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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 
１月号 

  堀米ゆず子と若き才能たち 

令和２年最初の県立図書館とクラシック音楽会議主催の定期演奏会「堀米ゆず子と若き才能たち」が開催されま

す。ヴァイオリニスト堀米ゆず子氏と若い音楽家たちによる室内楽コンサートをお楽しみください。 

 

 

 

 

                           

こちらの QR コード、もしく

は県立図書館文化情報セン

ター（下記連絡先）までお申

し込み下さい。 

 

※QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

 

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とマリンバの演奏をお楽しみください。 

日 時：令和２年１月１０日（金） 

    １２：００～１２：３０ 

場 所：2階 メディア・アート・ホール 

演奏者：船本 真依子 波木 基子 

  

 

文化情報センターからのお知らせ 
 

１月のお休み 

＜休 館 日＞ １日（水）～３日（金）、６日（月）、 

１４日（火）、２０日（月）、２７日（月） 

  ＜館内整理日＞ ４日（土） 

 

メディア・アート・ホール、講義・研修室 

令和 2 年 8 月分の貸館受付開始日時は 1 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。 



 

１月ふれあい教室行事予定 
 

 

紙ひも工芸教室 
【日時】１月 ７日（火）１３時～１６時 

１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】１月１２日（日）１４時～１７時 

１月１９日（日）１４時～１７時 

１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＞ 

 

いやしのヨーガ教室  
【日時】１月１９日（日）１０時３０分～１２時 

１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＞ 

 

古代漢字教室から習う実用の書教室 
【日時】１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】１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＞ 

 

園芸サロン 
【日時】１月１０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＞ 

 

 

 

 

 

 

 

健康体操教室 
エクササイズシニアトレーニング 
【日時】１月 ８日（水）１０時～１２時 

１月１０日（金）１０時～１２時 

１月１５日（水）１０時～１２時 

    １月１７日（金）１０時～１２時 

１月２２日（水）１０時～１２時 

    １月２４日（金）１０時～１２時 

１月２９日（水）１０時～１２時 

    １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＞ ＜ひまわり健康体操の会＞ 
 

囲碁を楽しむ教室   
【日時】１月１０日（金）１２時３０分～１６時 

１月１７日（金) １２時３０分～１６時 

１月２４日（金) １２時３０分～１６時 

１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】１月１５日（水）１３時～１６時 

１月２９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】１月 ８日（水）１３時～１５時３０分 

    １月１６日（木）１３時～１５時３０分 

    １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】１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＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 １月ふれあい教室行事予定
 

 

活き活きデジタルライフ 
【日時】１月 ７日（火）１０時３０分～１３時 

１月 ９日（木）１０時３０分～１３時 

１月１１日（土）１０時３０分～１３時 
１月１８日（土）１０時３０分～１３時 
１月２１日（火）１０時３０分～１３時 
１月２３日（木）１０時３０分～１３時 
１月２５日（土）１０時３０分～１３時 
１月２８日（火）１０時３０分～１３時 

１月３０日（木）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】１月 ９日（木）１３時３０分～１６時 

１月１６日（木）１３時３０分～１６時 
１月２３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】１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＞ 

 
 

カラーセラピー教室  
【日時】１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＞  

 

中高年から始める「らくらく♪ピアノ教室」 
【日時】１月 ８日（水）１０時３０分～１２時 

１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】１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＞  

 

 

 

 

※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１８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２１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 １月の予定 

今月は「プロフェッショナル」シリーズを上映します。 

    いろいろなジャンルで活躍するプロの仕事術をお楽しみ下さい。 

    各回ともに１５時から上映しています。 

  

１月 ７日（火）ﾘｿﾞｰﾄ再生請負人 星野佳路 

１月１５日（水）パティシエ 杉野 英実 

１月２１日（火）弁護士 宇都宮 健児 

１月２８日（火）WHO医師 遠藤 奈邦子 

 

１月１０日（金）小児心臓外科医 佐野俊二 

１月１７日（金）ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 佐藤 可士和 

１月２４日（金）量子物理学者 古澤 明 

１月３１日（金）左官 挟土 秀平 

※ 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 年始休館日

2 木 年始休館日

3 金 年始休館日

4 土 館内整理日

5 日

6 月 休館日 休館日

7 火

8 水
9 木 古文書講座　予備日 県立文書館

10 金 エントランスコンサート 12:00 無料 県立図書館

11 土 バリアフリー映画上映会 13:30
無料

（要申込）
和歌山県

身体障害者連盟
和歌山県消費生活若者

リーダー養成講座
10:00

無料
（要申込）

和歌山県

12 日 ピアノ発表会 10:00 無料 アンダンテピアノ教室

13 月
令和元年度嘱託研究員

採用試験
13:00 関係者 県立文書館

14 火 振替休館日 振替休館日

15 水

16 木 合唱練習 13:00 関係者 Ｏｉｙａｎｓ　Ｅｃｈｏ

17 金 合唱練習 17:00 関係者
県立向陽中・

高等学校　合唱部

18 土
瀧本裕子ピアノリサイタル

－ベートヴェンとシューベルトの世界－
14:00 有料 瀧本　裕子

登記所備付地図作成作業
縦覧

10:00 無料 和歌山地方法務局

がん患者・家族・県民のための公開講座

「大切な人の『想い』とともに…」
13:30

無料
（要申込）

県立医科大学付属病院
県立図書館

登記所備付地図作成作業
縦覧

10:00 無料
和歌山地方法務局

県立図書館

堀米ゆず子と若き才能たち 19:00 有料 県立図書館 堀米ゆず子と若き才能たち 17:00 関係者 県立図書館

20 月 休館日 休館日

21 火
22 水
23 木
24 金

25 土 合唱練習 9:00 関係者
市立日進中学校

合唱部

26 日

27 月 休館日 休館日

28 火

29 水

30 木

31 金 ウインター遊ｉｎｇ 10:00 無料 県立図書館 ウインター遊ｉｎｇ 10:00 無料 県立図書館

会場 メディア・アート・ホール 講 義・研 修 室

19 日

  令和２年１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8月分の予約は1月31日（金）の１０時～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。 

★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。 
 

あけましておめでとうございます。 

本年も皆様のご利用を職員一同、心よりお待ちいたしております。 


