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令和元年度 

県立図書館文化情報センターだより 
１１月号 

  きのくに県民カレッジ認定証授与式・記念講演 

きのくに県民カレッジ講座を受講され、一定の単位を取得した受講者に認定証を授与します。 

また、ロンドンオリンピック体操競技で史上初の三きょうだい出場を果たした田中三きょうだいの父、田中章二

氏をむかえ、「３人の子供を育てて －人生は学習の継続－」と題した記念講演を実施します。 

 

日 時：令和元年１１月２４日（日）13:00～15:00 

場 所：メディア・アート・ホール 

記念講演の申込みは右の QR コード 

もしくはお電話でお申込み下さい。 

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

ヘンシェル弦楽四重奏団 with澤和樹 
  

日 時：令和元年１１月２０日（水） 18:30 開場 19:00 開演 

場 所：メディア・アート・ホール 

前売 3,000 円 当日 4,000 円 学生 1,000 円（30 席のみ） 

電話取り置きもしくは右の QR コードからお申し込み下さい。 

 

エントランスコンサート  オータム遊 ing2019 
 

日 時：令和元年１１月１日（金）           「芸術に触れる 学ぶ楽しさ・知る喜び」をテーマ 

     １２：００～１２：３０            に生涯学習活動を行う県民の交流及び学びの場とし

場 所：メディア・アート・ホール           てオータム遊 ing2019を開催します。 

演奏者：佐野良子・宮原雄大              日 時：令和元年１１月８日（金）～９日（土） 

場 所：メディア・アート・ホール他 

 

文化情報センターからのお知らせ 
 

１１月のお休み 

＜休 館 日＞ ５日（火）、１１日（月）、１８日（月）、 

２４日（月） 

  ＜資料点検期間＞ １９日（火）～２９日（金） 

 

メディア・アート・ホール、講義・研修室 

2020 年 6 月分の貸館受付開始日時は 11 月 29 日（金）10:00～です。 

受付開始初日に希望日が重なった場合は、初日の受付終了後（17:00）に抽選で決定します。 



 

１１月ふれあい教室行事予定 
 

 

紙ひも工芸教室 
【日時】１１月１２日（火）１３時～１６時 

【費用】３００円（材料費） 

【対象】一般２０人程度 

 ＜新和歌山ＮＰＯ＞ 

 

アナログレコード倶楽部例会 
【日時】１１月１０日（日）１４時～１７時 

１１月１７日（日）１４時～１７時 

【費用】無料 【対象】一般２０人程度 

＜和歌山アナログレコード倶楽部＞ 

 

お手玉教室 
【日時】１１月 ２日（土）１４時～１５時３０分 

【費用】無料 

【対象】子ども・一般２０人程度 

＜和歌山のお手玉の会＞ 

 

いやしのヨーガ教室  
【日時】１１月１０日（日）１０時３０分～１２時 

１１月１７日（日）１０時３０分～１２時 

【費用】無料（動きやすい服装、敷物持参） 

【対象】一般２０人程度 

＜和歌山ヨーガセラピー研究会＞ 

 

歌謡曲今昔物語 
【日時】１１月 ２日（土）１３時～１５時 

【費用】無料 【対象】一般２０人程度 

＜和歌山ライブの歩き方！お達者！倶楽部＞ 

 

折り紙教室 
【日時】１１月１０日（日）１３時３０分～１６時 

【費用】無料（折り紙、はさみ、のり持参） 

【対象】子ども、一般２０人程度 

 ＜わかやま折り紙の会＞ 

 

ＩＴはじめの一歩講座 
【日時】１１月 ８日（金）１０時～１１時３０分 

    １１月１５日（金）１０時～１１時３０分 

【費用】３００円（資料代） 【対象】一般１０人 

＜ＮＰＯ法人 市民の力 わかやま＞ 

 

健康体操教室 
エクササイズシニアトレーニング 
【日時】１１月 １日（金）１０時～１２時 

１１月 ６日（水）１０時～１２時 

１１月 ８日（金）１０時～１２時 

１１月１３日（水）１０時～１２時 

１１月１５日（金）１０時～１２時 

【費用】無料 【対象】一般６０人程度  

＜新和歌山ＮＰＯ＞ ＜ひまわり健康体操の会＞ 

 
囲碁を楽しむ教室   
【日時】１１月 １日（金）１２時３０分～１６時 

１１月 ８日（金) １２時３０分～１６時 

１１月１５日（金) １２時３０分～１６時 

【費用】無料 【対象】子ども・一般２０人程度 

＜新和歌山ＮＰＯ＞ 

 

絵手紙教室 
【日時】１１月 ６日（水）１３時～１６時 

１１月１３日（水）１３時～１６時 

【費用】無料 【対象】一般１０人程度 

＜新和歌山ＮＰＯ＞  

 

囲碁ボール教室  
【日時】１１月 ７日（木）１３時～１５時３０分 

１１月１３日（水）１３時～１５時３０分 

１１月１４日（木）１３時～１５時３０分 

【費用】無料  【対象】一般２０人程度  

＜和歌山囲碁ボール協会＞ 

 

音のふれあい気軽に楽しく大正琴  
【日時】１１月 １日（金）10時30分～11時30分 

【費用】５００円(教材費)      

【対象】一般１０人程度 

＜アンサンブル・ドルチェ＞ 

 

園芸サロン 
【日時】１１月 １日（金）１１時～１２時 

【日時】１１月３０日（金）１０時～１２時 

【費用】無料 【対象】一般１０人程度        

＜オープンガーデンわかやま＞ 

 

こども落語ワークショップ 
【日時】１１月 ９日（土）１３時３０分～１５時 

【費用】無料 【対象】小学生・中学生２０人程度 

＜わかやま楽落会＞  
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１１月ふれあい教室行事予定

 

 

活き活きデジタルライフ 
【日時】１１月 ２日（土）１０時３０分～１３時 

１１月 ７日（木）１０時３０分～１３時 
１１月 ９日（土）１０時３０分～１３時 
１１月１２日（火）１０時３０分～１３時 
１１月１４日（木）１０時３０分～１３時 
１１月３０日（土）１０時３０分～１３時 

【費用】無料 【対象】一般２０人程度 

＜カメラマン：徳田 直季＞ 

 

活き活きカメラライフ 
【日時】１１月 ７日（木）１３時３０分～１６時 

１１月１４日（木）１３時３０分～１６時 

【費用】無料 【対象】一般２０人程度 

＜カメラマン：徳田 直季＞ 

 

図書館いきいきサロン  
【日時】１１月 ３日（日）１３時～１５時 

【費用】無料【対象】一般２０人程度  

＜ＮＰＯ法人いきいき和歌山がんサポート＞ 

 

 

 

中高年から始める「らくらく♪ピアノ教室」 
【日時】１１月 ６日（水）１０時３０分～１２時 

１１月１３日（水）１０時３０分～１２時 

【費用】５００円(資料代)【対象】一般１０人程度 

＜（一社）全日本らくらくピアノ協会和歌山支部＞ 

 

 

 

 

※各教室はすべて「県民カレッジ」の対象講座です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふれあい教室について 

県立図書館２階文化情報センター内の「ふれあいルーム」では、ボランティア団体や NPO等の１９団体

が「きのくにふれあい学習研究会」を組織して、「つながろう心ひとつに育てようふれあい学習」を合い

言葉に２２の体験教室を実施しています。（当日参加可能） 

文化情報センターは、生涯学習を目的とする県民のボランティア活動を支援・育成するため、その活動

の場や機会を提供しています。 

 

 

ビデオ教室 １１月の予定 

 

今月は「ウォルト・ディズニー名作アニメ」シリーズを上映します。 

    ウォルト・ディズニー初期に制作された童話の名作アニメをご覧下さい。 

    各回ともに１５時から上映しています。 

  

１１月 ６日（水）真夜中の運動会 他 3話 

１１月１２日（火）オオカミは笑う 他 3話 

１１月１９日（火）小鳥の冒険 他 3話 

１１月２６日（火）おとぎ王国 他 3話 

１１月 １日（金）3匹の子ぶた 他 3話 

１１月 ８日（金）うさぎとかめ 他 3話 

１１月１５日（金）赤ずきんちゃん 他 3話 

１１月２２日（金）アリとキリギリス 他 3話 

１１月２９日（金）青い自動車 他 3話 

 

※ ビデオ教室はきのくに県民カレッジの対象講座です。  

（問い合わせ先）県立図書館文化情報センター 

 ☎０７３－４３６－９５３０ 
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日 曜 催物名 開演 入場料 主催 催物名 開演 入場料 主催

1 金
エントランスコンサート
ジュニアアンサンブル

12：00
17：00

無料
東京藝術大学
県立図書館

ジュニアアンサンブル 17:00 無料
東京藝術大学
県立図書館

2 土 ジュニアアンサンブル 10:00 無料
東京藝術大学
県立図書館

ジュニアアンサンブル 10:00 無料
東京藝術大学
県立図書館

3 日
ジュニアアンサンブル

令和元年度　修了演奏会
13:30 無料

東京藝術大学
県立図書館

ジュニアアンサンブル
令和元年度　修了演奏会

9:00 関係者
東京藝術大学
県立図書館

4 月
外交史料展記念シンポジウム
「近代日本を取り巻いていた

世界情勢」
13:30 無料

（要申込）

和歌山県
文化学術課

外交史料展記念シンポジウム
「近代日本を取り巻いていた

世界情勢」
9:00 関係者

和歌山県
文化学術課

5 火 振替休館日 振替休館日

6 水

7 木 古文書講座Ⅱ　入門① 13:30 無料 県立文書館

8 金 オータム遊ｉｎｇ 10:00 無料 県立図書館

9 土 オータム遊ｉｎｇ 10:00 無料 県立図書館

10 日
第26回手づくり
紙芝居コンクール

13:00 無料 県立図書館
第26回手づくり
紙芝居コンクール

関係者 県立図書館

11 月 休館日 休館日
12 火

13 水 ママのほっと広場 10:00 無料 民生児童委員協議会

14 木 古文書講座Ⅱ　入門② 13:30 無料 県立文書館

15 金

16 土
令和2年度

和歌山県立桐蔭中学校
学校説明会

10:00 無料
和歌山県立
桐蔭中学校

17 日 ピアノ発表会 13:30 関係者 大植ピアノ教室
中高生読書祭り

ビブリオバトル和歌山大会
和歌山市予選

13:00 無料 和歌山市民図書館

18 月 休館日 休館日
19 火 資料点検日 資料点検日

20 水
ヘンシェル弦楽四重奏団

with　澤　和樹
19:00 有料 県立図書館

ヘンシェル弦楽四重奏団
with　澤　和樹

9:00 関係者 県立図書館

21 木 資料点検日 資料点検日

22 金 資料点検日 資料点検日

23 土 資料点検日 資料点検日

24 日
きのくに県民カレッジ
認定証授与式・講演会

13:00 無料 県立図書館 資料点検日

25 月 休館日 休館日
26 火 資料点検日 資料点検日

27 水 資料点検日 資料点検日

28 木 資料点検日 資料点検日

29 金 資料点検日 資料点検日

30 土 中高年のひきこもり 13:30 無料
放送大学

和歌山学習センター
県立図書館

会場 メディア・アート・ホール 講 義・研 修 室

    令和元年１１月分  県立図書館文化情報センター 
 メディア・アート・ホール 講義・研修室の催物ご案内 

《ホール・研修室の利用申込みについて》 

★ 文化情報センターでは文化・学習活動の支援を目的に、メディア・

アート・ホール及び講義・研修室の貸出（有料）を行っています。各種

イベントにご利用ください。 

★ 令和２年６月分の予約は１１月２９日（金）の１０時から１７時に受

★JR和歌山駅または南海電鉄和歌山市駅からバスで約20分 
★和歌山バス「高松」バス停下車徒歩約３分 
★駐車７５台（無料） 限りがありますので、なるべく公共交通機関 をご利
用ください。 
※特に土日は混雑しますのでご協力よろしくお願いします。 


