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

石のペイント工作 こども科学館　実習室
℡432-0002 ９：４０～１０：４０ 子ども　保護者同伴

入館料のみ必要
申込不要
定員：先着子ども２４人

幼児おはなし会「こぐまのじかん」
和歌山市民図書館
１階児童室　和室
℡432-0010

１４：３０～　（約３０分） 幼児～
無料

出演：おはなしポン！

竹を使ってたこを作り、たこあげを競争しよう 四季の郷　ネイチャーセンター
℡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人１００円

・１２月２２日（木）午前９時より電話で申込受付（先着４０名程度）
持ち物：作業用手袋、たこ糸
※たこ作りは雨天でも実施

8 日 ミニサイエンス
「空気てっぽうを作ろう」

こども科学館　実習室
℡432-0002 １５：００～１５：２０ 子ども　保護者同伴

入館料のみ必要
申込不要
定員：先着子ども２４人

科学の原理発見教室
熱｢赤外線はものを温める｣

こども科学館　実習室
℡432-0002 ９：４０～１１：３０

小学３年生～中学３年生
小学３、４年生は保護者同伴
入館料のみ必要

申込必要
定員：１６人　電話受付先着順
申込期間：１月７日（土）午前９時～

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 無料

こども映画上映会 東部コミュニティセンター
℡475-0020 １１：００～１２：００ 無料

新春吉例落語会
河北コミュニティセンター
２階　多目的ホール
℡480-3610

１４：００～１６：００ 無料

わかやまカルチャー★キッズ探偵団　第三弾
お正月企画｢みんな、いこらよ！和歌山のひみつ｣

和歌山市民会館　展示室
℡432-1212 １３：３０～ ３００円（当日精算券が必要です） 小学生プロデューサーが企画したお正月イベントです♪

体験学習｢むかしの遊びを体験しよう｣
和歌山市立博物館
℡423-0003 １３：３０～１６：００まで

対象：小学校１年生～中学校３年
生
費用：無料（保護者の方のみ入館
料必要）

持物不要・時間内自由参加
和歌山市が発行する老人優待利用券提示の場合、本人無料。身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介護人は無料。

ミニサイエンス
「空気てっぽうを作ろう」

こども科学館　実習室
℡432-0002 １５：００～１５：２０ 子ども　保護者同伴

入館料のみ必要
申込不要
定員：先着子ども２４人

親子ふれあいリトミック
和歌山市民図書館
３階ホール
℡432-0010

①１０：１５～１０：４５
②１１：００～１１：３０

市民図書館の利用券をお持ちの
方で
①首すわり～１歳半
②１歳半～３歳
無料

定員：各回先着親子１０組
申し込み：１月５日（木）から電話または児童室でお申し込み下さい。
講師：あんだんて（anDAnTE）小西 陽子 氏

９歳までに身につけたい科学
音１｢音をだそう｣

こども科学館
実習室
℡432-0002

９：４０～１０：５０ ５歳～小学３年生　保護者同伴
入館料のみ必要

申込必要
定員：１６家族　抽選あり
申込期間：１月４日（水）～１月１３日（金）

市博講座　―友ヶ島―
｢友ヶ島の遺跡｣

和歌山市立博物館
℡423-0003 １４：００～１５：００まで

一般　１００円
高校生以下　無料

申込不要　先着１００名　聴講は無料ですが、入館料が必要。
和歌山市が発行する老人優待利用券提示の場合、本人無料。身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介護人は無料。

語りの会「むかしばなし・わらべうた」
和歌山市民図書館
１階児童室　和室
℡432-0010

１４：３０～　（約３０分）
幼児～
無料

出演：和歌山おはなしの会　語りの森

たのしい絵本をよむ会
河南コミュニティセンター
１階図書室児童コーナー
℡477-6522

１１：００～１２：００ 児童・一般
無料

「月に一度、地元のサークルの皆さんが楽しい絵本を読んでくれる会です。」

ファミリー映画会
あしながおじさん

河南コミュニティセンター
２階多目的ホール
℡477-6522

１０：００～１１：００
児童・一般
無料

クラシック映画会
「キング・コング」　1933年／アメリカ映画

河南コミュニティセンター
２階多目的ホール
℡477-6522

１３：３０～１５：３０ 一般
無料

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・児童
無料

ミニサイエンス
「空気てっぽうを作ろう」

こども科学館
実習室
℡432-0002

１５：００～１５：２０ 子ども　保護者同伴
入館料のみ必要

申込不要
定員：先着子ども２４人

カブトムシの幼虫をさがそう 四季の郷　ネイチャーセンター
℡478-3707 ９：３０～１１：３０ 幼児（３・４・５歳児）とその保護者

・１月１２日（木）午前９時より電話で申込受付（幼児とその保護者先着６０名程度）
持ち物：ビニル袋、作業用手袋　※雨天中止

９歳までに身につけたい科学
音１｢音をだそう｣

こども科学館
実習室
℡432-0002

９：４０～１０：５０
５歳～小学３年生　保護者同伴
入館料のみ必要

申込必要
定員：１６家族　抽選あり
申込期間：１月４日（水）～１月１３日（金）

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 幼児から大人まで
無料

市博講座　―友ヶ島―
｢友ヶ島と修験｣

和歌山市立博物館
℡423-0003 １４：００～１５：００まで 一般　１００円

高校生以下　無料

申込不要　先着１００名　聴講は無料ですが、入館料が必要。
和歌山市が発行する老人優待利用券提示の場合、本人無料。身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介護人は無料。

親と子のおりがみ教室
和歌山市民図書館
３階研修室（１）
℡432-0010

１４：００～　（約１時間３０分） 年中～小学校中学年
無料

定員：１４組　申し込み：１月１８日（水）までに事前申込必要。
講師：宮土　恵子 氏
おりがみ・はさみ・のり持参のこと。

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

ミニサイエンス
「空気てっぽうを作ろう」

こども科学館
実習室
℡432-0002

１５：００～１５：２０
子ども　保護者同伴
入館料のみ必要

申込不要
定員：先着子ども２４人

９歳までに身につけたい科学
音１｢音をだそう｣

こども科学館
実習室
℡432-0002

９：４０～１０：５０
５歳～小学３年生　保護者同伴
入館料のみ必要

申込必要
定員：１６家族　抽選あり
申込期間：１月４日（水）～１月１３日（金）

子どもビデオシアター
｢こねこのぴっち｣

和歌山市民図書館
３階ホール
℡432-0010

１４：３０～　（各約３１分） 幼児～
無料

14
21
28

土 市民温水プール児童無料開放 市民温水プール
℡455-8022 １０：００～１２：００ 市内小・中学生

無料

先着１００名
児童無料開放時には、名札および生徒手帳を持参。
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利用できません。
スイミングキャップの貸出しはしておりません。
身長１３０ｃｍ未満の児童は保護者の付添いがなければ大プールを利用できません。
詳しくは市民温水プールまで。

7～29
土
日

コーナー展示
「絵画にみる米づくり」
「吉田初三郎－｢大正広重｣－」

和歌山市立博物館
℡423-0003

９：００～１７：００まで
入館は１６：３０まで

一般　１００円
高校生以下　無料

和歌山市が発行する老人優待利用券提示の場合、本人無料。身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介護人は無料。

14～
29

土
日

特別陳列
「歴史を語る道具たち」

和歌山市立博物館
℡423-0003

９：００～１７：００まで
入館は１６：３０まで

一般　１００円
高校生以下　無料

和歌山市が発行する老人優待利用券提示の場合、本人無料。身体障害者手帳・療育
手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方とその介護人は無料。

毎週
土
日
祝

和歌山城で忍者修行！ 城プロジェクト
℡080-1437-4171

１１：００～１６：００
（受付は１５：００まで）

無料

毎週 土 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)

小学生及び中学生
無料

随時
プラネタリウム秋・冬番組
「おじゃる丸プラネタリウムスペシャル
　 銀河がマロを呼んでいる ～ふたりのねがい星～ 」

こども科学館
プラネタリウム室
℡432-0003

１０月１日（土）～２０１７年２月１２日（日）まで
投影時間
平日
１１：００　１４：００  １５：３０
土・日・祝・冬休み
１１：００  １３：００  １４：００　１５：３０

入館料、プラネタリウム観覧料必
要

申込不要

　◎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。
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