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 　牧野富太郎生誕記念 -無料開園-
牧野富太郎博士の生誕日は特別に無料開園しま
す。植物解説や音楽演奏、普段は見られない
牧野文庫の書籍や薬用植物研究室などの公開も。
場　所︓牧野植物園（高知市五台山4200-6）
※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。

　 ネイチャーゲームをはじめよう・入門講座
いつでもどこでも様々な感覚をつかって自然
と遊び楽しむ体験とその方法を大人の方へ、
こどもたちも一緒に学び遊びます。
集　合︓甫喜ヶ峰森林公園　森林学習展示館
場　所︓ほっきーの館(香美市土佐山田町平山)
対　象︓こども～大人
　　　　※小学３年生以下は保護者同伴
定　員︓20名（先着）
参加費︓こども 200円、大人 500円
　　　（テキスト代、保険代）
申込み︓住所、氏名、年齢、連絡先を電話
　　　　またはメールにて右記まで。

 　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。

 　企画展「いざなぎ流の里・物部」
香美市物部町の｢いざなぎ流｣は、神を祭り、
妖怪を追い払う方法です。祭りに使う飾りや
仮面、物部の暮らしを紹介します。
場　所︓高知県立歴史民俗資料館
　　　（南国市岡豊町八幡1099-1）
観覧料︓高校生以下無料、大人 510円

　 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。

 　桐野伴秋の世界と文学の旅
写真作家・桐野伴秋の美しい作品を本人の
言葉や文学作品などとあわせて紹介します。
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

　 第19回カブトムシの飼い方教室
カブトムシの飼育方法が学べます。参加者
全員に幼虫をプレゼントします。
場　所︓わんぱーくこうち　展示学習室
　　　（高知市桟橋通6-9-1）
対　象︓12歳以下
定　員︓150名（先着）　　入園料︓無料
申込み︓9︓00～アニマルランド入口案内所
　　　　前で整理券を配布。

 　特別企画マドラー＆サンドブラスト体験
ガラスで作るマドラーとガラス食器(コップ)
に砂を吹きつけて絵を出すサンドブラスト
１度に２つの体験ができます。
場　所︓内原野陶芸館(安芸市川北乙1607-1)
対　象︓小学生以上
定　員︓各６名　　　材料費︓2100円
申込み︓前日までに、電話にて右記まで。
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高知県立牧野植物園
開園時間︓9︓00～17︓00
TEL︓088-882-2601

高知県シェアリング
ネイチャー協会
高知県立甫喜ヶ峰森林公園内
受付時間︓10︓00～16︓00
TEL︓0887-57-9007

または、担当︓兼松
受付時間︓9︓00～17︓00
TEL︓090-4789-7448
E-mail︓
sin137@mail.goo.ne.jp

申込締切︓4月22日(金)

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
歴史民俗資料館
開館時間︓9︓00～17︓00
TEL︓088-862-2211

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

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

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

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

4月24日(日)
9︓00～17︓00

4月24日(日)
集合︓9︓30
10︓00～14︓00
（昼食持参）

①4月24日(日)
11︓00～11︓40

②4月27日(水)
10︓30～11︓00頃

4月29日(金･祝)
 ～6月26日(日)
9︓00～17︓00
※入館は16︓30まで

4月29日(金･祝)
9︓00～11︓00

4月29日(金･祝)
 ～6月19日(日)
9︓00～17︓00

4月29日(金･祝)
  9︓10～
  9︓40～
10︓10～

4月29日(金･祝)
　～5月8日(日)
9︓30

※5月4日(水･祝)も
　開催します。

 　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。

 　土佐和紙でつくるレジンジェム
透明レジン(樹脂)の中に和紙をとじこめて、
宝石のようなペンダントやストラップをつく
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︓1000円
申込み︓希望時間を選び、来館または電話にて
　　　　右記まで。定員になり次第締め切り。

　 ①GW企画　動物紙しばい
ボランティア―ズによるオリジナル動物紙し
ばいを行います。
　 ②GW企画 フェイスペインティング
当日先着順で、顔や手にお気に入りの動物を
ポイントメークします。
定　員︓30名（先着）
①②のいち動物公園ボランティアーズ主催。
 　③GW企画　カブトムシ教室
カブトムシの飼い方講習会のあと、幼虫をプ
レゼントします。
対　象︓中学生以下　
定　員︓100名（先着）
※整理券は、当日どうぶつ科学館にて配布。
場　所︓高知県立のいち動物公園内
　　　（香南市野市町大谷738）
入園料︓460円(18歳未満･高校生以下無料)

 　第28回Ｔシャツアート展
約1000枚のＴシャツが砂浜でひらひらします。
会期中はいろいろな出店や、びーさん飛ばし
大会など日替わりイベントも実施しています。
場　所︓入野の浜（黒潮町入野）
対　象︓こども～大人
協力金︓300円(中学生以上)お願いしています。
　　　　※直接会場にお越しください。

　 農園体験キャンプ　田植えと茶摘み
10時より田植え（約１時間）の後、茶つみ
（約１時間）をします。昼食の後、茶葉をい
り、手もみして自宅で天日乾燥させよう。
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。

 　歴民の日
５月３日は歴史民俗資料館の開館記念日です。
企画展関連催し等を開催します。
場　所︓高知県立歴史民俗資料館
　　　（南国市岡豊町八幡1099-1）
※５月３日は｢歴民の日｣として入館は無料。

　 親子キッチン♪ＧＷパン教室
たこやきパン＆クリームパン
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︓1500円／組
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。
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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

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

高知県立
のいち動物公園
受付時間︓9︓30～16︓30
休園日︓月曜日
　　　　※祝日の場合は翌日
TEL︓0887-56-3509

NPO法人
NPO砂浜美術館
受付時間︓8︓30～17︓00
TEL︓0880-43-4915

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︓4月25日(月)

高知県立
歴史民俗資料館
開館時間︓9︓00～17︓00
TEL︓088-862-2211

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19日(火)

4月29日(金･祝)
～5月5日(木･祝)
10︓00～15︓00

※5月2日(月)は除く

4月29日(金･祝)
10︓00～
13︓00～
※受付は10分前～
所要時間︓120分程度
悪天候の場合は中止

①4月29日(金･祝)
10︓00～12︓00

②4月29日(金･祝)
10︓00～12︓00
※受付は10︓00～

③4月29日(金･祝)
13︓30～14︓30
※整理券の配布は
　12︓30～

5月1日(日)
　～5月6日(金)
8︓00～18︓00

5月1日(日)
9︓45～15︓10
※受付は
9︓30 ～ 9︓45

5月3日(火･祝)
9︓00～17︓00
※入館は16︓30まで

5月3日(火･祝)
10︓30～13︓00


