
イベント開催地域：　 高知市内　　 東部地区　　 西部地区　　 その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※税込価格で掲載しています。

内　　　容開催日時 お申込・お問い合せ
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 　船釣り体験
お魚の宝庫柏島の海で船釣り体験。
乗船費、釣り竿、仕掛け、餌、ガイド料込み。
場　所︓柏島(幡多郡大月町)とその周辺海域
対　象︓小学生以上　　　　　
催行人数︓４名以上
参加費︓半日 6480円（傷害保険含む）
申込み︓電話、FAX、メールのいずれかで
　　　　右記まで。

　 クリアカヌーで海中観察
底が透明なクリアカヌーで、海の中をのぞい
てみよう︕どんな生き物に出会えるかな︖
場　所︓柏島(幡多郡大月町)とその周辺海域
対　象︓小学生以上　　　　　
催行人数︓４名以上
参加費︓半日３時間程度 5400円、
　　　　終日 9720円（傷害保険含む）
申込み︓電話、FAX、メールのいずれかで
　　　　右記まで。

　 動物たちのエサの時間
リクガメ、チンパンジー、コアリクイ、フラミン
ゴ、キツネザル、メガネカイマン、オオサンショ
ウウオがエサを食べている姿をご覧いただけます。
場　所︓わんぱーくこうちアニマルランド
　　　（高知市桟橋通6-9-1）
対　象︓こども～大人
入園料︓無料

 　発電所ってどんなところ？
四国電力には、水力・火力・原子力などさま
ざまな発電所があります。電気が生まれる発
電所を見に行きませんか。
見学先︓本川発電所(水力)、西条発電所(火力)、
　　　　伊方発電所(原子力)、原子力保安研修所など
対　象︓小学生とその保護者
※40名程度のグループでお申し込みください。
参加費︓小学生 無料、
　　　　大人 5000円（日帰りは無料）
申込み︓電話またはFAXにて右記まで。

　 おはなしのじかん
おはなし（ストーリーテリング）、絵本の
読み聞かせ、手遊びなどを行います。
場　所︓高知県立図書館　子ども読書室
　　　（高知市丸ノ内1丁目1-10）
対　象︓幼児～小学生
定　員︓なし　　　参加費︓無料
　　　　※当日、直接会場にお越し下さい。

 　おもちゃ病院の開院（南国市）
こわれたおもちゃを無料で診察･修理します。
※修理部品が必要な場合、部品代は有償。
修理に日数がかかる場合は、2週間後に返却。
場　所︓からくり創造工房
　　　（南国市大埇甲2122　大篠小南側）
※当日時間内に、対象年齢14歳以下のおもちゃ
　をご持参ください。

　 おもちゃ病院の開院（高知市）
こわれたおもちゃを無料で診察･修理します。
※修理部品が必要な場合、部品代は有償。
修理に日数がかかる場合は、2週間後に返却。
場　所︓NPO高知県生涯学習支援センター1F
（高知市大原町132　高知県教育センター分館内）
※当日時間内に、対象年齢14歳以下のおもちゃ
　をご持参ください。

 　おもちゃ広場とおもちゃの貸出し
おもちゃ遊び。一家族３点まで無料で２週間
おもちゃの貸出しもできます。
場　所︓高知おもちゃ図書館はとぽっぽ
　　　（高知市本町4丁目1-37
　　　　社会福祉センター1F　駐車場なし）
対　象︓乳幼児と保護者
参加費︓無料
　　　　※当日直接お越し下さい。

NPO法人
黒潮実感センター
受付時間︓8︓30～17︓30
TEL︓0880-62-8022
FAX︓0880-62-8023
E-mail︓
kuroshio@divers.ne.jp

申込締切︓１週間前まで

NPO法人
黒潮実感センター
受付時間︓8︓30～17︓30
TEL︓0880-62-8022
FAX︓0880-62-8023
E-mail︓
kuroshio@divers.ne.jp

申込締切︓希望日の３日前
　　　※土日祝日を含まず

わんぱーくこうち
アニマルランド
開園時間︓9︓00～17︓00
休園日︓水曜日
TEL︓088-832-0189

四国電力㈱高知支店
総務部広報課
平日︓9︓00～17︓00
定休日︓土・日・祝日
TEL︓0120-410-430
FAX︓088-821-2646

申込締切︓
　　　まずはご相談を︕

高知県立図書館
子ども読書室
開館時間︓9︓00～17︓00
休館日︓
月曜・祝日・毎月最終金曜
※５月５日(木・祝)は開館
TEL︓088-872-6307

高知おもちゃ病院
南国診療所︓野村
TEL︓090-4506-0666

高知おもちゃ病院
高知診療所︓谷
TEL︓090-1002-1720

高知おもちゃ図書館
はとぽっぽ
世話人代表︓浜田
TEL︓090-8284-2180

随時
  8︓00～12︓00
13︓00～17︓00
※ご希望により変更可

随時
  9︓00～12︓00
13︓00～16︓00

※海の状況によっては
　実施できない場合も
　あります。

毎日
※オオサンショウウオは、
土曜日、メガネカイマン
は、日曜日。時間は
それぞれ違います。
お問い合せ、または
ＨＰをご覧ください。

見学希望日

※旅程は申込時に
　相談します。

毎週土曜日
11︓00～11︓30

第1･第3土曜日
10︓00～12︓00

第2･第4土曜日
10︓00～15︓00

第1･第3火曜日
10︓00～12︓00
13︓00～15︓00
第2･第4土曜日
10︓00～12︓00

※5月3日(火･祝)は
　お休み

 　宮沢賢治  ことばの宇宙展
宮沢賢治のすきとおったことばを、美しい
写真とともに紹介します。
場　所︓高知県立文学館 2F企画展示室
　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
観覧料︓500円(常設展含む)･高校生以下無料

　 すみれ・たんぽぽ展
「身近な植物をもっと知ろう︕」をテーマに
すみれとたんぽぽの秘密に迫る企画展。展示と
あわせてワークシートやスタンプラリーも開催。
場　所︓牧野植物園　展示館 企画展示室・
　　　　植物画ギャラリー(高知市五台山4200-6)
入園料︓720円（高校生以下無料）
※一部申し込みが必要なイベントあり。
　詳細はHPをご覧ください。

 　Dramatic Makino 植物園に行こう !
春を迎えた園内を巡り、植物の様々な魅力を感じ
発見してください。期間中は植物スタンプラリー
やガイドツアーなどイベント盛りだくさん。
場　所︓牧野植物園（高知市五台山4200-6）
入園料︓720円（高校生以下無料）
※一部参加費や申し込みが必要なイベントあり。
　詳細はHPをご覧ください。

　 わんぱーくこうちまつり
今年も１万本のチューリップがお待ちしてい
ます。４月３日(日)は１０時から楽しいイベ
ントを開催します。
場　所︓わんぱーくこうち
　　　（高知市桟橋通6-9-1）
対　象︓こども～大人　　　入園料︓無料

 　①ワンポイントガイド
飼育スタッフによる動物解説です。スタッフ
しか知らない動物のお話が聞けます。
　 ②アニマルランド裏側探検隊
ふだんは見られない、動物園の裏側を飼育ス
タッフがご案内します。
定　員︓20名（先着）
申込み︓当日アニマルギャラリー入り口にて。
場　所︓わんぱーくこうちアニマルランド
　　　（高知市桟橋通6-9-1）
対　象︓こども～大人　　　入園料︓無料

 　ポーセラーツdeお楽しみ
はし置き･マグカップ･お茶碗･小皿･スプーン
などからつくります。柄もたくさんあります。
母の日･父の日にプレゼントはいかがですか︖
場　所︓コープ吉田店2F（高知市吉田町6-6）
対　象︓親子　　　定　員︓７組
参加費︓１種類 1000円、２種類 1800円、
　　　　３種類 2500円
申込み︓電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

　 イルカ・トレーナーお仕事体験！！
イルカの技の教え方をゲームしながら学べる。
エサを準備してイルカをトレーニングして、
最後にはイルカといっしょに泳ぎます︕
場　所︓室戸ドルフィンセンター
　　　（室戸市室戸岬町字鯨浜6810-162）
対　象︓小学生以上　※身長110cm以上
定　員︓８名
参加費︓小・中学生　7000円、
　　　　高校生以上　8000円
申込み︓電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

 　童話ステンドグラス風シール作り
賢治さんの童話をモチーフにしたステンド
グラス風のシールを作ろう︕
場　所︓高知県立文学館 1Fホール
　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
定　員︓各回50名
材料費︓100円＋当日観覧券
観覧料︓500円(常設展含む)･高校生以下無料
申込み︓受付または電話にて右記まで。

高

2月11日(木･祝)
 ～4月17日(日)
9︓00～17︓00

2月20日(土)
 ～5月29日(日)
9︓00～17︓00

3月12日(土)
 ～5月29日(日)
9︓00～17︓00

3月19日(土)
　～4月3日(日)
9︓00～17︓00

　  期間中無休

①毎週日曜日と
　祝日
14︓30～
(裏側探検隊のある
週は前日の土曜日)

②3月20日(日)
14︓30～
（20～30分）

3月20日(日)
9︓00～11︓00

3月20日(日)
集合︓10︓30
10︓45～13︓00

3月20日(日)
3月21日(月･休)
13︓00～

高知県立文学館
開館時間︓9︓00～17︓00
TEL︓088-822-0231

高知県立牧野植物園
開園時間︓9︓00～17︓00
TEL︓088-882-2601

高知県立牧野植物園
開園時間︓9︓00～17︓00
TEL︓088-882-2601

わんぱーくこうち
開園時間︓9︓00～17︓00
休園日︓水曜日
TEL︓088-834-1890

わんぱーくこうち
アニマルランド
開園時間︓9︓00～17︓00
休園日︓水曜日
TEL︓088-832-0189

Salon de Ritz
担当︓いくはら
受付時間︓9︓00～18︓00
定休日︓日曜・祝日
TEL︓090-8283-1914

NPO法人室戸
ドルフィンプロジェクト
受付時間︓10︓00～16︓00
TEL︓0887-22-1245

高知県立文学館
開館時間︓9︓00～17︓00
TEL︓088-822-0231


