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

音科楽（おんかがく）教室
「かんたん、打楽器作り」

和歌山市立こども科学館
　実習室
℡０７３－４３２－０００２

９：４０～１０：５０
対象：５歳～小学２年生 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１６日（土）～１１月２３日（土）

森の贈り物でリースを作ろう
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）
参加料　1個２００円

・１１月２１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　大判ゴミ袋、剪定ばさみ　※雨天実施

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

10月8日（火）から1月5日（日）まで。
休館日（2日、9日、16日、23日、29～31日）以外開催。

実験で発見！教室
天体「月や星の動き」

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

９：４０～１０：５０

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：子供と保護者１００人
料金：入館料のみ必要

申込必要　電話受付／先着
申込期間　１１月２０日（水）～１１月３０日（土）

小学生おはなし会
和歌山市民図書館西分館
℡ ４５５－３２１０

１１：００～１１：３０
小学生～
無料

クリスマス・ハーバリウム教室
東部コミュニティセンター
２階　活動室　大
℡４７５－００２０

１３：３０～１５：００
和歌山市在住　お子様との参加可
参加費　2,500円

申込必要　電話・窓口受付
申込み期間11月5日（火）～11月25日（月）
お子様が作品を作られる場合参加費別途必要

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。

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
℡０７３－４４５－１１８８

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

７
１４
２１

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。

音科楽教室
「かんたん、管楽器作り」

和歌山市立こども科学館
　実習室
℡０７３－４３２－０００２

９：４０～１０：５０

対象：５歳～小学２年生
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２３日（土）～１１月３０日（土）

古文書講座　紀州の戦国時代の古文書を読む（全10回）　第7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

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：世界名作アニメ「ダンボ」

ミニ門松を作ろう（Aコース・Bコース）
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個５００円（１家族2個まで）

・１１月２８日（木）午前９時より電話で申込受付
（各コース先着順４０名程度）
・持ち物　作業用手袋、剪定ばさみ ※雨天時、１５日（日）に順延

音科楽教室
「本格、管楽器作り」

和歌山市立こども科学館
　実習室
℡０７３－４３２－０００２

９：４０～１０：５０

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　１２月１日（日）～１２月７日（土）

もうすぐクリスマス無料開放
市民温水プール
和歌山市土入３１８番地の１
℡０７３（４５５）８０２２

１０：００～１７：００
和歌山市にお住いか、働きに来られている方
無料

ファミリー映画会
マドレーヌのクリスマス
ハメルンの笛ふき・おしゃれなクジャク

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
掘った奪った逃げた
１９７９年  フランス映画

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）
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・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

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
音「糸電話」
（楽しく自分でためそう）

和歌山市立こども科学館
　実習室
℡０７３－４３２－０００２

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：１２月３日（火）～１２月１４日（土）

学芸員講座　歴史の玉手箱（全8回）
第5回「ここがあぶない！―和歌山市の災害史―」

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
℡０７３－４４５－１１８８

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

競書会（書き初め）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

①１０：００～１１：３０
②１３：００～１４：３０

年長から中学生まで
全１回で８００円

競書会（書き初め）の練習を、わかりやすく親切丁寧に指導します。

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 幼児から大人まで無料

音科楽コンサート
「手作り楽器でクリスマスコンサート」
（音科楽教室で作った楽器で合奏）

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

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
（１００人まで）
料金：入館料のみ必要

申込不要

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

自然工作教室
「日食メガネ工作」
（今年は１２月２６日に部分日食があります）

和歌山市立こども科学館
　実習室
　℡０７３－４３２－０００２

１回目　１３：３０～１３：５０
２回目　１４：００～１４：２０

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：１２月１１日（水）～１２月２１日（土）

親子天体観察会
「部分日食」
（１２月２６日の部分日食の観察）

和歌山市立こども科学館
　実習室
　℡０７３－４３２－０００２

１４：３０～１６：００
対象：子供とその保護者
定員：なし
料金：入館料のみ必要

申込不要
雨天中止　曇りでも中止の場合あり
（曇りの場合参加者各自で判断をお願いします　延期は行いません）

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
「うごくキツツキを作ろう」
（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

土

随時

土

26 木

22 日

令和元年１2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

1 日

7 土

8 日

14 土

15 日

21

毎週


