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広告 広告

☎432-0010
休  金曜・11/18 水市民図書館

おはなし会・語りの会・読み聞かせ
▶幼児おはなし会「こぐまのじかん」　●日時／ 11 月８日日・12 月５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／
11 月 11 日水 11 時～・11 時 30 分～　▶語りの会「むかしばなし・わら
べうた」●日時／ 11 月 21 日土 14 時 30 分～　▶えいご絵本の読み聞か
せ　●日時／ 12 月６日日 10 時 30 分～・11 時～・11 時 30 分～

親と子のおりがみ教室
●日時／11月28日土 14時～16時　※要申込。折り紙・はさみ・のり持参。

市民図書館おんがく会・ことりのじかん
　今回のことりのじかんは音楽童話。ナレーターが物語
を話し、楽器の音で登場する人物や動物を表現します。
●日時／ 11 月 29 日日 14 時～ 15 時（開場・整理券配布 13 時 30 分～）
●曲目／ピーターとおおかみ（S・プロコフィエフ作曲）
●定員／先着 70 人

編 集 後 記

こども科学館

☎432-0002 休  月曜（11/23除く）・11/24火

市民温水プール

☎455-8022
休月曜（11/23除く）・11/24 火

開館時間を 10 時～ 20 時に延長します。
●期間／ 11 月１日日～ 30 日月

☎423-0003
休  月曜（11/23 除く）、祝日の翌日
関西文化の日入館無料：11/13金～15日日

市立博物館

特別展「表千家と紀州徳川家」
●日時／ 11 月 23 日月までの９時～ 17 時（入
館は 16 時 30 分まで）●特別講演会／「表
千家と紀州徳川家」11 月７日土 13 時 30 分
～ 15 時　●茶席／ 11 月８日日 10 時～・11
時～・13 時～・14 時～　※各回先着 15 人。
費用 200 円。●展示解説／ 11 月 21 日土 13
時 30 分～ 14 時 30 分

コーナー展示
「紀州藩御絵師―笹川家―」「雑賀の兜」
●期間／ 11 月 29 日日まで

史跡散歩「古写真で歩く和歌山城」
●日時／ 11 月 28 日土 13 時 20 分～ 16 時 30
分　●集合／和歌山城天守閣　●定員／ 30 人

（抽選）●費用／大人 400 円、小中高生 300 円
●申込／ 11 月５日木～ 15 日日〈消印有効〉
までにはがき・メール・直接博物館へ
〒 640-8222 和歌山市湊本町 3-2 市立博物館
E-mail: hakubutsukan@city.wakayama.lg.jp
※住所・氏名・年齢・電話番号を記入。

城北公園地下駐車場利用料
１時間分を補助。要駐車券。

●東部コミュニティセンター  
☎ 475-0020

おはなしだいすき！よっといで
11 月 14 日土 10 時～
●河南コミュニティセンター  

☎ 477-6522
1映画会　11 月 21 日土 
① 10 時～ファミリー部門

「マドレーヌといたずらっこ」
② 13 時 30 分～クラシック部門

「女ともだち」イタリア映画
2絵本おはなしの会　　　　　
11 月 11 日水 15 時 30 分～　
3たのしい絵本をよむ会　　　
11 月 21 日土 11 時～
●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
11 月 28 日土 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
11 月 11 日水 14 時 30 分～
2落語を楽しむ会
11 月 14 日土 13 時 30 分～
出演／わかやま市民会館落語倶
　　　楽部「紀の会」
3絵本おはなしの会
11 月 25 日水 15 時 30 分～
●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
11 月 21 日土 10 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
11 月 22 日日 10 時 30 分～

コミセン情報☎432-1212
休  月曜

平成 27 年度優秀映画鑑賞推進事業
「もう一度観たい！～名匠 市川崑が描いた
世界～」
●内容／ 12 月８日火 ①「おとうと」②「東
京オリンピック」、12 月９日水 ①「野火」②

「おはん」、12 月 10 日木 ①「おはん」 ②「東
京オリンピック」●開演／① 10 時 30 分～　
② 14 時～　※開場は開演の 30 分前　●チ
ケット／１日券 500 円、２日券 800 円、３日
券 1,000 円
コンテンポラリーダンス

「ダンス×ミュージック　HAZAMA」
●日時／１月 16 日土 16 時～ 17 時　●チケッ
ト／前売 1,000 円、当日 1,200 円（高校生以
下は前売 500 円、当日 700 円）●出演／坂本
公成、森裕子、野村香子、小倉浩晃、小谷允城
▶コンテンポラリーダンス公演参加者募集
●練習期間／１月 12 日火～ 16 日土　●対象・
定員／小学生以上、先着 20 人　●申込／電話
で市民会館へ
tupera tupera といっしょに

「なりきりお面を作ろう！」
●日時／１月 11 日月 13 時～ 16 時（12 時
30 分 ～ 受 付 ） ● 講 師 ／ 亀 山 達 矢（tupera 
tupera）●定員／先着 60 人　※未就学児は
保護者同伴　●費用／ 1,000 円　●持ち物／
はさみ・セロハンテープ　●申込・問合先／
きのくに子ども NPO ℡ 452-7710

市民会館☎459-2107　
休  水曜少年自然の家

冬の自然に親しむ集い 　
●日時／ 12 月５日土 13 時～６日日 14 時　※日帰
り参加は６日９時 30 分～ 14 時　●内容／【５日】
和凧・松ぼっくりツリー作りなど　【６日】もちつ
き等　●対象／小中学生とその家族、成人引率者が
いる団体　●定員／【宿泊】先着 20 組（１組８人
まで）【日帰り】先着 30 人　●費用／【宿泊】小
中学生１人 2,730 円、大人１人 3,000 円【日帰り】
１人 800 円　●申込／ 11 月５日木９時～電話で

西庄ふれあいの郷 ☎456-3533
休火曜

フラワーアレンジメント教室
●日時／ 12 月 14 日月 10 時～ 12 時　●定
員／ 20 人（抽選） ●費用／ 1,500 円　●申
込／ 12 月１日火〈消印有効〉までにはがき
で〒 640-0112　西庄 1107-36　西庄ふれあ
いの郷ハーブ園　※住所・氏名・年齢・電話
番号を記入。１通につき１人。

☎478-3707 休  火曜

四季の郷公園ネイチャーセンター

ドングリや落ち葉でいろいろな生き物をつくろう
●日時／ 11 月 14 日土９時 30 分～ 11 時 30 分　
●対象・定員／３～５歳児と保護者、先着 40 人　
●持ち物／ビニール袋、作業用手袋　●申込／ 11
月５日木９時～電話で

森の贈り物でリースを作ろう
●日時／ 12 月６日日９時 30 分～ 11 時 30 分　●
対象・定員／小学生以上（３年生以下は保護者同伴）、
先着 40 人　●持ち物／作業用手袋・大判ごみ袋・
剪定ばさみ　●申込／ 11 月 26 日木９時～電話で

プラネタリウム
▶「今月の星空解説」「プラネタリウム　ちびまる子ちゃん　星にねがいを」
●期間・時間／２月 14 日日までの 11 時～・14 時～・
15 時 30 分～（土日祝は 13 時～も）
▶「星空散歩」（手動解説）●日時／ 11 月８日日「11
月の星座案内」、11 月 22 日日「明るさを変える星」
10 時～ 10 時 40 分

科学教室
▶９歳までに身につけたい科学 空気３「落ちないコップの水、サイホン体験」
●日時／ 11 月 21 日土・28 日土９時 40 分～ 10 時 50 分　●対象／５歳
～小学３年生（保護者同伴）●定員／ 16 家族（抽選）●申込／ 11 月１日
日～ 13 日金の９時～電話で
▶ 15 歳までに身につけたい科学「空気の圧力」●日時／ 11 月 29 日日９
時 40 分～ 11 時 30 分　●対象／小学３年～中学３年生（小学３・４年生
は保護者同伴）●定員／先着 16 人　●申込／ 11 月７日土９時～電話で
▶ミニサイエンス「キュービックパズルを作ろう」●日時／毎週日曜 15
時～　●定員／先着 24 人

親子生き物博士教室「平池の水鳥観察」
●日時／ 11 月 22 日日 10 時～ 12 時　●場所／平池緑地公園（紀の川市）
●定員／ 16 家族（抽選）●申込／ 11 月１日日～ 14 日土に電話で

特別展「和歌山県の野鳥」
●日時／ 11 月１日日～２月 28 日日９時 30 分～ 16 時 30 分

旧中筋家住宅

☎435-1194（平日、文化振興課）

☎465-3040（土日、旧中筋家住宅事務所）

関西文化の日入館無料：11/14土・15日日

古民家で昔ばなしを聞く会
●日時／ 11 月 14 日土 14 時～ 14 時 30 分
●定員／先着 20 人

古民家のカマドでご飯を炊こう！
●日時／ 11 月 28 日土９時～ 12 時　●定員
／先着 50 人　●費用／一般 100 円（観覧料）

▶こども科学館のミニサイエンス
「ふくろう笛を作ろう」に子どもと
参加しました。材料のひとつにフィ
ルムケースが！久々に見たなぁと感
動するとともに、昔、新品のフィルムを現像に出し
てしまった苦い思い出がよみがえりました。（古谷）

▶国体の総合閉会式の撮影に行きました。成績発表
や天皇杯授与、大会への炬火の引継ぎ等も滞りなく
終了。最後は他都道府県選手の退場を和歌山県選手
団が花道を作って見送ります。感極まり「和歌山に
来てくれてありがとう！」と選手に駆け寄りそうに
なるのを必死で堪え、写真を撮り続けました。（坂本）

市財政収入の一部に寄与することを目的とし、一般の広告を掲載しています。市財政収入の一部に寄与することを目的とし、一般の広告を掲載しています。


