
独立行政法人 国立青少年教育振興機構「子どもゆめ基金助成活動」

絵本を体感！ものがたりの世界へようこそ♪2018

開催日 ◎9月26日（水）10:15～11:30
「1才から3才までのおともだち！あつまれ！！つくってあそ

ぼ、えほんのせかい～おおなみ♪こなみ♪うきわであそぼ～」

内容：絵本の読み聞かせ＆造形おやこあそび

対象：1才～3才の親子25組

参加費：親子1組500円（親・子1人ずつ。追加は1人100円）

場所：東部コミュニティセンター

＜市報わかやま8月号掲載＞

◎9月27日（木）10:15～11:30

「1才から3才までの親子ふれあいあそび

えほんだいすき！だるまさんが★しゅっぽっぽ♪」

内容：絵本の読み聞かせ＆体感あそび（だるまさんが）

対象：1才～3才親子25組

参加費：親子1組500円（親・子1人ずつ。追加は1人100円）

場所：河北コミュニティセンター

＜市報わかやま8月号掲載＞

◎12月1日（土）10:00～12:00
「小学生のみんな！あつまれ！！つくってあそぼ、えほんの

世界～おべんとうアート～」

内容：絵本の読み聞かせ＆造形あそび（たべものに変身）

対象：小学生親子25組（※3年生以上は1人参加可能）

参加費：親子1組500円（親・子1人ずつ。追加は1人100円。

1人参加の小学生は300円）

場所：河北コミュニティセンター

＜市報わかやま11月号掲載＞

各コミュニティセンターの主な教室等の事業一覧です。

記載されていない教室も開催されますので「 市報わかやま 」の募集要項を

確認のうえ、募集期間内にお申し込みください。

ぜひ、ご参加してください。



開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

平成３０年６月９日(土)
　～平成３１年３月９日(土)

紙芝居、絵本のよみかたり（月１回程度）

午前１０時～１１時 参加費　無料  （申込不要）

平成３０年６月９日(土)
　～平成３１年３月９日(土)

月１回程度

午前１１時～１２時 参加費　無料  （申込不要）

平成３０年７月２３日(月)
　～平成３０年８月６日(月)

初心者 午前１0時～１1時３０分

経験者 午後１時３０分～３時 参加費　700円

平成３０年７月２４日・３１日（火） キャンバス手芸（全２回）

午後１時～３時 参加費　1,800円

平成３０年８月６日（月） ちぎり絵

午前１０時～１１時３０分 参加費　700円

平成３０年８月７日（火） おりがみ

午前１０時～１１時３０分 参加費　600円

平成３０年８月１８日（土） 工作体験（さかさ万華鏡作り）

午後１時３０分～３時３０分 参加費　500円

開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

平成30年6月16日(土)
　～平成31年3月16日(土)

各月１回

午前10時～10時40分 参加費　無料  （申込不要）

平成30年6月16日(土)
　～平成31年3月16日(土)

各月１回

午後2時～2時30分 参加費　無料  （申込不要）

平成30年6月2日(土)
　～平成31年３月2日(土)

英語絵本のよみかたり（各月１回）

午後1時30分～2時00分 参加費　無料  （申込不要）

平成30年7月30日(月) 工作体験

午前10時00分～11時30分

午後1時30分～３時00分

平成30年7月31日(火) 工作体験

午前10時00分～11時30分 参加費　1,000円

平成30年８月２日(木) ちぎり絵

午前10時00分～11時30分 参加費　700円

 平成30年8月５日(日) 工作体験

午前10時00分～11時30分 午前  パック帆船　　午後　宇宙クラゲ凧

午後1時30分～3時30分 参加費　500円

 平成30年8月16日(木)
 　～平成30年8月22日(水) 競書会の稽古（全４回）（硬筆・毛筆）

午前10時00分～11時30分 参加費　２,100円

東 部 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

おはなしだいすき！よっといで 毎月

子供映画上映会 毎月

夏休み子供体操教室
初心者・経験者（全３回）

7月号

夏休み子供ちぎり絵 7月号

夏休み小学生工作チャレンジ教室 7月号

夏休み親子手芸教室 7月号

夏休み子供ちぎり絵教室 7月号

夏休み親子おりがみ教室 7月号

夏休み親子工作教室 7月号

夏休み小学生習字教室 7月号

夏休み体験小学生ハーバリュウム 6月号
参加費　1,500円

夏休み体験小学生パステルアート 6月号

河 南 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

ファミリー映画会 毎月

たのしい絵本をよむ会 毎月

英語でおはなしタイム 毎月



開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

平成30年6月13日(水)
　～平成31年3月13日(水)

紙芝居、絵本のよみかたり（月１回程度）

午後2時30分～3時30分 参加費　無料  （申込不要）
平成30年6月27日(水)
　～平成31年3月27日(水)

紙芝居、絵本のよみかたり（月１回程度）

午後3時30分～4時 参加費　無料  （申込不要）

平成30年7月31日(火) じゅし粘土　モビール工作

午前9時30分～11時30分 参加費　1,200円
 平成30年8月6日(月)
　～平成30年8月9日(木)

競書会の稽古（全４回）（硬筆・毛筆）

午後10時～11時30分 参加費　2,100円
平成30年7月24日(火) 「ピーターパン」
午前10時30分～11時47分 参加費　無料  （申込不要）

 平成30年8月4日(土) カップケーキ・パフェ作り

午後1時30分～3時30分 参加費　2,100円

平成30年8月19日(日) ピアノとフルートの演奏会

午後1時30分～2時30分 参加費　無料  （申込不要）

平成30年8月21日(火) 「うっかりペネロペ」「日本の昔ばなし」ほか

午前10時～11時 参加費　無料  （申込不要）

開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

平成３０年６月２３日(土)

　～平成３１年３月２３日(土)

午前１０時３０分～１１時３０分 参加費　無料  （申込不要）

平成３０年７月２１日・28日・8月4日（土） 日本舞踊教室。端唄を一曲マスター（全３回）

午前１０時30分～１２時 参加費　1,200円

平成３０年７月２１日・28日・8月4日（土） 役者＆ワークショップデザイナーによる演劇教室（全３回）

午後１時～２時３０分 参加費　1,200円

平成３０年７月２１日・8月４日（土） 役者＆ナレーターによる朗読教室（全２回）

午前１０時３０分～１２時００分 参加費　800円

平成３０年７月２９日(日)

午前１０時～１２時

午後１時～３時 参加費　800円

平成３０年７月３１日(火) 親子で参加のパン作り教室

午後１時～３時 参加費　1,500円

平成３０年8月２日・８月16日(木) 英会話教室（５才～小学3年生）（全２回）

午前１０時～１1時 参加費　800円

平成３０年８月５日(日) 「リアリー・ロージー」「かいじゅうたちのいるところ」

午前１０時～１１時 参加費　無料  （申込不要）

平成３０年８月１１日(土)
アラビアンナイト（千夜一夜物語）の朗読劇と
ベリーダンスの競演

午後２時～３時３０分 参加費　無料 （要整理券）

平成３０年８月１６日(木) 水彩画教室

午前９時１０分～１２時００分 参加費　1,000円
平成３０年８月１８日(土)

午前１０時～１２時

午後１時～3時 参加費　1,800円

平成３０年８月１８日(土) 親子で参加のパン作り教室

午後１時～３時 参加費　1,500円

午後2時～３時 参加費　大人500円　こども無料

夏休み親子パン教室②
たこやきパン作り

７月号

夏休みキッズ英会話 ７月号

競書会の稽古（硬筆）
6月号

夏休み親子パン教室①
たこやきパン作り

６月号

夏休みこども水彩画教室 ７月号

夏休みこども書道
創作作品づくり（硬筆）

額入り作品に仕上げます（硬筆）
７月号

河 北 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

絵本・紙芝居おはなしタイム 毎月

夏休みファミリー映画会① 7月号

親子で作ろう♪
カップケーキ＆ミニパフェ

7月号

０才から チョコっと♪
 ファミリーコンサート

8月号

絵本・紙芝居 おはなしの会 毎月

じゅし粘土でゆらゆらモ
ビールを作ろう！

6月号

夏休み小学生習字教室 7月号

夏休みファミリー映画会② 8月号

夏休み鑑賞会
河西名作ファミリー映画会

７月号

夏休み鑑賞会
千一夜の夢
～朗読劇とベリーダンス～

７月号

夏休み鑑賞会
親子でいっしょ
わらべうたコンサート

わらべうたコンサート
７月号

河 西 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

おはなしだいすき！
よっといで

紙芝居、絵本のよみかたり　　（毎月第４土曜日）
毎月

平成３０年８月２０日(月)

夏休みはじめての日本舞踊 ６月号

夏休みジュニア演劇 ６月号

夏休みこども名作朗読 ６月号

夏休み競書会用こども書道
（硬筆）



開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

平成30年6月23日(土)
　～平成31年3月23日(土)

紙芝居、絵本のよみかたり（各月１回程度）

午前10時30分～11時30分 参加費　無料  （申込不要）

平成３０年7月2５日(水) 夏休みこども天然石ブレスレット作り教室

午前10時～12時  午前の部
午後1時～3時  午後の部 参加費　800円
平成30年7月28日(土) 夏休み親子プリザーブド作り教室

午前10時～12時  午前の部
午後1時～3時  午後の部 参加費　1,500円
平成30年８月4日(土) パン作り
午前10時～午後1時 参加費　2,000円

開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

平成30年6月2４日(日)
　～平成31年3月2４日(日)

紙芝居、絵本のよみかたり（各月１回程度）

午前10時30分～11時30分 参加費　無料  （申込不要）

平成30年7月25日(水) ストラップ作り
午後10時～12時 参加費　1,000円

平成30年7月28日(土) イライラしたとき、どうなるのかな？
①午前10時～10時30分 参加費　３００円
②午前11時～11時30分 ①年長５歳～小学２年生②小学３．４年生

平成30年7月29日(日) 「すずの兵隊」「かもさんおとおり」
午前１０時～１１時 参加費　無料  （申込不要）

平成30年7月30日(月) ソフト粘土で貯金箱作り
午前１０時～１2時 参加費　1,000円

平成30年8月20日(月) ちぎり絵を使ったうちわ作り
午前10時～11時30分 参加費　700円

中 央 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

紙芝居とよみかたりの会 毎月

北 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

紙芝居とよみかたりの会 毎月

夏休み親子ＤＥパン教室 7月号

プリザーブド作り
7月号

天然石でブレスレット作り
7月号

公益財団法人 和歌山市文化スポーツ振興財団　ホームページアドレス：http://w-bunkasports.com/

夏休みソフト粘土教室 ７月号

夏休みちぎり絵（うちわ）教室 ７月号

　

夏休み親子ＵＶレジンストラップ教室 ７月号

こどもアンガーマネジメント体験教室 ７月号

夏休みファミリー映画会 ７月号

☆各コミュニティセンターには図書室と自習席があります。

※河西コミュニティセンターには自習席はありますが図書室はありません。

開室時間 午前１０時～午後８時

●東部コミュニティセンター

和歌山市寺内６６５番地

（０７３）４７５－００２０

●河南コミュニティセンター

和歌山市布施屋４１番地

（０７３）４７７－６５２２

●河北コミュニティセンター

和歌山市市小路１９２番地の３

（０７３）４８０－３６１０

●河西コミュニティセンター

和歌山市松江北２丁目２０番７号

（０７３）４８０－１１７１

●中央コミュニティセンター

和歌山市三沢町１丁目２番地

（０７３）４０２－２６７８

●北コミュニティセンター

和歌山市直川３２６番地の７

さんさんセンター紀の川内

（０７３）４６４－３０３１

◆休館日 毎週金曜日

※中央コミュニティセンターは毎週月曜日

（国民の祝日にあたる時は、その翌日）

※募集対象者については原則、和歌山市内在住または通学の方になりますが教室により違

いますのでご注意ください。「 市報わかやま 」ではより詳しく記載されます。

また、開催について、都合により変更される場合があります。

詳しくは各コミュニティセンターまでお問い合わせください。


