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　 親子で春のランチプレート
親子で楽しく作る、ワンプレートでのランチ
作りです。
場　所︓ヨンデンプラザ高知
対　象︓小学生・中学生
定　員︓各４組（応募者の中から抽選）
参加費︓無料
申込み︓電話またはハガキにて右記まで。

 　こども折り紙教室
折って楽しい︕遊んで楽しい︕折り紙教室で
す。４月は、ブンブンゴマを作ります。
場　所︓高知こどもの図書館　2階会議室
　　　（高知市永国寺町6-16）
対　象︓小学生以上
参加費︓小学生 100円、中学生以上 300円
　　　　※直接お越し下さい。

　 こうちこどもファンド事前説明会
｢どんな活動が助成対象になるの︖｣といった
疑問にお答えするほか、応募申請書の書き方
などについてもご説明します。
場　所︓高知市市民活動サポートセンター
　　　　大会議室（高知市鷹匠町2丁目1-43
　　　　高知市たかじょう庁舎2F）
対　象︓応募を考えているグループの方・
　　　　興味のある方
参加費︓無料
申込み︓各開催日の３日前（木曜日）までに
　　　　電話にて右記まで。

 　親子デイキャンプ（バーべキュー付）
午前中はネイチャーセンターでビデオを見な
がらヤイロチョウの学習。昼食は野外でバー
ベキュー体験。午後は自然観察☆
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）
対　象︓小学生と保護者
定　員︓約25名
参加費︓小学生 1500円、大人 3000円
　　　※入館料300円(高校生以下無料)含む
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。

　 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。

 　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。

　 ちいさいひとたちのための
　　　　　　絵本とおはなしにであう会
乳幼児とその保護者を対象としたおはなし会
です。絵本の読み聞かせや手遊び、パネルシ
アターなどを行います。
場　所︓江ノ口市民図書館
　　　（高知市愛宕町1-10-7）
参加費︓無料
　　　　※直接お越しください。

ヨンデンプラザ高知
〒780-0870
高知市本町4丁目1-16
電気ビル1F
受付時間︓10︓00～18︓00
定休日︓月曜日
　　　　※祝日の場合は翌日
TEL︓0120-410-710
申込締切︓3月23日(水)

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

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＆FAX︓
　　050-8800-2816
E-mail︓ecotrust@
me.pikara.ne.jp

申込締切︓3月27日(日)

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

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

江ノ口市民図書館
火～金︓10︓00～18︓00
土・日︓10︓00～17︓00
休館日︓
月曜・祝日・毎月20日
※3月22日(火)は休館します。
TEL︓088-873-7600

4月2日(土)
10︓30～13︓30

4月2日(土)
11︓00～12︓00

１回目︓
　4月  3日(日)
２回目︓
　4月10日(日)

10︓00～
　 １時間程度

※2回とも内容は同じ
　希望に応じて随時
　説明します。

4月3日(日)
10︓00～16︓00頃

4月3日(日)
集合︓10︓30
10︓45～13︓00

4月3日(日)
13︓30

4月6日(水)
10︓30～11︓00

東

 　タケノコ掘りとハンゴでごはん！
春の味覚といえばやっぱりタケノコ︕
自分でタケノコを掘って食べてみよう︕
飯ごうでのご飯炊きにも挑戦しよう︕
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︓30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。

　 きのこの収穫体験と試食
コマ打ちしたホダ木から、しいたけを収穫。
さっそく調理して食べましょう。
場　所︓高知県立甫喜ヶ峰森林公園
　　　（香美市土佐山田町平山）
対　象︓小学生以上
定　員︓10名
参加費︓500円
申込み︓電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

　 天体観測学習会
季節の変化を感じながら夜空を見よう︕
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︓各40名
参加費︓無料
申込み︓電話にて右記まで。

 　親子キッチン♪パン教室Ａ(3回ｺｰｽ)
①焼きもろこしブレッド・チョコパン
②ハンバーガー、ポン・デ・チーズ＆ポテト
③わくわく動物パン・フランクソーセージ
場　所︓ガス生活館　ピポット高知
対　象︓小学生の親子　　　
定　員︓８組（抽選）
参加費︓4000円／組（３回セット）
申込み︓住所、氏名、年齢、電話番号、開催
　　　　日時を明記の上、HP、ハガキ、FAX、
　　　　メールのいずれかで右記まで。

 　春の新学期交通安全教室
新学期、安全に学校や保育園、幼稚園に通え
るよう、親子で学びましょう︕
場　所︓高知県立交通安全こどもセンター
　　　（高知市比島町4丁目8番地）
対　象︓幼児･小学校低学年とその保護者
定　員︓20組（先着）
参加費︓無料
申込み︓当日10分前から受付。

　 農園体験キャンプ　野菜植え
農園にさつまいも、ナス、キュウリを植えて、
１年間の生育観察、収穫を楽しもう。カエル･
イモリの観察、昼食は山菜料理に挑戦しよう。
場　所︓高知市鏡吉原キャンプ場・
　　　　吉原ふれあい農園（高知市鏡吉原）
対　象︓小・中学生の親子
定　員︓５家族20名
参加費︓600円
　　　（食費･キャンプ場使用料･傷害保険）
申込み︓〒、住所、氏名、年齢、電話番号を記入
　　　　の上、ハガキまたはFAXにて右記まで。

 　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。
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
定　員︓20名（先着）
入園料︓無料
申込み︓当日アニマルギャラリー入り口にて。

4月9日(土)
9︓00～14︓00

4月10日(日)
10︓00～11︓30

4月10日(日)
4月16日(土)
4月29日(金･祝)
19︓00～21︓00

①4月16日(土)
②5月21日(土)
③6月18日(土)
10︓30～13︓30

4月16日(土)
13︓30～15︓00

4月17日(日)
9︓45～15︓10
※受付は
9︓30 ～ 9︓45

4月17日(日)
14︓30～
（20～30分）

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

高知県立
甫喜ヶ峰森林公園
開館時間︓8︓30～17︓15
TEL︓0887-57-9007

(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

四国ガスグループ
PIPOT高知
〒780-8017
高知市南竹島町39-8
問い合せ︓10︓00～18︓00
定休日︓水曜日
TEL︓088-855-7755
FAX︓088-855-7756
E-mail︓ecocook@
shikoku-gas.co.jp
申込締切︓４月２日(土)

NPO法人たびびと
担当︓門田
受付時間︓8︓30～18︓00
TEL︓088-822-0777

高知かがみ
夢探検センター
〒781-8104
高知市高須1-3-17-2
麻田方
TEL＆FAX︓
　　　088-882-0629

申込締切︓3月28日(月)

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


