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▶このたび、広報広聴課を巣立つことになりました。取材
先で写真撮影やインタビューに快く応じていただいた市民
の方々や、市報の感想をくれた方々、皆さんのおかげで３
年間やってこれました。ありがとうございました。（古谷）
▶取材先では市民の皆さんと関わる機会が多いのですが、い
つも快く応じていただいています。これまでの市報担当が
信頼というバトンを繋いでくれたおかげです。古谷さんお
疲れ様でした。このバトン、次世代へ繋いでいきます。（坂本）

☎432-0010
休金曜（祝日の場合は前日）・５/18水市民図書館

えるシアター「華岡青洲の妻」　
●日時／【前編】５月３日火　【後編】５月
４日水　14 時～（２時間９分）

子どもビデオシアター　▶「動物の赤ちゃ
ん」●日時／５月５日木 14 時 30 分～　▶

「きょうはなんてうんがいいんだろう」●日
時／５月 22 日日 14 時 30 分～　　
おはなし会・語りの会・読み聞かせ
▶幼児おはなし会「こぐまのじかん」●日時
／５月７日土・８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／５月 11 日水① 11 時～　② 11 時 30 分
～　▶むかしばなし語りの会　●日時／５月
21 日土 14 時 30 分～

親子ふれあいリトミック　
●日時／５月 15 日日①【首すわり～１歳半
児】10 時 15 分～ 10 時 45 分　②【１歳半
～３歳児】11 時～ 11 時 30 分　●内容／リ
ズム遊び　●定員／各回先着 10 組　●申込
／５月５日木 10 時～電話か児童室で受付　
※図書館利用券が必要。

親と子のおりがみ教室　
●日時／５月 28 日土 14 時～　
●定員／親子 14 組
※要事前申込。おりがみ・
はさみ・のり持参。

●東部コミュニティセンター
☎ 475-0020
1おはなしだいすき！よっといで
５月 14 日土 10 時～　
※ 11 時～映画会

●河南コミュニティセンター
☎ 477-6522
1映画会　５月 21 日土
① 10 時～ファミリー部門

「そんごくう」「くるみわり人形」
② 13 時 30 分～クラシック部門

「ドイツ零年」（イタリア映画）
2たのしい絵本をよむ会　
５月 21 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
５月 28 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
５月 11 日水 14 時 30 分～
2雑誌リサイクル　
５月 22 日日９時 30 分～
※９時から整理券配布。１人１
回３冊まで。

3絵本おはなしの会　
５月 25 日水 15 時 30 分～

4映画鑑賞会　
５月 30 日月 13 時 30 分～

「自転車泥棒」（1984年イタリア）

●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　
５月 28 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　
５月 22 日日 10 時 30 分～

コミセン情報こども科学館 ☎432-0002
休月曜（祝日の場合は翌日）

プラネタリウム　
▶「今月の星空解説」「ポラリス」●期間／５月 29 日日まで　①
11 時～　② 14 時～　③ 15 時 30 分～（土日祝は 13 時～も）

9 歳までに身につけたい科学　
▶水２「水に溶けるもの、溶けないもの」
●日時／５月 21 日土・22 日日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／５月１日日～ 13 日金に電話で

科学の原理発見教室　
▶電気「回路を作ろう」●日時／５月 28 日土９時 40 分～ 11 時
30 分　●対象／小学３・４年生　※保護者同伴　●定員／先着
16 人　●申込／５月７日土 9 時～電話で
親子生き物博士教室　
▶磯の生き物観察　●日時／６月５日日 12 時～ 14 時　●場所／
加太海岸　●定員／ 20 家族（抽選）●申込／５月１日日～ 21 日
土に電話で

石のペイント工作　
●日時／５月４日水９時 40 分～ 10 時 40 分　●対象・定員／こ
ども先着 24 人　※保護者同伴
ミニサイエンス　
▶いろいろな紙ひこうきをおろう
●日時／毎週日曜 15 時～　※５月５日木 10 時～も実施　●対象・
定員／こども先着 24 人　※保護者同伴

城北公園地下駐車場利用料１時間分を補助。要駐車券。専用使用による利用可能時間
５月３日火・５月４日水は、次の時間で利用可能です。　
●利用可能時間／５月３日火 17 時 30 分～ 20 時、５月４
日水 12 時 30 分～ 20 時　
※５月１日日 10 時～ 17 時は無料開放。利用は２時間まで、
水着、スイミングキャップ着用。

市民温水プール ☎455-8022
休  月曜（祝日の場合は翌日）

☎432-1212　休月曜
市民会館

第１９回わかやまパリ祭「愛と平和と歌声と」
●日時／６月 25 日土　開場 16 時 30 分
●場所／小ホール　●ゲスト／佐々木秀実（シャンソン歌手）　
●チケット（全席自由）／前売 3,000 円、当日 3,500 円

　生きがいを感じる社会を共にめざして

　日本は世界一の高齢社会を迎えています。長年

にわたり日本の経済を支え、貢献してきた高齢者

の方々をとりまく状況は、社会福祉や医療の面に

おいて、ますます厳しいものになっています。

　しかし、豊かな知識と経験を持った高齢者の

方々は、地域社会にとって、なくてはならない大

切な存在です。高齢者の方々が子どもたちや若い

世代の人たちの道標となり、これまでの知識や経

験を地域社会の中で生かし、生きがいをもった生

活が送れるようにすることが私たちの課題です。

　そのためにも、私たちが高齢者の方々に敬意を

持ち、高齢者の方々の人権に配慮した取組を行っ

ていくことが大切です。

人 権 コ ラ ム

「国際博物館の日」入館無料
●期間／５月 17 日火～ 22 日日

コーナー展示
「仁井田好古」「なつかしの市電」
●期間／６月５日日まで

古文書講座「かな入門～物語を読む～」
　くずし字で書かれた江戸時代の物語を読み
ます。紀州藩の家老の旅行記を用いて、かな
のくずし字に慣れ親しみましょう。
●日時（全４回）／５月 21 日～６月 11 日
の土曜、14 時～ 15 時 30 分　●場所／２階
講義室　●対象・定員／原則毎回参加できる
方、先着 50 人　●費用／ 100 円（４回分の
テキスト代）　※別途入館料が必要。
●申込／５月 13 日金〈消印有効〉までに、
はがき・メール・直接来館で。
〒 640-8222 和歌山市湊本町 3-2　
市立博物館「くずし字」係
E-mail：hakubutsukan@city.wakayama.lg.jp
※住所・氏名・年齢・電話番号を記入。
メールは件名に「くずし字講座希望」を記入。

吉宗将軍就任 300 年記念
特別陳列「徳川吉宗と紀州の明君」
　徳川吉宗が江戸幕府８代将軍に就任してか
ら 300 年になるの
を記念して、吉宗
に関する資料を展
示 し ま す。 ま た、
吉宗と同じ様に「明
君」と称えられ
た紀州藩主の資料
も展示し、吉宗を
生み出した紀州藩
の歴史を紹介しま
す。
●期間／５月 29
日日まで　
▶特別講演会「紀州藩の明君」佐藤顕（市立
博物館学芸員）●日時／５月 14 日土 14 時
～ 15 時 30 分　●定員／先着 100 人
▶展示解説　●日時／５月 28 日土 13 時～
13 時 40 分

☎423-0003
休  月曜、5/ ６金

市立博物館

徳川吉宗肖像

黒漆葵紋入鷹狩用陣笠

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。

広告 広告

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。


