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

1～
24

秋季特別展「徳川家入国400年記念　徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」
和歌山市立博物館
℡０７３－４２３－０００３

９：００～１７：００
（受付は１６：３０まで）

一般・大学生500円、
高校生以下無料

10月19日（土）から11月24日（日）まで。
休館日（5日、11日、18日）以外開催。
和歌山県立博物館と共同開催。

1～
30

コーナー展示「描かれた紀州の海岸」「写真にみる戦後の和歌海苔」
和歌山市立博物館
℡０７３－４２３－０００３

９：００～１７：００
（受付は１６：３０まで）

一般・大学生100円、
高校生以下無料
（特別展期間は別料金）

10月8日（火）から1月5日（日）まで。
休館日（5日、11日、18日、25日）以外開催。

ススキの穂でかわいいフクロウを作ろう
四季の郷　ネイチャーセンター
℡０７３－４７８－３７０７

９：３０～１１：３０
小学生以上
（３年生以下は保護者同伴・大人だけ
でも可）

・１０月１７日（木）午前９時から電話で申込受付
（先着順４０名程度）
・持ち物　作業用手袋　※雨天実施

秋季特別展・講演会「徳川頼宣と領内の寺社」
和歌山市立博物館
℡０７３－４２３－０００３

１４：００～１５：３０
無料
（別途入館料要）

講師：佐藤顕（和歌山市立博物館学芸員）

2
・
3

土
・
日

おりがみ作品展 和歌山市民会館
073-432-1212

10：00～15：00 子どもから大人まで
無料 お店屋さんをテーマにした折り紙作品の展示と
無料の折り紙体験コーナーがあります。

2～
4

土～
月

河南コミュニティセンターサークルＯＢ作品展
河南コミュニティセンター
℡４７７－６５２２

９：００～１７：００
（４日のみ９：００
            ～１６：００）

児童・一般
無料

年に１度のサークルＯＢ作品展。児童の描いた作品の展示や無料体
験コーナー、お茶のおもてなし、水墨画のパフォーマンスなど楽し
い催しです。

2
・
９
・

１６
・

３０

土 児童無料開放
市民温水プール
和歌山市土入３１８番地の１
℡０７３（４５５）８０２２

１０：００～１２：００
市内・小・中学生
先着　１００名
無料

・児童無料開放時は、１２時を越えると超過料金が発生します。
・ スイミングキャップをお持ちでない方はプールをご利用できま
せん。
・ スイミングキャップの貸し出しはしておりません。
・１３０cm未満の児童は、保護者の付添いがなければ大プールを
ご利用できません。
・詳しくは、市民温水プールまで。

えいご絵本の読み聞かせ
和歌山市民図書館西分館
℡ ４５５－３２１０

１１：１５～１１：４５
幼児～
無料

出演：JAM

秋季特別展「徳川家入国400年記念　徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」
・ミュージアムトーク（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）

WAKANOURA Art Cube Presents
カスタマーブラッシュアップ事業
『ＴＳＵＮＡＪＥＣＴ（繋ジェクト）∞』第７０弾
和太鼓ワークショップ～心躍らせ　心の耀き！！２０１９

和歌の浦アート・キューブ
キューブＡ
℡０７３ｰ４４５ｰ１１８８

１３：３０～１５：００
対象：小学生
参加費：１,０００円（全回分）

１１/３～令和２年１/１２（全５回）発表公演あり。
※詳しくは和歌の浦アート・キューブまで

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
２階　活動室　中
℡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
２階　活動室　中
℡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「ミッフィーのゆめ」

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度和歌山市外国語指導助手の方が、絵本
や紙芝居を読んでくれる楽しい催しです。

秋季特別展・特別講演会「徳川御三家の成立と将軍家」
和歌山市立博物館
℡０７３－４２３－０００３

１４：００～１５：３０
無料
（別途入館料要）

講師：白根孝胤氏（中京大学教授）

10 日 古文書講座　紀州の戦国時代の古文書を読む（全10回）　第6回
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
～
17

金～
日

「関西文化の日」にちなみ入館無料
和歌山市立博物館
℡０７３－４２３－０００３

９：００～１７：００
（受付は１６：３０まで）

無料

ファミリー映画会
はだかの王様・ねずみの嫁入り
おやゆび姫
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
道
１９５４年  イタリア映画

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、絵本や
紙芝居を読む楽しい催しです。

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）
℡４８０－１１７１

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・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1
℡　480-3610

１０：３０～１１：３０
幼児～大人
無料

申込不要
出演：グループ声

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

第３回おやこでたのしくふぁみりーこんさーと
中央コミュニティセンター
多目的ホール（大）
℡４０２－２６７８

開場１２：３０～
開演１３：００～１４：００

乳幼児から大人まで
無料

満席の際は入場を制限する場合があります

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

９歳までに身につけたい科学教室
空気2「風車作り」
（楽しく自分でためそう）

和歌山市立こども科学館
実習室
℡073-432ｰ0002

１回目９：４０～１０：５０
２回目１４：１０～１５：２０

対象：５歳～小学２年生
保護者同伴
定員：各回子供２０人
料金：入館料のみ必要

申込必要　電話受付／抽選
申込期間：１１月１日（金）～９日（土）

幼児おはなし会
和歌山市民図書館西分館
℡ ４５５－３２１０

１１：００～１１：３０
幼児～
無料

竹ポットを作って球根を植えよう
四季の郷　ネイチャーセンター
℡０７３－４７８－３７０７

９：３０～１１：３０
３～５歳児（保護者同伴）
参加料　1個２００円

・１０月３１日（木）午前９時から電話で申込受付
　（幼児とその保護者先着順４０名程度）
・持ち物：ビニル袋，作業用手袋　※雨天実施

秋季特別展「徳川家入国400年記念　徳川頼宣と紀伊徳川家の名宝」
・ミュージアムトーク（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）

23 土
(祝)

秋季特別展・関連イベント「徳川宜子氏記念講演会」
和歌山市立博物館
℡０７３－４２３－０００３

１４：００～１５：００
無料
（別途入館料要）

講演：徳川宜子氏（紀伊徳川家19代当主）

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

中央公民館講座
「子育て講座」
他人に頼っていいんやで～居場所に集う親子から学んだこと

河西コミュニティセンター
２階　多目的ホール
℡　４３５－１１９３
（中央公民館）

１４：００～１５：３０
和歌山市に在住の方。又は、和歌山市
に通勤、通学をしている方
無料

・講師：馬場潔子氏
            （子どもの生活支援ネットワークこ・はうす事務局長）
・申込不要

実験で発見！教室
熱「光はものをあたためる！？」
（おもしろ実験で新たな発見！）

和歌山市立こども科学館
実習室
℡073-432ｰ0002

９：４０～１１：１０

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
料金：入館料のみ必要

申込必要　電話受付／抽選
申込期間　１１月１５日（金）～１１月２３日（土）

史跡散歩「熊野古道を歩く―矢田峠を越えて―」 和歌山市立博物館
℡０７３－４２３－０００３

１３：００～１６：００
（予定）

小学3年生以上対象
無料 事前申し込みが必要

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
和歌山城天守閣
和歌山城整備企画課
℡　073-435-1044

9：00～17：30
(入場は17：00まで)

小学生及び中学生　無料

毎週 日
ミニサイエンス
「キュービックパズルを作ろう」
（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（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」
「忍たま乱太郎の宇宙大冒険 with コズミックフロント☆NEXT
ブラックホールで危機一髪！？の段」

和歌山市立こども科学館
プラネタリウム室
℡　073-432-0002

９月２８日(土)～１月５日(日)
の休館日以外
投影時間11:00 14:00
 (土日祝休日は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

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

９月２８日(土)～１月５日(日)
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

30 土

毎週 土

随時

9 土

令和元年１１月　土 ・ 日 曜 日 事 業 情 報

　◎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。
　◎和歌山市ホームページ→サイト内検索で【　1002169　】を入力してください。

毎日

2 土

3 日
(祝)

16 土

17 日

24 日


