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●幼児おはなし会
日時　８月２日土 14 時 30 分～

●あかちゃんおはなし会「らっこのじかん」
日時　８月13日水①11時～②11時30分～

●語りの会「むかしばなし・わらべうた」
日時　８月 16 日土 14 時 30 分～

●子どもビデオシアター「よりぬき へんないきもの」
日時　８月 17 日日 14 時 30 分～

●親と子のおりがみ教室
日時　８月 23 日土 14 時～ 16 時　※要申込
定員　15 組（おりがみ・はさみ・のり持参）

●図書館おんがく会「ことりのじかん」
～本と音楽でたのしむジブリの世界～
日時　８月 25 日月 ① 11 時～ ② 14 時～
定員　各回 70 人　※各回１時間前から１
　　　階の階段前で整理券を配布。

●有吉佐和子没後 30 年記念上映「華岡
青洲の妻」出演：和久井映見、谷原章介ほか
日時　８月 30 日土 14 時～（前編）
　　　８月 31 日日 14 時～（後編）

●プラネタリウム「銀河鉄道９９９ 星空は
タイムマシーン / 太陽系恐竜絶滅編」
期間　９月 28 日日まで
時間　①11 時～ ②14 時～ ③15 時30 分～
　　　※土日・夏休み中は 13 時～も。

●プラネタリウム星空散歩
日時　８月３日日「８月の星座案内」
　　　８月17日日「夏の大三角」
　　　いずれも 10 時～ 10 時 40 分

●天体観察会
日時　①８月２日土「月と土星を見よう」
　　　②８月16日土「夏の星座観察会」
　　　いずれも 20 時～ 21 時
場所　①本町公園②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「生物同定会」
植物や昆虫、貝の名前を学ぼう。申込不要。
日時　８月 23 日土９時 30 分～ 11 時 30 分

●自然に親しむ教室
日時　①８月２日土・９日土「石のペイント」
　　　②８月 24 日日 「サンゴ･貝の工作」
　　　いずれも９時 40 分～ 10 時 50 分
定員　先着 50 人　※保護者同伴

●ミニサイエンス「うごくキツツキを作ろう」
日時　毎週日曜 15 時～
対象・定員　こども先着 24 人

●夕暮れ Jazz Café 2014
日時　８月９日土・17 日日 18 時～ 20 時
場所　市民会館前（緑地広場）
出演　スパニッシュ・コネクション、ロス
　　　トカイドレス、神前理恵ほか

●第 50 回どこでもドア・クラブ  
内容　竹食器作り・そーめん流し・プール遊び
日時　８月 31 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　※友人参加も可
定員　先着 10 組
費用　１人 650 円
申込　７月 31 日木９時～電話で 

●中央コミュニティセンター  ℡ 402-2678
紙芝居とよみかたりの会
日時　８月 23 日土 10 時 30 分～

●河西コミュニティセンター  ℡ 480-1171
おはなしだいすき！よっといで
日時　８月 23 日土 10 時 30 分～

●東部コミュニティセンター  ℡ 475-0020
1おはなしだいすき！よっといで
日時　８月９日土 14 時～
2夏休み子ども映画会「トム・ソーヤの冒険」ほか

日時　８月 28 日木 13 時 30 分～

●北コミュニティセンター  ℡ 464-3031
紙芝居・絵本よみかたりの会
日時　８月 24 日日 10 時 30 分～

●河北コミュニティセンター  ℡ 480-3610
1絵本・紙芝居おはなしタイム
日時　８月６日水 14 時 30 分～
2夏休みファミリー映画会「ピーターパン」
日時　８月 20 日水 10 時～
3絵本おはなしの会
日時　８月 21 日木 15 時 30 分～

●河南コミュニティセンター  ℡ 477-6522
1絵本よみきかせの会　2映画会
日時　８月 16 日土 111 時～ 2（ファミリー

部門）10 時～「トム・ソーヤの冒険」
／（クラシック部門）13 時 30 分～

「ヴァンパイヤ」（ドイツ・フランス合作）
3親子で楽しむファミリーコンサート

「スタジオジブリ映画の名曲を・・・♬」
日時　８月24日日①10時30分～②14時～

●特別展「荘園の景観と絵図」

期間　８月 24 日日まで（展示解説あり：
　　　８月 17 日日・23 日土 13 時 30 分～）

●特別展関連講演会
日時　①８月２日土 「荘園の立地環境と絵

図」額田雅裕（博物館総括学芸員）
②８月９日土「絵図に見る荘園景観
と保全」吉田敏弘（國學院大学教授）
いずれも 13 時 30 分～ 15 時

●コーナー展示「ヘンリー杉本と日系人
収容所」「紀州の武術」（８月５日火～）

●体験学習「むかしの遊びを体験しよう」
日時　８月 30 日土 13 時 30 分～ 16 時
対象　小学１年生～中学３年生　※申込不要

●古文書講座「漢字をよもう」
日時（全４回）  ９月20日～10月11日の土曜
　　　　　　  13 時 30 分～ 15 時
対象・定員　毎回参加できる方 50 人（抽選）
費用　100 円（別途入館料必要）
申込　８月 18 日月～９月７日日〈必着〉に

はがき・メール・直接窓口で（住所・
氏名・年齢・電話番号・「古文書講
座希望」を記入）

申込先　〒 640-8222　和歌山市湊本町 3-2
　　　　市立博物館、E-mail：hakubutsu
　　　　kan@city.wakayama.lg.jp

●セミのぬけがらからセミの名前を知ろう
日時　８月 10 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）
持ち物　ナイロン袋　※雨天決行。申込不要。

●竹を使って工作をしよう
日時　８月 23 日土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　※作業用手袋持参
申込　８月 14 日木９時～電話で

日時　８月２日土・３日日
　　　９時～ 16 時 30 分
　　　（入場は 16 時まで）

四季の郷公園ネイチャーセンター
℡ 478-3707　� 火曜休

こども科学館
℡ 432-0002   � 月曜　※８月こども入館無料休

市民図書館
℡ 432-0010   � 金曜、８/20 水休

市立博物館
℡ 423-0003   � 月曜休

コミセンイベント情報
� 金曜（中央コミセンは月曜）休

ふれ愛事業（10月～平成27年３月）利用者追加募集
教室名 回数 日時 定員 費用

編物 ８回 第１・３火 10：00～12：00 10 人

１回
100 円

（教材費
別途）

現代マナー ６回 第１火 13：00～15：00 12 人
華道 ７回 第２・４火 13：00～15：00 ９人
アートフラワー ７回 第１・３水 10：00～12：00 ７人
書道 ８回 第１・３水 13：00～15：00 ８人
点字 ８回 第１・３木 13：00～15：00 ２人
囲碁 ８回 第２・４木 10：00～12：00 １人
将棋 ８回 第２・４木 10：00～12：00 ２人
カラオケ ８回 第１・３金 13：00～15：00 ５人
手話 ７回 第２・４金 14：00～16：00 １人
料理 ８回 第２・４土 10：00～12：00 ４人
言語療法 ６回 第１土 13：00～16：00 １人

●対象　身体障害者手帳をお持ちの方
●場所　ふれ愛センター（木広町 5-1-9）
●申込　８月 22 日金～９月７日日９時～ 16 時（月曜除く）に

身体障害者手帳を持参　※電話・FAX 申込不可。本人・
家族以外の申込不可。申込多数の場合、公開抽選（９
月 12 日金 10 時～）。

●申込・問合先　ふれ愛センター℡ 433-8866、℻ 433-8868

インターネットパソコン教室（全４回）
日程 時間 場所

1 0 / ６月～９木

①９：30～12：00
②13：00～15：30

河西コミュニティセンター
10/20月～23木 河南コミュニティセンター
10/27月～30木 東部コミュニティセンター
11/11火～14金 中央コミュニティセンター
11/17月～20木 河北コミュニティセンター
12/１月～４木 北コミュニティセンター

●定員　各コース 10 人（抽選）　　●費用　1,000 円
●申込　８月 14 日木〈必着〉までに往復はがきで（住所・氏名・
　　　　年齢・電話番号・希望時間と場所を記入）※複数申込不可
●申込・問合先　〒 640-8311 和歌山市寺内 665 東部コミュニティ
　　　　　　　  センター「パソコン教室」係　℡ 475-0020

パソコン講習（初級・中級）
●対象　ひとり親家庭の親　　●費用　2,160 円
●内容　❶初級：word・excel 初級～中級。検定対策講座あり。
　　　　❷中級：実践で役立つ書類作成（請求書や納品書）。
●日時　❶９月26日～12月２日の火・金、10月４日～12月20日の

土・日 （10月12日日・12月13日土・14日日を除く）
　　　　❷ 12 月９日～２月 27 日の火・金（年末年始除く）
　　　　いずれも火・金は 19 時～ 21 時、土・日は 10 時～ 12 時
●場所　明日香コンピュータ（西庄 364）※託児室あり
●定員　❶❷とも 20 人（抽選）　※当選者のみ通知
●申込　❶は８月29日金、❷は10月31日金〈消印有効〉までにはが
　　　　き・直接窓口で（住所・氏名・年齢・電話番号・❶か❷を記入）
●申込・問合先　（市役所内）こども家庭課℡ 435-1219

和歌浦湾のお魚料理講習会
●日時　①９月６日土 ②９月 20 日土  10 時～ 13 時
●定員　20 人（抽選）　　●費用　500 円
●申込　８月13日水〈必着〉までに往復はがきで（希望日・全員の
　　　　住所・氏名・年齢・電話番号を記入）※１通２人まで
●場所・申込・問合先　〒 641-0061　和歌山市田野 101-3
　　　　　　　　　　水産振興事務所℡ 447-0327

※詳細は、各施設へお問い合わせください。

旧中筋家住宅  無料公開
℡435-1194（文化振興課）※土日は℡465-3040

市民会館
℡ 432-1212

少年自然の家
℡ 459-2107　� 水曜、祝日の翌日休

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

ソープカービング ４回 ９/４～10/16の木 10：00～12：00 ８人 2,550 円
８/４月～12火に郵便
はがき（52円）を持参

東部コミュニティセンター
℡ 475-0020 ※金曜休館キレイになるため

のエクササイズⅡ ５回 ９/16～11/11の火 10：00～11：30 20人 500 円

旅に役立つ英会話 ８回 ９/４～12/４の木 13：30～15：00 30人 3,000 円

８/２土～10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

はじめての水墨画 ５回 ９/４～11/６の木 10：00～12：00 20人 2,300 円

簡単楽しい！クマ
さんの巻き寿司 １回 ９/28 日 13：30～14：30 14人 500 円

初心者の洋画
（油彩・水彩） ５回 ９/12～11/７の

隔週金 13：30～15：30 15人 3,000 円 ８/20水～26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

秋季硬式テニス ８回 ９/12～10/31の金 ９：30～11：00 60人 4,500 円 ８/19 火～ 参加費を
持参

場所　市民スポーツ広場
申込・問合先　市民体育館
℡ 453-2007 ※月曜休館

ナイター硬式テニス 10 回 ９/17～11/19の水 19：00～20：30 16人 11,000円 ８/22 金～ 28 木に
電話か直接窓口へ

市民テニスコート
℡ 452-0997

アクアビクス 13 回 ９/10～12/３の水 10：30～11：15 ８人 9,750 円

８/ ５火～ 19 火に
電話か直接窓口へ

市民温水プール
℡ 455-8022 ※月曜休館

れでぃーすスイミ
ング 13 回 ９/11～12/４の木 ①９：50～10：50

②10：50～11：50
①６人
②23人 9,750 円

健康応援スイミング 13 回 ９/12～12/12の金 13：00～14：00 20人 9,750 円

落語 ６回 ９/20～３/７の土
（月に１回） 10：00～16：00 20人 2,000 円

電話で
※総合文化プロデュー
サー育成塾は要作文

市民会館 ℡ 432-1212
※ダンスの最終日はマリ
ンバとの公演あり（練習・
公演場所：和歌の浦アー
ト・キューブ）

一段上の総合文化プ
ロデューサー育成塾 ９回 ９/11～１/29の木

（月に２回程度） 19：00～21：00 10人 3,000 円

コンテンポラリー
ダンス ５回 ９/24水～28日 19：00～21：00

（２日目以降未定） 20人 1,000 円
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４周年
記念

日本各地の荘園
絵図を展示。

←かつらぎ町のかせ
田荘絵図（重要文化
財・宝来山神社蔵）


