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●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
　６月 13 日土 10 時～

●河南コミュニティセンター  
☎ 477-6522

1映画会　６月 20 日土 
① 10 時～ ファミリー部門「赤
ずきんちゃん」「なし売り仙人」
② 13 時 30 分～ クラシック部門

「アタラント号」フランス映画
2絵本よみきかせの会
　６月 20 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
　６月 27 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
　６月 10 日水 14 時 30 分～
2絵本おはなしの会
　６月 24 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
　6 月 27 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
　６月 28 日日 10 時 30 分～

広告 広告

コミセン情報

編 集 後 記

男女共同参画週間

　内閣府では、毎年６月 23 日から 29 日

までを「男女共同参画週間」としています。

　平成 27 年度のキャッチフレーズは『地

域力×女性力＝無限大の未来』です。

　これは、女性の力を生かして元気な地域

社会をつくるために、身近な女性の活躍を

地域ぐるみで応援することをテーマに募集

されました。

　地域活動の場では、男性だけではなく多

くの女性が参加することで、より活力のあ

る地域づくりが期待できます。

　そのためにも、男女共生に対する理解を

深め、地域活動に女性が積極的に参加でき

る環境づくりが必要です。

　男女がともに家事や子育てなど助け合え

るよう、今一度考えてみませんか。

男 女 共 生 コ ラ ム
☎432-0010
休  金曜、６/23 火～７/ １水

市民図書館

幼児おはなし会「こぐまのじかん」
●日時／６月６日土・14 日日 14 時 30 分～

あかちゃんおはなし会「らっこのじかん」
●日時／６月 10 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／６月 20 日土 14 時 30 分～

子どもビデオシアター「白雪姫」（日本語吹替版）

●日時／６月 21 日日 14 時 30 分～

☎432-1212
休  月曜

平成 27 年度文化庁「劇場・音楽堂等活性化事業」
和歌山市民オペラ第 20 回定期公演「夕鶴」
●日時／８月 23 日日 14 時開演　●場所／小
ホール　●出演／久保美雪、清水徹太郎、晴
雅彦、久保田真澄、和歌山市民オペラジュニア
●チケット／前売 5,000 円・当日 5,500 円（全
席自由）

市民会館

←第 19 回定期公演
「魔笛」のワンシーン

雑誌のリサイクル
保存期間を過ぎた
雑誌をお譲りします。
開催日・場所
1６月 21 日日 東部・河北・中央コ

ミセン　2６月 27 日土 北コミセン

3６月 28 日日 河南コミセン

時間　９時 30 分～ 11 時
※各センター１人３冊まで。先着順。

臨時休館
次の期間は、定期清掃・機械調整等のため利用できません。
●期間／６月 26 日金～ 30 日火

市民温水プール ☎455-8022
休  月曜

市立博物館

←野際白雪筆「山水図」
　（「中筋家のくらしと美」展示作品）

臨時休館
次の期間は、文化財消毒のため利用できま
せん。
●期間／６月 22 日月～ 29 日月

コーナー展示
「戦時下の人々」 「中筋家のくらしと美」
●期間／６月２日火～８月２日日

☎423-0003
休  月曜
￥  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

☎459-2107
休  水曜、祝日の翌日

少年自然の家

第 55 回どこでもドア・クラブ 
●日時／７月 12 日日 10 時～ 15 時　●内容／野外料理、プール遊
び　●対象／集団にとけ込みにくい傾向のある小中学生と家族　※
友人参加も可　●定員／先着 10 組　●費用／１人 600 円　●申込
／６月 11 日木９時～電話で
夏の自然に親しむ集い
●日時／７月 18 日土 10 時～ 19
日日 15 時　●内容／テント泊、
バルーンアート、プール遊び、昆
虫観察、野外料理　●対象／小中
学生を含む６人までの家族　※友
人参加可。３歳未満不可。●定員
／先着 15 組　●費用／小中学生
2,600 円、大人 2,680 円　●申込
／６月 11 日木９時～電話で ↑広場にテントを張って泊まります

城北公園地下駐車場利用料の１時間分
を補助しています。駐車券が必要。

プラネタリウム
「ポケットモンスター ＸＹ　宇

そ ら

宙の破
は へ ん

片」
●日時／６月６日土～９月 27 日日① 11 時～ 
② 14 時 ～ ③ 15 時 30
分～（土日祝は 13 時～
も。６月 16 日火～７月
７日火の平日は①なし。）

試写会（観覧無料）
●日時／６月５日金
15 時～　※先着 100 人
プラネタリウム

「星空散歩」（手動解説）　
●日時／６月７日日「６月の星座案内」、６月
21 日日「初夏の星座物語」10 時～ 10 時 40 分

天体観察会「金星・木星・土星」
●日時／６月 20 日土 20 時～ 21 時
●場所／交通センター　※曇・雨天中止

９歳までに身につけたい科学
「蒸発した水で雨をふらせよう」
●日時／６月 20 日土・27 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／
６月２日火～ 12 日金に電話で

15 歳までに身につけたい科学
電気「クリップモーター作り」
●日時／６月 13 日土９時 40 分～ 11 時 30
分　●対象／小学３年～中学生（小学３・４
年生は保護者同伴）●定員／先着 16 人　●
申込／６月６日土９時～電話で

親子生き物博士教室
1「貝の標本作り」
●日時／７月４日土 13 時～ 15 時　●場所／
浜の宮海岸　●定員／ 20 家族（抽選）●申
込／６月２日火～ 20 日土に電話で
2「干潟の生き物観察」
●日時／７月５日日 13 時～ 15 時　●場所／
せせらぎ公園　●定員／ 20 家族（抽選）●
申込／６月２日火～ 20 日土に電話で

ミニサイエンス
「どうなっているのメビウスの輪」
●日時／毎週日曜 15 時～　●定員／先着 24 人

特別展「太陽系　惑星から小天体まで」
●期間／７月５日日まで　●時間／９時 30
分～ 16 時 30 分　●場所／４階特別展示室

こども科学館 ☎432-0002
休  月曜
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▶５月 10 日、マジカル
ミュージックツアーの取
材へ。当日はぶらくり丁
商店街で第２日曜日に開
催されるポポロハスマーケットもありました。
賑やかなまちなかを、カメラを持って走り、気
付けば 1,000 枚近く写真を撮っていました。カ
メラのデジタル化に感謝です。（古谷）

▶今回から市報わかやまの担当となりました。
５月２日、初取材で車駕之古址古墳公園で行わ
れた炬火の採火式へ。照りつける日差しの下、
火おこしをする子どもたちの一生懸命な姿に、
さっそくパワーを分けてもらいました。まだま
だ未熟者ですが、歴代の市報担当者同様、個性
を発揮できるよう頑張ります。（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。


