
開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

令和元年６月８日（土）
～令和２年３月１４日（土）

紙芝居、絵本のよみかたり（原則　第2土曜日)

午前１０時～１１時 参加費無料（申込不要）
令和元年６月８日（土）
～令和２年３月１４日（土）

映画鑑賞会（原則　第2土曜日）

午前１１時～１２時 参加費無料
令和元年７月２２日（月） ちぎり絵
午前１０時～１１時３０分 参加費　700円
令和元年７月２３日（火） おりがみ
午前１０時～１１時３０分 参加費　600円
令和元年７月２４日（水）
・令和元年７月３１日（水）

キャンバス手芸（全2回）

午後１時３０分～３時３０分 参加費　2,000円
令和元年７月２５日（木） ハーバリウム作り
午後１時３０分～３時 参加費　1,700円
令和元年７月２７日（土） 宿題に役立つ、硬筆・毛筆教室
午前１０時～１１時３０分 参加費　200円
令和元年７月２７日（土） オリジナルマグカップ作り
午後１時３０分～３時 参加費　1,700円

開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

令和元年６月１５日(土)
　～令和２年３月２１日(土)

映画鑑賞会　（月１回）

午前10時～10時40分 参加費　無料  （申込不要）
令和元年６月１５日(土)
　～令和2年3月21日(土)

絵本のよみかたり　（月１回）

午後2時～2時30分 参加費　無料  （申込不要）
令和元年６月１日(土)
　～令和2年３月7日(土)

英語絵本のよみかたり（月１回）

午後1時30分～2時 参加費　無料  （申込不要）
プリザーブドフラワーを作る体験

令和元年７月３１日(水) パワーストーンを使ってブレスレットを作る体験

午前10時～11時30分 参加費　1,000円

令和元年８月５日(月) ミニうちわにちぎり絵を貼って自分だけのうちわを作る体験

午前10時～11時30分 参加費　700円
工作体験（①１年～４年生　②３年～６年生）

①午前★たいそう人形 　②午後★ドミノゲームを作ろう　

参加費　各500円
令和元年８月１７日(土)
 　～令和元年８月２１日

競書会の稽古（全４回）（硬筆・毛筆）

午前10時～11時30分 参加費　２,100円

開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

令和元年6月22日(土)
 ～令和2年3月28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）
親子教室
プラバンであそぼう！
 午前の部　午前10時～12時

 午後の部　午後1時30分～3時30分 参加費　各700円　（年少～小３）
ミニチュアボックスを作ろう！
テーマ　～縁日～
 午前の部　午前10時～12時

 午後の部　午後1時30分～3時30分 参加費　各1,500円　（小４～小６）

夏休み親子でハーバリウム
 午前の部　午前10時～12時

 午後の部　午後1時～3時 参加費　各1,700円
令和元年8月6日(火) 食用ではないパン生地を使ったウエルカムボード
午前10時～午後12時30分 参加費　1,000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

夏休み子供ちぎり絵教室 ６月号

ファミリー映画会 毎月

夏休み子供書道教室 ６月号

夏休み親子ポーセラーツ教室 ６月号

河 南 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

夏休み親子おりがみ教室 ６月号

夏休み親子手芸教室 ６月号

夏休み親子ハーバリウム教室 ６月号

令和元年7月25日(木)
ミニチュアボックス作り
（夏の工作）

たのしい絵本をよむ会 毎月

英語でおはなしタイム 毎月

夏休み小学生
プリザーブドフラワー教室
午前の部10時～11時30分
午後の部1時30分～３時

6月号
参加費　各1,500円

夏休み小学生
パワーストーンブレスレット教室 6月号

夏休み小学生
ちぎり絵(ミニうちわ)教室

7月号

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

夏休み小学生
工作チャレンジ教室
①午前の部10時～12時
②午後の部1時30分～3時30分

7月号

夏休み小学生習字教室 7月号

令和元年8月4日(日)

令和元年7月24日(水)
プラバンで小物作り
（夏の工作） 7月号

 夏休み親子工作教室 7月号

7月号

ハーバリウム作り
（夏の工作） 7月号

令和元年７月２９日(月)

令和元年８月６日(火)



開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

令和元年6月15日(土)
　～令和2年3月21日(土)

紙芝居、絵本のよみかたり（月１回程度）

午前10時30分～11時 参加費　無料  （申込不要）

令和元年6月26日(水)
　～令和２年3月25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）

令和元年7月29日(月) じゅし粘土で創作ランプ作り

午前9時30分～11時30分 参加費　1,200円

令和元年8月５日(月)
　～令和元年8月8日(木)

競書会の稽古（全４回）（硬筆・毛筆）

午前10時～11時30分 参加費　2,100円

令和元年7月30日(火) 「ガリバー旅行記」

午前10時～11時20分 参加費　無料  （申込不要）

令和元年8月3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　1組2,100円

令和元年8月21日(水) 「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）

フルート体験

参加費①５００円②５００円　※身長１２０cm以上、親子参加可

令和元年8月31日(土) ピアノとフルートの演奏会

午後3時30分～4時30分 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

午前１０時３０分～１１時３０分 参加費　無料  （申込不要）

令和元年7月28日（日）
午前１０時００分～１２時

午後１時～３時 参加費　800円　（小中学生）

午前１０時３０分～１２時 参加費　1,200円（小学生～大人）

午前１０時３０分～１２時 参加費　2,000円

令和元年8月3日（土） 親子（組）で参加のピザ作り教室

午後１時～３時 参加費　1組　2,800円

令和元年8月18日（日）
午前１０時００分～１２時

午後１時３０分～３時３０分 参加費　1,800円（額代含む）
令和元年8月19日（月）
午前９時１０分～１２時

午後１時～４時 参加費　1,000円（小中学生）

午後２時～３時 参加費　大人500円　こども無料

令和元年8月24日（土） 天をテーマにした朗読とお芝居。新感覚の舞台です。

午後２時００分～３時３０分 参加費　無料　（入場整理券必要）

午前１０時００分～１１時００分 参加費　800円

令和元年7月20日（土）
　～8月3日（土） 夏休みスペシャル

ゆかたで日本舞踊
日本舞踊教室。端唄を一曲マスター（全３回）

６月号

夏休みスペシャル
こども水彩画

水彩画教室（全1回）

7月号

令和元年6月22日（土）
　～令和2年3月28日（土）

令和元年7月22日（月）
　～8月26日（月）

役者＆ワークショップデザイナーによる演劇教室
（全5回）

夏休みスペシャル
親子ピザづくり教室

おはなしだいすき！よっといで
紙芝居、絵本のよみかたり（月1回）

夏休みスペシャル
創作作品づくり　こども書道
（硬筆）

額入り作品に仕上げます　（硬筆）

０才から OK！チョコっとコンサート
～クラシックからポップスまで～ 8月号

７月号

夏休みスペシャル
演劇やってみよう

じゅし粘土で作る♪
　なんでもランプ

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① 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

絵本・紙芝居 おはなしの会 毎月

河 西 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

令和元年8月19日（月） 夏休みスペシャル
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

夏休みスペシャル天の物語
～ナレーション＆朗読劇～

７月号

令和元年8月22日(木)

夏休みスペシャル
競書会用こども書道（硬筆）

競書会の稽古（硬筆）
6月号

令和元年7月31日（水）
・8月7日（水） 夏休みスペシャル

キッズ英会話
英会話教室（５才～小学生）　　　（全２回）

６月号

６月号

６月号

親子で作ろう♪
カップケーキ＆ミニパフェ

7月号

夏休みファミリー映画会② 8月号

はじめてのフルートで遊ぼう♪
①午後2時～3時　②午後3時～4時

７月号

７月号



開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

令和元年6月23日(日)
　～令和2年3月22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）

令和元年7月23日(火 ) 楽しいリズムダンス

午前9時30分～1０時30分 参加費    600円　　（4歳～小２）

令和元年7月24日(水)

①午前10時～12時

②午後1時30分～3時30分 参加費　①1,000円　②1,000円

令和元年7月28日(日) 映画鑑賞「ハロルドまほうのくにへ・ピーターのいす」

午後１時30分～2時30分 参加費　無料  （申込不要）

令和元年7月30日(火) ソープカービング作り

午前１０時～１1時30分 参加費　1,000円

令和元年8月19日（月） 和紙でかわいいお花作り

午前10時～12時 参加費　700円

開　催　日　時 教　室　名 内　　容
市報わかやま

掲載月

語り・絵本のよみかたり・歌と手遊び

参加費　無料  （申込不要）
令和元年6月15日(土)
　～令和2年3月21日(土)

紙芝居、絵本のよみかたり（第3土曜・各月１回程度)

午後2時30分～3時 参加費　無料  （申込不要）
令和元年7月2日(火)
　～令和2年3月3日（火）

親子スキンシップストレッチ

午前１０時30分～１１時  毎月第１火曜日 参加費　無料 

令和元年7月22日・２９日(月) 自由絵画

午前１０時～１１時30分 参加費　1,000円

令和元年7月26日・8月2日(金) 自由絵画

午前１０時～１１時30分 参加費　1,000円

北 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

令和元年6月3日(月)
　～令和2年3月23日(月)

夏休みファミリー映画会 ７月号

夏休み親子ソープカービング教室 ７月号

夏休みこどもちぎり絵教室 ７月号

紙芝居・絵本よみかたりの会 毎月

夏休み親子リズムダンス体験教室 ７月号

夏休みソフト粘土教室
夏野菜のコルクボード作り

７月号
ソフト粘土で夏野菜のコルクボード作り

夏休み子ども絵画教室 ７月号

夏休み子ども絵画教室 ７月号

　

南コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー

むかしばなし・わらべうた
第１月曜（１３時30分～１４時）
第４月曜（１０時30分～１１時）

毎月

おはなしだいすき！よっといで 毎月

のびのび親子すとれっち 毎月

※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って異

なります。

ご注意ください。「 市報わかやま 」ではより詳しく掲載します。

●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

●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

●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

●南コミュニティセンター 和歌山市紀三井寺856番地 （０７３）４９４－３７5 5

◆休館日 毎週金曜日

※中央コミュニティセンターは月曜日、南コミュニティセンターは水曜日です。

（国民の祝日にあたる場合は、その翌日）

☆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。

※南・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。


