
日 曜日 事　業　名　・　内　容 場所・問合せ先 時　間 対 象 ・ 料 金 備　考

英語でおはなしタイム
河南コミュニティセンター
 １階 和室
 ℡４７７－６５２２

１３：３０～１４：００ 児童・一般
無料

月に１度和歌山市教育委員会ALTの外国人の方が、絵本や紙芝居を読んでくれる楽しい催しです。

映画上映会「映画「和歌山大空襲」と「空襲体験絵巻」」
和歌山市立博物館

℡０７３－４２３－０００３
１４：００～１５：００

一般・大学生100円、
高校生以下無料

音科楽（おんかがく）コンサート
「手作り楽器で七夕コンサート」
（楽器作りや合奏）

和歌山市立こども科学館
実習室・プラネタリウム室
℡０７３－４３２－０００２

コンサート　１０：２０～１０：５０
演奏は音科楽教室参加者に限る
鑑賞は入館者ならだれでも可
料金：入館料のみ必要

申込不要

ブルーベリー摘み取り体験
四季の郷　ネイチャーセンター

℡０７３－４７８－３７０７
９：００～１０：３０

和歌山市在住の方。
小学生以下は保護者同伴。
参加料　中学生以上　　１人　５００円

・７月３日（水）午前９時より電話で申込受付（先着順５０名程度）
持ち物　作業用手袋、お茶等（水分補給）
※雨天中止

えいご絵本の読み聞かせ
和歌山市民図書館西分館

℡ ４５５－３２１０
１１：１５～　（約３０分）

幼児～
無料

出演：JAM

おはなしだいすき！よっといで！
東部コミュニティセンター
　
℡４７５－００２０

１０：００～１１：００ 幼児から大人まで　参加無料 出演：おはなしポン！

子供映画上映会
東部コミュニティセンター
　
℡４７５－００２０

１１：００～１２：００ 幼児から大人まで　参加無料 上映：ブルーナのおはなしえほん「かわいいミッフィー」

親子で作ろう竹ランタン
四季の郷　ネイチャーセンター

℡０７３－４７８－３７０７
９：３０～１１：３０

小中学生とその保護者
参加料　１人　１００円

・７月４日（木）午前９時より電話で申込受付（先着順４０名程度）
持ち物　作業用手袋　※雨天実施

小学生おはなし会
和歌山市民図書館西分館

℡ ４５５－３２１０
１１：００～　（約３０分）

小学生～
無料

夏季企画展・講演会「中畑先生との想い出」
講師：平井利明氏（洋画家）

和歌山市立博物館
　
℡　０７３－４２３－０００３

１４：００～１５：００
無料
（別途入館料要）

ブルーベリー摘み取り体験
四季の郷　ネイチャーセンター

℡０７３－４７８－３７０７
９：００～１０：３０

和歌山市在住の方。
小学生以下は保護者同伴。
参加料　中学生以上　　１人　５００円

・７月３日（水）午前９時より電話で申込受付（先着順５０名程度）
持ち物　作業用手袋、お茶等（水分補給）
※雨天中止

古文書講座　紀州の戦国時代の古文書を読む
3回目

和歌山市立博物館
　
℡　０７３－４２３－０００３

１４：００～１５：３０
資料代１００円（全１０回分）
（別途入館料要）

事前申し込みが必要

15 月
（祝）

自然工作教室
「サンゴ・貝の工作」
（石やサンゴ・貝などの特徴を知り作品を作る）

和歌山市立こども科学館
実習室
℡０７３－４３２－０００２

１回目：９：４０～１０：３０
２回目：１１：１０～１２：００

対象：子供（小学４年生以下は保護者同伴）
定員：各回子供２４人
料金：入館料のみ必要

申込必要　電話受付／抽選
申込期間：６月２６日（水）～７月６日（土）

ファミリー映画会
泣いた赤おに
いばら姫、金色のがちょう

河南コミュニティセンター２階
多目的ホール
 ℡４７７－６５２２

１０：００～
児童・一般
無料

クラッシック映画会
現金に手をだすな
１９５４年  フランス・イタリア作品

河南コミュニティセンター２階
多目的ホール
 ℡４７７－６５２２

１３：３０～ 一般・無料

楽しい絵本を読む会
河南コミュニティセンター
 １階図書室
 ℡４７７－６５２２

１４：００～１４：３０
児童・一般
無料

月に１度地元サークルの皆さんと職員が、楽しい絵本や紙芝居を読む催しです。

夏休みスペシャル ゆかたで日本舞踊（吉村流）　（初回）
河西コミュニティセンター
４階和室（１）（２）
ＴＥＬ４８０－１１７１

１０：３０～１２：００　　 小学生から大人まで
全３回で１，２００円

日本舞踊の美しい動きを体験します。ゆかたの着かたも学べます。

紙芝居・絵本おはなしタイム
河北コミュニティセンター
２階　活動室大２
℡４８０－３６１０

１０：３０～１１：３０
幼児～大人
無料

申込不要
出演：グループ声

おはなしだいすき！よっといで
南コミュニティセンター
２階子育て交流室
℡４９４－３７５５

１４：３０～１５：００
幼児から大人まで
無料

自由研究（科学作品）のススメ
～実験テーマと研究方法～
（自由研究をつくるきっかけ作りやヒント）

和歌山市立こども科学館
実習室
℡０７３－４３２－０００２

１０：００～１１：３０
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：小学生１６人
料金：入館料のみ必要

申込　電話受付／抽選
申込期間：７月３日（水）～１３日（土）

ブルーベリー摘み取り体験
四季の郷　ネイチャーセンター

℡０７３－４７８－３７０７
９：００～１０：３０

和歌山市在住の方。
小学生以下は保護者同伴。
参加料　中学生以上　　１人　５００円

・７月１０日（水）午前９時より電話で申込受付（先着順５０名程度）
持ち物　作業用手袋、お茶等（水分補給）
※雨天中止

学芸員講座「歴史の玉手箱」第4回
戦災による和歌山市の焼失文化財

和歌山市立博物館
　
℡　０７３－４２３－０００３

１４：００～１５：００
無料
（別途入館料要）

竹を使って工作しよう
四季の郷　ネイチャーセンター

℡０７３－４７８－３７０７

Ａコース　９：３０～１１：３０
Ｂコース　１３：３０～１５：３０

小学生以上（３年生以下は保護者同伴・大人だけでも可）
参加料　１人　１００円

・７月１１日（木）午前９時より電話で申込受付（先着順各４０名程度）
持ち物　作業用手袋　※雨天実施

夏休み親子ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室
「万華鏡」を作ろう

和歌山市勤労者総合センター
　
℡４３５－１１９３ (中央公民館）

１０：００～１２：３０
対象：市内の小学生と
　　　  その保護者（２５組）
参加費：３００円

○事前申込み必要
　　（先着順。７月１５日（月）から教材費を持参し、中央公民館（教育文化センター内）まで）
○受付時間：午前９時～午後５時
　　（※７月１５日（月）以外の土・日・祝日は除く。）
○１組につき１教室まで申込可能。

夏休み親子ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室
「とんがりハウス」を作ろう

和歌山市勤労者総合センター
　
℡４３５－１１９３ (中央公民館）

１３：３０～１６：００
対象：市内の小学生と
　　　  その保護者（２５組）
参加費：５００円

○事前申込み必要
　　（先着順。７月１５日（月）から教材費を持参し、中央公民館（教育文化センター内）まで）
○受付時間：午前９時～午後５時
　　（※７月１５日（月）以外の土・日・祝日は除く。）
○１組につき1教室まで申込可能。

23 火
自由研究（科学作品）のススメ
～生物テーマと研究方法～
（自由研究をつくるきっかけ作りやヒント）

和歌山市立こども科学館
実習室
℡０７３－４３２－０００２

１０：００～１１：３０
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：小学生１６人
料金：入館料のみ必要

申込　電話受付／抽選
申込期間：７月３日（水）～１３日（土）

夏休み子供書道教室
夏休みの宿題に役立つ市民憲章・競書会の１日レッスン

東部コミュニティセンター
　
℡４７５－００２０

１０：００～１１：３０
対象：小学生・中学生
定員：２０人
料金：２００円

申込必要　抽選あり　電話か直接窓口へ
申込期間　６月１０日（月）～７月３日（水）

夏休み親子ポーセラーツ教室
専用のシール等を使い、オリジナルマグカップ・ソーサー作り

東部コミュニティセンター
　
℡４７５－００２０

１３：３０～１５：００
対象：小学生とその保護者
定員：１０組
料金：１,７００円

申込必要　抽選あり　電話か直接窓口へ
申込期間　６月１０日（月）～７月３日（水）

おはなしだいすき！よっといで
河西コミュニティセンター
３階活動室（大）
ＴＥＬ４８０－１１７１

１０：３０～１１：３０ 幼児から大人まで無料 紙芝居、絵本読みきかせ、童歌

紙芝居とよみかたりの会
中央コミュニティセンター
活動室(２)
℡４０２－２６７８

１０：３０～１１：３０ 乳幼児から大人まで無料

ブルーベリー摘み取り体験
四季の郷　ネイチャーセンター

℡０７３－４７８－３７０７
９：００～１０：３０

和歌山市在住の方。
小学生以下は保護者同伴。
参加料　中学生以上　　１人　５００円

・７月１０日（水）午前９時より電話で申込受付（先着順５０名程度）
持ち物　作業用手袋、お茶等（水分補給）
※雨天中止

幼児おはなし会
和歌山市民図書館西分館

℡４５５－３２１０
１１：００～　（約３０分）

幼児～
無料

夏季企画展「和歌山市出身の洋画家　没後20年　中畑艸人」
展示解説

和歌山市立博物館
　
℡　０７３－４２３－０００３

１４：００～１５：００
無料
（別途入館料要）

夏休みスペシャル　競書会用こども書道（硬筆）
河西コミュニティセンター
３階活動室（大）
ＴＥＬ４８０－１１７１

①１０：００～１２：００
②１３：３０～１５：３０

小学生から中学生まで
全１回で８００円

夏休み競書会用の書道教室です。

紙芝居・絵本よみかたりの会
北コミュニティセンター
1階　保育室
℡４６４－３０３１

１０：３０～１１：３０ 幼児から大人　無料

夏休みファミリー映画会
北コミュニティセンター
2階多目的ホール
℡４６４－３０３１

１３：３０～１４：３０ 幼児から大人　無料

子どものためのワークショップ　オペラを体験しよう！
～学び・体験・鑑賞の３部構成　２日間～
　　　　　　　　　　　　　　　　　※8/17（土）が2日目です。

和歌山市民会館
（小ホールほか）
℡０７３－４３２－１２１２

１１：００～１５：００ 小学生（先着30人程度）
※無料

7/28（日）は第1部オペラってなあに？
　　　　　　　 第2部オペラを体験しよう
8/17（土）14：00～15：00（予定）
　　　　　　　 第3部オペラを鑑賞しよう
※詳細はお問い合わせください。

夏休み親子ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室
「宝を守るワニ」を作ろう

和歌山市勤労者総合センター
　
℡４３５－１１９３ (中央公民館）

１０：００～１２：３０
対象：市内の小学生と
　　　  その保護者（２５組）
参加費：３００円

○事前申込み必要
　　（先着順。７月１５日（月）から教材費を持参し、中央公民館（教育文化センター内）まで）
○受付時間：午前９時～午後５時
　　（※７月１５日（月）以外の土・日・祝日は除く。）
○１組につき1教室まで申込可能。

夏休み親子ﾁｬﾚﾝｼﾞ教室
「へんしん新幹線」を作ろう

和歌山市勤労者総合センター
　
℡４３５－１１９３ (中央公民館）

１３：３０～１６：００
対象：市内の小学生と
　　　  その保護者（２５組）
参加費：３００円

○事前申込み必要
　　（先着順。７月１５日（月）から教材費を持参し、中央公民館（教育文化センター内）まで）
○受付時間：午前９時～午後５時
　　（※７月１５日（月）以外の土・日・祝日は除く。）
○１組につき1教室まで申込可能。

31 水
子どもが子どもへ文化を発信する！
わかやまカルチャー☆キッズ探偵団2019
子どもが作る！わかやまキッズ新聞

和歌山市民会館
（第1練習室）
℡０７３－４３２－１２１２

１３：１５～１６：００
小学3年生～中学生
（先着40人）
一人500円

※詳細はお問い合わせください。

6～
31

ホール展示「昭和20年7月9日和歌山大空襲
―（続）伝えたい　あのときの記憶―

和歌山市立博物館
　
℡　０７３－４２３－０００３

９：００～１７：００
（入場は１６：３０まで）

ホール展示のみの観覧は無料 7月6日（土）から8月4日（日）まで。
休館日（8日、16日、22日、29日）以外開催。

13～
31

夏季企画展「和歌山市出身の洋画家　没後20年　中畑艸人」
和歌山市立博物館
　
℡　０７３－４２３－０００３

９：００～１７：００
（入場は１６：３０まで）

一般・大学生100円、
高校生以下無料

7月13日（土）から8月12日（月）まで。
休館日（8日、16日、22日、29日）以外開催。

施設無料開放
和歌山市立こども科学館
　
℡０７３－４３２－０００２

９：３０～１２：００
午前中
　小学生及び中学生の入館料
  及びプラネタリウム観覧料が無料

入館の際、学校に在籍していることがわかる書類等を提示ください
（名札、生徒手帳、健康保険証など）

和歌山城天守閣無料開放
和歌山城整備企画課

℡４３５－１０４４

９：００～１７：３０
（入場は１７：００まで）
ただし、７月２０日(土)～８月３１日(土)までは
ナイター営業のため ９：００～２０：００
 (入場は１９：３０まで)

小学生及び中学生
無料

毎週 日
ミニサイエンス
「バランストンボを作ろう」
（親子で楽しく科学を体験する）

和歌山市立こども科学館
実習室
℡０７３－４３２－０００２

１５：００～１５：２０
対象：子供（小学４年生以下は保護者同伴）
定員：子供２４人
料金：入館料のみ必要

申込不要
参加希望者は、15:00までに実習室前に　先着順

自習室開放
各コミュニティセンター
自習室

１０：００～２０：００
（　小学生１７：００まで　）

小学生から大人まで
無料

休館日以外利用可

子育て交流室
南コミュニティセンター
２階子育て交流室
℡４９４－３７５５

１０：００～１７：００
０才児から未就学児まで
無料

水曜日（休館日）以外利用可

プラネタリウム
「本日の星空解説」
「プラネタリウム　ちびまる子ちゃん　それでも地球はまわっている」

和歌山市立こども科学館
　プラネタリウム室
　℡０７３－４３２－０００２

６月１日（土）～９月２３日（月）の休館日以外
投影時間　　１１：００　　　１４：００
（土日祝・夏休みは１３：００も）

対象：入館者一般
定員：１２２人
料金：入館料及びプラネタリウム観覧料が必要

申込不要

6月14日（金）～7月5日（金）の平日は午前中なし

プラネタリウム
「本日の星空解説」
「星の旅-世界編-」

和歌山市立こども科学館
　プラネタリウム室
　℡０７３－４３２－０００２

６月１日（土）～９月２３日（月）の休館日以外
投影時間　　１５：３０

対象：入館者一般
定員：１２２人
料金：入館料及びプラネタリウム観覧料が必要

申込不要

日21

20 土

令 和 元 年 ７ 月　土 ・ 日 曜 日 事 業 情 報

6 土

7 日

13 土

14 日

27 土

28 日

　◎各教室・催し物は変更又は中止になる場合がございます。詳しいお問い合わせなどは、各施設にお願いいたします。

毎週 土

毎日

随時


