
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    

 

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

デイタイム・コンサート 

文化情報センターからのお知らせ 

＊新型コロナ感染予防のため、体調が悪

い方の来館自粛や来館時のマスク着用

等にご協力ください。 

 

9月から文化情報センターだよりが変わります！ 
 

☆令和５年 3 月分貸館予約 

メディア・アート・ホール・講義・研修室 

 

開始日：8 月３１日（水） 

時 間：１０：００～ 

＊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。 

 

所在地：〒６４１－００５１ 
    和歌山市西高松 1-7-38  

和歌山県立図書館 ２階 
電 話：０７３－４３６－９５３０ 
ＦＡＸ：０７３－４３６－９５３１ 
ＵＲＬ：https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/bunjyo/ 

☆文化情報センターの貸館、行事などの情報関係のお便り 

『県立図書館文化情報センター〇月号』 
＊発行の時期は変わりません。 

＊9 月～3 月までのふれあい教室の予定表は 8 月下旬に発行予定です。 

♪デイタイム・コンサート♪ 

 

日 時：令和４年８月５日（金） 

１２：００～１２：３０ 

場 所：和歌山県立図書館  

2 階 メディア・アート・ホール 

☆８月のお休み☆ 

＜休 館 日＞ １日（月）、８日（月） 

１５日（月）、２２日（月） 

２９（月） 

＜館内整理日＞ １２日（金） 

谷口 あかり 

（ピアノ） 



 

 

 

 

〇アナログレコード倶楽部例会 
【日時】８月１４日（日）１４時～１６時３０分 

８月２１日（日）１４時～１６時３０分 

８月２８日（日）１４時～１６時３０分 

【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＞ 

 

〇いやしのヨーガ教室  
【日時】８月 ７日（日）１０時３０分～１２時 

          ８月２５日（木）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＞ 

 

〇歌謡曲今昔物語 
【日時】８月 ６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＞ 

 

〇折り紙教室 
【日時】８月１４日（日）１３時３０分～１６時 

【費用】無料（折り紙、はさみ、のり持参） 

【対象】子供、一般２０人程度 
＜わかやま折り紙の会＞ 

 

〇囲碁ボール教室  
【日時】８月 ４日（木）１３時～１５時３０分  

８月１０日（水）１３時～１５時３０分 
    ８月１８日（木）１３時～１５時３０分 
    ８月２５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＞ 

 

〇健康体操教室 
シニアエクササイズ 
【日時】８月 ２日（火）１０時～１２時 

８月 ５日（金）１０時～１２時 
８月 ９日（火）１０時～１２時 

    ８月１９日（金）１０時～１２時 
８月２３日（火）１０時～１２時 

    ８月２６日（金）１０時～１２時 
    ８月３０日（火）１０時～１２時 
【費用】無料  
【対象】一般２５人程度  
 ＜ひまわり健康体操の会＞ 

〇やさしいビデオ教室② 

【日時】８月２１日（日）１３時～１５時３０分 

【費用】無料 

〈和歌山映像クラブ〉 

 
〇絵手紙教室 
【日時】８月１０日（水）１３時～１６時 

８月２４日（水）１３時～１６時 
【費用】無料  
【対象】一般１０人程度  
＜新和歌山ＮＰＯ＞ 

 
〇音のふれあい気軽に楽しく大正琴  
【日時】８月 ５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＞ 

 

〇お手玉教室 
【日時】８月 ６日（土）１４時～１５時３０分 

【費用】無料 

【対象】子供・一般２０人程度 

＜和歌山のお手玉の会＞ 

 

〇活き活きデジタルライフ 
【日時】８月 ２日（火）１０時３０分～１３時 

８月 ６日（土）１０時３０分～１３時 
８月１６日（火）１０時３０分～１３時 
８月２０日（土）１０時３０分～１３時 
8月23日（火）１０時３０分～１３時 
８月２７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＞ 

 

〇中高年から始める「らくらく♪ピアノ教室」 
【日時】８月１０日（水）１０時～１２時 

８月２４日（水）１０時～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＞ 
 

〇こども落語ワークショップ 
【日時】８月１３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＞  

 

〇ようこそHave Fun！！英会話 

【日時】８月１９日（金）１４時～１５時３０分 

    ８月２６日（金）１４時～１５時３０分 

【費用】無料  

【対象】子供・一般15人程度 

＜Have Fun！！英会話＞  

 

 

８月ふれあい教室行事予定 

（問い合わせ先）県立図書館文化情報センター 

 ☎０７３－４３６－９５３０ 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                    

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『スパイダーマン』 

８月１０日（水）１５時～ 

『スパイダーマン２』 

８月１７日（水）１５時～ 

８月のみんなでシネマ 

☆１作品目は、2002 年アメリカ映画です。両親が居ないピーターは叔母さんと叔父さんに、育てられ共に

暮らしていました。隣に住むメリージェーンの事を幼いころからずっと好きだが告白出来ずにいた、ピータ

ーはお世辞にもかっこいい男子とは言えません。そんな平凡で冴えないピーターを変える大きな出来事が

起きます。 

☆２作品目は、2004 年 アメリカ映画です。ピーターはメリージェーンを今でも密かに思いながら、スパ

イダーマンの使命を全うしていました。そんなある日、スパイダーマンに異変が起き継続不可能な状態に陥

ります。しかし、新たな敵が現れ再び、スパイダーマンのコスチュームを着る事となります。 

 

 

 

８月のビデオ教室 

今月は「プロフェッショナル仕事の

流儀」シリーズを上映します。 

いろいろなジャンルで活躍する挑戦

者たちをお楽しみください。 

各回ともに１５時から上映していま

す。 月 日 曜日 ビデオ名 

８ ２ 火 マグロ仲介人 藤田浩毅 

８ ９ 火 料理人 西健一郎の仕事 

８ １６ 火 建築家 伊藤豊雄の仕事 

８ ２３ 火 公務員 木村俊昭の仕事 

８ ３０ 火 水中写真家 中村征夫の仕事 

 

※ふれあい教室及び文化情報センター主催教室・ビデオ教室はすべて「県民カ

レッジ」の対象講座です。 

※新型コロナウイルス感染予防のため、ふれあい教室及び文化情報センター主

催教室やビデオ教室は中止になる可能性があります。 

＊最新情報はホームページで確認いただくか、文化情報センター 

（073-436-9530）までお問合せいただきますようお願いします。 

 

 

 

月 日 曜日 ビデオ名 

８ ５ 金 航空管制官 堀井不二夫の仕事 

８ １９ 金 血液外科医 大木隆生の仕事 

８ ２６ 金 農業経営者 木内博一の仕事 

    

    

 

場  所：和歌山県立図書館 

２F AVラウンジ 

時  間：１５：００～ 

上映時間：各４３分間 



日 曜 催物名 開演 入場料 主催 催物名 開演 入場料 主催

1 月 休館日 休館日

2 火 合唱部　リハーサル 9:00 関係者
和歌山市立貴志中学校

合唱部 赤ちゃんランド 9:00 無料
ようすい子ども園
ようすいランド

3 水

4 木
わたしたちの町の

世界に一つだけの音楽会
11:00
15:00 有料

北島佳奈による
わたしたちの町の

世界に一つだけの音楽会

5 金 デイタイムコンサート 12:00 無料 県立図書館

6 土

7 日 Duo Concert  Vol.3 15:00 有料 池原衣美　千田和美

8 月 休館日 休館日

9 火

10 水 みんなでシネマ
”スパイダーマン”

15:00 無料 県立図書館

11 木 ピアノ発表会 10:30 関係者 中西　直美

12 金 館内整理日 館内整理日

13 土

14 日

15 月 休館日 休館日

16 火 映画上映 18:00 無料 開發　康隆

17 水 みんなでシネマ
”スパイダーマン2”

15:00 無料 県立図書館

18 木

19 金

20 土 吹奏楽演奏会 13:30 関係者 和歌山市立高積中学校 和歌山市長選挙準備 13:00 関係者
和歌山市

選挙管理委員会

21 日 朗読会 14:00 無料 福山朗読教室 和歌山市長選挙 7:00
和歌山市

選挙管理委員会

22 月 休館日 休館日

23 火

24 水

25 木

26 金

27 土 ピアノ発表会 13:20 関係者
さかいはなこ
ピアノ教室

28 日 ピアノ教室発表会 14:00 関係者 ソフィアピアノ教室

29 月 休館日 休館日
30 火

31 水

★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
★駐車場７７台（うち３台身体障害者用）。
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。

【以降の予約・キャンセル等は、和歌山県立図書館2階文化情報センター内、『文化情報センターだより』掲示板にて更新します。】

メディア・アート・ホール 講 義・研 修 室

令和４年８月分 県立図書館文化情報センタ－

メディア・ア－ト・ホ－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5年3月分の予約は8月31 日（水）の10時から17

時に受け付けます。希望日が重なった場合は抽選で決定し

ます。

令和４年7月20日現在


