
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
天体　「月や星、惑星のきまり」

和歌山市立こども科学館
℡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: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(金)～11月28日(土)

森の中へクリスマスリースの材料を探しに行こう
四季の郷ネイチャーセンター
℡073-478-3707 ９：３０～１２：００

対象：小学生以上     定員：先着４０人
参加料：1人２００円

申込:11月１９日(木)９時より電話で受付 ※雨天６日(日)に順延
持ち物：大判ごみ袋、剪定ばさみ、作業用手袋

英語でおはなしタイム
河南コミュニティセンター
℡477-6622 １３：３０～１４：００ 児童・一般無料   定員：先着５組

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。

クリスマスのオーナメントをつくろう！
１０：００～１２：００
１３：００～１５：００

定員：各回１５名
材料費：500円（紙粘土、絵具等）

絵描き：中川貴雄氏　・汚れても良い服装でお越しください。
・オーナメントの見本になるようなものがあればご持参ください。(クリスマス
とは無関係でも構いません。)
本館1階カウンターにて、１１月２１日（土）から参加券を配布

おはなしだいすきよっといで １５：００～（約３０分） 無料 出演：おはなしポン！

たかだゆき子氏　講演会　思いやりと優しさを育む
   ～さりげない優しさが人の心を救う～

１３：００～１４：３０ 定員：３０組
講師：児童文学作家　たかだ　ゆき子氏　本館1階カウンターにて、11月22日
(日)から参加券を配布

えいご絵本の読み聞かせ
和歌山市民図書館西分館
℡073-455-3210

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

６
27

日 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
℡073-432-0010

１０：３０～（約３０分） 対象：小学生まで　無料 持ち物：飲み物  動きやすい服装　雨天中止

おはなしだいすき！よっといで！ １０：００～１１：００ 幼児から大人まで　参加無料　定員３０名 出演：おはなしポン！

子供映画上映会 １１：００～１２：００ 幼児から大人まで　参加無料　定員３０名 うっかりペネロペ　みんなともだち編

おはなし会　小学生
和歌山市民図書館西分館
℡073-455-3210

１１:００～（約１５分） 無料

語りの森のむかしばなし・わらべうた １５:００～（約３０分） 無料
出演：語りの森　　当日9時から４階にて整理券配布開始　1枚の整理券で2名
様まで入場いただけます。

永廣（えひろ）先生の和歌山市の万葉集講座（全2回） １３：３０～１５：００ 定員：３０名　無料
講師：永廣禎夫先生　本館1階カウンターにて、11月28日(土)から参加券を配布
２回目は1月9日(土)に実施  １回目、２回目両方を配布　どちらかの参加でも可

12
13

土
日 ミニトレイン出発進行！

・10:30～・13:30～・15:30
～（約３０分）

対象：お一人で電車に座れるお子様～小学生
定員：各回４０名　無料

当日の各回30分前から屋上カウンターにて切符(参加券)を配布　雨天中止

5
12
19

土 児童無料開放 １０：００～１２：００ 市内　小・中学生　先着100名無料

もうすぐクリスマス無料開放 １０：００～１7：００ 和歌山市内にお住まいか働きに来られている方無料

音科楽（おんかがく）教室
「本格、打楽器作り」

和歌山市立こども科学館
℡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８人　入館料のみ必要

申込必要　電話受付／抽選
申込期間　１１月２８日（土）～１２月５日（土）

映画「ソワレ」　上映会＆トークイベント
和歌山市民図書館
℡073-432-0010

１４：００～１7：００ 定員：５０名
監督・脚本　外山文治　　共同プロデューサー　前田和紀
本館1階カウンターにて、11月29日(日)から参加券を配布

上映会「スノーマンとスノードッグ」
和歌山市民図書館西分館
℡073-455-3210

１１:００～ 無料

古文書講座「加太の古文書を読む」第5回目（全10回） １４：００～１５：３０
100円(10回分の資料代)別途入館料
一般・大学生500円、高校生以下無料

往復はがき又はメールにて事前申し込み必要。
hakubutsukan@city.wakayama.lg.jp

特別展「紀三井寺展」
９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

一般・大学生　500円  高校生以下　無料
10月31日(土)～12月13日(日)まで。
休館日(7,14,21,28,29,30,31日)

１３
１９
２６
２７

日
土
土
日

ワクワクみんなのおはなし会
和歌山市民図書館
℡073-432-0010

１５：００～（約３０分） 無料
当日９時から４階にて整理券配布開始
1枚の参加券で2名様まで入場いただけます。

18 金
プラネタリウム　新番組試写会
「彩ちゃんと夜空のキャンバス」

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002

１５：００～１５：３０
対象:入館者
定員:100人　　料金：入館料のみ必要

申し込み不要

学芸員講座「歴史の玉手箱」～発掘調査からみる太田城水攻めと
太田城

和歌山市立博物館
℡073-423-0003

１４：００～１５：００
別途入館料
一般・大学生100円、高校生以下無料

おはなしだいすき！よっといで！
南コミュニティセンター
℡４9４－３755

１４：３０～１５：００ ０才児から未就学児まで 無料

子どもゆめ基金助成活動
カラダの動きで伝える、伝わる楽しさを知ろう！
セレノグラフィカダンスワークショップ2020

和歌の浦アート・キューブ
℡073-455-1188 １３：３０～１６：３０ 小学１年生から大人　1,000円(全６回分）

11月23日・29日・12月19日(土)・1月10日(日)・23日(土)・24日
(日)全6回  最終日の1月24日(日)に発表公演あり

絵本・紙芝居おはなしタイム １０：３０～１１：３０ 幼児～大人    無料 申込不要     出演：グループ声

絵本を体感！ものがたりの世界へようこそ♪２０２０
つくってあそぼ♪えほんのせかい！
～キッズ・サンタになろう！～「子どもゆめ基金助成活動」

①９：３０～１０：２０
②１１：１０～１２：００

３歳～６歳の親子  ①、②先着15組
親子1組５００円

電話または直接窓口で受付   ※定員になり次第、締め切ります。
※先ずは電話にてお問い合わせください。

紙芝居とよみかたりの会
中央コミュニティセンター
℡４０２－２６７８ １０：３０～（約４０分） 乳幼児から大人まで   無料 ＊定員15名

９歳までに身につけたい科学の教室
音　「ふるえて伝わる～糸電話～」（楽しく自分でためそう）

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002

①９：４０～１０：５０
②１４：１０～１５：２０

対象：５歳～小学２年生　　保護者同伴
定員：各回子供８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２日（水）～１２月１２日（土）

きいちゃんと学ぼう！紀の国わかやま総文2021 １３：３０～１５：３０ 無料 紀の国わかやま総文2021生徒企画委員会

English　Café　（気軽に英語を話そう） １６：００～１７：００ 定員：１５名　無料
Englishチューター　・江川直子さん(英語の達人)・引土史さん(英会話スクール
先生)  本館1階カウンターにて、12月10日(木)から参加券を配布

おはなし会　３～６歳
和歌山市民図書館西分館
℡073-455-3210

１１:００～（約１５分） 無料

ミニ門松を作ろう
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：先着13組
参加料：1個500円  (１組２個まで)

申込:１２月３日(木)９時より電話で受付
持ち物:剪定ばさみ、作業用手袋   ※雨天20日(日)に順延

クラシック映画会「道」 1954年　イタリア映画 １３：３０～ 一般・無料定員：先着１０人

たのしい絵本をよむ会 １４：００～１４：３０ 児童・一般無料   定員：先着５組
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。

親子しめ縄教室 １３：３０～１５：３０
市内在住小学生とその保護者　参加費1,600円(１
作品)   定員:先着６組(１組/２人)

申込期間:11月23日(月)～12月7日(月) 先着順
詳しくは河南コミュニティセンターまで

紙芝居・絵本よみかたりの会
北コミュニティセンター
℡４６４－３０３１

１０：３０～１１：３０ 幼児から大人まで   無料 申込不要

親子ふれあいリトミック
１０：３０～
１１：１５～

10:30～：０～１歳半頃のお子様とその保護者
11:15～：１歳半頃～３歳のお子様とその保護者
定員：各回10組　無料

講師：小西陽子先生
本館1階カウンターにて、12月10日(木)から参加券を配布
※１枚の参加券でお子様３名まで入場いただけます

こどもシネマ　"The Snowman" １３：００～ 定員:25名　無料 本館1階カウンターにて、12月10日(木)から参加券を配布

英語絵本おはなし会 １５:００～ 無料 出演：koko Books      当日９時から４階にて整理券配布開始

図書館でこども食堂 11:00～　13:30～  14:00～ 対象：小学生まで   定員：各回25名　無料 こども食堂スタッフ・本館1階カウンターで、12月10日(木)から参加券を配布

親と子のおりがみ教室 １３:３０～
対象：お子様とその保護者
定員：１０組　　　無料

講師：宮土恵子先生　　本館1階カウンターにて、12月12日(土)から参加券を
配布　 ※１枚の参加券でお子様３名まで入場いただけます
持ち物：折り紙・はさみ・のり

おはなし会　0～2歳
和歌山市民図書館西分館
℡073-455-3210

１１:００～（約１５分） 無料

おはなしだいすき！よっといで 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

競書会（書き初め）用こども書道（硬筆）
①１０：００～１２：００
②１３：００～１５：００

年長から中学生まで　800円 書道、書き初め

親子で楽しむマジック教室 １３：００～１４：００
対象;どなたでも(小学３年生未満は保護者同伴)
定員:20組　無料

出演：講師：和歌山マジシャンズクラブ会長　、元小学校教員　森　教二先生
本館1階カウンターで、12月10日(木)から参加券を配布
※1枚の参加券で2名様まで入場いただけます。

和歌山市の障害者アート展 ９：００～２１：００ 無料 協力：「一般社団法人クリエイターズ」

ティラノサウルスの頭骨（模型）展示 ９：００～２１：００ 無料 １２月２９日（火）は15時まで展示

コーナー展示「発掘調査からみる太田城水攻めと太田城」
和歌山市立博物館
℡073-423-0003

９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

一般・大学生　500円(14日以降は100円)
高校生以下　無料

10月6日(火)～12月27日(日)まで。
休館日(７、14、21、28、29、30、31日）

和歌山城天守閣無料開放
和歌山城整備企画課
℡073-435-1044

９：００～１７：３０まで
（入場は１７：００まで）

小学生及び中学生　無料

施設無料開放 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
「うごくキツツキを作ろう」（親子で楽しく科学を体験する）

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

申し込み不要
参加希望者は、15:00までに実習室前に　先着順

自習室
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　※コロナ対策の為、座席数が少なくなっています。

プラネタリウム  「本日の星空解説」
「プラネタリウム　紙兎ロペ　ネタバレすっと、おれらロケット飛ば
すってマジっすか！？」

プラネタリウム
「本日の星空解説」 「彩ちゃんと夜空のキャンバス」

　◎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。

市民温水プール
℡073-455-8022

河北コミュニティセンター
℡480-3610

令和2年12月　土 ・ 日 曜 日 事 業 情 報

・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。
   ※13日(日)に限り17:00まで無料となります。
・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。

東部コミュニティセンター
℡475-0020

日13

和歌山市立博物館
℡073-423-0003開催中～

１３日

5 土

6 日

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

12

　◎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。

随時

毎日

開催中～
２７日

毎週 土

プラネタリウム
「本日の星空解説」
「Feel the Earth ～Music by 葉加瀬太郎～」

申込不要

対象：入館者
定員：１２２人
料金：入館料及びプラネタリウム観覧料が必要

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002

12月1日(火)から12月13日(日)までの休館日以外
投影開始時刻11:00 14:00  (土日祝(休)は13:00も)

12月19日(土)から(休館日以外)
投影開始時刻　11:00 14:00(土日祝(休)、冬休みは13:00も)

12月1日(火)から12月13日(日)までの休館日以外   投影開始時刻15:30
12月19日(土)から(休館日以外)  投影開始時刻15:30

河南コミュニティセンター
℡477-6622

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

26

27 日

土

20 日

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

河西コミュニティセンター
ＴＥＬ480-1171

土

19 土

１～１５

２２～２９

☆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。


