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コミセン情報

特別整理期間のため東部・河南・河北・
中央・北コミュニティセンターの図書
室は休室します。
●期間／７月２日月～６日金

機械修繕のため河西コミュニティセン
ターの貸館について臨時休館します。
●期間／７月４日水～ 16 日月　※施設
予約は通常どおり受付。河西サービス
センターは通常業務。

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
６月９日土 10 時～
※ 11 時～子供映画上映会

河南コミュニティセンター
☎ 477-6522
1映画会
６ 月 16 日 土 ① 10 時 ～ フ ァ ミ
リー部門「ブレーメンの音楽隊」
他 ② 13 時 30 分～クラシック部
門「殺し（イタリア映画）」
2たのしい絵本をよむ会
６月 16 日土 14 時～
3英語でおはなしタイム
７月７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
６月 23 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
６月 13 日水 14 時 30 分～
2絵本おはなしの会
６月 27 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
６月 23 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
６月 24 日日 10 時 30 分～

プラネタリウム　▶「星空解説」「ドラえもん 宇宙ふしぎ大探検３ ～
地球のふしぎ～」●日時／６月２日土～９月 24 日月 ① 11 時～ ②
14 時～　▶「星空解説」「星座美術館へようこそ」●日時／６月２日
土～９月 24 日月 15 時 30 分～（土日祝は 13 時～も）　※６月 14
日木～７月６日金の平日は午前中なし

親子生き物博士教室　▶干潟の生き物観察　●日時／７月 15 日日
13 時～ 15 時　●場所／せせらぎ公園　●定員／ 20 家族（抽選）
●申込／７月１日日～７日土に電話で

自由研究（科学作品）のススメ　～テーマと研究方法～　▶生物テーマと研究方法
●日時／７月 21 日土 10 時～ 11 時 30 分　▶実験テーマと研究方法●日時／７月 24
日火 10 時～ 11 時 30 分　いずれも　●対象／小学 1 年生～６年生　※小学４年生
以下は保護者同伴　●定員／子供 16 人（抽選）●申込／７月４日水～ 14 日土に電
話で　※両方の教室への申込可

音科楽教室　▶本格、管楽器作り　●日時／６月 24 日日 ９時 40 分～ 10 時 50 分　
●対象／小学３年生～中学３年生　※小学４年生以下は保護者同伴　●定員／子供
16 人（抽選）●申込／６月９日土～ 16 日土に電話で　▶音科楽コンサート　●日
時／７月１日日 ９時 40 分～ 10 時 50 分　●対象／音科楽教室参加者のうち希望者

（各教室終了後に受付）　※鑑賞は入館者ならだれでも可（120 人まで）

ミニサイエンス　▶どうなっているのメビウスの輪　●日時／毎週日曜 15 時～ 15
時 20 分　●定員／子供 24 人（先着）　※保護者同伴

☎ 432-0002　 休  月曜こども科学館

「折り紙教室」～おりがみでつくろうおみせやさん～
●日時／７月１日日・８月４日土・９月 15 日土・10 月 28 日日・
11 月 25 日日　●場所／４階練習室　●対象／４歳～大人　●
定員／先着 30 人　●費用／各回 1 人 300 円・親子参加 2 人１組
500 円（子ども２人目～ 300 円増）●申込／６月 10 日日 10 時～
人前で楽しくしゃべるコツを知るワークショップ（全３回）
●日時／７月 11 日水・25 日水・８月１日水　●場所／４階練習
室　●定員／ 10 人（抽選）　●費用／ 3,500 円（３回セット）　
●申込／６月５日火～ 26 日火
わかやまパリ祭「エディット・ピアフへのオマージュ」
●日時／７月 14 日土 14 時～　●場所／和歌の浦アートキューブ
　●費用／全席自由席 2,000 円（当日券 2,500 円）
和歌山演劇大学（体験入学）
●日時／７月 21 日土・22 日日 各日 13 時～ 15 時　●場所／和
歌の浦アートキューブ　●対象／中学生以上　●定員／ 20 人　
●申込／随時
わかやまカルチャー★キッズ探偵団 2018　キッズ・リーダーあつまれ！
子どもが選ぶ「わかやま妖怪グランプリ」をプロデュースしちゃおう！
●日時／①７月 31 日火　②８月７日火　③９月２日日　④ 10 月
14 日日　⑤ 10 月 21 日日　⑥ 11 月 11 日日　①②③⑥ 13 時 30
分～ 16 時 30 分、④⑤ 10 時～ 15 時　●場所／４階練習室　●
対象／小学３～６年生　●定員／先着 20 人　●費用／ 1,000 円

（全６回分）　●申込／７月８日日 10 時～　※全回参加できる方
優先

☎ 432-1212　 休  月曜市民会館

おはなし会・読み聞かせ　▶あかちゃんおはなし会　
●開催日／６月１日金・５日火・14 日木・19 日火・
23 日土・28 日木　●時間／各日 11 時～　▶幼児おは
なし会　●開催日／６月６日水・16 日土　●時間／ 11
時～　▶小学生おはなし会　●日時／６月９日土 11 時
～　▶えいご絵本の読み聞かせ　●日時／６月 10 日日 
① 10 時 30 分～　② 11 時 5 分～　▶むかしばなし・
わらべうた●日時／６月 13 日水 10 時 30 分～　▶ペー
プサート読み聞かせ　●日時／６月 20 日水 11 時～

市民図書館西分館 ☎ 455-3210  休  月曜

初めて特集を担当させていただきました。特定健診がテーマということで、健診を受
診された方にインタビュー。体が第一であることをあらためて認識しました。（山本）

今年の子どもなかよしまつり・音楽大行進はスペシャル版で多くの方が来場しました。
けやき大通りがあんなにたくさんの人で埋め尽くされたのは初めて見ました。（大家）

先日の子どもなかよしまつりでは、音楽大行進の迫力と、子どもたちの笑顔に感動い
たしました。輝く子どもたちの表情を見て、私もパワーをもらいました！（若﨑）

編集後記

☎ 432-0010
休  金曜
　特別整理期間６/19 火～ 27 水

市民図書館

おはなし会・語りの会　▶あかちゃんおはなし会「らっ
このじかん」●日時／６月 13 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／７月
７日土 14 時 30 分～　▶語りの会「むかしばなし・わらべ
うた」●日時／６月 16 日土 14 時 30 分～　▶えいご絵本
の読み聞かせ●日時／７月１日日 ① 10 時 30 分～　② 11
時～

親子で楽しむあそび・教室　▶親子ふれあいリトミッ
ク　●日時／６月 17 日日 ① 10 時 15 分～ 10 時 45 分 
② 11 時～ 11 時 30 分　●対象／①首すわり～１歳半
児 ②１歳半～３歳児　●定員／各回先着 15 組　●申
込／６月７日木 10 時～電話・直接児童室で　※図書館
利用券必要

映画会　▶こどもビデオシアター「はらぺこあおむし」
●日時／６月９日土 14 時 30 分～　▶えるシアター「遠
くの空に消えた」　●日時／６月 10 日日 14 時～

絵本ライブ／絵本づくり　▶人気絵本作家　さいとうし
のぶ　●日時／７月 29 日日 ①絵本ライブ 13 時～ 14 時
30 分　②絵本づくり 14 時 45 分～ 15 時 45 分　●対象
／３歳以上　※②に小学４年生以下が参加する場合は
保護者同伴。大人のみの参加可。　●定員／① 80 人　
②①の参加者のうち 45 人（②のみ参加不可）●費用／
①無料　② 1 人 200 円　●申込／７月３日火 10 時～
電話・直接児童室で　※図書館利用券必要　※筆記用
具・はさみ・スティックのり、絵が苦手な方はイラス
トや写真の切り抜き等持参

市立博物館 ☎ 423-0003
休  月曜

コーナー展示「和歌山城下の女性たち」
「紀三井寺」●期間／６月５日火～８

月５日日
文化財消毒のため臨時休館
６月 19 日火～ 24 日日

☎ 455-8022
休  月曜

定期清掃・機械調整等による臨時休館
●期間／６月 26 日火～ 30 日土
専用使用のため利用制限
一般の方が入場できる時間帯は
７月５日木  17 時 30 分～ 20 時
７月 10 日火 12 時 30 分～ 20 時
となります。

和歌の浦アート・キューブ ☎ 445-1188　 休  火曜

TSUNAJECT（繋ジェクト）∞　第 44 弾
▶矢野壽秀アート展　●日時／６月 27 日水～７月１日 日 10 時～
17 時　※最終日は 16 時まで　●展示作品／ジェルキャンドル・
ガラスペイント・ハーバリウム作品

施設案内

市民温水プール

雑誌のリサイクル
コミュニティセンター図書室の保存期間を過ぎた雑誌を
お譲りします。●開催日・場所／1６月９日土 河南コミ
セン  2６月16 日土 東部・北コミセン　3６月17 日
日 河北・中央コミセン　●時間／９時 30 分～ 11 時
※各センター１人３冊まで。先着順。詳細は各センター
へお問い合わせください。


