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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
８月 11 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
８月 18 日土 10 時～ファミリー部門「トムソーヤの冒険」、
13 時 30 分～クラシック部門「ジキル博士とハイド氏」
2たのしい絵本をよむ会　８月 18 日土 14 時～
3英語でおはなしタイム　９月１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　８月 25 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　８月８日水 14 時 30 分～
2０才からチョコっと♪ファミリーコンサート
８月 19 日日 13 時 30 分～
3夏休みファミリー映画会　８月 21 日火 10 時～
4絵本おはなしの会　８月 22 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　８月 25 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　８月 26 日日 10 時 30 分～

南コミュニティセンター　☎ 494-3755
1むかしばなしとわらしべうた
８月６日月 13 時 30 分～、27 日月 10 時 30 分～
2おはなしだいすき！よっといで　８月 18日土 14時 30分～

７月１日、市内の海水浴場が海開きしました。当日は、磯
の浦でサーフィンの大会を撮影。みなさん、気持ちよさそ
うに波に乗っていました。今年の夏こそは海水浴に！（山本）

マイナンバーカードを使って利用できるサービスが増えて
きました。今後も、生活の様々な分野に渡りマイナンバー
カードが浸透し便利になっていくことに期待します。（大家）

大きな地震や大雨などの災害が起こりました。皆さんは災害に
備えて準備していますか？この機会に今一度、非常用の備蓄の
準備や、身の安全の守り方を確認しておきましょう。（新垣）

厳しい暑さが続いていますね。８月はぶんだら節をはじめ、
様々なイベントが予定されています。皆さんも、熱中症対
策は忘れずに、楽しい夏を過ごしましょう！（若﨑）

編集後記

おはなし会・読み聞かせ　▶あかちゃんおはなし会　
●開催日／８月３日金・７日火・９日木・11 日土・21
日火・23 日木・９月４日火・７日金　●時間／各日 11
時～ 11 時 30 分　▶幼児おはなし会　●開催日／８月
１日水・18 日土・29 日水・９月５日水　●時間／各日
11 時～ 11 時 30 分　▶小学生おはなし会　●日時／８
月 25 日土 11 時～ 11 時 30 分　▶むかしばなし・わら
べうた　●日時／８月８日水 10 時 30 分～ 11 時　

▶ペープサートや読み聞かせ　●日時／８月 22 日水
11 時～ 11 時 30 分

市民図書館西分館 ☎ 455-3210　 休  月曜 ☎ 432-0010　 休  金曜・８/15水市民図書館
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／８月８日水 ① 11 時～ 11 時 30
分 ② 11 時 30 分～ 12 時　▶幼児おはなし会「こぐまのじか
ん」●日時／９ 月１日土 14 時 30 分～ 15 時　▶語りの会「む
かしばなし・わらべうた」●日時／８月 18 日土 14 時 30 分～
15 時　▶オウマガドキこわ～いおはなし会●日時／８月 23
日木① 15 時 30 分～　② 16 時～、25 日土② 16 時～、26 日
日① 15 時 30 分～　② 16 時～　●内容／①ちょっとこわい
②けっこうこわい　●対象／幼児～小学生　▶えいご絵本の
読み聞かせ　●日時／９月２日日① 10 時 30 分～ 10 時 55 分、
② 11 時～ 11 時 25 分　

親子で楽しむあそび・教室　▶親子ふれあいリトミック
●日時／８月 19 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／①②先着 15 組　●申込／８月９日木 10 時～電
話・直接児童室で　※図書館利用券必要　▶親と子のおりが
み教室　●日時／８月 25 日土 14 時～ 15 時 30 分　●定員／
先着 15 組　※申込必要。折り紙・はさみ・のり持参。

映画会　▶えるシアター　●開催日・内容／８月 11日土「夏の
庭」、８月 12日日「ドルフィンブルー」●時間／各日 14時～

講座　▶アンガーマネジメントキッズ講座
●日時／８月 11 日土 11 時～ 12 時　※詳細・申込
などは専用 HP で

コミセン情報

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／９月 24 日月まで ① 11 時～ ② 14
時～　▶「星空解説」「星座美術館へようこそ」●日時／９月 24
日月 まで 15 時 30 分～（土日祝・夏休みは 13 時～も）

実験で発見！教室　▶空気「空気ってすごい！」●日時／９月
15 日土 ９時 40 分～ 11 時 10 分　●対象／小学３年生～中学
３年生　※小学３・４年生は保護者同伴　●定員／子供 16 人

（抽選）●申込／９月１日土～８日土に電話で

親子生き物博士教室　▶生き物の名前を知ろう　●日時／８月
18 日土９時 40 分～ 11 時 30 分　●対象／一般・子供　※子供
は保護者同伴　

自然工作教室　▶サンゴ・貝の工作　●日時／８月 11 日土 ①
９時 40 分～ 10 時 40 分　② 11 時５分～ 12 時　●定員／各子
供先着 24 人　※保護者同伴。９時 20 分～整理券（２回分）発行。

ミニサイエンス　▶ストローひこうきを作ろう　●日時／毎週
日曜15時～15時20分　●定員／子供先着24人　※保護者同伴

親子天体観察会　▶①夏の星と流星群　②月・火星・土星
●日時／①８月 13 日月 20 時～ 21 時　② 25 日土 20 時～ 21
時 30 分　●場所／①四季の郷公園　②大新公園　●対象／一
般・子供　※子供は保護者同伴。雨天中止。

施設案内

☎ 432-0002　 休  月曜こども科学館

夏休み子ども映画会
｢アングリーバード｣
●日時／８月 21 日火① 10 時 30 分～
② 14 時～　●場所／小ホール　
●費用／中学生以上 500 円、小学生以
下 300 円　
※３歳未満はひざ上に限り無料
和歌山演劇大学 ｢舞台構成から演劇練習・集客から発表公
演まで！！演劇に関するすべてを学ぶ｣（全 20 回）

●期間／９月８日土～平成 31 年２月２日土の基本土日
※発表公演は２月１日金・２日土　●対象／中学生以
上　※小学生は要相談　●定員／先着 50 人　●費用

（全回分）／一般 6,000 円、高校生以下 3,000 円

☎ 432-1212　 休  月曜市民会館

男女共生推進センター“みらい”

防災・災害復興における男女共同参画

男 女 共 生 コ ラ ム

　いつ起こるか分からない大災害。災害発生時に避難所が開設さ
れると、トイレや更衣室、備蓄品など、性別に配慮しなければな
らないことがたくさんあります。
　そういった課題を解決していくためには、性別にかかわらず一
人ひとりが防災への意識をより高め、防災会議や避難所運営など
に積極的に参画することが大切です。
　一人ひとりの意見や声を尊重し、それぞれの能力を発揮するこ
とは、復興に向けて強い力を発揮します。
　男女共同参画の視点を持ちながら、防災や災害復興について考
えてみてはいかがでしょうか。

専用使用のため利用制限
９月４日火～６日木は専用使用のため、
次の時間にご利用ください。

●９月４日火／９時 30 分～ 11 時 30 分

　　　　　　　17 時 30 分～ 20 時

　９月５日水・６日木／ 17 時 30 分～ 20 時

市民温水プール

市立博物館

和歌山城天守閣再建 60 周年記念特別展
「和歌山城 再発見！」

●期間／８月 26 日日まで　▶講演会　①「近世城郭と和
歌山城」②「和歌山城と城下町の風景」｢戦後の和歌山城
天守閣再建｣ ●日時／①８月４日土　② 18 日土 14 時
～ 15 時 30 分　●講師／①千田嘉博
氏（奈良大学文学部教授）②和歌山市
学芸員　▶展示解説　●日時／８月
25 日土 14 時～ 15 時

ホール展示「描かれ写された和歌山大空襲」
●日時／８月 19 日日まで

コーナー展示「江戸時代の菓子木型」
｢ここはどこ？和歌の浦周辺の古写真｣
●日時／８月 7 日火～９月 30 日日

☎ 423-0003
休  月曜

男女共生推進センター“みらい”
悩みごとの電話相談 ☎431-5528、図書・会議室などの貸出 ☎432-4704

☎ 455-8022
休  月曜

専用 HP
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