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広告 広告

●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
４月 11 日土 10 時～

●河南コミュニティセンター  
☎ 477-6522

1映画会　４月 18 日土 ① 10
時～ファミリー部門「みにくい
あひるの子」「まほうのソーセー
ジ」② 13 時 30 分～クラシッ
ク部門「アイドルを探せ」フラ
ンス映画　2絵本よみきかせの
会　４月 18 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
４月 25 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
４月８日水 14 時 30 分～
2絵本おはなしの会
４月 22 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
４月 25 日土 10 時 30 分～

●北コミュニティセンター  
 ☎ 464-3031

紙芝居・絵本よみ語りの会
４月 26 日日 10 時 30 分～

☎423-0003
休  月曜、４/30 木

☎432-0010
休  金曜、４/15 水

休
コミセン情報市民図書館 市立博物館

ゴールデンウィーク無料開放
●日時／５月６日水 10 時～ 17
時　※水着、スイミングキャッ
プ着用。利用は２時間まで。

市民温水プール

☎455-8022
休  月曜（祝日のとき翌日）

こども科学館 ４月１日から城北公園地下駐車場利用料の
１時間分を補助します。駐車券が必要です。

プラネタリウム
「ドラえもん　宇宙ふしぎ大探検２
～太陽系のひみつ～」
●日時／
５月 31 日日まで
① 11 時～
② 14 時～
③ 15 時 30 分～

（土日祝・春休み中は
13 時～も）

プラネタリウム
「星空散歩」（手動解説）
●日時／４月５日日「４月の星座案内」、４月
19 日日「惑星めぐり」10 時～ 10 時 40 分

皆既月食観察会
●日時／４月４日土 20 時～ 21 時 30 分
●場所／本町公園　※曇・雨天中止

９歳までに身につけたい科学
「水に浮くもの、沈むもの」
●日時／４月 18 日土・25 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／先着 16 家族　●申込／
４月４日土９時～電話で

親子生き物博士教室
1「春の草花・昆虫観察」●日時／４月 19
日日 10 時～ 12 時　●場所／四季の郷公園　
●定員／ 20 家族（抽選）●申込／４月 11 日
土までに電話で
2「磯の生き物観察」●日時／①５月６日水
13 時～ 15 時 ②５月 17 日日 10 時～ 12 時
●場所／加太海岸　●定員／各 20 家族（抽選）
●申込／４月 25 日土までに電話で

ミニサイエンス「目のふしぎを体験しよう」
●日時・定員／毎週日曜 15 時～、先着 24 人

©藤子プロ・小学館・テレビ朝日・シンエイ・ADK
©JAXA 提供 Courtesy NASA/JPL-Caltech

おはなし会・語りの会
幼児おはなし会　●日時／４月４
日土・12 日日 14 時 30 分～ 15 時
あかちゃんおはなし会「らっこの
じかん」●日時／４月８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／４月 18 日土 14 時 30 分～ 15 時

子どもビデオシアター「うっかりペネロペ」ともだちがいっぱい編
●日時／４月 19 日日 14 時 30 分～

えるシアター「横道世之介」吉田修一作　
●日時／４月 26 日日 14 時～

親と子のおりがみ教室
●日時／４月 25 日土 14 時～ 16 時　
●定員／ 15 組　※要申込。おりがみ・はさみ・のり持参。

移動図書館ご案内　☎ 432-2166（直通）
曜日・停車場所 時刻 ４月 ５月 ６月

日
曜

有功東ニュータウン中央公園
太田第一公園 14：00

12・26 10・24 ７・21
川永団地、中之島公園 15：20
ファミリーマート内原店前
塩屋ポンプ場 14：00

５・19 ３・17 14
高津公園
杭ノ瀬北公園 15：20

月
曜

パームシティＧ駐車場
加太支所 15：20 13・27 11・25 ８・22

八幡台・宮北小学校 15：20 ６・20 18 １・15

火
曜

宮・四箇郷小学校 15：20 14・28 12・26 ９
和歌浦・雑賀崎小学校 15：20 ７・21 19 ２・16

水
曜

山口・湊小学校 14：00
１・15 13・27 10

紀伊・貴志小学校 15：20
つつじが丘わんぱく４番児童遊園
小倉小学校 14：00

８・22 20 ３・17
木本小学校 15：20
東山東小学校 15：30

木
曜

宮前・三田小学校 15：20 ２・16 14・28 11
四箇郷北・西和佐小学校 15：20 ９・23 ７・21 ４・18

土
曜

西脇・有功小学校 14：00
４・18 ２・16

・30 13
松江・鳴滝小学校 15：20
ふじと台パルテノン公園西
県営住宅三葛団地 14：00

11・25 ９・23 ６・20
島橋公園、本渡児童館 15：20

※停車時間は約１時間

マ
マ
の
お
膝
で
お
は
な
し
会

特別陳列
「古文書から探れ！地域のみぢかな歴史」
●期間／４月 18 日土～５月 31 日日
　地域の歴史を物
語 る 古 文 書 の 魅
力、市域に根付く
歴史の奥深さを伝
えます。
古文書講座「紀州の古文書を読む」
●日時／４月 25 日・５月９日・23 日・30
日の土13時30分～15時　●定員／50人（抽
選）●費用／ 100 円（別途入館料が必要）●
申込／４月 18 日土〈消印有効〉までにはがき・
メール・直接窓口で（住所・氏名・電話番号・
年齢を記入）〒 640-8222　和歌山市湊本町
3-2　市立博物館「古文書講座」係、E-mail：
hakubutsukan@city.wakayama.lg.jp

（件名に古文書講座と記入）

コーナー展示
「紀州藩士のくらしと仕事」「竹林七賢人図屏風」
●期間／３月 31 日火～５月 31 日日

ホール展示「高野山～1200 年の絆～」
●期間／４月７日火～５月 17 日日
　高野山開創 1200 年
を迎えることを記念し
て、ゆかりの品々を展
示します。

歓喜寺文書（県指定文化財）

￥  一般 100 円、高校生以下無料
　 老人優待券・障害者手帳提示で無料

☎432-0002
休  月曜

→ 50 年前に行われた
「高野山開創 1150 年記
念大法会」のポスター

←「高野山土産名
所図絵」。明治 36
年（1903 年）に
発行された図絵。

男女共生社会をめざして

　男女共生社会とは、「女だから」「男だか

ら」という固定化された意識や慣行にとら

われずに、男女が互いの人権を尊重し、責

任を分かち合い、あらゆる分野で個性と能

力を発揮できる社会です。

　しかし、平成 25 年に本市で実施した「男

女共生に関する意識調査」の結果から、男

女の地位の不平等感や固定的な性別役割分

担意識は、依然として根強く残っているこ

とがうかがえます。

　住みよいまちづくりのためにも、男女が

対等なパートナーとして社会の色々な分野

に参画することが必要です。男女共生社会

の実現をめざし、皆さんそれぞれの目線で

考えてみませんか。

▶中之島の地蔵の辻交差点
から西へ延びる桜並木。２
月下旬、早咲きの寒緋桜が
満開になりました。この桜
が咲くともうすぐ春だと感
じます。次は満開のソメイ
ヨシノを撮るぞ～。（有田）

▶新たな出会いなどで、変化が訪れる春。新年
度への期待と暖かな陽気、そして鼻のムズム
ズ（花粉症）でそわそわしてしまう春。気持ち
を引き締めて毎日を過ごしていきたいと思いま
す。（古谷）

編 集 後 記

犬のふんは飼い主が持ち帰りましょう。

散歩には用具を忘れずに。

男 女 共 生 コ ラ ム

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。


