
日 曜日 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
河南コミュニティセンター
℡477-6522

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。

ひらめきラボ特別編
～本がはぐくむ、わたしの心～

１６：００～（約６０分）
対象：小学生とその保護者
定員：５組       無料

特定非営利活動法人Peer Net 理事長 小山秀之さん
本館1階カウンターにて、４月２０日（火）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） 定員：２０組　無料
出演：おはなしポン！
当日９時から４階にて整理券配布開始（２０枚）

ぬいぐるみお泊りイベント「西分館ぬいぐるみお泊り会」
5月1日（土）
１１：００～（約５０分）

対象：小学生以下　定員：5組（家族単位）
無料

５月１日(土)11:00～おはなし会    ５月２日(日)以降　ぬいぐるみ受け渡し
西分館カウンターにて、４月１０日(土)から参加券を配布
持ち物：お気に入りのぬいぐるみ（一人一体）

えいご絵本の読み聞かせ １１：００～（約１５分） 無料 出演：Kidlit Readers Club　JAMさん

「森づくり　ベンチ作り」
和歌山市立青少年国際交流センター
℡073-459-2107 １0：0０～１6：００

定員：親子8組
大人と子どもで1500円

申込方法：電話またはメール     info@kadacenter.jp
申込〆切：4月20日（火）　　　　※雨天中止
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あおぞらひろば　図書館の屋上テラスで遊ぼう！ 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
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ワクワクみんなのおはなし会 １５：００～（約３０分） 定員：２０組　無料 当日９時から４階にて整理券配布開始（２０枚）

母の日に贈る　フラワークラフト作り
和歌山市立青少年国際交流センター
℡073-459-2107 １３：００～１６：００

定員:小学4～6年生とその保護者10組(20名)
※先着順       料金:1組3000円

申込方法：電話またはメール　info＠kadacenter.jp

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
℡073-432ｰ0002

①  ９：４０～１０：３０
②１１：１０～１２：００

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　電話受付／抽選
申込期間：４月１４日（水）～２４日（土）

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

語りの森のむかしばなし・わらべうた
和歌山市民図書館
℡073-432-0010

１５:００～（約３０分） 定員：１０組　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（１０枚）

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 「あらしのよるに」 １１：００～１２：００ 幼児から大人まで　参加無料   定員　３０名

ファミリー映画会     「トム・ソーヤの冒険」
河南コミュニティセンター
℡477-6522

１０：００～ 児童・一般無料    定員：先着５組
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土
日 ミニトレイン出発進行！

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

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

9 日 上映会（にじいろのさかな　ゆうじょう編） １１：００～（上映時間） 無料

おはなし会　３～６歳 １１：００～（約１５分） 無料

English　Café　（気軽に英語を話そう）
和歌山市民図書館
℡073-432-0010

１６：００～１７：００ 定員：１０名　無料
Englishチューター        ・江川直子さん・引土史さん
本館1階カウンターにて、５月１日（土）から参加券を配布

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

たのしい絵本をよむ会
河南コミュニティセンター
℡477-6522

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。

キャベツ畑でモンシロチョウやアオムシをさがそう
四季の郷　ネイチャーセンター
℡073-478-3707 ９：３０～１１：３０

対象：年少～年長の子どもと保護者
定員：５０人   料金：1家族　２００円

申込：５月６日（木）午前９時より電話で受付（先着順）
持ち物：作業用手袋、ビニル袋  　  ※雨天順延

絵本・紙芝居おはなしタイム
河北コミュニティセンター
℡480-3610

１０：３０～１１：３０
幼児～大人
無料

申込不要
出演：和歌山グループ声

９歳までに身につけたい科学教室
水１「水に浮くもの、沈むもの」　（楽しく自分でためそう）

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002

①　９：４０～１０：５０
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：４月２８日（水）～５月８日（土）

親子生き物博士教室
「磯の生き物観察」
（現地に出かけ、生き物に触れ、慣れ親しむ）

加太海岸
※問合わせ先
　　和歌山市立こども科学館
　　℡073-432-0002

１３：３０～１５：３０
対象：子供とその保護者
定員：２０家族
料金：不要

申込必要　電話受付／抽選
申込期間　４月２８日（水）～５月８日（土）

親子ふれあいリトミック
講師：小西陽子先生
本館1階カウンターにて、５月２日（日）から参加券を配布
※１枚の参加券で２名まで入場いただけます

こどもシネマ　"ころわんのおはなし" １３：００～ 定員：２０名　無料 本館1階カウンターにて、５月２日（日）から参加券を配布

英語絵本おはなし会 １５：００～ 定員：２０組　無料
出演：koko  Books
当日９時から４階にて整理券配布開始（２０枚）

親と子のおりがみ教室 １３:３０～１５：００
対象：お子様とその保護者
定員：８組        無料

講師:宮土恵子先生      本館１階カウンターにて、５月８日(土)から参加券を配布
※１枚の参加券で２名まで入場いただけます
持ち物:折り紙・はさみ・のり

紀の国わかやま文化祭２０２１応援事業
気軽に楽しむ　青空お抹茶会

１１：００～
１３：００～
１４：００～（約４０分）

対象：どなたでも    定員：各回１０名
実費：８００円

講師：諏訪園      永原彩加さん　永原敏行さん
本館１階カウンターにて、５月８日（土）から参加券を配布
協力：Team MAK-e Spot

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

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
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

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

１０：３０～１１：１０
幼児から大人まで
定員/１５名　無料

申込不要

赤ちゃんのココロがわかる　親子で楽しむベビーサイン
和歌山市民図書館西分館
℡073-455-3210

１４：００～（約３０分）
対象：赤ちゃん（６カ月～１歳半頃まで）と保護者１名
定員：６組      無料

講師：永井知子さん
西分館カウンターにて、５月１１日(火)から参加券を配布
動きやすい服装

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

28 金
プラネタリウム新番組試写会
「名探偵コナン　灼熱の銀河鉄道（ギャラクシーレイルロード）」 １５：００～１５：３０

対象：入館者　　　定員：１００人
料金：入館料のみ必要　プラネタリウム観覧無料 申込不要

実験で発見！教室
顕微鏡２　「じっくり観察！生き物たち」

９：４０～１１：１０
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　料金:入館料のみ必要

申込必要　電話受付／抽選
申込期間　５月１２日（水）～５月２２日（土）

動く！楽しい！
お絵かきプログラミング「viscuit（ビスケット）」体験

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

１５：００～１６：００
対象：小学生以上
定員：１０名

講師：わかやまエデュケーションシステム　代表
こどもプログラミング教室WESスクール   小佐田裕美さん
本館１階カウンターにて、５月１５日（土）から参加券を配布

ジャガイモ掘りをしよう
四季の郷　ネイチャーセンター
℡073-478-3707 １３：３０～１５：３０

対象：年少～年長の子どもと保護者
定員：１０組　　　料金：1組　２００円

申込：５月１３日（木）午前９時より電話で受付（先着順）
持ち物：作業用手袋　　　※雨天順延

コーナー展示「和歌浦の風景―紀三井寺―」
３月３０日（火）～５月３０日（日）まで。
休館日：月曜日、祝日の翌日

春季企画展「総持寺の至宝」
４月２４日（土）～６月１３日（日）まで。
休館日：月曜日、祝日の翌日

児童無料開放
市民温水プール
℡073-455-8022

１０：００～１２：００
市内・小・中学生
先着　100名　　無料

・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。・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。

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
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
「いろいろな紙ひこうきをおろう」(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
５月５日（水）は10:00～10:20、15:00～15:20の２回開催します

子育て交流室
南コミュニティセンター
℡494-3755

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

自習室開放
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」　「彩ちゃんと夜空のキャンバス」

プラネタリウム　　「本日の星空解説」
「To  The  GRＡND  UNIVERSE  大宇宙へ　music  by　久石譲」

プラネタリウム
「本日の星空解説」
「名探偵コナン　灼熱の銀河鉄道（ギャラクシーレイルロード）」

　◎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。

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

５月２３日（日）までの休館日以外
投影開始時刻　11:00　   (土日祝（休）は13:00も）

５月２９日（土）から９月２６日（日）までの休館日以外
投影開始時刻　11:00  14:00　 (土日祝（休）、夏休みは13:00も）

９：００～１７：００
（入館は１６：３０まで）

一般・大学生　100円
高校生以下　無料

５月２３日（日）までの休館日以外
     投影開始時刻　１４：００　１５：３０
５月２９日（土）から９月２６日（日）までの休館日以外
     投影開始時刻　１５：３０

令和3年5月　土 ・ 日 曜 日 事 業 情 報

1 土

東部コミュニティセンター
℡475-0020

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

和歌山市民図書館西分館
℡073-455-3210

2 日

8 土

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

3 月

土

　◎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。

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002

毎週 土

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002

随時

29

和歌山市立博物館
℡073-423-0003

1～３1

1～３０

毎日

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002０

23 日

16 日

22 土

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

15 土

和歌山市民図書館西分館
℡073-455-3210

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

☆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。


