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施設案内

●幼児おはなし会
日時　５月３日土・11 日日 14 時 30 分～

●特別上映「おまえうまそうだな Vol. １」
日時　５月５日月 14 時 30 分～

●あかちゃんおはなし会
日時　５月 14 日水 11 時～

●朗読会「新美南吉－春の童話－」
フルートの生演奏もあります。
日時　５月 17 日土 11 時～

●語りの会「むかしばなし・わらべうた」
日時　５月 17 日土 14 時 30 分～

●子どもビデオシアター「とうさんまいご」
日時　５月 18 日日 14 時 30 分～

●親と子のおりがみ教室
日時　５月 24 日土 14 時～　※要申込
定員　先着15組（おりがみ・はさみ・のり持参）

市民図書館
℡ 432-0010   � 金曜、５/21 水休

　

●葉脈のしおり作りをしよう
日時　５月 25 日日９時 30 分～ 11 時 30 分
対象　小学生以上（３年生以下は保護者同伴）
定員　先着 40 人
持ち物　古いハブラシ 
申込　５月 15 日木９時～電話で

●ジャガイモほりをしよう 
日時　６月７日土９時 30 分～ 11 時 30 分
対象　３～５歳児（保護者同伴）
定員　先着 40 人
持ち物　作業用手袋　※雨天時は翌日に順延
申込　５月 22 日木９時～電話で

●メダカの川でアメリカザリガニつり
をしよう
日時　６月 14 日土９時 30 分～ 11 時 30 分
対象　３～５歳児（保護者同伴）
定員　先着 80 人
持ち物　ビニール袋　※雨天中止
申込　５月 29 日木９時～電話で  

四季の郷公園ネイチャーセンター
℡ 478-3707　� 火曜休

●中央コミュニティセンター  ℡ 402-2678
内容　紙芝居とよみきかせの会
日時　５月 24 日土 10 時 30 分～

●河西コミュニティセンター  ℡ 480-1171
内容　おはなしだいすき！よっといで
日時　５月 24 日土 10 時 30 分～

●東部コミュニティセンター  ℡ 475-0020
内容　おはなしだいすき！よっといで
日時　５月 10 日土 14 時～

●北コミュニティセンター  ℡ 464-3031
内容　紙芝居・絵本よみきかせの会
日時　５月 25 日日 10 時 30 分～

●河北コミュニティセンター  ℡ 480-3610

1絵本よみきかせの会
日時　５月 14 日水 14 時 30 分～

2映画鑑賞の集い～午後のひととき～
日時　５月 22 日木 13 時 30 分～
　　　「人生いろどり」（日本作品）

●河南コミュニティセンター  ℡ 477-6522

1絵本よみきかせの会　
日時　５月 17 日土 11 時～

2映画会①ファミリー部門②クラシック部門
日時　５月 17 日土① 10 時～「ピノキオ
　　　の冒険」② 13 時 30 分～「殺人カ
　　　メラ」（イタリア作品）

コミセンイベント情報
� 金曜（中央コミセンは月曜）休

●プラネタリウム「宇宙兄弟」
日時　６月１日日まで①11時～ ②14時～

　　　③15時30分～（土日祝は13時～も）

●プラネタリウム星空散歩（手動解説）
日時　５月６日火「初夏の星座めぐり」

　　　５月11日日「５月の星座案内」

　　　６月１日日「６月の星座案内」

　　　いずれも 10 時～ 10 時 40 分

●天体観察会「春の星座と火星観察会」
日時　５月 17 日土 20 時～ 21 時

場所　交通センター駐車場　

　　　※申込不要、曇天・雨天中止

●親子生き物博士教室「磯の生き物観察」
日時　①５月18日日13時30分～15時30分

　　　②６月15日日13時～15時

場所　加太海岸

定員　20 家族（抽選）

申込　①５月１日木～ 10 日土に電話で

　　　②５月１日木～ 24 日土に電話で

●９歳までに身につけたい科学
水のひみつ２「水に溶けるもの、溶けないもの」
日時　５月 24 日土・31 日土

　　　９時 40 分～ 10 時 50 分

対象　５～９歳児と保護者

定員　先着 16 家族

申込　５月 11 日日９時～電話で

● 15 歳までに身につけたい科学
「電気の働き」

日時　５月 17 日土９時 40 分～ 10 時 50 分

対象　小学３・４年生と保護者

定員　先着 16 家族

申込　５月 11 日日９時～電話で　

●ミニサイエンス
「いろいろな紙ひこうきをおろう」

日時　毎週日曜 15 時～

　　　※５月は３日土・５日月も

こども科学館
℡ 432-0002   � 月曜（５/５除く）、５/７水休

1ハーブの花摘み体験
日時　５月 22 日木① 10 時～② 13 時～

　　　※各１時間 30 分、雨天順延

場所　西庄ふれあいの郷ハーブ園

定員　各 60 人（抽選）

2ゲートゴルフ大会
日時　６月10日火10時～15時　※雨天順延

場所　西庄ふれあいの郷ゲートゴルフ場

定員　100 人（抽選）

12共通事項
申込　1５月 13 日火  2５月 20 日火〈消印    

　　　有効〉までにはがきで（住所・氏
ふりがな

名・

　　　年齢・電話番号・イベント名・1の

　　　場合は希望時間帯を記入）

　　　※１枚につき１人

申込・問合先　

　〒 640-0112 和歌山市西庄 1107-36

　1西庄ふれあいの郷ハーブ園℡456-3533

　2西庄ふれあいの郷ゲートゴルフ場

　　℡ 456-3566

西庄ふれあいの郷
℡ 456-3533　� 火曜休

●特別陳列「わかやま歴史再発見」
期間　６月１日日まで

●市博講座　「やさしい和歌山の歴史・
古写真にみる和歌山」
日時　５月３日土 13 時 30 分～ 15 時
定員　先着 100 人

●「国際博物館の日」入館料無料　
期間　５月 16 日金～ 18 日日

●臨時休館
６月２日月～ 23 日月は展示改修・館内消
毒のため臨時休館します。

市立博物館
℡ 423-0003   � 月曜（５/５除く）、５/７水休

●Music  Cube  Garden  Live 春風にのって
　野外ステージで音楽と景観を堪能！
日時　５月 25 日日 14 時～ 16 時
　　　※雨天の場合はキューブＡで開催
出演　星林高等学校軽音楽部　ほか

和歌の浦アート・キューブ
℡ 445-1188   � 火曜 

●センチメンタルシネマ「シャレード」
日時　５月22日木①10時30分～②14時～
チケット　前売・当日 600 円

● こどもオペラ・親子で楽しむクラシック
「ヘンゼルとグレーテル」

日時　７月５日土① 11 時～② 14 時～
チケット　 高校生以上1,500円、中学生以下
　　　　　500 円、おやこペア 1,700 円

●ミュージカル「王様と私」
日時　７月23日水18時～
チケット（全席指定）
　前売・当日 3,500 円
　

市民会館
℡ 432-1212

※４月１日火から、市民図書館・こども科学館は祝日も開館します。

講座・教室 ※講座・教室の詳細は、各施設にお問い合せください。

教室名 回数 開催期間等 時間 定員 参加費 申込 場所・申込先・問合先
美・バランスウォーキ
ング（姿勢力 UP ☆な
り た い カ ラ ダ を 手 に
入れる !!）

５回 ６/５～７/31の木 10：00～11：00 20人 500 円
５ / ７水 ～ 14水に
郵便はがき（52 円）
を持参

東部コミュニティセンター
℡ 475-0020 ※金曜休館

リボンレイ １回 ６/ ７土 13：30～15：30 10人 1,000 円
５/10 土～ 18 日に
郵便はがき（52 円）
を持参

河南コミュニティセンター
℡ 477-6522 ※金曜休館美文字になるペン習字 ４回 ６/16 ～７/28 の

隔週月 13：30～15：00 20人 2,000 円

羊毛フェルト １回 ６/21 土 13：30～15：00 10人 500 円

生け花 ４回 ６/７～７/19の土 10：00～11：30 20人 5,000 円
５/14水～20 火 に
郵便はがき（52 円）
を持参

中央コミュニティセンター
℡ 402-2678 ※月曜休館

気軽に楽しい
キーボード＆大正琴 ４回 ６/３～６/24の火 10：00～11：30 10人 2,000 円 ５/10 土～ 18 日に

郵便はがき（52 円）
を持参

河北コミュニティセンター
℡ 480-3610 ※金曜休館

初級・陶芸 ６回 ６/９～８/25の月 13：00～15：00 20人 7,000 円

絵手紙
（暑中見舞作成） １回 ６/14 土 13：30～15：30 20人 800 円

５/19 月～ 26 月に
郵便はがき（52 円）
を持参

北コミュニティセンター
℡ 464-3031 ※金曜休館

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

抽選

　　　　
●日時　６月 12 日木・13 日金 10 時～ 15 時
●場所　男女共生推進センター（あいあいセンター内）
●対象　就業希望者で２日とも参加でき、パソコンの基本操作（キーボード入力等）ができる女性
●定員　10 人（抽選）　●費用　1,000 円　
●申込　５月 31 日土〈必着〉までに往復はがきで
　　　　（講座名・住所・氏名・年齢・電話番号・一時保育（１歳～就学前）の有無を記入）
●申込・問合先　〒 640-8226 和歌山市小人町 29　男女共生推進課　
　　　　　　　  ℡ 432-4704、E-mail：danjokyousei@city.wakayama.lg.jp
　　　　　　　  ※月曜休み（月曜が祝日の場合はその次の平日）

女性のための
就業支援セミナー 
パ ソ コ ン 講 座
Word（ 初 級 ）

●少年少女船釣り体験
日時　６月８日日11時～17時　※荒天中止
対象　小学５年生～中学３年生
定員　先着30人
費用　2,700 円
申込　５月９日金
　　　９時～電話で

●第 49 回どこでもドア・クラブ  
日時　６月 15 日日 10 時～ 15 時
対象　集団にとけ込みにくい傾向のある　
　　　小・中学生とその家族、先着 10 組
　　　※友人参加も可
内容　磯遊び、ハイキング
費用　200 円（１人）
申込　５月 15 日木９時～電話で 

少年自然の家
℡ 459-2107　� 水曜休

↑船の上で新鮮な体験！

休


