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

屋上テラスの壁画を完成させよう！
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１３：００～　１５：００
対象：小学生までの児童と保護者
無料

雨天延期

おはなし だいすき よっといで！
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１５：００～（約３０分） 無料 出演：おはなしポン！

セミが誕生する様子を観察しよう
四季の郷　ネイチャーセンター
℡０７３－４７８－３７０７

１８：３０～２０：００
対象：小学生以上
定員：４０人
参加料：無料

申込：７月９日（木）より電話で受付（先着順）
持ち物：ビニル袋、作業用手袋、懐中電灯    ※雨天中止

親子生き物博士教室
「セミの分布調査」
（現地に出かけ、生き物に触れる）

和歌山城
（ 問い合わせ先及び集合場所
 和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２ )

９：4０～１2：0０
対象：子供とその保護者
定員：１０家族
料金：不要

申込　電話受付／抽選
申込期間：７月１５日（水）～２５日（土）

あおぞらひろば　図書館の屋上テラスで遊ぼう！
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１０:３０～(約３０分）
対象：小学生まで
無料

雨天中止

えいご絵本の読み聞かせ
和歌山市民図書館西分館
℡073ー４５５－３２１０

１１:００～（約１５分） 無料 出演：Kidlit Readers Club JAMさん

ワクワクみんなのおはなし会
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１５：００～（約３０分） 無料

竹を使って工作をしよう
四季の郷　ネイチャーセンター
℡０７３－４７８－３７０７

９：３０～１１：３０
対象：小学生以上
定員：４０人
参加料：１人１００円

申込：７月１６日（木）より電話で受付（先着順）
持ち物：作業用手袋
※雨天順延　８月９日（日）

ミニトレイン出発進行！
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１０：３０～
１３：３０～
１５：３０～（約３０分）

対象：小学生まで
無料

当日の各回30分前から屋上カウンターにて参加券を配布
雨天中止

ワクワクみんなのおはなし会
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１５：００～（約３０分） 無料

親子天体観察会
（双眼鏡や天体望遠鏡を使って、惑星や星などを観察する）

大新公園
( 問い合わせ先
 和歌山市立こども科学館
℡0７３－４３２－０００２
当日１７：００まで )

２０：００～２１：００
対象：子供とその保護者
定員：なし
料金：不要

申し込み不要
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）

ミニトレイン出発進行！
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１０：３０～
１３：３０～
１５：３０～（約３０分）

対象：小学生まで
無料

当日の各回30分前から屋上カウンターにて参加券を配布
雨天中止

ワクワクみんなのおはなし会
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１５：００～（約３０分） 無料

10 月
自然工作教室「石のペイント工作」
（石の特徴を知り作品を作る）

和歌山市立こども科学館
　実習室
℡０７３－４３２－０００２

１回目：
       ９：４０～１０：３０
２回目：
     １１：１０～１２：００

対象：子供（小学４年生以下は保護者同伴）
定員：各回子供１２人
料金：入館料のみ必要

申込必要　電話受付／抽選
申込期間　７月２２日（水）～８月１日（土）

おはなし会　小学生
和歌山市民図書館西分館
℡073ー４５５－３２１０

１１:００～（約１５分） 無料

ワクワクみんなのおはなし会
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１５：００～（約３０分） 無料

あおぞらひろば　図書館の屋上テラスで遊ぼう！
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１０:３０～(約３０分）
対象：小学生まで
無料

雨天中止

16 こどもシネマ　「学校の怪談　恐怖の学校編」
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１３：００～ 無料 本館1階カウンターにて、８月２日（日）から参加券を配布

ワクワクみんなのおはなし会
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１５：００～（約３０分） 無料

おはなし会　３～６歳
和歌山市民図書館西分館
℡073ー４５５－３２１０

１１:００～（約１５分） 無料

土 ワクワクみんなのおはなし会
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１５：００～（約３０分） 無料

親と子のおりがみ教室
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１３:３０～(約１時間３０分） 無料
本館1階カウンターにて、８月１０日（月）から参加券を配布
持ち物：はさみ・のり・折り紙

あおぞらひろば　図書館の屋上テラスで遊ぼう！
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１０:３０～(約３０分）
対象：小学生まで
無料

雨天中止

23 日 ワクワクみんなのおはなし会
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１５：００～（約３０分） 無料

もっとバッタと仲良くなろう 四季の郷　ネイチャーセンター
℡０７３－４７８－３７０７

９：３０～１１：３０
対象：小学生以上
定員：なし
参加料：無料

申込：８月１３日（木）より電話で受付
持ち物：虫かご、捕虫網
服装：長袖、長ズボン      ※雨天中止

おはなし会　0～2歳
和歌山市民図書館西分館
℡073ー４５５－３２１０

１１:００～（約１５分） 無料

ワクワクみんなのおはなし会
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１５：００～（約３０分） 無料

あおぞらひろば　図書館の屋上テラスで遊ぼう！
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１０:３０～(約３０分）
対象：小学生まで
無料

雨天中止

絵本作家・谷口智則さん　絵本ライブ＆ライブペインティング
和歌山市民図書館
℡073ー４３２－００１０

１３:３０～(約２時間３０分） 無料 本館1階カウンターにて、８月１６日（日）から参加券を配布

企画展「ヘンリー杉本の世界」
和歌山市立博物館
℡０７３－４２３－０００３

 ９：００～１７：００
一般・大学生100円
高校生以下　無料

開催中～８月２3日（日）まで。
休館日（３日、１１日、１７日）

馬冑の実物展示
和歌山市立博物館
℡０７３－４２３－０００３

 ９：００～１７：００
一般・大学生100円
高校生以下　無料

開催中～８月30日（日）まで。
休館日（３日、１１日、１７日、24日）

コーナー展示「和歌山市の中世文書」
和歌山市立博物館
℡０７３－４２３－０００３

 ９：００～１７：００
一般・大学生100円
高校生以下　無料

8月4日㈫～10月4日（日）まで。
休館日（３日、１１日、１７日、24日、31日）

和歌山城天守閣無料開放

実施場所　　和歌山城天守閣
※問い合わせ先
和歌山城整備企画課
℡０７３－４３５－１０４４

  9：００～２０：0０
（入場は１９：３０まで）

小学生及び中学生 無料
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、和歌山城天守閣を閉館
する可能性があります。

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）

毎週 日
ミニサイエンス
「ストローひこうきを作ろう」
（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12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

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

１０：００～１6：0０ 0歳児から未就学児まで無料 水曜日（休館日）以外利用可

自習席開放
河西・河北・北・南
コミュニティセンター 自習席

１０：００～２０：００
（　小学生１７：００まで　）

小学生から大人まで
無料

休館日以外毎日利用可
※席数は通常時の半数程度

プラネタリウム
「本日の星空解説」
「こぐま座のティオ　星空だいぼうけん」

和歌山市立こども科学館
　プラネタリウム室
℡０７３－４３２－０００２

9月27日(日)までの
休館日以外
投影開始時刻　11:00
 (土日祝、夏休みは１３:００も）

対象：入館者
定員：61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」
「Feel the Earth ～Music by 葉加瀬太郎～」

和歌山市立こども科学館
　プラネタリウム室
℡０７３－４３２－０００２

9月27日(日)までの
休館日以外
投影開始時刻　１４:００　１５:３０

対象：入館者
定員：６１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

　◎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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　◎和歌山市のホームページにも掲載しています。→サイト内検索で【　1002169　】を入力してください。
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４～３１
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23

開催中～
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☆新型コロナウイルスの影響で事業が中止や延期になる場合があります。
最新の開催予定などは、各施設にお問い合わせください。


