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暮らしの情報Living  Information

広告 広告

☎432-0010
休  金曜・７/ １水・15 水

●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
　７月 11 日土 10 時～

●河南コミュニティセンター  
☎ 477-6522

1映画会　
　７月 18 日土 ① 10 時～ ファ
　ミリー部門「王様の耳はろば
　の耳」「オルペウスのたて琴」
　② 13 時 30 分～ クラシック
　部門「雨」アメリカ映画
2絵本よみきかせの会
　７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
　７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
　７月８日水 14 時 30 分～
2絵本おはなしの会
　７月 29 日水 15 時 30 分～
3夏休みファミリー映画会
　「ダンボ」
　７月 30 日木 10 時～
●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
　７月 25 日土 10 時 30 分～

●北コミュニティセンター  
 ☎ 464-3031

1紙芝居・絵本よみ語りの会
　７月 26 日日 10 時 30 分～
2夏休みこども映画会
　「ピノキオの冒険」
　７月 29 日水 10 時～

コミセン情報市民図書館

おはなし会・語りの会　▶幼児おはなし会「こぐまのじかん」　●日時／
７月４日土・12 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／７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／７月 18 日土 14 時 30 分～

子どもビデオシアター「バーチャルいきものたんけん」こんちゅうかん
につれてって　●日時／７月 19 日日 14 時 30 分～　
親と子のおりがみ教室　●日時／７月 25 日土 14 時～ 16 時
夏休みイベント　▶世界のともだちパネル展　●期間／７月２日木～９月
15 日火　▶世界の民族衣装を見てみよう！　●期間／①アンデスの衣装 
７月 22 日水～ 30 日木　②モンゴルの衣装 ８月 25 日火～９月３日木　
▶世界の民族衣装を着てみよう！　●日時／①アンデスの衣装 ７月 22 日
水・23 日木・27 日月～ 29 日水 ②モンゴルの衣装 ８月 25 日火～ 27 日
木・31 日月 10 時～ 11 時 40 分　●対象・定員／小中学生、各日先着５
人　●申込／①７月 13 日月 ②８月 17 日月 10 時～来館で　※参加者の利
用券が必要。▶世界の昔話 語りの会　●日時／７月 30 日木・8 月 22 日土・ 
23 日日・26 日水・30 日日 14 時 30 分～ 15 時

☎423-0003
休  月曜（祝日の場合翌日）

市立博物館

特別展「近代スポーツと国民体育大会―紀
の国わかやま国体・わかやま大会への道―」
●期間／７月 18 日土～８月 23 日日　
●映画・展示解説／黒潮国体記念映画「黒潮
にきそう―第 26 回国体の記録」７月 25 日土
13 時 30 分～ 15 時　　

ホール展示「戦争と和歌山―和歌山大空襲
から 70 年―」
●期間／７月９日木～８月 16 日日　　

映画「和歌山大空襲」　
●日時／７月 11 日土 13 時 30 分～

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

体験学習
①「休館日の博物館をたんけんしよう」
●日時／８月３日月 13 時 30 分～ 15 時　
②「扇子をつくろう」
●日時／８月 20 日木 13 時 30 分～ 16 時　
●費用／ 300 円　
①②とも　
●対象・定員／小学４年生～中学３年生、先
着 30 人　●申込／①７月 20 日月②８月８日
土〈消印有効〉までにはがき・メール・来館で
〒 640-8222　和歌山市湊本町 3-2
E-mail：hakubutsukan@city.wakayama.lg.jp 
※希望講座名・住所・氏名・学校学年・電話
番号を記入。

部落問題の解決をめざして

　「部落差別はまだあるの？」「部落差別を

する人がまだいるの？」という言葉を聞く

ことがあります。

　インターネット上に部落の人々を誹謗・

中傷する文章を書き込む事例や、土地を買

う時や商売を始める時にその場所が部落で

あるかどうかを問い合わせる事例、結婚相

手の身元調査をする事例など、現在も様々

な差別事件が起きています。このように、

部落差別がなくなったとは言えない状況に

あります。

　因習・迷信・忌避意識などによる偏見や

固定観念などの間違った知識をなくし、す

べての人がお互いを尊重し合える社会を実

現するためには、部落問題から全ての人権

を考えることが大切です。

人 権 コ ラ ム

編 集 後 記

▶広報広聴課は市役所の
５階にあり、ベランダに
面しています。現在ベラ
ンダでは、緑のカーテン
になるように、ヘチマなどの苗を育てています。
窓から和歌山城が見えなくなるぐらい、広く大
きく伸びてほしいです。我が家の朝顔も負けず
に大きくな～れ！（古谷）

▶和歌山城つながりで、もう１枚こんな写真を。
幻想的な色に染まる空と和歌
山城です。スマホを一眼レフに
持ち替え、慌てて外へ飛び出し
ましたが、時既に遅し。自然か
ら「シャッターチャンスは一瞬」
だと教えられました。（坂本）

移動図書館ご案内　☎ 432-2166（直通）※停車時間は約１時間
曜日・停車場所 時刻 ７月 ８月 ９月

日
曜

有功東ニュータウン中央公園
太田第一公園 14：00

５・19 ２・16・30 13・27
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

12・26 ９・23 ６・20
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 ６ ３・17 14・28

八幡台・宮北小学校 15：20 13・27 10・24 ７
火
曜

宮・四箇郷小学校 15：20 ７・21 ４・18 １・15・29
和歌浦・雑賀崎小学校 15：20 14・28 11・25 ８

水
曜

山口・湊小学校 14：00
８・22 ５・19 ２・16

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

15・29 12・26 ９
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 ９・23 ６・20 ３・17
四箇郷北・西和佐小学校 15：20 ２・16・30 13・27 10・24

土
曜

西脇・有功小学校 14：00
11・25 ８・22 ５・19

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

４・18 15・29 12・26
島橋公園、本渡児童館 15：20

城北公園地下駐車場利用料
１時間分を補助。要駐車券。

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」
●期間・時間／９月 27 日日まで　① 11 時～ 
② 14 時～③ 15 時 30 分～（土日祝は 13 時
～も。７月７日火までの平日は①なし。）
プラネタリウム「星空散歩」（手動解説）　
●日時／７月５日日「七夕の星を見つけよう」
７月 12 日日「冥王星をさぐる」10 時～ 10 時
40 分

天体観察会「月と土星を見よう」
●日時／７月 25 日土 20 時～ 21 時
●場所／交通センター　※曇・雨天中止

夏休み実習教室
「理科自由研究・生物研究テーマと方法」
●日時／７月 25 日土 10 時～ 12 時　●対象・
定員／小学３～６年生、20 人（抽選）※３・
４年生は保護者同伴　●申込／７月１日水～
18 日土に電話で

親子生き物博士教室「セミの分布調査」
●日時／８月９日日９時 40 分～ 12 時　●定
員／ 16 家族（抽選）●申込／７月１日水～
25 日土に電話で

ミニサイエンス「バランストンボを作ろう」
●日時／毎週日曜 15 時～　●定員／先着 24 人

こども科学館 ☎432-0002
休  月曜（祝日の場合翌日）

専用使用
　専用使用のため、一般の方は次の時間に利
用できません。
●日時／７月 10 日金 12 時～ 17 時 30 分
　　　　７月 14 日火 10 時～ 12 時 30 分
　　　　７月 17 日金 12 時～ 17 時 30 分

市民温水プール

☎455-8022　休  月曜（祝日の場合翌日）

夕暮れ Jazz Café2015
　地元・有名アーティストたちによる野外ス
テージでのジャズ演奏を聴きながらドリンク
＆フードを楽しめるイベ
ントです。●日時／８月
８日土 17 時～　●場所
／市民会館緑地広場

市民会館

☎432-1212　休  月曜（祝日の場合翌日）

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。


