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Living  Information

広告

気がつけばもう年末ですね。何かとあわただしく
なる時期ですが、交通事故などにはくれぐれも気

をつけて。自分も飲み過ぎないように気をつけます。（大西）

今年は市報のカメラマンとしていろんなイベント
に参加することができ、本当に楽しかったです。

来年もみなさんの色んな姿をいっぱい撮りたいな。（新垣）

今年も残り１か月。印象深いのは田中佑典選手の
凱旋パレードの取材です。祝福と感謝の気持ちに

満ちた、あの幸せな空間に立ち会えてよかった。（坂本）

編 集 後 記

移動図書館ご案内　☎432-2166（直通）●停車時間／約１時間
曜日・停車場所 時刻 １月 ２月 ３月

日
曜

有功東ニュータウン中央公園
太田第一公園 14：00 15・29 12・26 12・26
川永団地、中之島公園 15：20
ファミリーマート内原店前
塩屋ポンプ場 14：00

８・22 ５・19 ５・19
高津公園
杭ノ瀬北公園 15：20

月
曜

パームシティＧ駐車場
加太支所 15：20 16・30 13・27 13・27

八幡台・宮北小学校 15：20 23 ６・20 ６
火
曜

宮・四箇郷小学校 15：20 17 14 14・28
和歌浦・雑賀崎小学校 15：20 10・24 ７・21 ７・21

水
曜

山口・湊小学校 14：00 18 １・15 １・15・29紀伊・貴志小学校 15：20
つつじが丘わんぱく４番児童遊園
小倉小学校 14：00

11・25 ８・22 ８・22木本小学校 15：20
東山東小学校 15：30

木
曜

宮前・三田小学校 15：20 ５・19 ２・16 ２・16・30
四箇郷北・西和佐小学校 15：20 12・26 ９・23 ９・23

土
曜

西脇・有功小学校 14：00 ７・21 ４・18 ４・18松江・鳴滝小学校 15：20
ふじと台パルテノン公園西
県営住宅三葛団地 14：00 14・28 11・25 11・25
島橋公園、本渡児童館 15：20

　ご存じですか？「デートＤＶ」

　

男 女 共 生 コ ラ ム

　「デートＤＶ」という言葉を聞いたことがありますか。
恋人同士の間で起きる暴力のことです。暴力と言って
も身体的な暴力だけがＤＶではありません。若い恋人
同士の間でよく起こるのが、恋人からの束縛やメール
のチェックなどです。厄介なのは、それがＤＶだと気
づかず、自分が愛されているからなんだと勘違いして
しまうことです。最初はささいなことでも、傷害事件
などの重大な犯罪に発展する可能性も秘めています。
　「あれ、おかしいな？」と思ったら、一度冷静な目で
チェックしてみてください。お互いに相手のことを尊
重できる対等な関係でいたいですよね。
　もし悩んでいたら、ひとりで悩まず、勇気をだして
相談してください。身近な人でも良いですし、みらい
相談室でも女性相談員が相談をお受けしています。

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　▶「絵画にみる米づくり」「吉田初三郎 -「大正広重」-」
●期間／ 12 月６日火～３月 26 日日

ホール展示「平成 27 年度寄贈資料展」
●期間／ 12 月６日火～ 25 日日

市立博物館 ☎423-0003
休 月曜・12/24 土

おはなし会・語りの会・読み聞かせ
▶あかちゃんおはなし会「らっこのじかん」●日時／ 12 月 14 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／ 12 月 17 日土 ① 14 時 30 分～▶幼児おはな
し会「こぐまのじかん」●日時／１月７日土 ① 14 時 30 分～

映画会
▶えるシアター「映像で綴る宮沢賢治の 37 年の生涯 宮沢賢治の世
界」●日時／ 12 月 23 日金 14 時～　▶子どもビデオシアター「ス
ノーマンとスノードッグ」●日時／ 12 月 25 日日 14 時 30 分～
▶えるシアター「そして父になる」●日時／１月９日月 14 時～

親と子のおりがみ教室
●日時／ 12 月 24 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。

親子ふれあいリトミック
●日時／ 12 月 18 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／ 12 月８日木 10 時～電話か直接児童室で　※図書館利用
券が必要

市民図書館 ☎432-0010
休 金曜（祝日を除く）、12/21水・22木

プラネタリウム
▶「本日の星空解説」
▶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～」

●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 ･
冬休み期間中は 13 時～も）

科学の原理発見教室
▶熱「赤外線はものを温める」●日時／１月 14 日土９時
40 分～ 11 時 30 分　●対象／小学３年生～中学３年生　
●定員／先着 16 人　※小学３・４年生は保護者同伴　●申
込／１月７日土９時～電話で

親子生き物博士教室
▶木の実をとってツリー作り　●日時／ 12 月 18 日日９時
30 分～ 12 時　●場所／和歌山城、こども科学館　●定員
／16 家族（抽選）●申込／ 12 月１日木～ 10 日土に電話で

９歳までに身につけたい科学
▶音１「音をだそう」●日時／①１月 21 日土 ② 28 日土 
③29日日 ９時40分～10時50分　●場所／①河南コミュ
ニティセンター ②③こども科学館　●対象／５歳～小学３
年生　●定員／ 16 家族（抽選）※保護者同伴　●申込／１
月４日水～ 13 日金に電話で

自然に親しむ教室
●日時・内容／① 12 月 23 日金「松ぼっくりで正月かざり
作り」 ②１月７日土「石のペイント工作」９時 40 分～ 10 時
40 分　●対象／子ども　●定員／先着 24 人　※保護者同伴

ミニサイエンス（12 月）
▶うごくキツツキを作ろう　●日時／毎週日曜 15 時～　
●対象／子ども　●定員／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。

こども科学館 ☎432-0002
休 月曜

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
12 月 10 日土 10 時～
※ 11 時～映画会

河西コミュニティセンター
☎ 480-1171
1おはなしだいすき！よっといで
12 月 17 日土 10 時 30 分～
2名作ファミリー映画会
12 月 18 日日 10 時～「ベッド
のまわりはおばけがいっぱい」

「まほうつかいのノナばあさん」

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
12 月 14 日水 14 時 30 分～
2絵本おはなしの会　
12 月 21 日水 15 時 30 分～

河南コミュニティセンター
☎ 477-6522
1クリスマスコンサート
12 月 10 日土 13 時 30 分～
2映画会　12 月 17 日土① 10
時～ファミリー部門「ピノキオ
の冒険」② 13 時 30 分～クラ
シック部門「刑事マルティン・
ベック」（スウェーデン映画）
3たのしい絵本をよむ会　
12 月 17 日土 11 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　
12 月 17 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
12 月 18 日日 10 時 30 分～

コミセン情報

Ⓒ犬丸りん・NHK・NEP

専用使用のため利用制限
　12 月 11 日日は、次の時間にご利用ください。
●利用時間／ 12 時 30 分～ 18 時

もうすぐクリスマス無料開放
●日時／ 12 月 18 日日 10 時～ 17 時
※利用は２時間まで。水着・スイミングキャップ持参。

市民温水プール ☎455-8022
休 月曜・12/29木～１/８日

休 月曜（中央）
休 金曜（東部・河西・河北・河南・北）

各施設の年末年始の休館情報は
８～９ページをご覧ください。

知らない本と出会うチャンス！

市民図書館で「本の福袋」を貸出

おすすめの本をセットにした「本の福袋」を貸し出します。
●期間／１月５日木～　※先着順。なくなり次第終了。
●数量／赤ちゃん～中学生向け：計 100 袋、大人向け：20 袋
※貸出は１人１袋、２週間
まで、合計 10 冊を超えない
範囲で。図書館利用券が必
要。●問合先／市民図書館
☎ 432-0010

暮らしの情報
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