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広告 広告

専用使用のため利用時間制限
　一般の方は、次の時間ご利用ください。
●日時／９月２日金 12 時 30 分～ 20 時
　　　　９月６日火９時 30～11 時 30 分、17 時 30 分～20 時
　　　　９月７日水 17 時 30 分～ 20 時
　　　　９月８日木 17 時 30 分～ 20 時

市民温水プール ☎455-8022
休  月曜（祝日の場合は翌日）

こども科学館 ☎432-0002
休月曜（祝日の場合は翌日）

●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 13 日土 10 時～　
※ 11 時～こども映画会

●河南コミュニティセンター
☎ 477-6522
1映画会　８月 20 日土
① 10 時～ ひらけポンキッキ
② 13 時 30 分～クラシック部門
2たのしい絵本をよむ会
８月 20 日土 11 時～

3親子でファミリーコンサート
８月 27 日土 10 時 30 分～　
※きいちゃんが来ます

●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７日日 10 時～
2おはなしだいすき！よっといで
８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
８月 10 日水 14 時 30 分～
2納涼ミニ落語会
８月 21 日日 14 時～
3夏休みファミリー映画会
８月 23 日火 10 時～
4絵本おはなしの会　
８月 24 日水 15 時 30 分～
5チョコっと♪コンサート
８月 27 日土 14 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　
８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
８月 28 日日 10 時 30 分～

コミセン情報

随分と暑くなって、セミの鳴き声が聞こえてくる
ようになりました。熱中症で病院搬送された方が

去年の５倍との話も。身体には気をつけて下さいね。（新垣）

今年から８月 11 日が「山の日」として国民の祝
日になりましたね。夏はよくプールに行くのです

が、たまには山にでも行ってみようかなと思います。（大西）

和歌山市出身の選手３人がメダルを獲得したロン
ドン五輪から４年。いよいよリオ五輪が開催され

ます。選手の皆さんが活躍されることを願っています。（坂本）

編 集 後 記

☎432-0010
休金曜・８月 17 日水市民図書館

市立博物館 ☎423-0003
休月曜（祝日の場合は翌日）

特別展「玉津島―衣
そとおりひめ

通姫と三十六歌仙―」
●期間／８月 21 日日まで
▶特別講演会

「玉津島神社の歴史ー古代から近世までー」
●日時／８月６日土 14 時～ 15 時 30 分　
▶展示解説　
●日時／８月 13 日土・20 日土 14 時～ 15 時

ホール展示「戦時下の和歌山」
●期間／８月 21 日日まで

コーナー展示
▶「紀州の弓術」「近世の世界地図」
●期間／８月７日日まで
▶「小倉神社」「太田黒田遺跡」
●期間／８月９日火～ 10 月２日日

体験学習
▶「布わらじをつくろう」
●日時／８月 25 日木 13 時 30 分～16 時 30 分
●対象／小学３年～中学３年生
●定員／先着 20 人　●費用／ 200 円
●持物／針金ハンガー・はさみ・洗濯ばさみ
●申込／８月１日月～ 12 日金〈消印有効〉　
に郵送・メールか直接来館で　〒 640-8222
湊本町 3-2　市立博物館「布わらじ」係
E-mail：hakubutsukan@city.wakayama.lg.jp
※住所・氏名・学校学年・電話番号を記入。
　メールは件名に「布わらじ希望」と記入。
▶「むかしの遊びを体験しよう」
●日時／８月 27 日土 13 時 30 分～ 16 時　
●対象／小学生～中学生

　“ みらい” 相談室をご存知ですか？
　ＤＶとは「親密な関係にあるパートナーからの暴

力」のことをいいます。「暴力」の形はさまざまで、

身体的、性的、精神的、経済的、社会的など、多面

的な要素を含んでいます。男性が女性に何かを伝え

ようとする時、（または、その反対の場合も）相手

が夫婦や交際相手だからといって、暴力が正当化さ

れていい訳ではありません。暴力はどんな状況でも

重大な人権侵害です。

　今、悩んでいることが、もしかしたらＤＶかもし

れない…そう思ったら、和歌山市男女共生推進セン

ター “ みらい ” 相談室にぜひご相談ください。女性

相談員がＤＶやその他の様々な悩みや不安につい

て、相談を受けております。少し勇気を出して、新

たな人生の一歩を踏み出してみませんか。

　“ みらい ” 相談室　℡ 431-5528

10 時～ 16 時（休館日、祝日を除く）

プラネタリウム
▶「妖怪ウォッチ プラネタリウムは星と妖怪がいっぱい！」

「本日の星空解説」
●期間／９月 25 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）

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／先着こども 24 人　※保護者同伴

親子生き物博士教室
▶「生物同定会」●日時／８月 20 日土９時 30 分～ 11 時 30 分

自然に親しむ教室
▶「石のペイント工作」●日時／８月 13 日土９時 40 分～　
●定員／先着こども 24 人　※保護者同伴
▶「サンゴ・貝の工作」●日時／８月 27 日土９時 40 分～　
●定員／先着こども 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。

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／８月６日土 14 時 30 分～　
▶えいご絵本の読み聞かせ
●日時／８月７日日① 10 時 30 分～② 11 時～
▶あかちゃんおはなし会「らっこのじかん」 
●日時／８月 10 日水
① 11 時～　② 11 時 30 分～
▶語りの会「むかしばなし・わらべうた」
●日時／８月 20 日土 14 時 30 分～

映画会
▶えるシアター

「歴史秘話ヒストリア真田幸村」
●日時／８月 11 日木 14 時～　
▶子どもビデオシアター「ねないこだれだ」　
●日時／８月 28 日日 14 時 30 分～

講演会「昔ばなしが語る子どもの成長」
●日時／８月 21 日日 13 時 30 分～15 時 30 分
●講師／小澤俊夫氏（口承文芸学者・筑波大
学名誉教授）
※ 15 時 45 分～地元
ボランティアによる

「昔ばなし語りの会」
もあります。
●定員／先着 80 人
●申込／８月３日水
10 時～直接または
電話で。

親と子のおりがみ教室
●日時／８月 27 日土 14 時～　
●定員／親子 14 組
※申込必要。おりがみ・はさみ・のり持参。

☎432-1212
休月曜（祝日の場合は翌日）市民会館

夏休み子ども映画会
▶「ナッツジョブ　サーリー＆バディのピーナッツ大作戦！」
●日時／８月 24 日水
　　　　① 10 時 30 分～② 14 時～
●場所／小ホール　
●費用／おとな（中学生以上）500 円
　　　　こども 300 円
　　　　※３歳未満はひざ上に限り無料

第 11 回　伝法橋亭（落語倶楽部）
●日時／９月３日土 14 時～　
●場所／市民ホール

浅草オペラ生誕 100 周年
▶「オペレッタ　アルカンタラの医者」
●日時／９月 18 日日 14 時～　●場所／小ホール
●チケット／指定席 5,000 円、自由席 3,000 円
　　　　　※当日は各 500 円増

アマラウ・ビエイラ　ピアノリサイタル
●日時／ 11 月 10 日木 19 時～　●場所／大ホール　
●チケット／全席指定 4,500 円

小澤俊夫氏

男 女 共 生 コ ラ ム

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。


