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伏虎義務教育学校の入学式では、子供たちのきらきら
した笑顔にとても癒されました。これからの学校生活
が楽しいことであふれていますように！（新垣）

異動で広報広聴課を離れます。８年間在籍しましたが、
たくさんの人との出会いがあって、思い起こせば楽し
い思い出ばかり。ありがとうございました。（楠本）

取材の際、市民の皆さんから「表紙の写真いいね」と
言っていただく機会が増えました。その多くは楠本さ
んが撮影した写真です。８年間お疲れ様でした。（坂本）
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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 13 日土 10 時～
2 こども映画会
５月 13 日土 11 時～

河南コミュニティセンター　☎477-6522
1 ピアノとフルートで楽しく０才からの
チョコっと♪コンサート
５月７日日 10 時 30 分～
2 映画会
５月 20 日土 
①ファミリー部門「スプーンたんたんたん
げんきげんきノンタン」10 時～
②クラシック部門「死にゆく妻との旅路」
13 時 30 分～
3 たのしい絵本をよむ会　
５月 20 日土 14 時～
4 英語でおはなしタイム　
６月３日土 13 時 30 分～

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 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
５月 10 日水 14 時 30 分～
2 絵本おはなしの会　
５月 24 日水 15 時 30 分～
3 映画鑑賞の集い
６月８日木 13 時 30 分～「陽のあたる場所」

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 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
５月 28 日日 10 時 30 分～

コミセン情報
「国際博物館の日」入館料無料
●期間／５月 16 日火～ 21 日日

春季企画展
「紀州の風景-和歌の浦を中心に-」
●期間／６月４日日まで

▶展示解説
●開催日時／５月５日金・14 日日・
27 日土、６月３日土 各回 14 時～
●場所／特別展示室

▶講演会「和歌浦と紀州の風景」
●開催日／５月 20 日土

コーナー展示
「南方熊楠と和歌山」
「紀伊国名所図会の出版本屋・帯屋」
●期間／６月 4 日日まで

古文書講座
「かなを読む - 和歌を題材に -」
玉津島神社に奉納されている和歌から、くずし字の読み方や地
域の歴史・文化を学びます。
●期間／５月 14 日日～（全 10 回）※毎月第２日曜日　●時
間／ 14 時～ 15 時 30 分　●場所／２階講義室　●定員／先着
50 人　●費用／ 100 円　※別途入館料が必要　●申込／５月
12 日金〈消印有効〉までにはがき・メール・直接来館で　※住所・
氏名・年齢・電話番号・「古文書講座希望」（メールの場合は件名へ）
を記入

体験学習
「親子で雑賀の兜をつくろう」
雑賀ゆかりの兜「雑賀鉢」は、置手拭形という形式の兜です。
親子１組につき、実物大の兜を１つ作ります。
●期間／５月 27 日～６月 17 日の土曜　●時間／ 14 時～ 15
時 30 分　●場所／２階体験学習室　●対象／毎回参加できる
小学生の親子　※原則親子各１人　●定員／ 16 組（抽選）●
費用／１組 2,400 円　●申込／５月 10 日水～ 16 日火〈必着〉
にはがき・メール・直接来館で　※親子の住所・氏名・電話番号・
年齢（子のみ）・「体験学習希望」（メールの場合は件名へ）記入

市立博物館    施 設 案 内
〒 640-8222  湊本町 3-2 / ☎423-0003 / ℻ 432-9040
✉ hakubutsukan@city.wakayama.lg.jp
休 月曜・５/ ６土

プラネタリウム
▶星空解説　▶秘密結社鷹の爪 THE PLANETARIUM ジュ
ラジュラ！ジュラシックトラベル　●日時／５月 28 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３「蒸発した水で雨をふらせよう」●日時／６月 17 日土 ①９時 40 分～
10 時 50 分 ② 14 時～ 15 時 10 分　●対象・定員／５歳～小学３年生、各子
供 20 人（抽選）※保護者同伴　●申込／６月１日木～ 10 日土に電話で　
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▶音１「楽器作り・中級」●日時／６月 25 日日 ９時 40 分～ 10 時 50 分　
●対象・定員／５歳～中学３年生、16 人（抽選）※小学４年生までは保護者
同伴　●申込／６月１日木～ 16 日金に電話で

親子生き物博士教室「干潟の生き物観察」　
●日時／７月９日日 12 時～ 14 時　●場所／紀の川干潟・せせらぎ公園　●
定員／ 20 家族（抽選）●申込／６月１日木～ 17 日土に電話で

石のペイント工作
●日時／５月４日木 ９時 40 分～ 10 時 40 分　●対象・定員／子供・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日金
は 10 時～も　●対象・定員／子供・先着 24 人　※保護者同伴

こども科学館

〒 640-8214  寄合町 19 / ☎432-0002 / ℻ 432-0004 / 休 月曜
城北公園地下駐車場利用料１時間分を補助（要駐車券）。土曜日の午前中・５/
５金は子供無料。

Ⓒ EXPJ Ⓒ DLE

えいご絵本の読み聞かせ
●日時／５月７日日・６月４日日 各日① 10 時 30 分～ 
② 11 時～

おはなし会
▶あかちゃんおはなし会「らっこのじかん」
●日時／５月 10 日水 ① 11 時～ ② 11 時 30 分～

▶幼児おはなし会「こぐまのじかん」
●日時／５月 14 日日・６月３日土 各日 14 時 30 分～

語りの会「むかしばなし・わらべうた」
●日時／５月 20 日土 14 時 30 分～

子どもビデオシアター「ねこざかな」
●日時／５月 13 日土 14 時 30 分～

親子ふれあいリトミック
●日時／５月 21 日日 ① 10 時 15 分～ ② 11 時～　●内
容／リズムあそび　●対象／①首すわり～ 1 歳半児 ② 1
歳半～３歳児　●定員／各回先着 15 組　●申込／５月
11 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 27 日土 14 時～　●定員／先着 14 組
※要事前申込。おりがみ・はさみ・のり持参。

エルシアター
▶松本清張ドラマスペシャル「顔」
●日時／５月 28 日日 14 時～

市民図書館

〒 640-8222  湊本町 3-1 / ☎432-0010 / ℻ 422-7926
休 金曜（５/ ５は開館）、５/ ２火・17 水

市民会館・和大生共同企画「大学生の総合文化プロデューサー育成講座」
1 ステージ構成 / ５月 25 日木 18 時 30 分～
公演の基礎となる目的やテーマ、講演の規模、出演者についてなどを学びます。
2 広報 / ６月８日木 18 時 30 分～
広報手段やチラシデザインについてなどを学びます。
12とも　●定員／先着 15 人　●費用／ 1,000 円　●申込／５月 10 日水～
電話・FAX・メール・直接窓口で　※住所・氏名・電話番号・「大学生の総合
文化プロデューサー育成講座」（メールの場合は件名へ）記入

市民会館

〒 640-8204 伝法橋南ノ丁 7 / ☎432-1212 / ℻ 432-0227 / 休 月曜
✉ civic-hall@iris.eonet.ne.jp

南紀男山焼染付紀三井寺図
水指
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