
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
力「いろいろなパワーを感じよう」

和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２

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１５日（水）～６月２５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

１１：００～１２：００ 対象：小学生　定員：１０名　料金：無料
本館1階カウンターにて、６月２５日（土曜日）から参加券を配布
出演：”小中高対象”こどもプログラミング教室WESスクール　小佐田裕美さん

ひらめきラボ特別編～海ゴミから「世界にひとつ」のランプシェード
を作ろう！～

１３：００～１４：３０
対象：小学生
定員：８名　※小学校低学年は保護者同伴
料金：無料

本館１階カウンターにて、６月２５日（土曜日）から参加券配布開始
出演：NPO日本渚の美術協会　神戸教室　理事（関西地区担当) 道風 由加里さん
（一社）加太・友ヶ島環境戦略研究会/NPO法人 わかやま環境ネットワーク うみわか
まもるプロジェクト　平井　研さん
※持ち帰り用の袋（A4サイズ大）をご用意ください。

おはなしだいすきよっといで！ １５：００～（約３０分）
対象：どなたでも
定員：２５組　料金：無料

当日９時から４階にて整理券配布開始(２５枚)
出演：おはなしポン！
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ブルーベリー狩り＆食べ放題
四季の郷公園
FOOD　HUNTER　PARK
℡０７３－４９９－４３７０

9：00～11：00
1名1,000円　200gお持ち帰り付
小学生以下は無料（お持ち帰りなし）

雨天中止
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16
土 おはなし会　３～６歳 １１：００～（約１５分）

対象：３～６歳の幼児
定員：なし　料金：無料

えいご絵本の読み聞かせ １１：００～（約１５分） 対象：どなたでも　定員：なし　料金：無料 出演：JAMさん

～和歌山が誇る作家～　有吉佐和子作品朗読会
和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

１４：００～１５：００
対象：どなたでも
定員：４０名　料金：無料

本館１階カウンターにて、６月２５日（土曜日）から参加券を配布
出演：福山ひでみさん　朗読グループ　イーマ

「親子で作ろう七夕飾り」
和歌山市立青少年国際交流セン
ター　℡073-459-2107

13:00～16:00
（受付12:30）

対象：親子１０組　料金：１組　１５００円
申込：先着順　申込方法：電話またはメール info@kadacenter.jp
受付開始：６月１日
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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）
対象：どなたでも
定員：２５組　料金：無料

当日９時から４階にて整理券配布開始（２５枚）

おはなしだいすき！よっといで！ １０：００～１１：００ 出演：おはなしポン！

子供映画上映会 １１：００～（約３０分） ミッフィーと　どうぶつえん

ファミリー映画会「宝島・にんじん」（４４分） １０：００～

英語でおはなしタイム １３：３０～１４：００
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。

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）
対象：どなたでも
定員：１０組　料金：無料

当日９時から４階にて整理券配布開始(１０枚)
出演：語りの森

映画上映会「映画『和歌山大空襲』と『空襲体験絵巻』」
和歌山市立博物館
℡　073-423-0003

①１０：００～
②１４：００～（30分）

不要（要入館料） 定員５０人（各回）。先着順。

10 日 西分館上映会　内容：すいかのたね
和歌山市民図書館西分館
℡073-４５５-３２１０

１１：００～（30分） 対象：どなたでも　定員：なし　料金：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 幼児から大人まで　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 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。

夏休みKids英会話体験教室 １３：００～１４：００
園児（４歳）～小学生
定員：１０人　参加費：１００円

要申込：窓口または電話　※応募者多数の場合抽選
申込期間：６月１３日（月）～６月２７日（月）

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
申込不要
出演：おはなしポン！

９歳までに身につけたい科学教室
水３「へんしんする水」

和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２

１回目　　９：４０～１０：５０
２回目　１４：１０～１５：２０

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：６月２９日（水）～７月９日（土）

おしごと算数～自然科学者～ １３：３０～１４：３０ 対象：小学生　定員：８名　料金：無料
本館１階カウンターにて、７月２日（土曜日）から参加券を配布
持ち物：筆記用具

親子ふれあいリトミック
➀１０：３０～

②１１：１５～

対象：➀０～１歳半頃のお子様とその保護者
②1歳半頃～3歳のお子様とその保護者
定員：各回１０組　料金：無料

本館1階カウンターにて、７月３日（日曜日）から参加券を配布
出演：小西陽子さん
※1枚の参加券で２名様まで入場いただけます。

えるシアター
上映タイトル：父と暮らせば

１３：００～(上映時間９９
分)

対象：どなたでも
定員：２０名　料金：無料

本館１階カウンターにて、７月３日（日曜日）から参加券を配布

英語絵本おはなし会 １５：００～（約３０分）
対象：どなたでも
定員：２５組　料金：無料

当日９時から４階にて整理券配布開始(２５枚)
出演：koko  Books　※オンラインでの出演になる可能性があります。

18 月
自然工作教室
「サンゴ・貝の工作」（サンゴや貝の特徴を知り作品を作る）

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：６月２９日（水）～７月９日（土）

21 木
自由研究（科学作品）のススメ　「チャレンジ！自由研究Part１」
～観察・実験テーマと研究方法～

９：４０～１１：１０
対象：小学１年生～２年生（保護者同伴）
定員：小学生８人　料金：入館料のみ必要

申込　電話受付／抽選
申込期間：６月２９日（水）～７月９日（土）

22 金 親子プログラミング教室 ９：４０～１２：００
対象：和歌山市在住もしくは通学している小学１年生～４
年生とその保護者　定員：親子８組（１６人）　料金：１
５００円

申込必要　電話受付／抽選　申込期間：７月１日（金）～７月１０日（日）　※入館
料は不要です。ただし、教室終了後にこども科学館で遊ぶ場合は入館券をご購入くだ
さい。

夏休み小学生パステルアート教室
河南コミュニティセンター
℡477-6522

１０：００～１２：００
小学生
定員：２０人　参加費：１，５００円

要申込：窓口または電話　※応募者多数の場合抽選
申込期間：６月２０日（月）～７月４日（月）

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 １０：３０～１１：１０ 対象：幼児～大人　定員：１５名　無料 申込不要

夏休み親子教室～ブラバンであそぼう！～
①１０：００～１２：００
②１３：３０～１５：３０

対象：年少～小３と保護者
定員：１０組２０名　８００円

申込必要：窓口または電話受付／抽選
申込期間：６月５日（日）～６月１８日（土）

夏休みファミリー映画会
北コミュニティセンター
℡　４６４－３０３１

1回目１０：００～
2回目１３：３０～

幼児から大人まで
無料

7/10（日）午前９時より窓口・電話で受付（先着１００名）

NAZUKI's～MusicコラボレーションwithライブラリーVOL.５～ １６：００～１７：００
対象：どなたでも
定員：なし　料金：無料　雨天中止

出演：Nazuki（saxophone）イケハラタカヒロ（keyboard）加納洋志（guitar）
クラッシャー幡井（percussion）ダニエル浅田（drums）辻友輔（extra bass）パ
フォーマンス終了後、出演者のサインを受け付けます。持ち物：芝生エリアが会場と
なるため敷物の持ち込み可

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：１０組　料金：無料

本館１階カウンターにて、７月９日（土曜日）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。
講師：宮土恵子さん　持ち物：折り紙・はさみ・のり

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） 対象：小学生　定員：なし　料金：無料

はじめてのフルートで遊ぼう♪子どもの部 １３：３０～１４：１０
小学生以上（身長110㎝以上）
参加費：５００円

申込期間：７月４日まで
窓口または、お電話で　定員：８人※応募多数の場合抽選

はじめてのフルートで遊ぼう♪親子の部 １４：３０～１５：１０
小学生以上と保護者（身長110㎝以上）
参加費：１,０００円

申込期間：７月４日まで
窓口または、お電話で　定員：４組※応募多数の場合抽選

夏休み親子教室ストリングアート
（まち針と糸で描くオリジナル時計を作ろう）

中央コミュニティセンター
℡４０２－２６７８

①１０：００～１２：００
②１３：３０～１５：３０

対象：小３～小６と保護者
定員：１０組２０名　２，０００円

申込必要：窓口または電話受付／抽選
申込期間：６月５日（日）～６月１８日（土）

紙芝居・絵本よみかたりの会 １０：３０～１１：３０ 幼児から大人まで　無料 申込不要

健康まつり～文化で心と身体の健康を～ １２：３０～１５：３０ ３才以上　無料 6/6（月）午前９時より窓口・電話で受付（先着１００名）

親子科学工作教室
「プロペラカーを走らせよう　２種の動力でーゴム・電気ー」

和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２

９：４０～１２：００
対象：和歌山市在住もしくは通学している小学１年生～２
年生とその保護者
定員：親子８組（１６人）　料金：７００円

申込必要　電話受付／抽選　申込期間：７月１日（金）～７月１０日（日）　※入館
料は不要です。ただし、教室終了後にこども科学館で遊ぶ場合は入館券をご購入くだ
さい。

ブルーベリー狩り＆ジャム作り
四季の郷公園
FOOD　HUNTER　PARK
℡０７３－４９９－４３７０

9：00～12：00
1組　3,000円
FHPもちふわ食パン1斤付き

ジャム作りのみ雨天実施

絵本・紙芝居を楽しむ会
和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

１５：００～１５：３０
対象：どなたでも
定員：２５組　料金：無料

当日９時から４階にて整理券配布開始(２５枚)　出演：和歌山紙芝居研究会　※1枚の
参加券で2名様まで入場いただけます。

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

１４：００～１５：００
対象：赤ちゃん（６か月～１８か月頃まで）と保護者1名
定員：６組　料金：無料

西分館カウンターにて、７月１０日（日曜日）から受付開始　講師：永井知子さん
カーペットに座るので、動きやすい服装で参加してください。

26 火
自由研究（科学作品）のススメ　チャレンジ！自由研究Part２　 ～
観察・実験テーマと研究方法～

和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２

９：４０～１１：１０
対象：小学３年生～６年生（小学４年生以下は保護者同
伴）　定員：小学生８人　料金：入館料のみ必要

申込　電話受付／抽選
申込期間：７月６日（水）～７月１６日（土）

夏休みファミリー映画会①　「ピノキオ」
１０：００～
（受付９：３０～）

申込不要　定員：先着50人

絵本・紙芝居おはなしの会 １５：３０～１６：００ 申込不要　河北コミュニティセンターのスタッフが読みます

２７
２８

水
木

造花教室「造花で彩る掛け軸」
和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２

９：４０～１２：００
対象：和歌山市在住もしくは通学している小学１年生～６
年生　定員：小学生１６人　料金：５００円

申込必要　電話受付／抽選　申込期間：７月１日（金）～７月１０日（日）　※入館
料は不要です。ただし、教室終了後にこども科学館で遊ぶ場合は入館券をご購入くだ
さい。

28
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木 夏休み　じゅし粘土工作教室①②
①②
１４：００～１６：００

小学生　参加費１,２００円
申込期間：７月４日まで
窓口または、お電話で　定員：①②各２０人※応募多数の場合抽選

夏休み　親子でポーセラーツ教室 １０：００～１１：３０
幼児から小学生と保護者（小学４年生以上は１人で参加
可）　参加費：１,８００円

申込期間：７月４日まで
窓口または、お電話で　定員：２０組※応募多数の場合抽選

夏休み親子サンキャッチャー教室
河南コミュニティセンター
℡477-6522

１０：００～１２：００
小学生親子
定員：１５組　参加費：１，５００円

要申込：窓口または電話　※応募者多数の場合抽選
申込期間：６月２０日（月）～７月４日（月）

夏休み親子でミニチュアボックスを作ろう！
テーマ～りんごあめやさん～

中央コミュニティセンター
℡４０２－２６７８

①１０：００～１２：００
②１３：３０～１５：３０

対象：小学生と保護者
定員：１０組２０名　１，８００円

申込必要：窓口または電話受付／抽選
申込期間：６月５日（日）～６月１８日（土）

うちわに和紙を貼って絵を描こう！！
こどもちぎり絵教室

南コミュニティセンター
℡４９４－３７５５

１０：００～１１：３０
小学１年生以上　　定員２０名
参加費１，３００円（材料費含む）

申込必要：窓口または電話受付／抽選
申込期間：７月１日（金）～７月１０日（日）

親子ペットボトルロケット工作＆打ち上げ大会
和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２

１０：００～１５：００
対象：和歌山市在住もしくは通学している小学１年生～６
年生とその保護者　定員：親子１４組（２８人）　料金：
１０００円（1.5ℓ炭酸飲料のペットボトル２本も必要）

申込必要　電話受付／抽選
申込期間：７月１日（金）～７月１０日（日）
実施場所　東公園体育館２階会議室・市民球場

西分館上映会　内容：おじゃる丸　満月ロード危機一髪
和歌山市民図書館西分館
℡073-４５５-３２１０

１４：００～（50分） 対象：どなたでも　定員：なし　料金：無料

講座「有吉佐和子と和歌山」
和歌山市立博物館
℡　073-423-0003

１４：００～１５：３０ 不要（要入館料） 定員５０人（事前受付）。先着順。

夏休み親子で作るソープフラワー教室
河南コミュニティセンター
℡477-6522

１３：３０～１５：００
小学生親子
定員：１０組　参加費：１，７００円

要申込：窓口または電話　※応募者多数の場合抽選
申込期間：６月２０日（月）～７月４日（月）

親子で作ろう！ファブリックリースの壁掛け
河北コミュニティセンター
℡　480-3610

９：３０～１２：００ 小学生以上と保護者　参加費：１,５００円
申込期間：７月４日まで
窓口または、お電話で　定員：１０組※応募多数の場合抽選

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１３日（水）～２３日（土）
集合場所　和歌山市立こども科学館　実施場所　和歌山城

コーナー展示「江戸時代の府中八幡神社」
５月３１日（火）～７月３１日（日）
休館日：４日、１１日、１９日、２５日

企画展「有吉佐和子と和歌山」
５月３１日（火）～７月３１日（日）
休館日：４日、１１日、１９日、２５日

重要文化財「馬冑（うまかぶと）」の実物展示 ７月２３日（土）～７月３１日（日）　休館日：２５日

夏休み楽しく護身術
河南コミュニティセンター
℡477-6522

１３：３０～１５：００
園児（４歳）以上　大人も可
定員：２０人　参加費：１００円

要申込：窓口または電話　※応募者多数の場合抽選
申込期間：６月２０日（月）～７月４日（月）

岡公園ものがたり　-和歌山市最初の公園-
和歌山城天守閣
℡　073-422-8979

9：00～17：30
（入場は17：00まで）

大人410円、小人200円
7/20～8/31はナイター営業のため20:00まで営業
（入場は19:30まで）

夏の企画展示 「三浦為脩～紀州徳川家から養子入りした家老～」
わかやま歴史館２F歴史展示室
℡　073-435-1044

9：00～17：30
（入場は17：00まで）

大人100円、小人無料
（天守閣との共通入場券あり。）

「バスが来ましたよ」絵本原画展
和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

９：００～２１：００ 対象：どなたでも　定員：なし　料金：無料 著者：由美村嬉々さん/文　松本春野さん/絵　アリス館/刊行

8/6 土 親子で作ろう！カップケーキ＆ミニパフェ １４：００～１６：００ 小学生以上と保護者　参加費：２,１００円
申込期間：７月５日から7月１９日まで
窓口または、お電話で　定員：８組※応募多数の場合抽選

夏休み小学生習字教室（全４回） １０：００～１１：３０
小学生　参加費：２,１００円
※競書会に向けての練習

申込期間：７月５日から7月１９日まで
窓口または、お電話で　定員：２０人※応募多数の場合抽選

夏休み親子でちぎり絵を作ろう♪
河南コミュニティセンター
℡477-6522

１３：３０～１５：００
小学生親子
定員：１０組　参加費：１，１００円

要申込：窓口または電話　※応募者多数の場合抽選
申込期間：７月１１日（月）～７月２０日（水）

夏休み親子でプリザーブドフラワーアレンジ！
中央コミュニティセンター
℡４０２－２６７８

①１０：００～１２：００
②１３：００～１５：００

対象：小学生と保護者
定員：１０組２０名　１，５００円

申込必要：窓口または電話受付／抽選
申込期間：７月１日（金）～７月１３日（水）

土 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）

日
ミニサイエンス　「キュービックパズルを作ろう」
（親子でたの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。

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

プラネタリウム　「本日の星空解説」
「ポケットモンスター　オーロラからのメッセージ」
プラネタリウム　「本日の星空解説」
「アースシンフォニー　光と水が奏でる空の物語」

　◎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。

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
３０人以上の団体以外は予約はできません

投影開始時刻　１１：００　１４：００
土日・祝休日・夏休みは１３：００も投影

投影開始時刻　１５：３０

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

和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２

河北コミュニティセンター
℡　480-3610

和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２

幼児から大人まで　無料

幼児から大人まで　参加無料
定員　１０組

児童・一般無料　定員：先着５組

河南コミュニティセンター
℡477-6522

和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２

中央コミュニティセンター
℡４０２－２６７８

和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

毎日

随時

7/16(土)
～

9/4(日)

7/26(火)
～

9/5(月)

２３～３１

8/8～
8/11

8/7 日

毎週

7/23(土)
～

8/31(水)

24～２７

１～３１

水27

河北コミュニティセンター
℡　480-3610

北コミュニティセンター
℡　４６４－３０３１

日24

河北コミュニティセンター
℡　480-3610

河北コミュニティセンター
℡　480-3610

和歌山市立博物館
℡　073-423-0003

30 土

31 日

令和4年7月　土 ・ 日 曜 日 事 業 情 報

和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

2 土

土

23 土

17 日

和歌山市民図書館西分館
℡073-４５５-３２１０

東部コミュニティセンター
℡４７５－００２０

河南コミュニティセンター
℡477-6522

16 土

3 日

9

☆新型コロナウイルス等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。☆


