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令和２年度 

県立図書館文化情報センターだより 
９月号 

  古楽器アンサンブル！デンハーグピアノ五重奏団 

ベートーヴェンの生誕 250 年記念スペシャルとして、ベートーヴェンの生きた時代の楽器「フォルテピアノ」と

弦楽器のアンサンブルで聴く名曲コンサートを開催します。 

日本国内でもなかなか聴くことのできないフォルテピアノの演奏を聴けるまたとない機会ですので、ぜひこの機

会にフォルテピアノと弦楽器が奏でる自然で暖かなハーモニー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）で受け付けています。 

 

※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フルートの演奏をお楽しみください。 

日 時：令和２年９月４日（金） 

    １２：００～１２：３０ 

場 所：2階 メディア・アート・ホール 

演奏者：井関はるか、堂ノ瀬気英 

  

 

文化情報センターからのお知らせ 
 

９月のお休み 

＜休 館 日＞ ７日（月）、１４日（月）、２３日（水） 

２８日（月） 

  ＜館内整理日＞ １０日（木） 

 

メディア・アート・ホール、講義・研修室 

2021 年 4 月分の貸館受付開始日時は 9 月 30 日（水）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。 



 

９月ふれあい教室行事予定 
 

 

紙ひも工芸教室 
【日時】９月 １日（火）１３時～１６時 

９月１５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】９月１３日（日）１４時～１７時 

９月２０日（日）１４時～１７時 

９月２７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】９月 ５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】９月１３日（日）１０時３０分～１２時 

９月２４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＞ 

 

歌謡曲今昔物語 
【日時】９月 ５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】９月１３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＞ 

 

健康体操教室 
エクササイズシニアトレーニング 
【日時】９月 ２日（水）１０時～１２時 

９月 ４日（金）１０時～１２時 

９月 ９日（水）１０時～１２時 

    ９月１１日（金）１０時～１２時 

９月１６日（水）１０時～１２時 

    ９月１８日（金）１０時～１２時 

９月２５日（金）１０時～１２時 

    ９月３０日（水）１０時～１２時 

【費用】無料 【対象】一般３０人程度  

＜新和歌山ＮＰＯ＞ ＜ひまわり健康体操の会＞ 
 

 

絵手紙教室 
【日時】９月 ９日（水）１３時～１６時 

９月３０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】９月 ３日（木）１３時～１５時３０分 

    ９月 ９日（水）１３時～１５時３０分 

    ９月１７日（木）１３時～１５時３０分 

    ９月２４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】９月 ４日（金）10時30分～11時30分 

    ９月１８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】９月 ４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＞ 

 

活き活きデジタルライフ 
【日時】 

９月 １日（火）１０時３０分～１３時 
９月 ３日（木）１０時３０分～１３時 
９月 ５日（土）１０時３０分～１３時 
９月１５日（火）１０時３０分～１３時 
９月１７日（木）１０時３０分～１３時 
９月１９日（土）１０時３０分～１３時 
９月２２日（火）１０時３０分～１３時 
９月２４日（木）１０時３０分～１３時 
９月２６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＞ 

 

カラーセラピー教室  
【日時】９月１９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＞  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.silhouette-ac.com/dl_info.html?id=111048&ct=1&sw=
https://www.silhouette-ac.com/dl_info.html?id=161826&ct=1&sw=
https://www.silhouette-ac.com/dl_info.html?id=112393&ct=1&sw=
https://www.silhouette-ac.com/dl_info.html?id=145391&ct=1&sw=


 

 

９月ふれあい教室行事予定
 

中高年から始める「らくらく♪ピアノ教室」 
【日時】９月 ９日（水）１０時３０分～１２時 

９月３０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。 

 

 

こども落語ワークショップ 
【日時】９月１２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＞  

 

 

 

今月のみんなでシネマ上映作品 

６月から実施している名作映画上映会「みんなでシネマ」もすでに４ヶ月目となりました。 

今月の上映作品は、オードリーヘップバーン主演の不朽の名作「ティファニーで朝食を」と第５６回ア

カデミー賞作品賞ならびに第４１回ゴールデングローブ賞 ドラマ部門作品賞受賞の名作「愛と追憶の

日々（字幕）」を上映します。 

色あせることのない名作をメディア・アート・ホールの大画面でご覧下さい。 

 

ティファニーで朝食を           愛と追憶の日々（字幕） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９月１７日（木）１０時～         ９月３０日（水）１５時～ 

 

ビデオ教室 ９月の予定 

今月も引き続き、プロフェッショナルシリーズを上映します。 

    さまざまな分野で活躍する一流のプロの仕事術をごらんください。 

    各回ともに１５時から上映しています。 

 

９月 １日（火）ｳｪﾌﾞﾃﾞｻﾞｲﾅｰ    中村勇吾 

９月 ８日（火）ﾌｧｸﾄﾘｰﾏﾈｼﾞｬｰ   吉田憲一 

９月１５日（火）ガン専門看護師 田村恵子 

９月２５日（金）京菓子司       山口富藏 

 

９月 ４日（金）ﾊｲﾊﾟｰﾚｽｷｭｰ   宮本和敏 

９月１１日（金）茶師         前田文男 

９月１８日（金）名人戦   森内 VS羽生 

９月２９日（火）動物園飼育員 細田孝久 

 

※ 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 火

2 水 健康体操教室（ふれあい） 10:00 無料 県立図書館

3 木 囲碁ボール教室（ふれあい） 13:00 無料 県立図書館

4 金 エントランスコンサート 12:00 無料 県立図書館 健康体操教室（ふれあい） 10:00 無料 県立図書館

5 土 音楽発表会 14:00 無料 あかり音楽教室 歴史講座 13:30 無料 県立文書館

6 日 ピアノ発表会 13:00 関係者 大田　修子

7 月 休館日 休館日

8 火

9 水
健康体操教室（ふれあい）

囲碁ボール教室（ふれあい）
10:00
13:00

無料 県立図書館

10 木 館内整理日 館内整理日

11 金 南葵音楽文庫アカデミー 14:00 無料
（要申込）

県立図書館

12 土

13 日

エレクトーン・ピアノ
合同発表会

ピアノ・フルート発表会

10:00
14:15

関係者
関係者

雜賀　真規
布川　紀代

南葵音楽文庫アカデミー 10:00 無料
（要申込）

県立図書館

14 月 休館日 休館日

15 火

16 水 健康体操教室（ふれあい） 10:00 無料 県立図書館

17 木
みんなでシネマ

”ティファニーで朝食を”
10:00 無料 県立図書館 囲碁ボール教室（ふれあい） 13:00 無料 県立図書館

18 金 健康体操教室（ふれあい） 10:00 無料 県立図書館

19 土
世界アルツハイマーデー

記念講演イベント
17:00 関係者

公益社団法人
認知症の人と家族の会

世界アルツハイマーデー
記念講演イベント

17:00 関係者
公益社団法人

認知症の人と家族の会

20 日
世界アルツハイマーデー

記念講演イベント
10:00 無料

公益社団法人
認知症の人と家族の会

世界アルツハイマーデー
記念講演イベント

10:00 無料
公益社団法人

認知症の人と家族の会

21 月

22 火 第22回北岡音楽教室発表会 関係者 北岡祥子 北岡真実

23 水 振替休館日 振替休館日

24 木
ベートーヴェンの

生きた時代の楽器で聞く
珠玉の名曲コンサート　準備

関係者 県立図書館
いやしのヨーガ教室

囲碁ボール教室（ふれあい）
10:30
13:00

無料 県立図書館

25 金

ベートーヴェンの

生きた時代の楽器で聞く

珠玉の名曲コンサート
18:30 有料 県立図書館

ベートーヴェンの

生きた時代の楽器で聞く

珠玉の名曲コンサート
9:00 関係者 県立図書館

26 土 文書館予備日 県立文書館

27 日

28 月 休館日 休館日

29 火 南葵音楽文庫　収録 9:00 関係者 県立図書館

30 水
みんなでシネマ

”愛と追憶の日々（字幕）”
15:00 無料 県立図書館

令和2年度和歌山県
公共図書館協会研修会

13:00 関係者 県立図書館

メディア・アート・ホール 講義・研修室

★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。) 

      令和２年９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  

《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。 

★ 令和3年4月分の予約は9月30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。 


