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こども科学館 ☎432-0002　
休  月曜（９/21除く）・９/24木

☎459-2107　
休  水曜・９/24 木少年自然の家

秋の自然に親しむ集い 　
●日時／ 10 月 17 日土 10 時～ 18 日日 14 時 30 分　※日帰り参加は 17
日 10 時～ 20 時　●内容／【17 日】ハイキング・クラフト・野外料理　【18
日】パン作り・昆虫観察など　●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 2,320 円、大人１人 2,590 円　【日
帰り】１人 950 円　●申込／９月 17 日木９時～電話で

市民温水プール
☎455-8022 休  月曜（９/21
除く）・９/24 木・26 土～ 30 水

●９月の一般利用不可／
２日水11時30分～17時30分
３日木・４日金 17 時 30 分まで
８日火 12 時 30 分まで

☎423-0003
休  月曜（９/21 除く）・９/24 木

市立博物館

市博講座 ―紀州のお殿様―　
●日時／９月 12 日土「徳川頼宣」９月 19 日
土「徳川吉宗」９月 26 日土「徳川治宝」13 時
30 分～ 14 時 30 分　●定員／各先着 100 人

国体開催記念ホール展示
「紀州の武術」
●期間／９月 26 日土
　　　　～ 10 月６日火

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）

プラネタリウム「星空散歩」（手動解説）
●日時／９月６日日「９月の星座案内」
　　　　９月 13 日日「月の科学」
　　　　10 時～ 10 時 40 分

ミニサイエンス「ふくろう笛を作ろう」
●日時／毎週日曜 15 時～　●定員／先着 24 人

９歳までに身につけたい科学　
空気１「パラシュート、空気てっぽう作り」
●日時／９月 19 日土・26 日土
　　　　９時 40 分～ 10 時 50 分　
●対象／５歳～小学３年生とその家族
●定員／ 16 組（抽選）
●申込／９月１日火～ 11 日金に電話で

15 歳までに身につけたい科学　
天体「月や星の動き」
●日時／９月 12 日土９時 40 分～ 10 時 50 分
●対象・定員 ／小学３年生～中学生、先着120人
　　　　　　※小学３・４年生は保護者同伴

●申込／９月５日土９時～電話で

親子生き物博士教室「草花、メダカ観察・採集」
●日時／ 10 月 11 日日 10 時～ 12 時　
●定員／ 16 家族（抽選）
●申込／９月１日火～ 26 日土に電話で

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

城北公園地下駐車場利用料
１時間分を補助。要駐車券。

▶市報わかやまで「きいちゃんだより」が始まっ
たのは、平成 25 年５月号でした。その時のカ
ウントダウンは「国体まで 878 日」。当時はま
だまだ先のことだと思っていたのに、ついに今
月号では「国体まで 25 日」。いよいよ開催です
ね！昭和 46 年の黒潮国体が懐かしい方も、初
めて国体を体験する方も、みんなで参加して楽
しみましょう♪（古谷）

▶撮影のため訪れた港まつり花火大会。「花火
を上手に撮るのは難しいで～」と先輩から言わ
れていた通り、ピントや角度を合わせるのに苦
労しました。しかしそれ以上に苦しかったのは
無理な撮影姿勢による筋肉痛。腰をさすりなが
らの帰り道、行き交う人の楽しそうな様子を見
ていると少し痛みが和らぎました。やはりお祭
りはいいですね。（坂本）

●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
９月 12 日土 10 時～
●河南コミュニティセンター  

☎ 477-6522
1映画会　９月 19 日土 
① 10 時～ファミリー部門

「アンデルセンのすずの兵隊さん」
「アンデルセンのかえるの冒険」
② 13 時 30 分～クラシック部門

「浮草物語」日本映画　　　　
2絵本おはなしの会　　　　　
９月 16 日水 15 時 30 分～　
3たのしい絵本をよむ会　　　
９月 19 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
９月 26 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
９月９日水 14 時 30 分～
2絵本おはなしの会
９月 30 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
９月 26 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
９月 27 日日 10 時 30 分～

コミセン情報

違いを尊重し豊かに生きる

　国際交流が盛んになった現在、私たちの

身近でも、異なる文化や習慣をもつ国の人

たちとふれあう機会が増えてきました。

　しかし、ときには風習や習慣等の違いが

受け入れられなかったり、コミュニケー

ションがうまくできなかったりすることが

あります。そのため、自分の固定観念や思

い込みで判断してしまい、理解し合うこと

ができず、相手への偏見や排除につながっ

てしまうことがあります。

　豊かな異文化交流は私たちの生活に新た

な発見や喜びをもたらしてくれます。外国

の人とも互いに違いを認め合い、私たち一

人ひとりが国際社会を担う一員であるとい

う自覚を高めていくことで、共に生きる豊

かな社会の実現をめざしましょう。

人 権 コ ラ ム
☎432-0010
休  金曜・９/16 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／９月５日土・13 日日、10
月３日土 14 時 30 分～　▶えいご絵本の読み聞かせ　●日時／９月６日日
11 時～・11 時 30 分～　▶あかちゃんおはなし会「らっこのじかん」●
日時／９月９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／９月 19 日土 14 時 30 分～　

親と子のおりがみ教室　
●日時／９月 26 日土 14 時～　
●定員／ 15 組　※要事前申込。おりがみ・はさみ・のり持参。

展示「世界のともだちパネル展」
●期間／９月 15 日火まで

朗読会「詩人・長田弘 ―言葉の深呼吸―」
●日時／ 10 月４日日 11 時～ 12 時
　　　　※開場 10 時 30 分　
●対象・定員／小学生以上、先着 60 人 「イーマ」による朗読会です。

☎432-1212
休  月曜（９/21 除く）・９/24 木

一段上の総合文化プロデューサー育成講座
●日時（全７回）／ 10 月 15 日、11 月 12 日・
26 日、12 月 17 日、平成 28 年 1 月 14 日・
28 日の木 19 時～ 21 時、10 月 31 日土 13
時 30 分～ 16 時　●対象・定員／大学生以上、
先着 10 人　●講師／佐藤克明氏（公立文化施
設協会アドバイザー）岡本伸子氏（至学館大学・
岡崎女子大学非常勤講師）●費用／ 3,000 円
●申込／９月 12 日土～電話で

第九回伝法橋亭落語会　
●日時／ 10 月 12 日月 14 時開演　●出演／
わかやま市民会館落語倶楽部「紀

しるす

の会」（美山
はな福・星家するめ・サンキス亭レモン・宝
満亭福ぷく・笑泉亭讃吉）

わかやまカルチャーキッズ探偵団
「わかやま妖怪ってなんだ !!」　
●日時／ 10 月 31 日土 14 時～ 15 時 30 分
●講師／岡本伸子氏（至学館大学・岡崎女子
大学非常勤講師）●対象・定員／小学生、先
着 15 組　※４年生以上は子どものみの参加可
●費用／１組 500 円　※小学生にオリジナル
探偵バッジプレゼント　●申込／９月 12 日土
９時～電話で

市民会館

曼荼羅の
作品例

月夜のフラ～星に願いを～　
●日時／９月 11 日金 18 時開演（オープニングアクト 16 時 30 分～）
●場所／芝生広場（雨天時キューブＡ）●出演／フラチーム４組　

第４回潟をなみ寄席　●日時／９月 13 日日 14 時開演　●出演／わかや
ま市民会館落語倶楽部「紀

しるす

の会」

曼荼羅アート体験ワークショップ
●日時／ 10 月 28 日水 13 時 30 分～ 15 時 30 分　
●対象・定員／ 16 歳以上、10 人（抽選）
●費用／ 3,000 円　
●申込／９月２日水～ 16 日水に電話・メールで
　　　　E-mail：wakanoura-cube@jtw.zaq.ne.jp　
　　　　※氏名・電話番号・希望教室名を記入。

和歌の浦アート・キューブ ☎445-1188　
休  火曜（９/22除く）・９/24木

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。


