０（水）～２４（日）１０：

００～１６：００（２０日は１３：００から、２４日は１３：００まで）

【場】桜丘学習センター【申】不要【問】マチエール・加藤

☎０４６ ２７５ ８６９６

大和市春季吟詠大会

大和市詩吟連盟主催の発表会【日】４ ２４（日）９：３０～

１６：３０【場】桜丘学習センター【定】先着３０人【持】筆記

用具【申】不要【問】同連盟・小須田☎０４６ ２７５ ５７５２

チアダンス☆無料体験会

ポンポンを持って楽しく踊る。見学可【日】４ ２４（日）①

１３：３０～１４：３０・②１５：３０～１６：３０【場】いずれも桜

丘学習センター【対】①４歳～小学４年生、②小学５年生

～中学生【定】各先着２０人【持】動きやすい服装、室内

シューズ、飲み物。ポンポン貸し出し可【申】４ １４（木）ま

でに、Ｅメールｃ

でチアダンスクラブバニーズ・伊勢へ【問】伊勢☎０

８０ ３１２５ ２６６４

グラウンド・ゴルフ教室

講義、実技【日】５ １２～２６の毎週木曜日、６ １（水）９：

００～１２：００（全４回）【場】大和スポーツセンター【対】

市民、大和市ＧＧ協会員【定】先着４８人【費】２，０００円

【持】筆記用具、ゴルフクラブ（貸し出し可）【申】５ ２（月）

（必着）までに往復はがきで〒２４２ ０００６南林間６ ８

８大和市グラウンド・ゴルフ協会へ【問】同協会事務局・

奥住☎０９０ １６５４ ４８７０

子どもミュージカル体験レッスン

歌や踊りなどミュージカルの世界を体験【日】５ １４・２１

の土曜日１４：３０～１７：００（全２回）【場】シリウス６階生

涯学習センター【対】小学生～高校生（年長児は応相談）

【定】先着２０人【持】動きやすい服装、室内シューズ、飲

み物【申】Ｅメール

でやまと子どもミュージカル・金久保へ【問】金久保☎

０８０ ４９４４ ６２６０

第２２回公募「大和展」作品募集

洋・日本画、水彩、パステル８～５０号【日】大和展は６

１１（土）～１９（日）１０：００～１７：００【場】シリウス１階ギャ

ラリー【費】１点３，０００円、２点５，０００円（出品は２点ま

で）【申】５ ２０（金）までに大和美術協会・田宮☎０９０

５５４３ ４５５１へ要問い合わせ

絵手紙まんぼうの会

【日】毎月第１水曜日１３：３０～１５：３０【場】ポラリス【講】

小嶋萬棒（まんぼう）氏【費】月会費１，０００円【問】金子

☎０４６ ２６１ ６０１３

グロリアのスペイン語

スペイン語会話と文化を学ぶ【日】月２回日曜日１０：００

～１１：００【場】ベテルギウス内大和市民活動センター

【講】ヴェラスケス氏【費】１回５００円【問】ヴェラスケス☎

０９０ ６４７９ １５５２

ツルマ３Ｂ体操

脂肪燃焼、健康を維持する楽しい体操【日】月２回水曜

日１５：３０～１６：３０【場】西鶴間コミセン【対】成人女性

【講】木下氏【費】入会金１，０００円、月会費１，２００円

【問】木下☎０９０ ８６４１ ７７０７

第二文化会

書道（資格取得も可）【日】毎月第２・４水曜日９：００～

１１：００【場】シリウス６階生涯学習センター【対】初心者

歓迎【講】百瀬薫氏【費】入会金１，０００円、月会費２，０

００円【問】寺土☎０４６ ２７４ ３８７１

林間卓球愛好会

５０～７０歳代を中心に活動【日】毎週木曜日１９：００～

２１：００【場】南林間中学校【対】卓球経験者【費】月会費

５００円【問】河田☎０４６ ２７４ ５６６０（１９：００以降）

大和釣友会

船釣り【日】毎月第４日曜日【場】東京湾ほか【対】市内

在住者（初心者、女性歓迎）【費】年会費１万２，０００円

【問】井上☎０８０ １３６２ ７７８７

南林間ＭＢＣ

ミニバスケットボール【日】毎週月・水曜日１９：００～２１：

００、土・日曜日９：００～１４：００【場】南林間小学校ほか

【対】南林間・林間・西鶴間・大野原・大和小学校の児童

【費】月会費 円【問】柴山☎０９０ ９９６６ ８８８６

マチエール（絵画）

水彩画、スケッチ【日】月２回９：００～１２：００【場】ポラリ

ス【対】市内在住者【費】入会金１ ０００円、月会費５００

円【問】加藤☎０４６ ２７５ ８６９６

玉すだれ演芸大和教室

ジャグリングを市内の施設などで披露【日】毎月第１・４

火曜日１３：３０～１５：３０【場】ベテルギウス内大和市民

活動センター【対】市内在住・在勤者（６０～８０歳中心）

【講】村田正和氏【費】１回５００円【問】村田☎０９０ ４５２

７ ９７１４

つきみ野ロコモ体操サークル

股関節を広げ全身の血流を促す【日】毎週金曜日１４：

００～１６：００【場】中央林間コミセンほか【講】長野洋氏

【費】入会金２，０００円、月会費２，０００円（体験は５００

円）【問】小原（おばら）☎０９０ ９３８０ １０６８

ひこばえ俳句会

有季定形の句会。講評、添削指導【日】毎月第２・４木曜

日９：００～１２：００【場】保健福祉センター【講】野澤星彦

氏【費】月会費５００円【問】野澤☎０９０ ８０４４ １１８２

西鶴間バウンドテニスクラブ

練習、試合、お楽しみ会【日】毎週日曜日１３：００～１６：

００【場】大野原小学校【対】初心者歓迎【講】田中くによ

し氏【費】入会金５００円、月会費５００円【問】田中☎０９

０ ５４３８ ０９３１

よそおい

手持ちの着物で基礎から稽古【日】月２回火曜日１０：

００～１２：００【場】シリウス６階生涯学習センター【対】女

性【講】福田聡子氏【費】月会費１ ５００円【問】柴戸（しば

こ）☎０４５ ３３３ ４５７８

中国語講座初級

新規開講のサークル【日】月３回土曜日１４：００～１６：

００【場】鶴間コミセン【講】渋井金澤（きんたく）氏【費】月

会費３ ０００円【問】大和地区日中友好協会・石井☎０８

０ ５０２６ ０１７７サークル 
会員募集

掲載申込の締切（１７：１５まで）

掲載号
掲載申込の

締切

掲載イベントの

開催・申込締切

５ １６発行号 ３ ３１（木） ５ ２５（水）以降

６ １３発行号 ４ ２８（木） ６ ２２（水）以降

民の掲示 市 板 Message Board 

ファクス、はがき、メールで申し込む催しは「イベント名、

希望日、住所、氏名、電話番号」を記載してください。

掲載のイベントは、新型コロナウイルス感染症の影響に

より、中止になる場合があります。



気軽に

健康チェック

●簡単フレイルチェック＆相談会

管理栄養士が

ワンポイントアドバイス

●簡単健康測定＆健康講座

血圧、血液循環、体組成

などの測定とミニ講座

シニア向け

スマホ講習会

６５歳以上を対象とした講習会。

「スマホを持っていない人」「持って

いても使いこなせない人」などの初

心者が、基礎の基礎から学べます。

※詳しくは、表面へ。 詳しくは

市ホームページで

フリー

体験コーナー

●卓球コーナー

●昔ながらの遊びコーナー

（けん玉、お手玉ほか）

など

市民による

体験会・発表・展示

講師等：ボランティア講

師の会、ほか

終活コーナー

終活のあれこれを、

終活コンシェルジュが

楽しく解説します。

学園祭
月イチ
健 康 都 市 大 学

毎月第１火曜日、シリウス６階で多彩な催

しが皆さんをお迎えします。好きな時間

に好きなものをお楽しみください。

毎月第１火曜日は シリウス６階へ！

シリウス６階 不 要

※ヤマトン健康ポイント（３ポイント）、健康都市大学受講ポイント

（１ポイント）を差し上げます。

４月５日（火）
１０：００～１４：３０

と き と こ ろ 申 し 込 み

※次回は６月７日（火）

（５月は祝日のため休み）。

４月の

メニュー

市民講師による

リレー講座

村益建太氏が懐かしの

歌謡曲を解説。

「アナタなら

どうする？

～私のアドバイス」

人生相談の事例を使って、自分

だったらどのようにアドバイスを

するか考え、発表します。

【問】シリウス内図書・学び交流課 健康都市大学係 ☎ FAX 

市民相談窓口・電話など
組織名の記載がないものは市役所担当課。曜日の記載がない

ものは毎週月～金曜日。 は予約制（当日予約はできません）。
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☎市長室 広報広聴課編 集 FAX 

【問】環境管理センター施設課 ☎046 ８ ６７１５FAX 

正しいマナーとありがとうの気持ちをもって、ご利用ください 

外出する時にちょっと不安なのが、トイレ。 
特に高齢のかたにとっては、大きな問題です。 

そこで、市内のコンビニエンスストアのうち、 

利用可能なトイレがあり、ご協力を頂ける店舗で、 

誰でも使える公共のトイレを始めました。 
この取り組みについて、詳しくは、

市ホームページをごらんください。

詳しくは
中面へ

このマークが 

目印 

市内のコンビニエンスストア協力店でスタート 

コンビニのトイレが公共のトイレに 

場 所 ： シリウス６階

日 時 ： 毎月第１火曜日

１０：００～１４：３０学園祭
月イチ
健康都市大学


