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雲ひとつない青空の下行われた健康ウォーキ
ングイベント。歩いて、走って、歩いて…。

汗だくになりましたが、参加者の皆さんに励まされ、
なんとかゴールできました。（坂本）

食祭では、食べたい衝動を抑えながら撮影し
ました。食事中にも関わらず、快く撮影に協

力して下さった皆さん、本当にありがとうございまし
た！（新垣）

今月号から市報わかやま担当になりました。
これから取材などで現場に出るなかで、多く

の市民の皆さんとお会いできることを楽しみにしてい
ます。（楠本）

河北コミュニティセンター
☎ 480-3610
1サークル無料体験会
２月４日土▶ 10 時～水墨画、
切り絵、絵手紙、茶道　ヨガ、
太極拳／ 13 時～切り絵／ 13
時 30 分～健康体操　●申込／
１月７日土９時～窓口・電話で
※先着順

2サークル発表会
２月５日日 13 時～
▶ダンス・フラ・太極拳・沖縄
民謡・ハーモニカ・合唱など

3新春吉例落語会
１月 14 日土 14 時～

4絵本・紙芝居おはなしタイム
１月 11 日水 14 時 30 分～

5絵本おはなしの会
１月 18 日水 15 時 30 分～

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
１月 14 日土 10 時～
※ 11 時～映画会

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
１月 28 日土 10 時 30 分～

河南コミュニティセンター
☎ 477-6522
1映画会　１月 21 日土① 10
時～ファミリー部門「あしなが
おじさん」② 13 時 30 分～ク
ラシック部門「キング・コング」

（アメリカ映画）

2たのしい絵本をよむ会　
１月 21 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　
1 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
1 月 22 日日 10 時 30 分～

広告

編 集 後 記

特別陳列「歴史を語る道具たち」
●期間／１月 11 日水～２月 26 日日
●時間／９時～ 17 時（入館は 16 時 30 分まで）

コーナー展示
▶「絵画にみる米づくり」「吉田初三郎 -「大正広重」-」
●期間／３月 26 日日まで

市博講座―友ヶ島―
●日時／１月 21 日土「友ヶ島の遺跡」１月 28 日土「友ヶ島と修験」
14 時～ 15 時　●定員／先着 100 人

体験学習「むかしの遊びを体験しよう」
●日時／１月 14 日土 13 時 30 分～ 16 時
●対象／小学１年生～中学３年生

市立博物館 ☎423-0003
休 月曜（祝日の場合は翌日）

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
▶電気「静電気をためよう」●日時／２月 11 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／２月４日土９時～電話で

９歳までに身につけたい科学
▶音２「笛、音弓作り」●日時／２月 25 日土 、26 日日 ９時 40 分
～10時50分　●対象／５歳～小学３年生　●定員／16家族（抽選）
※保護者同伴　●申込／２月１日水～ 10 日金に電話で

自然に親しむ教室
●日時・内容／ 1 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
▶空気てっぽうを作ろう　●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（祝日の場合は翌日）

コミセン情報

暮らしの情報
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東部・河南・河北・中央・
北コミセン図書室は、特別
整理期間のため休室します。
●期間
１月 23 日月～ 27 日金

（河北・河西・北コミセンの
自習室は、ご利用いただけ
ます。）

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／１月
11 日水、 ２月８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／１月 21 日土 
14 時 30 分～　▶幼児おはなし会「こぐまのじかん」
●日時／２月４日土 14 時 30 分～　▶えいご絵本の読み聞
かせ　●日時／２月５日日 ① 10 時 30 分～ ② 11 時～

映画会
▶子どもビデオシアター「こねこのぴっち」●日時／１月
29 日日 14 時 30 分～

親と子のおりがみ教室
●日時／１月 28 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／１月 15 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／１月５日木 10 時～電話か直接児
童室　※要図書館利用券

朗読会
▶「発見！太宰ワールド－いろいろな太宰に会いにきませ
んか－」（太宰治作品の朗読）●日時／２月 25 日土 10 時
30 分～　●定員／先着 60 人　●朗読者／原きよ氏（元
OBS 大分放送アナウンサー）▶「原きよ氏と一緒に朗読

にチャレンジ！」●日時／２月 25 日土
11 時 40 分～　●内容／佐藤春夫の詩

「秋刀魚の歌」の朗読　●定員／先着 10
人　●申込／１月 16 日月 10 時～電話
か直接中央カウンターで

市民図書館 ☎432-0010
休 金曜、1/18水

←朗読家・原きよ氏

☎432-1212　ＦＡＸ 432-0227
休  月曜

JA バンク presents

松下奈緒コンサートツアー 2017 ～ 10years story ～

●日時／４月 23 日日 17 時開演
●入場料／全席指定 6,500 円（税込）
●先行発売／１月 14 日土 10 時～ 17 時
※先行発売は市民会館のみ（1日限定・窓口優先）
●一般発売／１月 28 日土 10 時～
※初日は窓口優先。先行、一般ともに１人 4 枚
まで。未就学児入場不可。

市民会館

わかやまカルチャー★キッズ探偵団
「みんないこらよ！和歌山のひみつ」
●日時／１月 14 日土 13 時 30 分～
●入場料／300 円（当日精算券必要）
●対象／小学生以上
※小学生プロデューサーが企画した
お正月イベントです。

自己肯定感が育つ言葉がけを！

　自己肯定感とは、「自分は生きる価値がある、

誰かに必要とされている」と自らの価値や存在意

義を肯定できる感情のことを言います。

　自己肯定感や自尊感情を育むことは、自分の人

権も相手の人権も大切にできるためには大事なこ

とです。

　しかし、日々子どもを育てていくなかで、子ど

もに対して、大人の都合で「早くしなさい。」と言っ

てはいないでしょうか？いつも「早く、早く」と

言われてばかりだと、本来は子どもを良くしたい

という思いでかけている言葉であっても、子ども

にとっては、「自分は遅い子、ダメな子」というメッ

セージとして伝わる事があります。

　そうではなく、「保育園に間に合うように用意

しようね。」などのように具体的な目標をあげて

子どもたちに伝えていけば、子どもに対して否定

的なメッセージとはならず、親の思いも伝えられ

るでしょう。

人 権 コ ラ ム

Ⓒ犬丸りん・NHK・NEP
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