
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
酸・アルカリ「調べて作ろう～葉脈標本～」

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　８月１７日（水）～８月２７日（土）

ひらめきラボ特別編～ミニタペストリーを作ろう！～ １５：００～１７：００ 対象：小学生　定員：８名　料金：400円
本館１階カウンターにて、８月２１日（日曜日）から参加券配布開始
出演：8/fabriccraft、（公財）日本手芸普及協会 手織り講師　谷本英美
子さん　持ち物：いらなくなった布（あれば）

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！

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、８月２１日（日曜日）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

３
１０
１７

土 おはなし会　３～６歳 １１：００～１１：３０ 対象：３～６歳の幼児　定員：なし　料金：無料

4 日 えいご絵本の読み聞かせ １１：００～１１：３０ 対象：どなたでも　定員：なし　料金：無料 出演：JAMさん

４
２５

日
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：小学生までのお子様　定員：２０名　料金：無料
当日９時から４階にて整理券配布開始（２０枚）
持ち物：飲み物　　雨天中止　動きやすい服装でお越しください。

４
１１
１７
２４

日
日
土
土

ワクワクみんなのおはなし会 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）

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　１０組 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　１０組 ミッキーのドキドキ汽車旅行

ファミリー映画会「オズの魔法使い」（４４分） １０：００～ 児童・一般無料　定員：先着５組

英語でおはなしタイム 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。

語りの森のむかしばなし・わらべうた 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

１０
１１

土
日

ミニトレイン出発進行！
１０：３０～
１３：３０～
１５：３０～

対象：お一人で電車に座れるお子様～小学生までのお子様
定員：各回４０名　料金：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

11 日 西分館上映会　内容：ねこざかな(上映時間30分)
和歌山市民図書館西分館
℡073-４５５-３２１０

１１：００～１１：３０ 対象：どなたでも　定員：なし　料金：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。

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

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 対象：どなたでも　料金：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
空気１「つかまえたり、とじこめたり～パラシュート、空気てっ
ぽうつくり～」

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：８月３１日（水）～９月１０日（土）

おしごと算数～模型クリエイター編～ 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、９月３日（土曜日）から参加券を配布
持ち物：筆記用具

Small talk in Englishコミュニケーション編
～和歌山のお気に入りの場所について語ろう～

１６：００～１７：００ 対象：どなたでも　定員：１０名　料金：無料
本館１階カウンターにて、９月３日（土曜日）から参加券を配布
持ち物：飲み物　講師：English　チューター　永津　直子さん

親子生き物博士教室
「秋の草花・昆虫採集」（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

１０：００～１２：００
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：８月３１日（水）～９月１０日（土）
開催場所　せせらぎ公園

公園の自然の中で謎解きをしてお宝をゲットしよう
四季の郷公園
FOOD　HUNTER　PARK
℡０７３－４９９－４３７０

１０：００～１５：００ １名５００円 雨天中止

親子ふれあいリトミック
①１０：３０～
②１１：１５～

対象：①０～１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、９月４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：おくりびと １３：００～ 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、９月４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。

21 日 和歌山県産アユつかみ取り＆塩焼き
四季の郷公園
FOOD　HUNTER　PARK
℡０７３－４９９－４３７０

①9：00～
②10：00～
③11：00～

１名1,000円 雨天中止

23 金
親子天体観察会　「夏秋の星と惑星」
（双眼鏡や天体望遠鏡を使って、惑星や星などを観察する）

和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２
当日１７：００まで

１９：３０～２０：３０
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）
開催場所　大新公園グラウンド（西側交番付近、受付：防災倉庫横）

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
中央コミニティセンター
℡４０２－２６７８

１０：３０～１１：１０ 乳児から大人まで（無料） 先着１５名

親と子のおりがみ教室
和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

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、９月１０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

１１：００～１１：３０ 対象：小学生　定員：なし　料金：無料

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

絵本・紙芝居を楽しむ会 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。

アロマテラピーワークショップ～ルームスプレーを作ろう～ １１：００～１２：００ 対象：どなたでも　定員：１０名　料金：３５０円

本館１階カウンターにて、９月１１日（日曜日）から参加券を配布
出演：公益社団法人日本アロマ環境協会アロマテラピーインストラクター
宮井理絵さん
※ルームスプレーはご自身でお使いいただき、高温・直射日光を避けた場
所で保管ください。※直接お肌には使用しないでください。※2週間以内
に使い切ってください。

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、９月１０日（土曜日）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。

コーナー展示「かざりの世界－金属工芸１０００年－」
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 休館日：１～５日、２０日、２４日、２６日

企画展「発掘された江戸時代の暮らし」
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 休館日：２０日、２４日、２６日

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

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。）

和歌山市が舞台！
アニメ「サマータイムレンダ」がもっと好きになるパネル展

和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

９：００～２１：００
※最終日１７：００まで

対象：どなたでも　定員：なし　料金：無料 協力：サマータイムレンダ製作委員会、和歌山市観光課

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）

児童無料開放
市民温水プール
℡073ー455ー8022

１０：００～１２：００ 市内・３歳から中学生までの方　先着１００名  無料

児童無料開放は、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。
１３０㎝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。

毎週 日
ミニサイエンス　「バランストンボを作ろう」（親子でたのしく
科学を体験する）

和歌山市立こども科学館
℡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

自習席開放
各コミュニティーセンター自
習室

１０：００～２０：００
（小学生１７：００まで）

小学生から大人まで　無料
休館日以外毎日利用可
※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。

和歌山市立こども科学館
℡０７３－４３２－０００２

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・祝休日は１３：００も投影

投影開始時刻　１５：３０

和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

10 土

和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

河南コミュニティセンター
℡477-6522

3 土

令和4年9月　土 ・ 日 曜 日 事 業 情 報

毎日

9/15(木)
～

10/14(金)

7/16（土）
～

9/4（日）

7/26（火）
～

9/5（月）

１７～３０

１～３０

和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

和歌山市民図書館
℡073-４３２-００１０

和歌山市立博物館
℡073-423-0003

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

東部コミュニティセンター
℡４７５－００２０

17 土

24

毎週 土

随時

18 日

土

25 日

☆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。


