
東 他高
東 他高 ～

内　　　容開催日時 お申込・お問い合せ

２

内　　　容開催日時 お申込・お問い合せ

全

高

高

高

高

高

高

西

東

東

高

高

西

東

東

東

　 家の守神「シーサーを作ろう」
厄除けとして人気の「シーサー」をかわいら
しくアレンジして作りましょう︕
作品のできあがりは、６週間後になります。
場　所︓内原野陶芸館(安芸市川北乙1607-1)
対　象︓幼児～大人
定　員︓10組（先着）
材料費︓2100円（1kg 2点）
申込み︓当日までに、電話にて右記まで。

 　ヤイロチョウのクイズ、紙飛行機作りに挑戦☆
館内にあるパネルやビデオをみて、クイズに
答えよう︕紙飛行機づくりにもチャレンジ︕
優秀者には記念品を贈呈☆
場　所︓四万十ヤイロチョウの森ネイチャーセンター
　　　（高岡郡四万十町大正31-1）
参加費︓100円＋入館料
入館料︓300円（高校生以下無料）
　　　　※当日受付にて希望者に配布。

　 桜の宵
月夜に浮かび上がる桜 ❛センダイヤ❜ の美しさ
や音楽を堪能できる夜間開園イベントです。
場　所︓牧野植物園　南園
　　　（高知市五台山4200-6）
入園料︓720円（高校生以下無料）

 　貝殻アートづくり&海のおはなし
海や貝のおはなしを聞いた後、高知の浜辺で
採れた貝殻とサンゴを使って掛け時計または
置物をつくろう。
場　所︓龍馬の生まれたまち記念館　1階
　　　　多目的室（高知市上町2丁目6-33）
対　象︓こども～大人  ※小学生以下は保護者同伴
定　員︓各回10名
参加費︓掛け時計 1000円、さんごの置物 800円
申込み︓希望時間・種類を選び、来館または
　　　　電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

　 クワガタ虫講座(プロに学ぶ採集と飼育)
クワガタムシの生態や採集方法、飼育、繁殖
技術を学びます。講座終了時にクワガタの幼
虫プレゼント︕
場　所︓トンボ自然公園
　　　（四万十市具同8055-5）
対　象︓四万十川学遊館あきついお入館者
定　員︓30名
入館料︓４歳～小学生 320円
　　　　中高校生 430円、大人 860円
申込み︓電話、FAX、メールのいずれかで
　　　　右記まで。定員になり次第締め切り。

　 ①おりぼんdeチャーム
皮のお花と舶来のおりぼんを使用して、バッ
グやポーチに付けれるチャーム飾りを作りま
す。直径７～９cmほどの大きさです。
参加費︓1000円
 　②アーティーdeコサージュ
アーティフィシャル（高級造花）を使用して
入学やお出かけのためのコサージュをつくり
ます。色や柄はお選びいただけます。
参加費︓  800円～（こども用）、
　　　　1800円～（大人用）
場　所︓コープ吉田店2F（高知市吉田町6-6）
対　象︓親子　　　定　員︓各７組
申込み︓電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

　 くるくるアニメマシンを作ろう！
高知漫画集団のメンバー・おかもとあつしさん
の進化したアニメマシン。みんなの描いた絵
が動き出すよ︕
場　所︓横山隆一記念まんが館
　　　（高知市九反田2-1）
対　象︓小学生（はさみが使えること）
定　員︓各回20名　　　参加費︓200円
申込み︓電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

西

内原野陶芸館
担当︓樋口
受付時間︓9︓00～17︓00
定休日︓水曜日(祝日を除く)
TEL︓0887-32-0308

四万十ヤイロチョウの森
ネイチャーセンター
担当︓大谷
受付時間︓9︓00～17︓00
休館日︓月曜日
　　　　※祝日の場合は翌日
TEL︓050-8800-2816

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

龍馬の生まれたまち
記念館
受付時間︓8︓00～18︓30
TEL︓088-820-1115
※駐車場利用不可

(公社)トンボと自然を
考える会
担当︓溝渕・野村
受付時間︓9︓00～17︓00
休館日︓月曜日
TEL︓0880-37-4110
FAX︓0880-37-4113
E-mail︓tombo@
gakuyukan.com

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

横山隆一記念
まんが館
受付時間︓9︓00～18︓00
定休日︓月曜日
TEL︓088-883-5029

3月20日(日)
13︓30

3月25日(金)
　～4月2日(土)
10︓00～15︓00

※3月28日(月)
　は除く

3月26日(土)
3月27日(日)
9︓00～20︓00

3月26日(土)
10︓00～
13︓00～
※受付は10分前～
所要時間︓90分程度
悪天候の場合は中止

3月26日(土)
13︓30～15︓00

①3月27日(日)
9︓00～10︓30

②3月27日(日)
10︓40～12︓30

３月27日(日)
10︓00～11︓30
13︓30～15︓00

他
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 　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。

　 ①おはなし会
手遊びや絵本の読み聞かせ、紙芝居などを
行います。
対　象︓幼児～小学生と保護者
 　②くすくすひろば
参加者の月齢にあわせてわらべ歌や手遊び
などを行います。
対　象︓乳幼児と保護者
場　所︓高知こどもの図書館　2階本の広場
　　　（高知市永国寺町6-16）
参加費︓無料
　　　　※直接お越し下さい。

　 春の里山めぐり＆お団子作り
お団子を作って春の里山に出かけてみよう︕
どんな花や木に会えるかな︖桜も見ごろだと
いいですね︕
場　所︓高知県立森林研修センター  情報交流館
　　　（香美市土佐山田町大平80番地）
対　象︓幼児～大人
定　員︓20名
参加費︓300円
申込み︓電話またはFAXにて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

 　家の守神「シーサーを作ろう」
厄除けとして人気の「シーサー」をかわいら
しくアレンジして作りましょう︕
作品のできあがりは、６週間後になります。
場　所︓内原野陶芸館
　　　（安芸市川北乙1607-1）
対　象︓幼児～大人
定　員︓10組（先着）
材料費︓2100円（1kg 2点）
申込み︓当日までに、電話にて右記まで。

　 天体観測学習会
春の星座を見つけよう︕70cm反射望遠鏡に
よる星空観測をお楽しみください。
場　所︓高知県立芸西天文学習館
　　　（安芸郡芸西村和食甲4668-1）
対　象︓小学生～大人
定　員︓40名
参加費︓無料
申込み︓電話にて右記まで。

 　こうちこどもファンド助成団体募集
こどもたちが、自分たちのアイデアで、より
魅力的な「まち」を目指して行う「活動」
（まちづくり活動）を応援します。
助成金額︓1事業あたり20万円まで
　　　　（どんな種類の費用が対象になるかは、
　　　　　お問合せください。）
応募団体の資格︓①～③全て満たす団体
①18歳までのメンバーが３人以上いること
②①のメンバーがひとつの家族だけでないこと
③サポートしてくれる大人が２人以上いること
※詳しくは右記までお問合せください。

 　森や自然についての
　　　　　　　こども達の作文コンクール
森や自然についての作文を募集します。
詳しくはお問い合せください。
対　象︓小中学生
申込み︓郵送(氏名、住所、電話番号、学年、
　　　　学校名を記入)にて右記まで。

3月27日(日)
集合︓10︓30
10︓45～13︓00

①3月27日(日)
11︓00～11︓40

②3月30日(水)
10︓30～11︓00頃

3月27日(日)
13︓00～15︓00

3月27日(日)
13︓30

3月28日(月)
18︓00～20︓00

受付期間︓
4月1日(金)
　～5月6日(金)

公開審査会︓
6月19日(日)

対象になる活動期間︓
7月1日(金)～
平成29年2月28日(火)

活動発表会︓
平成29年3月下旬(予定)

4月1日(金)
 ～7月15日(金)

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

認定NPO法人
高知こどもの図書館
開館時間︓10︓00～18︓00
休館日︓火・木曜日
TEL︓088-820-8250

高知県立森林研修センター
情報交流館
受付時間︓9︓00～17︓00
休館日︓月曜日
　　　　※祝日の場合は翌日
TEL︓0887-52-0087
FAX︓0887-52-0097

内原野陶芸館
担当︓樋口
受付時間︓9︓00～17︓00
定休日︓水曜日(祝日を除く)
TEL︓0887-32-0308

(公財)高知県文教協会
受付時間︓9︓00～17︓00
※12︓00～13︓00を除く
定休日︓土・日・祝日
TEL︓088-824-5451

高知市
地域コミュニティ推進課
受付時間︓8︓30～17︓15
※土・日・祝日を除く
TEL︓088-823-9080

(一社)高知県山林協会
〒780-0046
高知市伊勢崎町8番24号
受付時間︓8︓30～17︓15
TEL︓088-822-5331

申込締切︓7月15日(金)


