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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
「月に一度、和歌山市教育員会ＡＬＴの外国人
の方が楽しい絵本や紙芝居を読んでくれる会
です」

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

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

１４：３０～　（約３０分）
幼児～
無料

出演：おはなしポン！

ミニサイエンス
「ふくろう笛をつくろう」

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

えいご絵本の読み聞かせ
和歌山市民図書館　１階児童和室
℡432-0010

①１０：３０～　（約２５分）
②１１：００～　（約２５分）

幼児～
無料

出演：koko Books

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

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 無料

こどもビデオシアター
　「ちいさなバイキング　ビッケ」（日本語吹
替版）

和歌山市民図書館　3階ホール
℡ 432-0010

14:30～ (約88分）
小学生～
無料

あかちゃんおはなし会
和歌山市民図書館西分館
℡ 455-3210

11:00～　（約30分）
あかちゃん
無料

美術講座・紀州徳川家と美術
「紀州徳川家伝来の美術」

和歌山市立博物館
℡423-0003

１４：００～１５：００ごろまで
入館は１６：３０まで

一般　１００円
高校生以下　無料

和歌山市の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。
※申込不要。先着１００名。聴講は無料ですが、入館料が必要。

秋の虫を観察しよう
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）

申込不要
持ち物：虫かご　補虫網
服装：長袖　長ズボン
※雨天中止

ミニサイエンス
「ふくろう笛を作ろう」

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

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：おはなしころころ

えいご絵本の読み聞かせ
和歌山市民図書館西分館
℡ 455-3210

①10:30～
②11:05～　（各回約30分）

幼児～
無料

出演：Kidlit Readers Club

実験で発見！教室
天体　「月や星の動き」

こども科学館　実習室
℡432-0002

９：４０～１１：10
入館料のみ必要
対象：小学3年生～中学3年生
小学3、4年生は保護者同伴

申込必要
定員：120人　電話受付先着順
申込期間：9月1日（金）午前9時～

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

美術講座・紀州徳川家と美術
「紀州徳川家歴代の絵画」

和歌山市立博物館
℡423-0003

１４：００～１５：００ごろまで
一般　１００円
高校生以下　無料

和歌山市の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。
※申込不要。先着１００名。聴講は無料ですが、入館料が必要。

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

小学生おはなし会
和歌山市民図書館西分館
℡ 455-3210

13:00～　（約30分）
小学生
無料

ファミリー映画会
　ルールくんとマナーちゃんのビデオで交通安
全
｢信号とふみきり｣
　ロンドンのマドレーヌ

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
「出来ごころ」　1933年／日本映画

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

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

１４：００～１４：３０
児童・一般
無料

「月に一度、地元のサークルの皆さんとコミセンの職員が楽しい絵本を読んでくれる会
です。」

17 日 ミニサイエンス
「ふくろう笛を作ろう」

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
空気をとじこめる｢パラシュート、空気てっぽう
作り｣

こども科学館　実習室
℡432-0002

①９：４０～１０：５０
②１４：００～１５：１０

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：各回子供２０人、抽選あり
申込期間：９月１日（金）～９月９日（土）

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

美術講座・紀州徳川家と美術
「南葵文庫と紀州徳川家」

和歌山市立博物館
℡423-0003

１４：００～１５：００ごろまで
入館は１６：３０まで

一般　１００円
高校生以下　無料

和歌山市の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。
※申込不要。先着１００名。聴講は無料ですが、入館料が必要。

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：電話または児童室で受付。
講師：宮土　恵子 氏
おりがみ・はさみ・のり持参のこと。

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

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

えるシアター
　「殯（もがり）の森」
　　第60回カンヌ国際映画祭クランプリ受
賞

和歌山市民図書館　3階ホール
℡ 432-0010

14:00～ (約97分）
高校生～
無料

監督・脚本・プロデュース：河瀬直美
出演：うだしげき、尾野真千子ほか

ミニサイエンス
「ふくろう笛を作ろう」

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

30 土 森のキノコの観察をしよう
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）

申込不要
持ち物：ビニール袋　筆記用具
服装：長袖　長ズボン
※雨天中止

2
9
16

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。

体育の日無料開放
市民温水プール
℡455-8022

１０：００～１７：００
和歌山市にお住まいか、働きに来られている方
（無料）

無料親子水泳教室
市民温水プール
℡455-8022

１部：１０：００～１０：５０
２部１１：００～１１：５０

和歌山市内在住の４歳～６歳の未就学児と保護
者の方（保護者の方と一緒にプールに入ってい
ただきます。）

1～30 土
日

コーナー展示
「近世の日本地図」
「紀州徳川家伝来の絵図」

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

和歌山市の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 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 プラネタリウム夏番組
「名探偵　探偵たちの星月夜」

こども科学館　プラネタリウム室
℡432-0003

６月３日（土）～９月２４日（日）まで
投影時間
平日
１１：００　１４：００  １５：３０
土・日・祝・夏休み
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。

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。

※１０月１５日（日）の親子水泳教室
申込方法：電話にて申込。（受付時間午前１０時～１７時まで）
 ・申込期間：平成２９年９月１２日（火）～１０月１０日（火）まで。
・定員：各１０組　先着順につき、　定員になり次第締切。

10月15日 日

10 日

16 土

24 日

23 土

9 土

平成２９年９月　土 ・ 日 曜 日 事 業 情 報

2 土

3 日


