
平成 30 年度 

県立図書館文化情報センターだより 
8 月号 

ジュニア・アンサンブル講座 公開レッスン 
  

ジュニア・アンサンブル講座の公開レッスンをご覧に

なることができます。 

東京藝術大学の講師が和歌山県内から選抜された小・

中学生等に室内楽アンサンブルの指導をおこなうプロ

ジェクトで、10 月まで数回の公開レッスンの後、発表会

を開催します。 

 

日 時：平成３０年８月２９日（水） 

１０：００～１７：００ 

場 所：2階 メディア・アート・ホール 

 

 

エントランスコンサート 
 

お昼のひとときの優雅なピアノの音色をお楽しみください。 

日 時：平成３０年８月２日（木） 

      １２：００～１２：３０ 

場 所：2階 メディア・アート・ホール 

演奏者： 藤岡 真帆 

 

 

 

文化情報センターからのお知らせ 
 

８月のお休み 

＜休 館 日＞ ６日（月）、１３日（月）、２０日（月）、 

２７日（月） 

＜館内整理日＞  ９日（木） 

 

メディア・アート・ホール、講義・研修室 

平成 31 年 3 月分の貸館受付開始日時は 8 月 31 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。 

 

 

所在地 〒６４１－００５１ 
    和歌山市西高松 1丁目７番 38号 

きのくに志学館（県立図書館） ２階 
和歌山バス「高松」バス停下車徒歩約３分 

 電話：０７３－４３６－９５３０ 
 FAX ：０７３－４３６－９５３１ 
URL ：https://www.lib.wakayama-c.ed.jp/bunjyo/ 

 



 

 

８月ふれあい教室行事予定 
 

 

太極拳教室 
【日時】８月 １日（水）１３時３０分～１４時３０分 

【費用】無料（動きやすい服装、敷物持参） 

【対象】一般２０人程度 

 ＜和歌山武術太極拳研究会＞ 

 

紙ひも工芸教室 
【日時】８月 ７日（火）１３時～１６時 

８月２１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】８月１２日（日）１４時～１７時 

８月１９日（日）１４時～１７時 

８月２６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】８月 ４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】８月１２日（日）１０時３０分～１２時 

８月２６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】８月 ４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＞ 

 

古代漢字教室から習う実用の書教室 
【日時】８月１６日（木）１０時３０分～１２時 

【費用】５００円（資料代）筆ペン持参 

【対象】一般２０人程度 

＜連れもて書こら会＞ 

 

折り紙教室 
【日時】８月１２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】８月１０日（金）１０時～１１時３０分 

    ８月２４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】８月 １日（水）１０時～１２時 

８月 ３日（金）１０時～１２時 

８月 ８日（水）１０時～１２時 

８月１０日（金）１０時～１２時 

８月２２日（水）１０時～１２時 

    ８月２４日（金）１０時～１２時 

８月２９日（水）１０時～１２時 

    ８月３１日（金）１０時～１２時 

【費用】無料 【対象】一般６０人程度  

＜新和歌山ＮＰＯ＞  
 

囲碁を楽しむ教室   
【日時】８月 ３日（金）１２時３０分～１６時 

８月１０日（金) １２時３０分～１６時 

８月２４日（金) １２時３０分～１６時 

８月３１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】８月 ８日（水）１３時～１６時 

８月２２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】８月 ２日（木）１３時～１５時３０分 

    ８月 ８日（水）１３時～１５時３０分 

    ８月１６日（木）１３時～１５時３０分 

    ８月２３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】８月 ３日（金）１０時３０分～１１時３０分 

    ８月１７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＞ 

 

 

 

 

 



 

 

８月ふれあい教室行事予定 
 

さぁ！はじめてみよう 
デジタルカメラとパソコン 
【日時】８月 ２日（木）１０時３０分～１３時 

８月 ２日（木）１３時３０分～１６時 
８月 ４日（土）１０時３０分～１３時 
８月 ７日（火）１０時３０分～１３時 
８月１８日（土）１０時３０分～１３時 
８月２１日（火）１０時３０分～１３時 
８月２３日（木）１０時３０分～１３時 
８月２３日（木）１３時３０分～１６時 
８月２５日（土）１０時３０分～１３時 
８月２８日（火）１０時３０分～１３時 
８月３０日（木）１０時３０分～１３時 
８月３０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】８月 ５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＞ 

 

園芸サロン 
【日時】８月 ３日（金）１１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＞ 

 

やさしいビデオ教室 

【日時】８月 ４日（土）１３時～１７時３０分 

    ８月１９日（日）１３時～１７時３０分 

【費用】無料 【対象】一般２０人程度        

＜和歌山映像クラブ＞ 

 

 
カラーセラピー教室  
【日時】８月１８日（土）１３時３０分～１５時 

【費用】無料（色鉛筆、クレヨン等持参） 

【対象】一般２０人程度 

＜色サラダ＞  

 

大好きな曲を弾いてみませんか 
「スタート＆ステップ教室」 
【日時】８月 ２日（木）１３時００分～１５時３０分 

【費用】５００円(資料代)【対象】一般１０人程度 

＜（一社）全日本ピアノ指導者協会和歌山支部＞  

 

中高年から始める「らくらく♪ピアノ教室」 
【日時】８月 ８日（水）１０時３０分～１２時 

８月２２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＞ 
 

こども落語ワークショップ 
【日時】８月１１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＞  

 

魂(こころ)に響く音楽を聴く会 
【日時】８月 ５日（日）１３時～１７時３０分 

【費用】無料 【対象】一般２０人程度        

＜魂(こころ)に響く音楽を聴く会＞ 

 

※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２３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 ８月の予定 

今月は「伝統空間選集」を上映します。 

    時が磨き、土地が刻んだ東日本の地方文化の記憶を映像を交えて紹介します。 

    各回ともに１５時から上映しています。 

  

８月 ７日（火）五所川原市の立佞武多 

８月１４日（火）信濃大町の子供流鏑馬 

８月２１日（火）烏山の山あげ 

８月２８日（火）下中座の相模人形芝居 

８月 ３日（金）上三原田の歌舞伎舞台 

８月１０日（金）越後二十村郷牛の角突き 

８月１７日（金）信濃姨捨の棚田 

８月２４日（金）金山の有屋番楽 

８月３１日（金）鹿沼今宮神社祭の屋台行事 

※ 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 



 

日 曜 催物名 開演 入場料 主催 催物名 開演 入場料 主催

1 水
「図書館で涼もう！2018」

①紙芝居を作ろう
13:30 無料 県立図書館

2 木

エントランスコンサート
和歌山県吹奏楽コンクール

リハーサル練習

12：00
13：00

無料
関係者

県立図書館
那智中学校
吹奏楽部

絵画教室 高松公民館

3 金

和歌山県
吹奏楽コンクール

リハーサル練習
ジュニア・アンサンブル講座

9：00
13：00

関係者
無料

那智中学校
吹奏楽部

県立図書館

4 土
ピアノ発表会

藝大早期PJ　準備
13:00 関係者

兼子　万実子

県立図書館
古文書講座Ⅰ初級・中級① 10:30 無料 県立文書館

5 日 藝大早期PJ 県立図書館 藝大早期PJ 県立図書館

6 月 休館日 休館日

7 火 おもしろ科学実験工作教室 9:30 参加費要 わかやま産業振興財団

8 水 おもしろ科学実験工作教室 9:30 参加費要 わかやま産業振興財団

9 木 館内整理日 館内生理日

10 金 平和　人権学習 13:30 関係者
県立きのくに青雲

高等学校定時制課程

和歌山県学校図書館協議会

図書館施設見学 13:40 関係者 県立図書館

11 土 ピアノ発表会 11:00 関係者 中西　直美

12 日

13 月 休館日 休館日

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土 箏曲教室　発表会　準備 関係者 西陽子　箏曲教室
古文書講座Ⅰ初級・中級②

箏曲教室　発表会　準備 10:30
無料
関係者

県立文書館
西陽子　箏曲教室

19 日 西陽子箏曲教室　発表会 西陽子　箏曲教室 箏曲教室　発表会　控室 関係者 西陽子　箏曲教室

20 月 休館日 休館日

21 火

22 水
「図書館で涼もう！2018」
②手話にふれよう！

14:00 無料 県立図書館

23 木

24 金

25 土 子供のピアノ教室　発表会 14:00 関係者
アンキッズアカデミー

保育園ピアノ教室
古文書講座Ⅰ初級・中級③ 10:30 無料 県立文書館

26 日 朗読会 福山ひでみ

27 月 休館日 休館日

28 火

29 水 ジュニア・アンサンブル講座 9:00 無料 県立文書館

30 木

31 金

メディア・アート・ホール 講 義・研 修 室

平成３０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・研修室の催しご案内

★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
★駐車台数（７５台）が限られていますので、公共交通機関の御利用をお願いします。
(※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。)

《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

に御利用ください。

★ 平成31年3月分の予約は8月31日（金）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。


