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※ 12 月 4 日火～ 2019 年３月１日金まで、プラネタリウム室の
改修工事のため投影はありませんが、通常通り開館します。

プラネタリウム　▶「星空解説」「全天周映像番組」
「プラネタリウム　はなかっぱ　花さけ！パッカ～ん 宇宙旅行」

●日時／ 12 月２日日まで① 11 時～ ② 14 時～　「星座美術館へ
ようこそ」15 時 30 分～（土日祝は 13 時～もあり）

「現プラネタリウム（MS-10 型）お別れ投影」 ●日時／ 12 月２
日日 16 時 30 分～　 ※お別れ投影は入館料のみ必要

９歳までに身につけたい科学教室　▶静電気「くっつく、はな
れる、空中くらげ」●日時／１月 19 日土 ①９時 40 分～ 10 時
50 分　② 13 時 30 分～ 14 時 40 分　●対象／５歳～小学２年
生　※保護者同伴　●定員／各子供 20 人（抽選）●申込／１月
４日金～ 12 日土に電話で

自然工作教室　▶日食メガネ工作（１月６日日に部分日食があ
ります）　●日時／ 12 月 23 日日 ①９時 40 分～ 10 時 40 分 ②
11 時５分～ 12 時　●対象・定員／先着子供 24 人　※小学４年
生までは保護者同伴　※９時 20 分～ ２回分の整理券発行　　
部分日食ミニ観察会　●日時／１月６日日 ９時 30 分～ 11 時　
●場所／こども科学館　※無料、子供は保護者同伴

ミニサイエンス　▶うごくキツツキを作ろう　●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
音科楽コンサート　▶手作り楽器でクリスマスコンサート　●
日時／ 12 月 16 日日　10 時 30 分～ 10 時 50 分　●対象・定員
／演奏は「音科楽教室」参加者のうち希望者、鑑賞はどなたで
も可 120 人

施設案内

☎ 432-0002
休  月曜（祝日除く）、12/25 火こども科学館

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８日土 10 時～ 11 時　
子供映画上映会
12月８土11時～「一休さん・うらしまたろう・花さかじ
いさん」
河南コミュニティセンター　☎ 477-6522
1映画会
12 月 15 日土 10 時～ファミリー部門「マッチ売り
の少女」「イワンのばか」「アンデルセンのかえる
の冒険」、13 時 30 分～クラシック部門「不安（1954
年西ドイツ・イタリア合作）」
2たのしい絵本をよむ会　12 月 15 日土 14 時～
3英語でおはなしタイム　１月５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
12 月 22 日土 10 時 30 分～
映画鑑賞会
12 月 23 日日 10 時 30 分～「おやゆび姫」「ゆうか
んなアイリーン」
河北コミュニティセンター　☎ 480-3610
1新春吉例落語会
１月 12 日土 13 時 30 分～ 16 時
2絵本・紙芝居おはなしタイム　
12 月 15 日土 10 時 30 分～ 11 時 30 分
3絵本おはなしの会
12 月 26 日水 15 時 30 分～ 16 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 22 日土 10 時 30 分～ 11 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 16 日日 10 時 30 分～ 11 時 30 分
南コミュニティセンター　☎ 494-3755
1むかしばなし・わらべうた
12 月３日月 13 時 30 分～ 14 時、１月７日月 13 時
30 分～ 14 時
2おはなしだいすき！よっといで　
12月 15日土 14時 30分～ 15 時

コミセン情報

市立博物館
ホール展示「平成 29年度寄贈資料展」
●期間／12 月４日火～ 12 月 16 日日

コーナー展示
「紀州藩士小笠原庄大夫家と小笠原誉至夫」｢和歌海苔の道具｣

●期間／１月６ 日日まで

☎ 423-0003　
休  月曜（祝日除く）、12/25 火

青少年国際交流センター館内は、紀州木材のとっても良い香り
がしました♪美しい加太の景色を楽しみながら活動できるの
で、ぜひたくさんの方に活用していただきたいです！（新垣）

和歌浦ベイマラソン with ジャズは会場内の各所で音楽の生
演奏が行われる楽しい雰囲気の大会です。自分も来年は久
しぶりに出場してみようかなと思いました。（大家）

2018 年も残り１か月。皆さんにとって今年はどのような年に
なりましたか？今年の元日は、天守閣登閣の様子を撮影するた
め、朝４時起きでした。来年は後輩にバトンタッチ（笑）（山本）

11 月 11 日のジャズマラソンに参加しました。一面に広がる
爽やかな景色と、沿道で演奏されるジャズの音色、そして参
加された方々の笑顔が印象的な一日となりました。（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　●日時／ 12 月 13 日木・18
日火・22 日土・27 日木　各日 11 時～（約 30 分）　

▶幼児おはなし会　●日時／ 12 月 15 日土 11 時～（約
30 分）

▶小学生おはなし会　●日時／ 12 月８日土 11 時～（約
30 分）

▶むかしばなし・わらべうた　●日時／ 12 月 12 日水 
10 時 30 分～（約 30 分）

▶えいご絵本の読み聞かせ　●日時／ 12 月９日日 ①
10 時 30 分～ ② 11 時５分～（各回約 30 分）

▶ペープサートや読み聞かせ　●日時／ 12 月 19 日水 
11 時～（約 30 分）

市民図書館西分館 ☎ 455-3210　 休  月曜

☎ 432-0010
休  金曜（祝日除く）、12/19 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／ 12
月 12 日水 ① 11 時～ ② 11 時 30 分～（各回約 30 分）

▶幼児おはなし会「こぐまのじかん」　●日時／ 12 月 23
日日・１月５日土 各日 14 時 30 分～（約 30 分）

▶語りの会「むかしばなし・わらべうた」●日時／ 12 月
15 日土 14 時 30 分～（約 30 分）

▶えいご絵本の読み聞かせ　●日時／１月６日日 ① 10 時
30 分～ ② 11 時～（各回約 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／ 12 月 16 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各先
着 15 組　●申込／ 12 月６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／ 12 月 22 日土 14 時～
（約 90 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「セバスチャン・サルガド　地球へのラブ
レター」●日時／ 12 月９日日 14 時～（約 110 分）

桂枝曾丸のわかやま芸品館～其の十八～
●日時／２月 10 日日 14 時～
●場所／小ホール
●費用／前売 2,500 円（当日 3,000 円）
※未就学児の入場はご遠慮ください
わかやま芸品館コラボレーション企画
和歌山城の歴史探検「眠りから目覚めた徳川家の遺産」
●日時／２月６日水～ 10 日日 10 時～ 16 時　
※ 10 日は 17:30 まで　●場所／展示室
折り紙教室作品展
●日時／ 12 月 22 日土・
23 日日 10 時～ 15 時
●場所／展示室

☎ 432-1212
休  月曜、12/25 火市民会館

みんなで
作ったおみせやさ
んを見に来てね

♪折り紙体験コーナー
もあるよ♪

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６日日～　※先着順。なくなり次第終了。
●数量／赤ちゃん～中学生向け計 100 セット、大人向け
50 セット
※貸出は１人１セット、
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

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


