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　 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。

 　①GW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。
　 ②江戸家小猫動物鳴き声コンテスト
ゲストに動物なきまね芸で有名な江戸家小猫
さんをお招きして、一般の方を対象とした
動物鳴き声コンテストを開催します。
定　員︓15名程度
申込み︓電話、メールまたは直接右記まで。
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)

　 初夏の里海を味わうツアー柏島2016
クリアカヌー、磯での潮干狩り、クルージング、
釣り等で豊かな柏島の海や自然を楽しもう︕
場　所︓柏島(幡多郡大月町)とその周辺海域
対　象︓小学生以上(親子または保護者同伴)
定　員︓約10名
参加費︓30000円（友の会年会費3000円・
　　　　プログラム費･滞在費･食費･保険費）
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。

 　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。

　 ヨット&カヤック体験乗船会
ヨットやカヤックを自分で操って海の散歩に
でかけよう︕おしりが少しぬれるので着替え
を持ってきてね。
場　所︓香南市マリンスポーツセンター
　　　（香南市夜須町千切536-19）
対　象︓小学生以上
　　　　※小学２年生以下は保護者同伴
定　員︓１回30名
参加費︓高校生以下 1000円、大人 1500円
申込み︓当日会場にて受付。

 　ドキドキチャレンジャー
こいのぼりをつくろう︕
親子で作る、簡単なこいのぼり。
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。

　 ①GW企画　動物クイズラリー
クイズに答えて正解すると記念品が当たる
抽選会に参加できます。
定　員︓1000名（先着）
 　②Mr.SAMEPONのﾊﾞﾙｰﾝｱｰﾄｼｮｰ
大道芸人Mr.SAMEPON（サメポン）による
バルーンアートショーを開催します。
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)
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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

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
E-mail︓noichizoo@
k9.dion.ne.jp

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

(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

NPO法人
YASU海の駅クラブ
開館時間︓8︓30～17︓30
休館日︓月曜日
※祝日の場合は直後の平日
TEL︓0887-57-1855

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

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

5月3日(火･祝)
～5月5日(木･祝)
13︓30～
（20～30分）

①5月3日(火･祝)
13︓30～14︓30
※整理券の配布は
　12︓30～

②5月4日(水･祝)
13︓30～

5月3日(火･祝)
15︓00頃～
5月5日(木･祝)
13︓30頃

　　２泊３日

5月  3日(火･祝)
5月15日(日)
5月31日(火)
19︓00～21︓00

5月4日(水･祝)
10︓00～15︓00
(１時間程度の体験)

※受付は、
9︓30～14︓00

5月4日(水･祝)
13︓30～15︓00

①5月5日(木･祝)
9︓30～
※受付は9︓30～

②5月5日(木･祝)
11︓30～
14︓00～

 　ふしぎなふしぎなおはなしかい
ふしぎをテーマにした絵本の読み聞かせや、
ふしぎな工作などを行います。どんなふうに
ふしぎなのかは、来てのお楽しみ。
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。

　 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。
５月は、母の日のおくりものにもぴったりの
ちょうちょのブローチを作ります。
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。

 　春の天文教室
春の星座の話や70cm反射望遠鏡による星空
観測。スライドやパソコンプラネタリウムを
行います。
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。

　 間伐材を使ったおはし&カトラリーづくり
間伐材を使ってあなただけのスプーンやおはし
をつくろう。簡単なナイフワークのあと、名前
を入れてオイル塗装で出来上がり。
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︓おはし･スプーン･フォーク各500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。

　 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。

 　高知県竹とんぼ大会
午前中、手作りで竹トンボを作ります。
午後から海浜で竹とんぼ大会開催します。
※小学生・中学生・一般(男女別)に分かれて
「距離」と「的当て」競技。
場　所︓道の駅やす・ヤ･シィパーク
対　象︓小学生以上
定　員︓100名
参加費︓150円
申込み︓ハガキまたはFAXにて右記まで。

　 みどりの季節のおたのしみ会
手あそび、歌、エプロンシアター、バルーン
などで遊びましょう。
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。

5月5日(木･祝)
11︓00～11︓50

5月7日(土)
11︓00～12︓00

５月7日(土)
16︓30～21︓00

5月8日(日)
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

5月11日(水)
10︓30～11︓00

5月15日(日)
9︓30～15︓00

5月17日(火)
10︓30～11︓00

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

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

(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

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

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

道の駅やす
駅長︓山本
〒781-5602
香南市夜須町千切537-90
TEL︓0887-57-7122
FAX︓0887-57-7022

申込締切︓5月10日(火)

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


