
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。

９歳までに身につけたい科学教室
水２「水の色をかえよう」    （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：５月19日(水)～５月29日(土)

ひらめきラボ特別編
～自分だけの傘を作ろう！～

１５：００～１７：００
対象：どなたでも　小学生未満は保護者同伴
定員：８名     ７００円

本館1階カウンターにて、５月２２日（土）から参加券を配布
講師：中川貴雄さん       持ち物：汚れてもいい服

親子で外遊びフェスティバル １１：００～１７：００
対象：小学生までのお子様
定員：各回15組　　無料

一時間交代で参加券を配布    １２～１３時はお休みで、全５回開催
本館１階カウンターにて、５月２２日（土）から参加券を配布

1周年記念セレモニー
場所：和歌山市駅前広場
問い合わせ先：和歌山市民図書館
℡073-432-0010

１０：００～１１：００ 対象：どなたでも
出演：紀の国わかやま文化祭2021広報キャラバン隊、
        向陽中・高等学校吹奏楽部        ※雨天中止

「あなたの　すてきな　ところはね」
　おはなし会＆トークイベント

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

１３:３０～１５：００
対象：どなたでも
定員：３０組　無料

本館１階カウンターにて、５月23日(日)から参加券を配布
出演：玉置永吉さん、えがらしみちこさん（オンライン出演）
※状況により、全ての講師がオンラインでの出演になる可能性があります。

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）
対象：どなたでも
無料

出演：Kidlit Readers Club　JAMさん

自然観察の森の散策 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：３０人        参加料：無料

申込：５月27日(木)午前９時より電話で受付(先着順)
持ち物：筆記用具       服装：長袖・長ズボン        ※雨天中止

こどもとしょてん
和歌山市民図書館
℡073-432-0010

対象：どなたでも
無料

講師：ロシトロカ

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     「ダンボ」 １１：００～１２：００
幼児から大人まで　参加無料
定員　３０名

春季企画展関連講座「所蔵文書から探る総持寺の歴史」 １４：００～ 入館料が必要です。
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

古文書講座「和佐地区の古文書を読む」第１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100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

thanks gift
    ～お父さんにオリジナルタンブラーをプレゼントしよう～

和歌山市民図書館
℡073-432-0010

①１０：００～１１：００
②１３：００～１４：００

対象:どなたでも(小学３年生以下は保護者同伴)
定員:各回８名       1500円

本館1階カウンターにて、５月30日(日)から参加券を配布
講師：ロシトロカ

上映会（内容：恐竜大進撃）
和歌山市民図書館西分館
℡073-455-3210

１１：００～
　　　（上映時間35分）

対象：幼児～小学生
無料

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

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が、絵本や紙芝居を読む楽しい催しです。

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

ニジェール物語上映会＆トークイベント
和歌山市民図書館
℡073-432-0010

１３:３０～１５：００ 定員：５０名　無料

映文連アワード2018で文部科学大臣賞を受賞した「ニジェール物語」を上映
出演：フクダヒデコさん(オンライン出演)､イヌイマサノリさん(オンライン出演)、西岡眞博
(監督)さん ※状況により、全ての講師がオンラインでの出演になる可能性があります。本館１
階カウンターにて､６月５日(土)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

実験で発見！教室
気圧「空気パワーを感じよう！」

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　６月２日（水）～６月１２日（土）

音科楽教室
「打楽器を作ってみよう」

９：４０～１０：５０ 対象:５歳～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　６月２日（水）～６月１２日（土）

図書館で笑おう！お笑いライブ １３:３０～１５：００
対象:どなたでも
定員:２０組    無料

本館1階カウンターにて、６月６日（日）から参加券を配布
出演：「わかやま楽語会」の子どもたち他

図書館でお笑い教室 １１：００～１２：００
対象:小学生～高校生まで
※親子での参加は可能      定員:５組　無料

本館1階カウンターにて、6月6日(日)から参加券を配布
講師:和歌山県住みます芸人　わんだーらんど(吉本興業)  持ち物:筆記用具

動く！楽しい！
お絵かきプログラミング「viscuit（ビスケット）」体験

１５：００～１６：００
対象：小学生以上
定員：１０名　無料

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、6月12日(土)から参加券を配布

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
℡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

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

親子で作ろう竹ランタン
四季の郷　ネイチャーセンター
℡073-478-3707 ９：３０～１１：３０

対象：小中学生と保護者
定員：３０人       料金：１人１００円

申込：６月17日(木)午前９時より電話で受付(先着順)
持ち物：作業用手袋

子ども落語教室【全６回】※１回目
和歌山市民会館
℡073-432-1212

１０：００～１２：００
小学４年生～中学生まで
先着１０人    ２，０００円（全６回分）

２回目以降は７/４・７/２５・８/８・８/２２・９/１２
（全て日曜日）※最終日、成果発表会

音科楽教室
「弦楽器を作ってみよう」

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002

 ９：４０～１０：５０ 対象：５歳～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　６月９日（水）～６月１９日（土）

春季企画展「総持寺の至宝」
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

４月24日(土)～６月13日(日)
休館日：月曜日

コーナー展示「陸奥宗光と和歌山」
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

６月１日(火)～８月１日(日)
休館日：月曜日、６月１5日(火)～６月２０日(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
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
「フライングモモンガを作ろう」(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

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」
「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。

27 日

毎週 土

19 土

20 日

26 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

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002

随時

和歌山市立博物館
℡073-423-0003

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
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため人数制限をすることもあります

９月２６日（日）までの休館日以外
投影開始時刻　１５：３０

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）

1～３０

1～13

毎日

令和3年6月　土 ・ 日 曜 日 事 業 情 報

6 日

和歌山市立博物館
℡073-423-0003

13

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

5 土

日

和歌山市立こども科学館
℡073-432-0002

12 土

１２～２０

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。


