県立5館合同企画

7月21日(土)〜9月2日(日)

夏休みスタンプラリー
なつやすみの美術館8

和歌山城天守閣再建60周年記念

7月7日
（土）
〜9月2日
（日）

７月１４日(土)〜８月２６日(日)

タイムトラベル

夏休み中のこどもとおとなが一緒に楽しむ展覧会。8
回目のテーマはタイムトラベル。いろいろな作品を
とおして時間旅行にでかけましょう。
【イベント】
◆ギャラリートーク
7/8（日）、7/16（月・祝）、9/2（日）いずれも14：00〜
柴川敏之
◆こどもギャラリートーク
《2000年後に発掘された招き猫の化石》
8/11（土・祝）、8/19（日）いずれも14：00〜
◆こども美術館部（小学生対象の鑑賞会）
8/25（土）
「バック・トゥ・ザ・???」
11：00〜11：45 （11時までに要受付）
◆たまごせんせいとわくわくアートツアー（和歌山大学の学生による鑑賞サポート）
8月後半に実施予定 11：00〜、13：30〜、15：00〜
◆ワークショップ
7/29（日）13：00〜16：00（事前申込制）

和歌山県近代美術館

073−436−8690

夏期企画展

学校にあるたからもの Ⅱ

７月２１日
（土）
〜９月２日
（日）

【イベント】
◆自然博物館マツノ学芸員と観る風土記の昆虫
（小学生対象）
７/24（火）
・８/３
（金）各日10：00〜12：00
（要申込：各日15名）
◆連続講座「岩橋千塚⑥」
７/29（日）13：30〜15：30
（要申込：３０名）
海南市立黒江小学校 郷土資料館
◆夏休みモノづくり体験（ハニワ）
８/４
（土）
・8/５
（日）各日10：00・13：30開始
（当日受付：各日先着100名）
◆夏休みモノづくり体験（まが玉）
８/11（土・祝）
・12（日）各日10：00・13：30開始
（当日受付：各日先着100名）
◆展示講座③（夏期企画展）
８/19（日）13：30〜15：30
（要申込：３０名）
◆館長講座②「須恵器の話あれこれ」
８/25（土）13：30〜15：30
（要申込：３０名）

和歌山県立紀伊風土記の丘

夏休み企画展

城下町和歌山を歩こう

江戸時代、城下町和歌山は、全国有数の人口を誇る都市でした。和歌山
城を中核に、城下町が形成され、家臣である武士は城の近いところに住み、
武家町ができました。商人は街道や川に沿う地、職人はその裏町に住み、
町人町ができました。
夏休み企画展では、城下町和歌山の歴史を伝える文化財や寺社に残され
た文化財などを通じて、城下町和歌山に住んだ人々の生活や文化を紹介
します。

天保年代物売図
（和歌山県立図書館蔵）

【イベント】
◆ミュージアムトーク ７/15（日・祝）、7/29（日）、
８/12（日）、8/26（日）
13：30〜14：30 （申込不要、但し入館の手続きが必要）
◆ホンモノの文化財にさわってみよう！ ８/12（日）10：00〜12：00
（申込不要、但し展示室に入られる場合は入館の手続きが必要）
◆現地見学会 和歌山城と城下町を歩く ７/22（日）、
８/５
（日）、8/11（土・祝）
10：00〜12：00 定員30人 （参加費無料 事前申込必要 ７/14から受付開始）

和歌山県立博物館

073−436−8670

特別展

小さな粘菌の大きなワンダーランド
−南方熊楠を魅了した生き物−

7月21日
（土）
〜9月2日
（日）
粘菌とは何か？実物標本を多数展示します。
それに加え南方熊楠の研究や応用研究などに関する展示を行います。

073−471−6123

夏休みはイベントがいっぱい
【和歌山県立図書館】
◆図書館で涼もう！2018｢紙芝居を作ろう｣
8/1（水）
｢手話にふれよう！｣ 8/22（水）
◆郷土資料特別展示｢和歌山城今昔｣ 7/13（金）
〜9/12（水）

期間中、来館者に自然博物館オリジナルポストカードプレゼント

和歌山県立自然博物館

（なくなり次第終了します）

073−483−1777

各館、自由研究などの参考になるような展示や
イベントを用意してご来館お待ちしています。

【和歌山県立図書館 文化情報センター】

スタンプをすべて集めると

【和歌山県立紀南図書館】

オリジナル缶バッチセットを
その場でプレゼント !

◆サマー遊ing2018 〜遊び｢学ぶ楽しさ・知る喜び｣〜 7/24（火）
〜7/27（金）

◆特別展示｢自由研究｣
7/1（日）
〜8/31（金）
◆一日図書館員になってみませんか
8/17（金）
◆図書館で涼もう！2018｢紙芝居を作ろう｣
8/7（火）

和歌山県立図書館
和歌山県立紀南図書館

073−436−9500
0739−22−2061

さらにダブルチャンスも !!
詳しくは裏面を見てね→

〜 展示内容・入館料・イベントの詳細など詳しい内容などは各館にお問い合わせください 〜

アクセス

〜公共交通機関や車でお越しの皆さまへ〜

和歌山線

南海
和歌山市駅

→和歌山県立近代美術館／和歌山県立博物館

和歌山IC
県庁前

・ＪＲ
「和歌山」
駅(西口)から ②番のりば
【和歌浦方面行き】 約10分
・南海電鉄
「和歌山市」
駅から ⑨・⑩番のりば 約7分
「県庁前」
下車 南へ徒歩約2分
・駐車場〈有料〉2時間まで無料、以後30分ごとに100円
一般車90台(高さ制限2.6m)、
バス駐車スペース有(要事前連絡)

県庁

大通り
けやき

紀伊風土記の丘

国体道路

高松
和歌山電鐵貴志川線

中央通り

県立図書館

和医大●

・ＪＲ
「和歌山」
駅(西口)から ①②番のりば
【海南市方面行き】 約30分
・南海本線
「和歌山市」
駅から ⑧⑨番のりば
【海南市方面行き】 約30分
・ＪＲ
「海南」
駅から ①②番のりば 約10分
「琴の浦」
下車すぐ
・駐車場〈無料〉
・阪和自動車道
「海南I.C.」
から和歌山市方面へ約10分
和歌山市から国道42号線毛見トンネルを越えて右折

和歌浦
JR紀勢本線

R42

→和歌山県立図書館

地図

・ＪＲ
「和歌山」
駅から ②番のりば
【県庁前経由和歌浦方面行き】 約20分
・南海
「和歌山市」
駅から ⑨⑩番のりば
【県庁前経由和歌浦方面行き】 約20分
「高松」
下車 徒歩約3分
・駐車場〈無料〉

琴の浦

県立自然博物館

県立近代美術館

県立博物館

県立紀伊風土記の丘

県立自然博物館

〒640-8137 和歌山市吹上 1-4-14
℡073-436-8690
http://www.momaw.jp
開館時間 9:30 〜 17:00
( 入館は 16:30 まで )
月曜休館 駐車場有（有料）

〒640-8137 和歌山市吹上 1-4-14
℡073-436-8670
http://www.hakubutu.wakayama-c.ed.jp
開館時間 9:30 〜 17:00
( 入館は 16:30 まで )
月曜休館 駐車場有 ( 有料 )

〒640-8301 和歌山市岩橋1411
℡073-471-6123
http://www.kiifudoki.wakayama-c.ed.jp
開館時間9:00〜16:30
(入館は16:00まで)
※駐車場のご利用は8:00〜18:00
月曜休館 駐車場有(無料)

〒642-0001 海南市船尾 370-1
℡073-483-1777
http://www.shizenhaku.wakayama-c.ed.jp
開館時間 9:30 〜 17:00
( 入館は 16:30 まで )
月曜休館 駐車場有 ( 無料 )

※（ ）内は20名以上の団体料金
※高校生以下、65歳以上、障害者、
県内に在学中の外国人留学生は無料

※（ ）内は20名以上の団体料金
※高校生以下、65歳以上、障害者、
県内に在学中の外国人留学生は無料

阪和自動車道

→和歌山県立自然博物館

【入館料】
一 般 280円（220円）
大学生 170円（140円）

県立紀伊風土記の丘

県立近代美術館 県立博物館
和歌山港駅

・ＪＲ
「和歌山」
駅(東口)から ⑤番のりば
【紀伊風土記の丘行き】 約20分
終点下車 バス停より遊歩道徒歩約5分
・ＪＲ和歌山線
「田井ノ瀬」
駅下車 徒歩30分
・ＪＲ
「和歌山」
駅より タクシー約10分
・駐車場〈無料〉
・阪和自動車道
「和歌山I.C.」
から約5分

【入館料】
企画展
一 般510（410）円
大学生300（250）円
常設展
一般340（270）円
大学生230（180）円

ＪＲ和歌山駅

和歌山城
三年坂通り

→和歌山県立紀伊風土記の丘

田井ノ瀬駅

【入館料】
一般190(150)円

大学生90(70)円

※（ ）内は20名以上の団体料金
※高校生以下、65歳以上、障害者、
県内に在学中の外国人留学生は無料

【入館料】
一般 470円（340円）
夏の特別展に追加料金不要

※（ ）内は20名以上の団体料金
※高校生以下、65歳以上、障害者、
県内に在学中の外国人留学生は無料

海南東IC
海南駅

県立図書館

〒641-0051 和歌山市西高松1-7-38
℡073-436-9500

県立紀南図書館

〒646-0011 田辺市新庄町3353-9
(県立情報交流センターBig・U内）
℡0739-22-2061
http://www.lib.wakayama-c.ed.jp
開館時間
火曜〜金曜
9:00〜19:00
土・日・祝
9:00〜18:00
児童室 平日 9:00〜19:00
（本の整理のため17：00〜17：30は閉室）
児童室 土・日・祝 9:00〜17:00
月曜休館・毎月第２木曜休館
駐車場有(無料)

スタンプラリー応募用紙〈スタンプ 5 個集めた応募用紙は必要事項を記入して受付に渡してね〉
どこからスタートして、どこでゴールしても良いよ。きみのゴールを楽しみに待っている！

近代美術館
スタンプ

●住所

博物館
スタンプ

〒

風土記の丘
スタンプ

自然博物館
スタンプ

図書館
スタンプ

５館のスタンプ全部あつめてね。最後の場所でオ
リジナル缶バッチがもれなく記念にもらえるよ。
(※配布期間は9/2まで。応募用紙1枚につき缶バッチ1
セットをプレゼント)

●氏名 ( ふりがな )
●電話番号またはメールアドレス
●ご意見

〈ダブルチャンス！
！〉

さらに、5館のスタンプ全部集まった応募用紙に
必要事項を記入し各館の受付に渡すと、抽選でき
いちゃんぬいぐるみが3名に当たります。(※応募期
間は9/2まで。抽選結果は賞品の発送をもってかえさせ
ていただきます。)

※押印はスタンプラリーポイント1ヶ所につき、お一人様
1回とさせていただきます。
※応募用紙１枚につき１ヶ所で複数の押印は無効となり
ます。
※応募用紙は５館のホームページから印刷することも可
能です。
※スタンプをあつめている途中で応募用紙を紛失した場
合は、
スタンプの再押印はいたしません。

