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平成 28 年度優秀映画鑑賞推進事業
名匠が手掛けた社会派サスペンス映画の世界
●開催日・内容／ 12 月１日木①「張込み」②「白い巨塔」、
12 月２日金①「黒い画集」②「悪い奴ほどよく眠る」12
月３日土①「白い巨塔」②「黒い画集」●開演／① 10 時
30 分～　② 14 時～　※開場は開演の 30 分前　●場所／
小ホール　●チケット／ 1 日券 500 円・３日間フリーパ
ス 900 円

小椋佳　歌談「老
おいざる

猿の会」
●日時／平成 29 年１月８日日 17 時～　
●場所／大ホール　●チケット（全席指定）
／ 6,000 円　●一般発売／ 11 月 12 日土
10 時～　●先行発売／ 11 月３日木 10 時
～17時　※先行発売は市民会館のみ（１日限定）。窓口優先。
１人４枚まで。未就学児入場不可。

平成 28 年度宝くじ
「おしゃべり音楽館」～想い出のスクリーンミュージック～

●日時／平成 29 年２月 25 日土 13 時～　●場所／大ホー
ル　●出演／清水ミチコ・小原孝（ピア
ノ）・島田歌穂（歌）●チケット（全席指定）
／一般 2,500 円・高校生以下 1,500 円　
※宝くじ助成特別料金　●一般発売／ 11
月 20 日日 10 時～　※窓口優先。当日は
500 円増。４歳以上入場可。

広告 広告

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
11 月 12 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　11 月 19 日土
① 10 時～ファミリー部門

「若草物語」「不思議の国のアリ
ス」② 13 時 30 分～クラシッ
ク部門「黄金狂時代」（アメリ
カ映画）
2たのしい絵本をよむ会　
11 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
11 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
11 月９日水 14 時 30 分～
2絵本おはなしの会　
11 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　
11 月 19 日土 10 時 30 分～

北コミュニティセンター 
☎ 464-3031
1紙芝居・絵本よみかたりの会
11 月 27 日日 10 時 30 分～
2楽しいコンサート
　吹奏楽の集い Vol. １
11 月 23 日水 13 時 30 分～

コミセン情報

「硬筆競書会、真剣に書いたなぁ～」と懐かしく
思っていたら、県外の人から「そんなんなかった」

と言われカルチャーショックを受けました…。（新垣）

田中選手の凱旋パレードは大盛況でしたね。金メ
ダルを掲げて地元を歩く姿は感動の一言でした。

東京五輪でもメダルを獲得してほしいですね。（大西）

全編市内ロケの映画「ちょき」が完成。監督は、当初
寡黙な主人公を予定していましたが、和歌山市のあ

たたかい雰囲気に合うように設定を変えたそうです。（坂本）

編 集 後 記

市民会館 ☎432-1212
休 月曜（祝日の場合は翌日）

プラネタリウム
▶おじゃる丸プラネタリウムスペシャル

「銀河がマロを呼んでいる～ふたりのねがい星～」
▶「本日の星空解説」
●期間・時間／２月 12 日日
まで　① 11 時～ ② 14 時～ 
③ 15 時 30 分～（土日祝は
13 時～も）

科学の原理発見教室
●内容・日時／力「てこの働き」12 月 17 日
土９時 40 分～ 11 時 30 分　●対象・定員／
小学３年生～中学３年生、先着 16 人　※小
学３・４年生は保護者同伴　●申込／ 12 月
３日土９時～電話で

ミニサイエンス
「キュービックパズルを作ろう」
●日時／毎週日曜 15 時～　●対象・定員／
先着こども 24 人　※保護者同伴

９歳までに身につけたい科学
●内容・日時／①空気３「落ちないコップの
水、サイホン体験」11 月 19 日土・20 日日
９時 40 分～ 10 時 50 分　②静電気「空中く
らげ」12 月 24 日土・25 日日９時 40 分～
10 時 50 分　●対象・定員／５歳～小学３年
生、16 家族（抽選）※保護者同伴　●申込
／① 11 月１日火～ 11 日金 ② 12 月１日木～
９日金に電話で

親子生き物博士教室
●内容・日時／①「平池の水鳥観察」11 月
27 日日 10 時～ 12 時（貴志川町・平池緑地
公園）②「木の実をとってツリー作り」12
月 18 日日９時 30 分～ 12 時（和歌山城・こ
ども科学館）●定員／ 16 家族（抽選）●申
込／① 11 月１日火～ 12 日土　② 12 月１日
木～ 10 日土に電話で

特別展「城下町和歌山の絵師たち」
●期間／ 11 月 27 日日まで　●時間／９時～ 17 時（入館は 16
時 30 分まで）▶特別講演会　「野呂介石の交友と門人」●日時／
11 月 12 日土 14 時～ 15 時 30 分　●講師／安永拓世氏（東京文
化財研究所研究員）▶江戸時代の紀州画壇　●日時／ 11 月 26 日
土 14 時～ 15 時 30 分　●講師／近藤壮氏（市立博物館学芸員）
▶ミュージアムトーク（展示解説）●日時／ 11 月３日木・23 日
水 14 時～ 15 時

コーナー展示「川合小梅をめぐる人々」「城下町の本屋さん」
●期間／ 12 月４日日まで
特別展期間中の入館料は一般・大学生 500 円、高校生以下無料。
11/18 金～ 20 日は、関西文化の日のため入館無料！

市立博物館 ☎423-0003
休 月曜（祝日の場合は翌日） こども科学館 ☎432-0002

休 月曜

Ⓒ犬丸りん・NHK・NEP

住
すみよし

吉  珠
じ ゅ あ

空ちゃん
H28. ９. ５生（島）

有
ありかわ

川  裕
ゆ う と

斗ちゃん
H28. ２.15 生（松島）

荒
あ ら き

木  咲
さ ゆ

有ちゃん
H28. ２.23 生（宇須）

遠
あちきた

北  祥
しょうた

大ちゃん
H28. ４.24 生（園部）

わかっこ
すくすく育ってね　和歌山市のこどもたち

３歳未満のお子さん写真大募集！
❶名前（ふりがな） ❷生年月日 ❸住所 ❹電話番号 ❺メール
アドレスを記載のうえ、メールでご応募ください。抽選で
掲載します。市 HP のトップにもランダムに表示します。
※写真データは１MB 以上。プリント写真の郵送も可。

あて先▶広報広聴課  koho@city.wakayama.lg.jp

城北公園地下駐車場利用料
１時間分を補助。要駐車券。

市民図書館 ☎432-0010
休 金曜（祝日の場合は翌日）・11/16水

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／ 11 月 13 日日・12
月３日土 14 時 30 分～　▶えいご絵本の読み聞かせ　●日時／ 12
月４日日　① 10 時 30 分～　② 11 時～　▶語りの会「むかしば
なし・わらべうた」●日時／ 11 月 19 日土 14 時 30 分～

親子ふれあいリトミック
●日時／ 11 月 20 日日 ① 10 時 15 分～　② 11 時～　●対象／
①首すわり～ 1 歳半児　②１歳半～３歳児　●定員／各回先着 10
組　●申込／ 11 月 10 日木 10 時～電話か直接児童室で　※図書
館利用券が必要

朗読会「おいしい話」
●日時／ 11 月 23 日水 11 時～（開場 10 時 30 分～）●内容／「注
文の多い料理店（宮澤賢治）」「すき焼き（池部良）」などの朗読　
●定員／先着 60 人

親と子のおりがみ教室
●日時／ 11 月 26 日土 14 時～　●定員／先着 14 組　※申込必要。
おりがみ・はさみ・のり持参。

子どもビデオシアター「特急大ずかん　西日本編」
●日時／ 11 月 27 日日 14 時 30 分～

音楽会ことりのじかん「ベルとチャイムのクリスマスコンサート」
●日時／ 12 月 11 日日 14 時～　
●定員／先着 70 人　●申込／ 11
月 15 日火 10 時～電話か直接カウ
ンターで　※図書館利用券が必要。
１人で４人分まで申込可能。 ジングルベルなどを演奏します。

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。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。


