
日
曜
日

事　業　名　・　内　容 場所・問合せ先 時　間 対 象 ・ 料 金 備　考

実験で発見！教室
水溶液　「水溶液の性質を利用して」

こども科学館　実習室
℡432-0002

９：４０～１１：１０
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：１０月２１日（日）午前９時～

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

特別展講演会
「将軍家茂上洛前後の畿内社会」岩城卓二氏（京都大学人文科学
研究所）

和歌山市立博物館
℡423-0003

１４：００～１５：３０まで
一般　無料
高校生以下　無料

「和歌山市教育・学びあいの日」につき入館料無料
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　無料
高校生以下　無料

特別展展示案内
和歌山市立博物館
℡423-0003

１５：４０～１６：２０
一般　無料
高校生以下　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階児童室　和室
℡432-0010

１４：３０～　（約３０分）
幼児～
無料

出演：おはなしポン！

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

ミニサイエンス
「キュービックパズルをつくろう」

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

親子生き物博士教室
｢秋の木の実採集ハイキング｣

加太　森林公園
こども科学館　℡432-0002

１０：００～１２：００
子どもを含む家族　保護者同伴
無料

申込必要
定員：２０家族　抽選あり
申込期間：１０月１日（日）～１０月２１日（土）
自家用車等で現地集合

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
℡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）
無料

・１０月１９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

えいご絵本の読み聞かせ
和歌山市民図書館　１階児童室　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

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

こどもビデオシアター
『ころわんのおはなし』

和歌山市民図書館　3階ホール
℡ 432-0010

14:30～ (約27分）
幼児～
無料

特別展講演会
｢紀州藩士　酒井伴四郎について｣
小野田一幸氏（神戸市立博物館）

和歌山市立博物館
℡423-0003

１４：００～１５：３０まで
一般　５００円
高校生以下　無料

和歌山市が発行する老人優待券提示の場合、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。

ミニサイエンス
「キュービックパズルをつくろう」

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

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：図書館職員

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

９歳までに身につけたい科学
音を出そう｢紙ぶえ、ふえ、糸でんわ｣

こども科学館　実習室
℡432-0002

①9:40～10：50
②14:0０～15：10　（各回約30分）

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：１１月１日（火）～１１月１１日（土）

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
℡478-3707

９：３０～１１：３０
幼児（年少～年長児）とその保護者
参加料：２００円

・１１月２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、ビニル袋
※雨天実施

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

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

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　（あぶないとび出し）
まんが世界昔ばなし　しらゆき姫／まほうの子うま

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
浮草物語　１９３４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が楽しい絵本を読んでくれる会です。」

「関西文化の日」につき入館料無料
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　無料
高校生以下　無料

みんなで楽しく♪折り紙教室
秋～冬の季節の折り紙

和歌山市民会館　展示室
℡073-432-1212

13：30～15：00
４才～大人
（未就学児は保護者同伴）
１人500円

特別展展示案内
和歌山市立博物館
℡423-0003

１４：００～１４：４０
一般　無料
高校生以下　無料

親子生き物博士教室
｢平池の水鳥観察｣

貴志川町　平池緑地公園
こども科学館　℡432-0002

１０：００～１２：００
子どもを含む家族　保護者同伴
無料

申込必要
定員：１６家族　抽選あり
申込期間：１１月１日（火）～１１月１１日（土）
自家用車等で現地集合

ミニサイエンス
「キュービックパズルをつくろう」

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

22 水 ０才からのジャズコンサート
和歌山市民会館　市民ホール
℡432-1212

①11：00～
②15：30～

大人（中学生以上）1,200円
子ども（0才～小学生）300円
※当日各200円増

23 木
特別展講演会
｢慶応期における紀州藩の動向｣
佐藤　顕（和歌山市立博物館）

和歌山市立博物館
℡423-0003

１４：００～１５：３０まで
一般　５００円
高校生以下　無料

和歌山市が発行する老人優待券提示の場合、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。

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

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

落語を楽しむ会
わかやま市民会館落語倶楽部「紀の会」のみなさんの落語をお楽し
みください。

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
児童・一般
無料

特別展講演会
「雑賀崎台場の構築とその背景ー紀州藩幕末台場の一事
例ー」藤藪勝則氏（和歌山市文化スポーツ振興財団）

和歌山市立博物館
℡423-0003

１４：００～１５：３０
一般　５００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。
※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：１５組（先着）
申込必要。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。

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

音科学教室
音２　「楽器作り・初級」

こども科学館　実習室
℡432-0002

９：４０～１０：５０
５歳～中学３年生
小学４年生以下は保護者同伴
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：１１月１日（水）～１１月８日（水）

ミニサイエンス
「キュービックパズルをつくろう」

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

4
11
18
25

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。

コーナー展示
「藩主からの拝領品」「加太と葛城修験」

特別展「幕末の紀州藩」

12／3 日 森の贈物でリースを作ろう
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

・１１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、大判ゴミ袋、剪定バサミ
※雨天実施

12／16 土 門松を作ろう
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個５００円（１家族２個まで）

・１１月３０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：剪定ばさみ、作業用手袋
・雨天実施

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
「忍たま乱太郎の宇宙大冒険withコズミックフロント☆ＮＥＸＴ
太陽系のお友だちの段 」

こども科学館　プラネタリウム室
℡432-0003

９月３０日（土）～１１月３０日（木）まで
投影時間
平日
１１：００　１４：００  １５：３０
土・日・祝
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。

25 土

平成２９年１１月　土 ・ 日 曜 日 事 業 情 報

11 土

5 日

4 土

和歌山市が発行する老人優待券提示の場合、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。

一般　５００円
高校生以下　無料

９：００～１７：００まで
入館は１６：３０まで

和歌山市立博物館
℡423-0003

12 日

19 日

4～26 土
日

26 日

18
19

土
日

18 土


