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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・
夏休み中は 13 時～も）
プラネタリウム

「星空散歩」（手動解説）
●日時／８月２日日「８月の星座案内」、８月
16 日日「天の川をめぐる」10 時～ 10 時 40 分

天体観察会
●日時／８月８日土「夏の星座観察会」、８月
22 日土「月と土星観察会」20 時～ 21 時　
●場所／交通センター駐車場　※曇・雨天中止

ミニサイエンス
「ストローひこうきを作ろう」
●日時／毎週日曜 15 時～　●定員／先着 24 人

石のペイント工作
●日時／８月１日土・８日土９時 40 分～ 10
時 50 分　●定員／先着 50 人　※子どもは保
護者同伴

親子生き物博士教室「生物同定会」
●日時／８月 22 日土９時 30 分～ 11 時 30 分

サンゴ ･ 貝の工作
●日時／８月 23 日日９時 40 分～ 10 時 50 分
●定員／先着 50 人　
　　　　※子どもは保護者同伴

広告 広告

編 集 後 記

男
み ん な

女で災害に立ち向かう

　９月１日は防災の日です。

　平成7年1月17日の「阪神淡路大震災」、

平成16年10月23日の「新潟県中越地震」、

平成 23 年 3 月 11 日の「東日本大震災」。

そして今年も地震や火山の噴火などが多発

しています。これらの災害を通じて、避難

所運営等に女性の視点の必要性が認識され

るようになってきました。着替えや授乳の

場所がない、洗濯物が干しづらい、暴力に

おびえながら暮らさなければいけない…。

　男女のニーズの違いに配慮するととも

に、「男性は行政とのやりとりや物資の配

布、女性は炊き出しやトイレ掃除」という

性別で役割を決めることなく、男女どちら

かが過度な負担を抱えることがないよう、

男
みん な

女で協力していくことが重要です。

男 女 共 生 コ ラ ム こども科学館 ☎432-0002
休  月曜（祝日の場合翌日）

市民温水プール

☎455-8022
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／９月２日水
　　　　11時30分～17時30分
　　　　９月３日木・４日金
　　　　10 時～ 17 時 30 分

臨時休館
　９月 26 日土～ 30 日水は、
定期清掃・機械調整等のため利
用できません。

センチメンタルシネマ
「嵐が丘」
●日時／９月 17 日木
　　　　① 10 時 30 分～
　　　　② 14 時～
●場所／小ホール
●チケット／前売・当日ともに
　　　　　　600 円

市民会館

☎432-1212
休  月曜（祝日の場合翌日）

☎432-0010
休  金曜・８/19 水市民図書館

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／
８月１日土・９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／８月 12 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／８月 15 日土 14 時 30 分～

えいご絵本の読み聞かせ　●日時／８月２日日 11 時～・11 時 30 分、
９月６日日 11 時～・11 時 30 分～

親と子のおりがみ教室　●日時／８月 22 日土 14 時～　●定員／ 15 組
※要事前申込。おりがみ・はさみ・のり持参。

夏休みイベント　▶世界のともだちパネル展　●期間／９月 15 日火まで
▶世界の民族衣装（モンゴル）を見てみよう！　●期間／８月 25 日火～
９月３日木　▶世界の民族衣装（モンゴル）を着てみよう！　●日時／８
月 25 日火・26 日水・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／８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／８月 22 日土 ･ 
23 日日・26 日水・30 日日 14 時 30 分～ 15 時

☎459-2107
休  水曜、祝日の翌日

少年自然の家

第 56 回どこでもドア・クラブ 
●日時／８月 30 日日 10 時～ 15 時　●内容／竹食器作り、そうめん流し、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 650 円　●申込／８月１日土９時～電話で

☎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／８月 23 日日まで
●特別講演会／「近代スポーツと明治神宮競技
大会」８月１日土 13 時 30 分～ 15 時、「近代
スポーツと国民体育大会」８月８日土 13 時 30
分～ 15 時
●入館料／大人 400 円・小中高生 100 円
●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」８月 22 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／８月 16 日日まで

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

コーナー展示
「紀州藩御絵師―紀伊狩野家―」「安原地区の中世」
●期間／８月４日火～９月 27 日日

体験学習「むかしの遊びを体験しよう」
●日時／８月 29 日土 13 時 30 分～ 16 時
●対象／小学１年生～中学３年生

●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　８月８日土 14 時～

●河南コミュニティセンター／☎ 477-6522
　1映画会　８月 15 日土
　① 10 時～ファミリー部門「ガリバー旅行記」「アリババと四十にんの盗賊」
　② 13 時 30 分～クラシック部門「或る夜の出来事」（アメリカ映画）
　2たのしい絵本をよむ会　８月 15 日土 11 時～
　3絵本おはなしの会　８月 19 日水 15 時 30 分～
　4親子で楽しむファミリーコンサート　８月 29 日土 10 時 30 分～

●河西コミュニティセンター／☎ 480-1171
　1夏休み河西ファミリー映画会　８月９日日 10 時～
　「かいじゅうたちのいるところ」「ごきげんなライオン」
　2おはなしだいすき！よっといで　８月 22 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　８月５日水 14 時 30 分～
　2チョコっとコンサート♪（夏休みファミリー編）８月９日日 14 時～
　3夏休みファミリー映画会　８月 25 日火 10 時～「ピノキオ」
　4絵本おはなしの会　８月 26 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　８月 22 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　８月 23 日日 10 時 30 分～

コミセン情報

平成 27 年度文化庁
「劇場・音楽堂等活性化事業」
演劇大学
　舞台構成から発表まで、演劇

について学ぶことができます。

●日時／９月 26 日～３月 13 日
　　　　のおもに土日、11時～
　　　　（全 20 回）
●講師／佐藤尚子氏（青年劇場）
●対象／中学生以上
●定員／先着 50 人
●参加費／ 3,000 円
●申込／９月５日土までに電話で

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・
TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku 
©Pokémon

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。駐車券が必要です。

▶運動が苦手なインドア派
の私ですが、取材となれば
覚悟を決めます。紀の国
わかやま１万人健康リレー
ウォーク、じゅ…11㎞ですって⁉しかもちょっ
と海南市に入るやん！皆さんとお話しながらの
おかげでなんとか歩けたものの、終盤の写真の
少なさが私の疲労を物語っていました。（古谷）

▶４月号から始まった「編集後記」。実は、前
任者の時代から、私が似顔絵を描いています。
そろそろ洋服部分を夏物にしないといけない
なぁ…と思っていたある日、相棒（古谷）が髪
を切って、メガネをコンタクトレンズにすると
いう華麗なイメージチェンジ！よって似顔絵も
リニューアルしました。季節や髪型で変化して
いく似顔絵にもご注目ください。（坂本）

← 昨年の「体験学習」
　の様子。

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。


