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市立博物館
春季企画展「写真にみる和歌山市の歩み 1889-2019」
●期間／６月９日日まで　●展示解説／５月４日
土・６月 1日土　14時～ 15時 

▶古写真上映会「写真にみる和歌山市の歩み」●日
時／５月 11 日土 14時～ 15時
▶フィルム上映会「市電・黒潮国体」 ●日時／５月
25 日土 14 時～ 15 時 30 分
コーナー展示「和歌山市における南北朝時代」「絵
画にみる春の花々」
●期間／６月２日日まで

学芸員講座「徳川頼宣の関連資料について」
●日時／５月 18 日土 14 時～ 15 時

「国際博物館の日」入館料無料
●期間／５月 17 日金～ 19 日日

☎ 423-0003
休  月曜（祝日の場合翌日）

おはなし会・読み聞かせ
▶あかちゃんおはなし会　●日時／５月９日木・11
日土・17 日金・21 日火・23 日木 ・６月４日火 ・７
日金 各日 11 時～
▶幼児おはなし会　●日時／５月 15 日水・25 日土・
29 日水・６月５日水 各日 11 時～
▶むかしばなし・わらべうた　●日時／５月８日水 
10 時 30 分～
▶小学生おはなし会　●日時／５月 18 日土 11 時～
▶えいご絵本の読み聞かせ　●日時／５月５日日・
６月２日日 各日 11 時 15 分～

市民図書館西分館 ☎ 455-3210
休  月曜（祝日除く）、５/ ７火

市民会館 ☎ 432-1212
休  月曜（祝日除く）、５/ ７火

和歌山市民会館プロデュース地元出身演奏家シリーズ第 10 弾　
久保美雪ソプラノ・リサイタル vol.3
●日時／６月 16 日日 14 時～　●場所／小
ホール　●費用／前売 2,500 円（当日 2,800 円）

和歌山演劇大学～体験入学～

●日時／①６月１日土 14 時～ 17 時　②６月
２日日 10 時～ 16 時　●定員／ 20 人　●対
象／中学生以上　※随時受付

和歌山演劇大学
「基礎から発表公演まで、初心者でもよくわかる豊富な受講内容！」

●日時／６月 15 日土 ～令和２年１月 26 日日の主に土日（全 30
回程度）※発表公演は令和２年 1 月 25 日土・26 日日

●講師／加納朋之氏（文学座）・佐藤尚子氏（青年劇場）　●定
員／先着 50 人　●対象／中学生以上　※小学生の参加希望は要
相談　●費用（全回分）／一般 8,000 円、高校生以下 3,000 円

施設案内コミセン情報

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
５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
５月 18 日土 10 時～ファミリー部門「まんがイソッ
プ物語」、13 時 30 分～クラシック部門「女ともだち」

（イタリア映画）
2たのしい絵本をよむ会　５月 18 日土 14 時～
3英語でおはなしタイム　６月１日土 13 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 18 日土 10 時 30 分～ 11 時 30 分
2絵本おはなしの会
５月 22 日水 15 時 30 分～ 16 時

3映画鑑賞のつどい
６月５日水 14 時～「欲望という名の電車」
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 25 日土 10 時 30 分～ 11 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 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　
５月 26 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　５月６日月 13 時 30
分～ 14 時、５月 27 日月 10 時 30 分～ 11 時
2おはなしだいすき！よっといで　
５月 18 日土 14 時 30 分～ 15 時

プラネタリウム　▶「本日の星空解説」「星の旅 - 世界編 -」●
日時／５月 26 日日まで ① 11 時～ ② 14 時～ ③ 15 時 30 分～
　（土日祝は 13 時～も）

▶「本日の星空解説」「ちびまる子ちゃん　「天動説と地動説」
の巻」●日時／６月１日土～９月 23 日月① 11 時～ ② 14 時～ 
③ 15 時 30 分～（土日祝・夏休みは 13 時～も） 

▶新番組試写会（観覧無料）●日時／５月 31 日金 15 時～ 15
時 45 分　●定員／先着 100 人

親子生き物博士教室　▶「干潟の生き物観察」●日時／６月２
日日 10 時 30 分～ 12 時 30 分　●場所／せせらぎ公園　●対象
／子供とその保護者　●定員／ 20 家族（抽選）●申込／５月
15 日水～ 25 日土に電話で

実験で発見！教室　▶電磁石「電磁石を見て、触って、作って
みよう」●日時／６月９日日 ９時 40 分～ 11 時 10 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／５月 22 日水～６月１日土
に電話で

９歳までに身につけたい科学教室　▶水２「色水、カラーマジッ
ク」●日時／６月 15 日土 ①９時 40 分～ 10 時 50 分　② 14 時
10 分～ 15 時 20 分　●対象／５歳～小学２年生　※保護者同伴
●定員／各子供 20 人　●申込／６月１日土～８日土に電話で

音科楽教室　▶「かんたん、打楽器作り」●日時／６月 16 日日
９時 40 分～ 10 時 50 分　●対象／５歳～小学２年生　※保護
者同伴　●定員／子供 16 人（抽選）　●申込／６月１日土～８
日土に電話で　▶「かんたん、管楽器作り」●日時／６月 23 日
日９時 40 分～ 10 時 50 分　●対象／５歳～小学２年生　※保
護者同伴　●定員／子供 16 人（抽選）　●申込／６月８日土～
15 日土に電話で

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～ 15 時 20 分　※５月５日日は 10 時～ 10 時
20 分と 15 時～ 15 時 20 分の２回開催します。●対象・定員／
子供先着 24 人　※保護者同伴

☎ 432-0002
休  月曜（祝日除く）、５/ ７火・８水

こども科学館

市民温水プール

市民温水プールもうすぐ夏だ！無料開放

●無料開放日時／６月２日日 13 時～ 17 時

※水着・スイミングキャップをお持ちでない方はプール室内に
入場できません。ご利用は２時間以内です。

☎ 455-8022
休  月曜（祝日除く）

コミュニティセンター図書室休室
特別整理期間のため①河南・河北・中央コミュニティセンター
②東部・北コミュニティセンターの図書室は休室します。
●期間／①６月３日月～７日金　②６月 10 日月～ 14 日金
※図書室内に設置されている東部・河南・中央コミュニティ
センターの自習席は、特別整理期間中は利用できません。

（河北・河西・北コミュニティセンターの自習室は利用できます。）

３歳未満のお子さん写真大募集！
❶名前（ふりがな） ❷生年月日 ❸住所 ❹電話番号 ❺メール
アドレスを記載のうえ、メールでご応募ください。抽選で
掲載します。市 HP のトップにもランダムに表示します。
※写真データは１MB 以上。プリント写真の郵送も可。

あて先▶広報広聴課  koho@city.wakayama.lg.jp

石
いしはら

原  旭
あ さ ひ

陽ちゃん
H30.10.17 生（園部）

境
さかい

  おとちゃん
H31. ２.25 生（杭ノ瀬）

わかっこ
すくすく育ってね　和歌山市のこどもたち

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８日土 河南コミセン  2６月９日
日 北コミセン　3６月 15日土 東部コミセン　4６月 16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。


