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　 人形劇団むすび座公演『ピノキオ』
丸太ん棒から作られたとんでもないいたずら
小僧ピノキオ。何度失敗しても元気に冒険の
旅を続けます。人間の子どもになるために…
場　所︓高知県立県民文化ホール
　　　　グリーンホール(高知市本町4丁目3-30)
対　象︓主に幼児・小学生～おとな
※会員制。前日までにお問い合せを右記まで。

 　①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
　 ②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
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。

 　親子で簡単　おやつ作り
簡単な「おやつ」作りです。おやつの内容は
当日のお楽しみ。
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。

　 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。

 　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。６月は、父の日にもいっしょに遊べる
ケン玉を作ります。
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。

　 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。
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。

　 「あなたダビンチ　ぼくピカソ」
小学生に人気の☆美術が好きになる体感イベ
ント☆を今年も開催︕　材料がなくなったら
終わるので、友達同士で急げいそげ～︕︕
場　所︓高知市文化プラザかるぽーと
　　　　前広場ほか（高知市九反田2-1）
対　象︓小学生・中学生・高校生
フリーパスポート︓500円
申込み︓当日先着順で材料がなくなり次第終了。

　 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。
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NPO法人
高知市こども劇場
火～金︓10︓00～18︓00
土曜日︓10︓00～17︓00
休館日︓日・月・祝日
TEL︓088-879-7160

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

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︓5月19日(木)
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

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

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

(公財)高知市文化振興
事業団
高知市展事務局
開館時間︓8︓30～21︓00
休館日︓月曜日(祝日を除く)
TEL︓088-883-5071

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

5月18日(水)
19︓00～20︓40

①5月25日(水)
10︓30～11︓00頃

②5月29日(日)
11︓00～11︓40

5月29日(日)
13︓00～16︓00

6月1日(水)
10︓30～11︓00

6月4日(土)
11︓00～12︓00

6月5日(日)
9︓00～11︓00

6月5日(日)
13︓00～16︓00

6月5日(日)
14︓30～
（20～30分）

　 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。

 　「父の日」のプレゼントにハンガー作り
ハンガー作りのあと、オリジナルのプラ板も
作成し、ハンガーに飾り付けます。
場　所︓ヨンデンプラザ高知
対　象︓小学生・中学生
定　員︓各６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。

　 雨の日の交通安全教室
雨の日も安全にお出かけしよう︕
雨の日の歩きかた、カサの差し方など。
カサを持ってきてくださいね。
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。

 　2016ジュニア国際大学
ゲームや世界の遊びなどをとおして広い視野
と国際感覚を身に着けよう︕
場　所︓県立高知青少年の家(いの町天王北)
対　象︓小学４年～６年生
定　員︓30名
参加費︓1000円（昼食代・保険料を含む）
申込み︓所定の申込用紙に必要事項を記入し、
　　　　郵送、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。

　 夏の課外授業～赤ちゃんはどこからくるの～
命の始まりから赤ちゃんに会えるまでを学び
ながら、｢いのち｣について一緒に考えます。
カラダにやさしいおやつ作り付きです︕
場　所︓こうち男女共同参画センター｢ソーレ｣
　　　（高知市旭町3-115）
対　象︓小学１･２年生　※保護者の聴講可
定　員︓20名（先着）
おやつ材料費︓100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。

 　森の音楽会
小さいお子さん大歓迎の音楽会。
木でできた情報交流館は気持ち良く音が響く
よ♪ぜひ聴きに来てね♪
楽器︓フルート、ピアノほか。
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︓赤ちゃん～大人
定　員︓100名
参加費︓無料
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。
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6月  7日(火)
6月11日(土)
6月23日(木)
19︓00～21︓00

6月12日(日)
13︓00～16︓00

6月12日(日)
13︓30～15︓00

6月25日(土)
10︓00～16︓00

6月25日(土)
13︓30～15︓30

①6月26日(日)
11︓00～11︓40

②6月29日(水)
10︓30～11︓00頃

6月26日(日)
14︓00～

(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

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︓6月2日(木)

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

高知県国際交流協会
〒780-0870
高知市本町4-1-37
受付時間︓8︓30～17︓15
定休日︓日曜祝日及び祝日が
(金)又は(月)の場合(土)
TEL︓088-875-0022
FAX︓088-875-4929
E-mail︓
info_kia@kochi-kia.or.jp

(公財)こうち男女共同
参画社会づくり財団
受付時間︓9︓00～17︓15
休館日︓毎月第2水曜日･祝日
TEL︓088-873-9100

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


