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日 時：1 月 11 日(月・祝)午後 2 時～4 時 

ところ：自然資料館 

申込み：開始 30分前から先着順 

費 用：高校生以上 200 円(入館料) 

 

ミツバチの贈り物「蜜蠟」から、ロウソクを作ってみましょう。 

作ったロウソクは持って帰れます。 

定 員：20 名 

対 象：3歳以上  

講 師：和泉の国の自然館クラブのみなさん 

問合せ：自然資料館 

その他：小学生以下は保護者同伴 

    (保護者は入館料が必要) 

きしわだ男女共同参画フォーラム 2020 

「○○○らしさ」にモヤってる！ 
～男女の生きづらさは背中合わせ～ 

日 時：2 月 7日(日)午後 1 時半～3時 

ところ：マドカホール 

申込み：先着順(文字通訳あり。手話通訳は要申込) 

費 用：無料 

定 員：150名 

対 象：関心のある方 

講 師：ジェーン・スー氏(コラムニスト) 

問合せ：男女共同参画センター 

その他：保育先着 10名(2 歳～就学前児童) 

1/29締切 

 

ふとした瞬間に「生きづらい世の中だなあ…」と感じたことはありませんか？    

それは「○○○らしさ」にとらわれているからかも。「○○○らしさ」に縛られない生き

方について考え方について考えてみませんか。 

自然資料館・1月ミニ実習 

蜜蠟でロウソクを作ろう！ 

※コロナウイルス感染拡大を受け、掲載している  

講座・イベントが中止、もしくは延期になる可能性

がございます。開催の可否につきましては、最終ペ

ージのお申込み・お問合わせ先にご確認ください。 



1月
問　合 郷土文化課 日時 開催中～2月28日(日) 問　合 自然資料館 日時 開催中～1月17日(日)

午前10時～午後5時 午前10時～午後5時

ところ 岸和田城天守閣 ところ 自然資料館

講　師 講　師

対　象 一般 対　象
どなたでも(4歳以下は保護者同
伴)

定　員 定　員 なし

費　用 大人300円(中学生以下無料) 費　用 高校生以上200円(常設展含む)

申　込 不要 申　込 なし

問　合 市立公民館分館(春木市民センター) 日時 水・金　午前10時～正午 問　合 岸和田市観光振興協会 日時 1月5日(火)～2月28日(日)

木　　　午後2時～4時

ところ 市立公民館分館(春木市民センター) ところ 岸和田城,だんじり会館,自然資料館

講　師 講　師

対　象 下記参照 対　象 小学生以上の入場(館)者

定　員 定　員

費　用 無料 費　用 各入場(館)料

申　込 不要 申　込

問　合 旭地区公民館(東岸和田市民センター) 日時 1月6,13,20,27日(水) 問　合 山直地区公民館(山直市民センター) 日時 1月6,20日(水)

午前10時～午後4時 午前10時～正午

ところ 旭地区公民館(東岸和田市民センター) ところ 山直地区公民館(山直市民センター)

講　師 講　師 先輩ママが来てくれます。

対　象 未就学児と保護者,妊婦の方 対　象 未就学児と保護者

定　員 同時に入室できるのは4組まで 定　員 なし

費　用 無料 費　用 不要

申　込 不要 申　込 不要

問　合 市立図書館(本館) 日時 1月10日(日) 問　合 文化国際課(マドカホール) 日時 1月10日(日)

午前11時～11時20分頃 午後1時半開場,午後2時開演

ところ 市立図書館(本館) ところ マドカホール(市立文化会館)

講　師 講　師

対　象 幼児 対　象 どなたでも

定　員 10名 定　員 50名(申込先着順)

費　用 無料 費　用 無料

申　込 不要 申　込 電話で12/10午前10時から

問　合 自然資料館 日時 1月10日(日) 問　合 八木地区公民館(八木市民センター) 日時 1月13,20,27日(水)

午後2時～4時 午前10時～午後3時半

ところ 自然資料館 ところ 八木地区公民館(八木市民センター)

講　師 渡辺 克典氏(当館専門員) 講　師

対　象 3歳以上 対　象 未就学児とその保護者

定　員 20名 定　員 同時に部屋に入れるのは5組まで

費　用 高校生以上200円(入場料) 費　用 無料

申　込 開始30分前から先着順 申　込 不要

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

岸和田城企画展
"災害”と”はやり病”の歴史

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

企画展「マツタケの時代」

内　容

歴史を振り返ってみると、災害や
伝染病は、現在に至るまでに幾
度となく発生し、人々はそれらと
時には対峙しながら、時には受
け入れながら苦難を乗り越えて
きました。今回の企画展では、岸
和田市域に残る災害やはやり病
の歴史を紹介します。

内　容

現在は、高嶺の花の秋の味覚
「日本産マツタケ」ですが、ひと昔
前は泉州の山にたくさん生えて
おり、松茸狩りは身近なレジャー
でした。今回はそんな松茸につ
いての展示です。特記

事項
入場は午後4時まで

特記
事項

休館日は、祝日を除く月曜日・
1/1～3,12

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

はるきキッズルーム
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

きしわだ3館クイズラリー

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

あさひキッズルーム
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

やまだいキッズルーム

内　容

保育室を開放しています。
お買い物ついでや、おしゃべりし
たくなったら、ちょっと遊びに来ま
せんか？時間内いつでも出入り
自由です。開催日等詳しくはホー
ムページでご確認ください。

内　容

3館全てに入館し、クイズに完答
した方の中から抽選で旅行券(1
万円分)や岸和田の農産物詰合
せ、城グッズ、ハチマキ、化石
等々、総額10万円の豪華賞品を
総勢50名様にプレゼント。特記

事項
水    0歳～2歳未満児と保護者
木・金 0歳～4歳児と保護者

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

おはなし会
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

第27回岸和田市少年少女合唱
団定期演奏会

内　容

保育室を開放しています。お買い
物ついでや、ちょっと寂しくなった
ら、ふらっと遊びにきてください。
参加者同士で楽しく交流しませ
んか！
時間内出入り自由です。事務所
で受付してから4階へどうぞ。

内　容

気軽に立ち寄れ、遊べる場所で
す。先輩ママとお話出来ます。時
間内の出入りは自由です。思い
立ったらフラッと立ち寄ってくださ
いね。特記

事項
午前10時～正午,午後2時～4時
は先輩ママがいます。

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

自然資料館･1月のミニ実習(砂
つぶジュエリーをさがそう)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

やぎキッズルーム

内　容

パネルシアターや絵本の読み聞
かせなど、パパやママ、じいじ、
ばあばも一緒に楽しめるプログラ
ムでお待ちしています。

内　容
市の育成団体である岸和田市少
年少女合唱団の年1回の定期演
奏会。

特記
事項

特記
事項

午前10時～正午、午後1時半～3
時半は先輩ママさんがいます。

内　容
奈良県の砂からガーネットやサ
ファイア、水晶の粒を探そう。探し
た鉱物は持って帰れます。

内　容

保育室を開放しています。
時間内出入り自由で、おもちゃも
いろいろあります。
フラッと遊びにおいでください。

特記
事項

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入場料が必要)
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問　合 常盤地区公民館(桜台市民センター) 日時 1月14,28日(木) 問　合 市民活動サポートセンター 日時 1月15日(金)

午前10時～正午 午後3時～4時半

ところ 常盤地区公民館(桜台市民センター) ところ 市民活動サポートセンター

講　師 先輩ママ 講　師

対　象 未就学児とその保護者 対　象 どなたでも

定　員 定　員

費　用 不要 費　用 無料

申　込 不要 申　込 不要

問　合 自然資料館 日時 1月17日(日) 問　合 自然資料館 日時 1月17日(日)

午前10時～午後1時 午後2時～4時

ところ 岸和田市内の丘陵地 ところ 自然資料館

講　師 渡辺 克典氏(当館専門員)他 講　師 当館学芸員

対　象 小学生以上(小学生は保護者同伴) 対　象 3歳以上

定　員 20名 定　員 20名

費　用 ひとり50円（保険代） 費　用 高校生以上200円(入場料)

申　込 1/1～12に往復はがきかPCメール 申　込 開始30分前から先着順

問　合 八木地区公民館(八木市民センター) 日時 1月19日(火) 問　合 企画課 日時 1月20日(水)

午後1時半～午後3時 午後7時～午後8時半

ところ 八木地区公民館(八木市民センター) ところ Zoomによるオンラインでの講演

講　師 雪本 直子氏(二胡奏者) 講　師
北村 元成氏(和歌山大学観光学
部教授)

対　象 関心ある方どなたでも 対　象 興味のある方ならどなたでも

定　員 40名 定　員 未定

費　用 無料 費　用 無料

申　込 12/15午前9時～ 申　込
申込・詳細は和歌山大学岸和田
サテライトHPをご覧ください。

問　合 市民活動サポートセンター 日時 1月22日(金) 問　合 市立福祉総合センター 日時 1月23,30日(土)

午後1時～3時 午後1時～3時半

ところ 春木地区公民館(春木市民センター) ところ 市立福祉総合センター

講　師 講　師 岸和田拡大写本グループ「愛・アイ」

対　象
市内の自治会,NPO法人,市民活
動団体

対　象 高校生以上

定　員 2組(1組2名まで) 定　員 10名

費　用 無料 費　用 200円（資料代）

申　込 来所,メール,FAX,電話で1/20締切 申　込 1/15締切

問　合 文化国際課(マドカホール) 日時 1月24日(日) 問　合 市立公民館分館(春木市民センター) 日時 １月24日(日)

下記参照 午後1時半～3時

ところ マドカホール(市立文化会館) ところ 市立公民館分館(春木市民センター)

講　師 まいやゆりこ氏 講　師 寺田 元氏(タオルソムリエ)

対　象 5歳～小学3年生と保護者 対　象 興味のある方どなたでも

定　員 各回6組(申込先着順) 定　員 30名(先着順)

費　用 無料 費　用 無料

申　込 電話で12/12午前10時から 申　込 来館,電話で受付中

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

ときわキッズルーム

内　容
おしゃべりしたくなったり、ホッとし
たくなったら、気軽に遊びに来て
ください。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

大阪層群の観察会
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

幼児同伴不可

内　容

特記
事項

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

きしサポ出張相談会

内　容

日本政策金融公庫さんとともに
出張無料相談会を開催いたしま
す。市民活動や社会貢献をした
い方や団体の皆さん、地域の課
題を解決するために事業をした
い方などのご相談をお待ちして
おります！

チリメンジャコのなかにまじるタコ
やイカ、カニのなかまの生き物
「チリメンモンスター」を探しましょ
う。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

八木女性学級公開講座
「悠久のひととき」

内　容

中国の伝統的な楽器のひとつ
‟二胡”。その二本の弦と弓で奏
でる音楽ですてきな時間を過ごし
てみませんか。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

内　容
弱視で目がみえにくい人のため
に、文字を拡大した本や資料を
つくるボランティアの講座です。

第123回わだい浪切サロン「特産
品のブランドデザイン」

内　容

今から300万年前から30万年前
に堆積した地層「大阪層群」の地
質見学と化石採集を行います。
化石採集だけの参加はできませ
ん。

内　容

検温のうえマスク着用でお越しく
ださい。

特記
事項

申込は午前9時～午後5時
(月曜・年末年始を除く)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

拡大写本ボランティア講座

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

きっしゃんの宝×私の体からわ
にを作ろう

内　容

マドカホール、南海浪切ホール、
自泉会館の合同事業で、来年夏
開催予定のプログラムに向けて
のワークショップです。段ボール
などを使って体のラインからワニ
を作ろう。

内　容

特記
事項

①午前10時～正午②午後1時半
～3時半

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

きしサポ座談会

内　容

皆さまの「チャレンジしたい！」を
一緒に考え悩み、そして応援い
たします。市民活動サポートセン
ターで行ってみたい企画・アイデ
アなどの持ち寄り大歓迎！どな
たでも自由に意見を出し合える
場です。お気軽にご参加くださ
い。

特記
事項

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入場料が必要)

自然資料館･1月のミニ実習(チリ
メンモンスターをさがそう)

特記
事項

「臭いが気になる」「すぐにゴワゴ
ワになる」など、タオルのお困り
ごとはありませんか？また、防災
に役立つタオルの使い方など、タ
オルについて学びましょう。

ワードの基本操作ができる人。
パソコン持参が望ましい。

パソコン等インターネット環境は
各自でご準備ください。

特記
事項

特記
事項

特記
事項

あなたの街にはどのような特産品が
ありますか？それはブランド化できて
いますか？この講演では、地域をブラ
ンドとして捉え、地域の価値やアイデ
ンティティについて考えます。ブランド
力のある街とない街の差はどこにあ
るのか、特産品をブランド化するため
に必要なことなど、自身が取り組んで
きたプロジェクトを含めて、具体的な
事例を通して解説していきます。特産
品を通してあなたの街について考えて
みましょう。

タオルソムリエに学ぶタオル学
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問　合 自然資料館 日時 1月24日(日) 問　合 山直地区公民館(山直市民センター) 日時 １月26日（火）

午後2時～4時 午前10時～正午

ところ 自然資料館 ところ 山直地区公民館(山直市民センター)

講　師
西矢 早百合氏（おはなし冒険姫
主宰）

講　師
草野 麻里氏(ファイナンシャルプ
ランナー)

対　象 3歳以上 対　象 年長～小学生の子を持つ保護者

定　員 20名 定　員 10名

費　用 高校生以上200円(入場料) 費　用 なし

申　込 開始30分前から先着順 申　込 要

問　合 自然資料館 日時 1月26日(火) 問　合 市民活動サポートセンター 日時 1月30日(土)

午前10時～11時半 午後1時～4時

ところ 自然資料館 ところ 市立公民館(生涯学習課)

講　師 ここからkitのみなさん他 講　師

対　象
自力(立)歩行ができる就園前の
子どもと保護者

対　象 どなたでも

定　員 15組 定　員 50名

費　用 ひとり50円(保険代) 費　用 無料

申　込
随時受付中・定員以下の場合は
当日参加も可

申　込 来所,メール,FAX,電話で1/28締切

問　合 男女共同参画センター 日時 1月30日(土) 問　合 市立公民館分館(春木市民センター) 日時 1月31日,2月7日(日)

午後2時～4時 午後1時半～3時半

ところ 男女共同参画センター ところ 市立公民館分館(春木市民センター)

講　師
宇田 名保美氏(ADU株式会社代
表取締役)

講　師 ふたりゴーシュ

対　象 関心のある方 対　象 全回受講できる保護者と子

定　員 20名 定　員 20組(先着順)

費　用 無料 費　用 無料

申　込 先着順 申　込 来館,電話で受付中

問　合 山直地区公民館(山直市民センター) 日時 1月31日(日) 問　合 男女共同参画センター 日時 1月31日(日)

午後1時半～3時 午後2時～4時

ところ 山直地区公民館(山直市民センター) ところ 男女共同参画センター

講　師 藤田 美世氏 講　師
柳谷 和美氏(おやこひろば桜梅
桃李代表・心理カウンセラー)

対　象 男性で興味のある方 対　象 関心のある方

定　員 15名 定　員 30名

費　用 なし 費　用 無料

申　込 1/6から来館,電話 申　込 先着順

問　合 自然資料館 日時 1月31日(日)

午後2時～4時

ところ 自然資料館

講　師 濱塚 博氏(当館アドバイザー)

対　象 3歳以上

定　員 20名

費　用 高校生以上200円(入場料)

申　込 開始30分前から先着順

ここからkitといっしょ！自然資料
館でおさんぽ遊学

NPO法人「ここからkit」のみなさ
んや、絵本や自然の専門家と一
緒に、就学前児童を対象とした事
業を行います。わらべうたや身近
な自然に親しみながら、楽しい時
間を過ごしませんか。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

内　容

第2回きしサポプランコンペ　最
終選考会

第2回きしサポプランコンペの一
次選考通過者による公開プレゼ
ンテーションです。様々なマッチン
グ事例も発表。岸和田をよりよく
するアイデアを応援します！

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

内　容

内　容
アンモナイトや三葉虫などの化石
のレプリカを石膏でつくりましょ
う。

特記
事項

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入場料が必要)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

自然資料館･1月のミニ実習(化
石のレプリカづくり)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

内　容

特記
事項

もしかして、私はアダルトチルド
レン？～こどもの頃に親から受
けた心の傷を癒そう～

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

ネット販売スタートアップ講座

内　容

自分で作った小物や雑貨などを
「ネットを利用して販売してみた
い」と思った事ありませんか？
個人でも利用できるネット販売の
方法を習得し、実現してみましょ
う！
(パソコンやスマホの操作説明の
講習会ではありません。)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

おとこのピラティス講座

特記
事項

内　容
男性だけで、思う存分ピラティス
体験しましょう。

特記
事項

保育先着6名(2歳～就学前児
童)1/23締切

特記
事項

検温のうえマスク着用でお越しく
ださい。

特記
事項

一度お申込みいただくと、後の月
のおさんぽ遊学は申込み不要で
す。

特記
事項

色々な打楽器で子どもとリズムで
楽しく遊ぶ方法を、プロのミュージ
シャンから学びましょう。簡単なマ
ラカスを作成し、みんなでコン
サートもします。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

パパ力ＵＰ！セミナー“パパと一
緒に！打楽器でア・ソ・ボ～♪”

内　容

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

自然資料館･1月のミニ実習(私
だけのオリジナル絵本をつくろう)

特記
事項

保育先着4名(1歳半～就学前児
童)1/19締切

内　容
パステルでいろいろな絵を描い
て、自分だけの絵本にしてみま
しょう。

特記
事項

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入場料が必要)

にこにこ家庭教育学級公開講座
「主婦に役立つお金のはなし」

みんなが気になるお金の疑問、
ファイナンシャルプランナーに聞
いてみませんか。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

内　容

いくつになっても昔の親との関係
を思い出す。高圧的だった父親。
思い通りに行かないと泣く
母親など。大切に育ててもらった
のに、そんな風に思うのは私のこ
ころがせまいから？
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2月
問　合 市立公民館分館(春木市民センター) 日時 水・金 午前10時～正午 問　合 男女共同参画センター 日時 2月2,9日(火)

木　　　午後2時～4時 午前10時～正午

ところ 市立公民館分館(春木市民センター) ところ 男女共同参画センター

講　師 講　師 川崎 利栄氏(フォトスタイリスト)

対　象 下記参照 対　象 関心のある方

定　員 定　員 15名

費　用 無料 費　用 無料

申　込 不要 申　込 先着順

問　合 旭地区公民館(東岸和田市民センター) 日時 2月3,10,17,24日(水) 問　合 山直地区公民館(山直市民センター) 日時 2月3,17日(水)

午前10時～午後4時 午前10時～正午

ところ 旭地区公民館(東岸和田市民センター) ところ 山直地区公民館(山直市民センター)

講　師 講　師 先輩ママが来てくれます。

対　象 未就学児と保護者,妊婦の方 対　象 未就学児と保護者

定　員 同時に入室できるのは4組まで 定　員 なし

費　用 無料 費　用 不要

申　込 不要 申　込 不要

問　合 常盤地区公民館(桜台市民センター) 日時 2月4,25日(木) 問　合 旭図書館(東岸和田市民センター) 日時 2月6日(土)

午前10時～正午 午後2時～3時

ところ 常盤地区公民館(桜台市民センター) ところ 旭地区公民館(東岸和田市民センター)

講　師 先輩ママ 講　師 吉田恭子氏 「ゆとり」代表

対　象 未就学児とその保護者 対　象 小学校4年生～中学生

定　員 定　員 8名

費　用 不要 費　用 500円(材料費)

申　込 不要 申　込 1/12から来館,電話

問　合 自然資料館 日時 2月7日(日) 問　合 人権・男女共同参画課 日時 2月8日(月)

午後2時～4時 午後2時～4時まで

ところ 自然資料館 市立福祉総合センター

講　師 東北遠征団のみなさん ところ
黒尾 和久氏(重監房資料館(群
馬県) 学芸員)

対　象 3歳以上 対　象 関心のある方

定　員 20名 定　員 70名(先着順)

費　用
高校生以上200円(入館料)と材料
費300円

費　用 無料

申　込 開始30分前から先着順 申　込 1/12から電話,メール,FAX

ガリレオ温度計を作ろう！

身近な科学を実験しながら学び
ましょう。

自然資料館･2月のミニ実習(もう
すぐウミウシ展！ウミウシの海を
つくろう)

2月27日からはじまるウミウシの
展示のプレ企画として、ウミウシ
のハンコをつかってウミウシ手ぬ
ぐいをつくりましょう。

内　容
おしゃべりしたくなったり、ホッとし
たくなったら、気軽に遊びに来て
ください。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

内　容

内　容

特記
事項

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入場料が必要)

人権問題専門講座

「人を優しく見るには－ハンセン
病問題から考える－」

汚れてもいい服装でお越しくださ
い。

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

ときわキッズルーム

内　容

保育室を開放しています。お買い
物ついでや、ちょっと寂しくなった
ら、ふらっと遊びにきてください。
参加者同士で楽しく交流しませ
んか！
時間内出入り自由です。事務所
で受付してから4階へどうぞ。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

あさひキッズルーム

はるきキッズルーム

内　容

保育室を開放しています。
お買い物ついでや、おしゃべりし
たくなったら、ちょっと遊びに来ま
せんか？時間内いつでも出入り
自由です。開催日等詳しくはホー
ムページでご確認ください。

特記
事項

申込は氏名,住所,電話番号,人数
を記入。手話,文字通訳,保育申
込：2/1締切

持ち物：スマホ、あればデジカメ
(取扱説明書も一緒にお持ちくだ
さい）

特記
事項

特記
事項

気軽に立ち寄れ、遊べる場所で
す。先輩ママとお話出来ます。時
間内の出入りは自由です。思い
立ったらフラッと立ち寄ってくださ
いね。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

起業女性のためのインスタ講座

内　容

商品をうまく撮影できた！と思っ
ても、いざInstagramやSNSに投
稿しようとしたら「あれ？思ってた
のと違う…？」ってなることありま
せんか？プロに光の取り入れ
や、小物の配置、写真の加工の
仕方を教わればワンランク上の１
枚になるかも！

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

やまだいキッズルーム

特記
事項

水    0歳～2歳未満児と保護者
木・金 0歳～4歳児と保護者

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

内　容

特記
事項

午前10時～正午,午後2時～4時
は先輩ママがいます。

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

内　容
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問　合 市民活動サポートセンター 日時 2月9日(火) 問　合 八木地区公民館(八木市民センター) 日時 2月10,17,24日(水)

午前10時～正午 午前10時～午後3時半

ところ 福祉総合センター ところ 八木地区公民館(八木市民センター)

講　師 中山 麻衣子氏 講　師

対　象
市内の自治会,NPO法人,市民活
動団体

対　象 未就学児とその保護者

定　員 50名 定　員 同時に部屋に入れるのは5組まで

費　用 無料 費　用 無料

申　込 来所,メール,FAX,電話で2/6締切 申　込 不要

問　合 自然資料館 日時 2月11日（木・祝） 問　合 自然資料館 日時 2月11日(木・祝)

午前10時～午後1時 午後2時～4時

ところ 男里川河口干潟(泉南市) ところ 自然資料館

講　師 児嶋 格氏(当館専門員) 講　師 「野鳥生活」ひるねちゃん他

対　象 小学生以上 対　象 3歳以上

定　員 20名 定　員 20名

費　用 ひとり50円（傷害保険料） 費　用 高校生以上200円(入場料)

申　込 1/25までに往復はがき,PCメール 申　込 開始30分前から先着順

問　合 山直地区公民館(山直市民センター) 日時 2月14日(日) 問　合 市立公民館分館(春木市民センター) 日時 2月14日(日)

午前10時～午後3時 午後2時～4時

ところ 山直市民センター集合 ところ 市立公民館分館(春木市民センター)

講　師 講　師 角野 芳子氏,安枝 まなみ氏他

対　象 2～5名のグループ 対　象 興味のある方どなたでも

定　員 先着50組 定　員 50名程度(先着順)

費　用 1人500円(傷害保険料含) 費　用 無料

申　込 電話,メール,来館 申　込 来館,電話で1/8から

問　合 自然資料館 日時 2月14日(日) 問　合 市民活動サポートセンター 日時 2月19日（金）

午後2時～4時 午後3時～4時半

ところ 自然資料館 ところ 市民活動サポートセンター

講　師 岸和田市埋蔵文化財担当技師 講　師

対　象 3歳以上 対　象 どなたでも

定　員 20名 定　員

費　用 高校生以上200円(入場料) 費　用 無料

申　込 開始30分前から先着順 申　込 不要

きしサポ座談会

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

自然資料館･2月のミニ実習(上
達が実感できる鳥の塗り絵教
室)

特記
事項

特記
事項

「昭和歌謡から鬼滅の刃」まで、
時代を超え、世代を超えて、さま
ざまな「愛」の曲をお届けします。
寒い毎日ですが、あたたかい愛
を音楽で感じてみませんか。

特記
事項

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入場料が必要)

内　容
弥生人が使った道具「石包丁」の
レプリカをつくってみましょう。

内　容

皆さまの「チャレンジしたい！」を
一緒に考え悩み、そして応援い
たします。市民活動サポートセン
ターで行ってみたい企画・アイデ
アなどの持ち寄り大歓迎！どな
たでも自由に意見を出し合える
場です。お気軽にご参加くださ
い。

特記
事項

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入場料が必要)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

自然資料館･2月のミニ実習(石
包丁をつくろう)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

内　容

配られた地図に記載されたチェッ
クポイントをできるだけ多く制限
時間以内に回り点数を競いま
す。山直地域周辺など名所旧跡
穴場スポットなどあなたはいくつ
知っている？

内　容

特記
事項

市内在住在勤在学の18歳以上
の方を1人を含むグループ

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

学び舎ネットワーク
　「ぶらり山直ロゲイニング」

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

バレンタインコンサート

内　容

冬の大阪湾の浜辺には、ふだん
は海の底にすむ生き物が木枯ら
しで打ち上げられています。それ
らを観察しませんか。

内　容
身近な鳥の観察とお話、塗り絵を
行います。おとなの方だけの参
加も歓迎です。

特記
事項

幼児同伴不可,小学生以下は保
護者同伴

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

コツを学ぶ！決算書作成講座
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

やぎキッズルーム

内　容

決算は団体にとって、1年間の活
動を報告するための会計の手続
きです。初めて決算期を迎える、
またはより理解を深めたい団体
の皆さん、ぜひこの機会にご参
加ください。

内　容

保育室を開放しています。
時間内出入り自由で、おもちゃも
いろいろあります。
フラッと遊びにおいでください。

特記
事項

検温のうえマスク着用でお越しく
ださい。

特記
事項

午前10時～正午、午後1時半～3
時半は先輩ママさんがいます。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

冬の大阪湾生き物観察会
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問　合 自然資料館 日時 2月21日(日) 問　合 自然資料館 日時 2月23日(日)

午後2時～4時 午前10時30分～午後4時

ところ 自然資料館 ところ 自然資料館

講　師 渡辺 克典氏(当館専門員) 講　師 きしわだ自然友の会会員他

対　象 3歳以上 対　象 小学生以上

定　員 20名 定　員 30名

費　用 高校生以上200円(入場料) 費　用 無料

申　込 開始30分前から先着順 申　込 なし

問　合 山直地区公民館(山直市民センター) 日時 2月24日(水) 問　合 自然資料館 日時 2月27日(土)～3月28日(日)

午後1時半～3時 午前10時～午後5時

ところ JA営農センター ところ 自然資料館

講　師 タキイ種苗 講　師

対　象 興味のある方 対　象
どなたでも(4歳以下は保護者同
伴)

定　員 20名 定　員 なし

費　用 なし 費　用 無料(常設展の見学は有料)

申　込 1/13から来館,電話 申　込 なし

問　合 山直地区公民館(山直市民センター) 日時 2月28日(日)①午前10時半 問　合 自然資料館 日時 2月28日(日)

②午後1時半③午後4時半 午後2時～4時

ところ 山直地区公民館(山直市民センター) ところ 自然資料館

講　師 なし 講　師 植野敏郎氏（当館アドバイザー）

対　象 興味がある方 対　象 3歳以上

定　員 各回30人 定　員 20名

費　用 無料 費　用 高校生以上200円(入場料)

申　込 1/13から来館,電話 申　込 開始30分前から先着順

毎週月曜日休館

内　容
身近な植物の葉を使っていろい
ろな遊びを行いましょう。

特記
事項

①,②のみ保育先着6名(1歳半～
就学前児童)2/18締切

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

映画上映「ずっと、いっしょ。」

小学生は保護者同伴

特記
事項

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入場料が必要)

内　容

『うまれるシリーズ』第２章、それ
ぞれの事情に向き合う３家族の
姿を通して考える「笑って泣ける
傑作ドキュメンタリー」

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

自然資料館･2月のミニ実習(葉っ
ぱあそび)

内　容
育てやすい春夏野菜の品種など
を学びましょう。

内　容
日本列島でみられるウミウシの
水中写真と、羊毛フェルトでつくっ
たウミウシを多数展示します。

特記
事項

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

山直ファームへようこそ
～春夏野菜～

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

企画展「うみうし日和～水中写真
と羊毛フェルトの海」

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

自然資料館･2月のミニ実習(チリ
メンモンスターをさがそう)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

第19回メランジェゼミ

内　容

チリメンジャコのなかにまじるタコ
やイカ、カニのなかまの生き物
「チリメンモンスター」を探しましょ
う。

内　容

きしわだ自然友の会会員や、当
館学芸員などによる研究成果の
発表会。申込不要・入退室自由
です。

特記
事項

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入場料が必要)
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3月
問　合 市立公民館分館(春木市民センター) 日時 水・金　午前10時～正午 問　合 旭地区公民館(東岸和田市民センター) 日時 3月3,10,17,24日(水)

木　　　午後２時～４時 午前10時～午後4時

ところ 市立公民館分館(春木市民センター) ところ 旭地区公民館(東岸和田市民センター)

講　師 講　師

対　象 下記参照 対　象 未就学児と保護者,妊婦の方

定　員 定　員 同時に入室できるのは4組まで

費　用 無料 費　用 無料

申　込 不要 申　込 不要

問　合 山直地区公民館(山直市民センター) 日時 3月3,17日(水) 問　合 市立保健センター(健康推進課) 日時 3月6日(土)

午前10時～正午 午後2時～5時

ところ 山直地区公民館(山直市民センター) ところ 市立保健センター

講　師 先輩ママが来てくれます。 講　師 下記参照

対　象 未就学児と保護者 対　象 どなたでも

定　員 なし 定　員 なし

費　用 不要 費　用 無料

申　込 不要 申　込 当日受付

問　合 市立図書館(本館) 日時 3月7日(日) 問　合 市立図書館(本館) 日時 3月7日(日)

午前11時～11時20分頃 午後1時半～2時半

ところ 市立図書館(本館) ところ 市立図書館(本館)

講　師 講　師 日本レスキュー協会

対　象 幼児 対　象 市内小学生とその保護者

定　員 10名 定　員 15組

費　用 無料 費　用 無料

申　込 不要 申　込 2/16から来館,電話

問　合 自然資料館 日時 3月7日(日) 問　合 山直図書館（山直市民センター） 日時 3月7日(日)

午後2時～4時 午後2時～3時

ところ 自然資料館 ところ 山直地区公民館（山直市民センター）

講　師 当館スタッフ 講　師 人形劇「すまいる」

対　象 小学生以上 対　象
幼児～小学校低学年とその保護
者

定　員 20名 定　員 30名(先着順)

費　用 高校生以上200円(入場料) 費　用 無料

申　込
往復はがき,PCメールで2/1～24
必着

申　込 2/9から来館,電話

問　合 八木地区公民館(八木市民センター) 日時 3月10,17,24,31日(水) 問　合 男女共同参画センター 日時 3月10,17日(水)

午前10時～午後3時半 午後2時～4時

ところ 八木地区公民館(八木市民センター) ところ 男女共同参画センター

講　師 講　師
第1回：中尾山 美賀氏
第2回：永田 京子氏
(NPO法人ちぇぶら認定講師)

対　象 未就学児とその保護者 対　象 関心のある女性

定　員 同時に部屋に入れるのは5組まで 定　員 30名

費　用 無料 費　用 無料

申　込 不要 申　込 先着順

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

はるきキッズルーム
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

あさひキッズルーム

内　容 内　容

保育室を開放しています。お買
い物ついでや、ちょっと寂しくなっ
たら、ふらっと遊びにきてくださ
い。 参加者同士で楽しく交流し
ませんか！
時間内出入り自由です。事務所
で受付してから4階へどうぞ。

特記
事項

水　　 0歳～2歳未満児と保護者
木・金 0歳～4歳児と保護者

特記
事項

午前10時～正午,午後2時～4時
は先輩ママがいます。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

やまだいキッズルーム
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

いのちと暮らしの相談会

保育室を開放しています。
お買い物ついでや、おしゃべりし
たくなったら、ちょっと遊びに来ま
せんか？時間内いつでも出入り
自由です。開放日等、詳しくは
ホームページ等でご確認くださ
い。

特記
事項

受付は午後4時まで。弁護士,精
神科医師,相談支援員,臨床心理
士

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

おはなし会
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

セラピードッグで読み聞かせだ
ワン

内　容

気軽に立ち寄れ、遊べる場所で
す。先輩ママとお話出来ます。時
間内の出入りは自由です。思い
立ったらフラッと立ち寄ってくださ
いね。

内　容

ひとりで悩みを抱えこんでいませ
んか？専門家に相談することで
変わるかもしれません。生きづら
さ・生活・仕事などの悩みに無料
で相談に応じます。また、家族か
らの相談も可能です。特記

事項

特記
事項

コロナ対策のため、マスクの着用
と上着をお持ちください。

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

自然資料館スペシャル実習・ア
ンモナイト化石取り出し体験

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

人形劇「すまいる」によるミニお
はなし会と人形劇

内　容

パネルシアターや絵本の読み聞
かせなど、パパやママ、じいじ、
ばあばも一緒に楽しめるプログラ
ムでお待ちしています。

内　容
人前で本を読んだりするのが苦
手な人も大丈夫。犬たちに絵本
を読んであげませんか。

特記
事項

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

やぎキッズルーム
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

更年期をチャンスに変える！
～笑顔で過ごすための心とから
だのトリセツ～

内　容

北海道の岩石からアンモナイト
化石をとりだしてみませんか？取
り出したアンモナイトなどの化石
は持って帰ることができます。

内　容
人形劇「おんちょろきょう」やエプ
ロンシアターなどを家族やお友
達と一緒に楽しみましょう。

特記
事項

小学生は保護者同伴・幼児同伴
不可

特記
事項

内　容

保育室を開放しています。
時間内出入り自由で、おもちゃも
いろいろあります。
フラッと遊びにおいでください。

内　容

更年期はその後の人生をより健
康に楽しく過ごすための大切な
準備期間。正しい知識で、今すぐ
心とからだのメンテナンスを始め
ませんか。未来の自分へ健やか
な心と身体をプレゼントしましょ
う。

特記
事項

午前10時～正午、午後1時半～3
時半は先輩ママさんがいます。

8



問　合 常盤地区公民館(桜台市民センター) 日時 3月11,25日(木) 問　合 文化国際課(マドカホール) 日時 3月13,20日(土・祝）

午前10時～正午

ところ 常盤地区公民館(桜台市民センター) ところ マドカホール(市立文化会館)

講　師 先輩ママ 講　師 ワークショップによって異なります

対　象 未就学児とその保護者 対　象 未就学児～大人

定　員 定　員 ワークショップによって異なります

費　用 不要 費　用 ワークショップによって異なります

申　込 不要 申　込 2/11午前10時から(先着順)

問　合 八木図書館(八木市民センター) 日時 3月13日(土) 問　合 自然資料館 日時 3月14日(日)

午前11時～正午 午後2時～4時

ところ 八木地区公民館(八木市民センター) ところ 自然資料館

講　師 みなみちゃんとおはなしたい 講　師
平川美香氏（JT生命誌研究館
CR）

対　象 幼児以上 対　象 3歳以上

定　員 20名(先着順) 定　員 20名

費　用 無料 費　用 高校生以上200円(入場料)

申　込 2/18から来館,電話 申　込 開始30分前から先着順

問　合 春木図書館(春木市民センター) 日時 3月14日(日) 問　合 市民活動サポートセンター 日時 3月19日（金）

午後2時～3時 午後3時～4時半

ところ 市立公民館分館(春木市民センター) ところ 市民活動サポートセンター

講　師 みなみちゃんとおはなしたい 講　師

対　象 幼児以上 対　象 どなたでも

定　員 20名(先着順) 定　員

費　用 無料 費　用 無料

申　込 2/18から来館,電話 申　込 不要

問　合 自然資料館 日時 3月20日(土・祝) 問　合 自然資料館 日時 3月21日(日)

午後2時～4時 午後1時半～4時

ところ 自然資料館 ところ 自然資料館

講　師 ウミウシの骨屋さん 講　師 徳川 広和氏(当館専門員)他

対　象 3歳以上 対　象
小学生以上(小学生は保護者同
伴)

定　員 20名 定　員 30名

費　用
高校生以上200円(入場料)+材料
費500円

費　用 500円(材料費)

申　込 開始30分前から先着順 申　込
2/1～3/8に往復はがき,PCメー
ル

問　合 自然資料館 日時 3月23日(火) 問　合 山直地区公民館(山直市民センター) 日時 3月28日(日)

午前10時～11時半 午前10時半～正午

ところ 自然資料館 ところ 山直地区公民館(山直市民センター)

講　師 ここからkitのみなさん他 講　師 藤田 由紀氏

対　象
自力(立)歩行ができる就園前の
子どもと保護者

対　象 お子さん,お孫さんがいる方

定　員 15組 定　員 20名

費　用 ひとり50円(保険代) 費　用 なし

申　込
随時受付中・定員以下の場合は
当日参加も可

申　込 3/4から来館,電話

問　合 自然資料館 日時 3月28日(日)

午後2時～4時

ところ 自然資料館

講　師 当館スタッフ

対　象 3歳以上

定　員 20名

費　用 高校生以上200円(入場料)

申　込 開始30分前から先着順

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入館料が必要)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

自然資料館･3月のミニ実習(科
学工作)

内　容
自然に関するプログラムを実施し
ます。

特記
事項

特記
事項

保育先着6名(1歳半～未就学
児)3/19締切

内　容

NPO法人「ここからkit」のみなさ
んや、絵本や自然の専門家と一
緒に、就学前児童を対象とした事
業を行います。わらべうたや身近
な自然に親しみながら、楽しい時
間を過ごしませんか。

内　容

大人が子どもの写真をSNSに載
せることで危険に巻き込まれた事
例などを参考に一緒に考えてみ
ませんか？

特記
事項

特記
事項

携帯からの申込み不可。保育先
着6名(1歳半～就学前児童)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

ここからkitといっしょ！自然資料
館でおさんぽ遊学

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

子どもたちをインターネットの危
険にさらしていませんか？

内　容
企画展「ウミウシ日和」の開催を
記念して、ウミウシの貯金箱をつ
くります。

内　容

大阪市立大学恐竜愛好会のみな
さんと、古生物造形作家の徳川
広和氏による、古生代のいきもの
のお話と、オパビニアの色塗りで
す。おとなの方だけの参加も大歓
迎です。保育希望の方は申込の
際にご記入ください。特記

事項
小学生以下は保護者同伴(保護
者は入館料が必要)

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

自然資料館･3月のミニ実習(ウミ
ウシの貯金箱をつくろう)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

きしわだ古生物教室子どもの部

内　容

絵本やエプロンシアター、工作な
ど盛りだくさんのおはなし会で
す。一緒に楽しい時間を過ごしま
しょう。

内　容

皆さまの「チャレンジしたい！」を
一緒に考え悩み、そして応援い
たします。市民活動サポートセン
ターで行ってみたい企画・アイデ
アなどの持ち寄り大歓迎！どな
たでも自由に意見を出し合える場
です。お気軽にご参加ください。

特記
事項

自然資料館･3月のミニ実習(から
くり古生物・ワニのペーパークラ
フト)

特記
事項

小学生以下は保護者同伴(保護
者は入場料が必要)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

春のおはなし会スペシャル
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

きしサポ座談会

内　容

絵本やエプロンシアター、工作な
ど盛りだくさんのおはなし会で
す。一緒に楽しい時間を過ごしま
しょう。

内　容
化石でも発見されているワニのな
かま「プロトスクス」のペーパーク
ラフトをつくりましょう

特記
事項

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

ときわキッズルーム
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

第11回アートマルシェ

内　容
おしゃべりしたくなったり、ホッとし
たくなったら、気軽に遊びに来てく
ださい。

内　容

子どもから大人まで参加できる文
化芸術体験ワークショップを開催
します。人形劇、踊り、演奏、工
作など、様々なワークショップを
ご用意しております。ぜひご参加
ください。特記

事項
特記
事項

申込初日は電話のみ。以降は電
話,来館。(月曜日,3/9休館)

講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名

春のおはなし会スペシャル
講座･
ｲﾍﾞﾝﾄ
名
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企画課 市民活動サポートセンター 旭地区公民館(東岸和田市民センター)

住所   岸和田市岸城町7-1

電話   072-423-9493

FAX    072-423-6749

Eﾒｰﾙ  kikaku@city.kishiwada.osaka.jp

住所   岸和田市野田町1-5-5

電話   072-438-2367

FAX    072-438-2368

Eﾒｰﾙ　info@kishiwada-saposen.jp

住所   岸和田市土生町4-3-1

電話　 072-428-6711

FAX　  072-428-0711

Eﾒｰﾙ  higasikisi@city.kishiwada.osaka.jp

山直地区公民館(山直市民センター) 市立公民館分館(春木市民センター) 八木地区公民館(八木市民センター)

住所　 岸和田市三田町715-1

電話　 072-441-1451

FAX　  072-441-3851

Eﾒｰﾙ　yamadai@city.kishiwada.osaka.jp

住所　 岸和田市春木若松町21-1

電話　 072-436-4500

FAX    072-436-0678

Eﾒｰﾙ  haruki@city.kishiwada.osaka..jp

住所   岸和田市池尻町339番地の2

電話　 072-443-6848

FAX　  072-443-6859

Eﾒｰﾙ　yagicc@city.kishiwada.osaka.jp

常盤地区公民館(桜台市民センター) 人権・男女共同参画課 男女共同参画センター
住所　 岸和田市下松町4-17-1

電話　 072-428-9229

FAX　  072-428-9231

Eﾒｰﾙ  sakuradaicc@city.kishiwada.osaka.jp

住所　 岸和田市岸城町7-1

電話　 072-423-9562

FAX　  072-423-0108

Eﾒｰﾙ　jinkens@city.kishiwada.osaka.jp

住所   岸和田市加守町4-6-18

電話　 072-441-2535

FAX　  072-441-2536

Eﾒｰﾙ　danjoc@city.kishiwada.osaka.jp

市立福祉総合センター 健康推進課(市立保健センター) 観光振興協会(だんじり会館)
住所　岸和田市野田町1-5-5

電話　072-438-2321

FAX　 072-431-1500

住所   岸和田市別所町3-12-1

電話　 072-423-8811

FAX　  072-423-8833

Eﾒｰﾙ　kenko@city.kishiwada.osaka.jp

住所   岸和田市本町11-23

電話　 072-436-0914

FAX　  072-436-0915

Eﾒｰﾙ　danjirik@sensyu.ne.jp

文化国際課(マドカホール) 市立公民館(生涯学習課) 自然資料館
住所   岸和田市荒木町1-17-1

電話　 072-443-3800

FAX　  072-443-4627

Eﾒｰﾙ　bunka@city.kishiwada.osaka.jp

住所　岸和田市堺町1-1

電話　072-423-9615

FAX　 072-423-3011

Eﾒｰﾙ  syogaig@city.kishiwada.osaka.jp

住所   岸和田市堺町6－5

電話　 072-423-8100

FAX　  072-423-8101

Eﾒｰﾙ　sizen@city.kishiwada.osaka.jp

市立図書館(本館) 旭図書館(東岸和田市民センター) 山直図書館(山直市民センター)
住所   岸和田市岸城町1-18

電話　 072-422-2142

FAX　  072-432-8686

Eﾒｰﾙ　tosyokan@city.kishiwada.osaka.jp

住所　岸和田市土生町4-3-1リハーブ3階

電話　072-428-6200

FAX　 072-428-0711

住所   岸和田市三田町715-1

電話 　072-441-7575

FAX　  072-441-3851

春木図書館(春木市民センター) 八木図書館(八木市民センター) 桜台図書館(桜台市民センター)
住所　岸和田市春木若松町21-1

電話　072-436-0679

FAX　 072-436-0678

住所　岸和田市池尻町339-2

電話　072-443-6849

FAX　 072-443-6859

住所　岸和田市下松町4-17-1

電話　072-428-9230

FAX　 072-428-9231

お申込み･お問合せ先 

 

 発行 岸和田市市民環境部自治振興課協働推進担当 

〒596-8510 岸和田市岸城町 7-1 
TEL 072-423-9740  
FAX 072-423-6933 
E ﾒー ﾙ jichi@city.kishiwada.osaka.jp 


