
   地域でこどもを育てよう
高知市こども情報局は、以下の構成団体によって運営されています。

高知市青少年育成協議会／高知市子ども会連合会／高知市小中学校ＰＴＡ連合会／特定非営利活動法人高知市こども劇場
認定特定非営利活動法人高知こどもの図書館／高知市子ども育成課／高知市地域コミュニティ推進課

高知市教育委員会生涯学習課／高知市教育委員会教育政策課／認定特定非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議

高知県内の
イベント情報を
掲載して
いるよ！



①随時
  9：00～12：00
13：00～16：00
※海の状況によっては
　実施できない場合も
　あります。

②随時
  8：00～12：00
13：00～17：00
※ご希望により変更可

随時
  9：00～12：00
13：00～16：00
※海の状況によっては
　実施できない場合も
　あります。

毎週土曜日
10：00～12：00

※第5と祝日はお休み

①毎週土曜日
10：00～10：20

②毎週土曜日
10：30～11：00

③毎月第1水曜日
10：30～11：00

①毎週土･日･祝日
11：00～
14：10～
15：40～

②毎週日曜日
10：00～12：00
14：00～16：00
※工作･体験時間は
　約20分です。先着
　順でご案内します。

見学希望日

※施設によって休館日
　や見学可能な時間が
　異なります。
　旅程は申込時に相談
　します。

　

NPO法人
黒潮実感センター
担当：神田
受付時間：8：30～17：30
※不定休（要問い合せ）
TEL：0880-62-8022
FAX：0880-62-8023
E-mail：
info@kuroshio.asia

申込締切：希望日の３日前
　※土日祝日を含まず

B&Gくろしお海洋クラブ
担当：神田
受付時間：8：30～17：30
※不定休（要問い合せ）
TEL：0880-62-8022
FAX：0880-62-8023
E-mail：
info@kuroshio.asia
申込締切：希望日の３日前
　※土日祝日を含まず
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

オーテピア高知図書館
児童サービス担当
受付時間：9：00～17：00
休館日：月曜日（祝日を除く）･
　　　 毎月第3金曜日
TEL：088-823-4946

高知みらい科学館
開館時間：9：00～18：00
※金曜日は9：00～20：00
休館日：月曜日(祝日を除く)
TEL：088-823-7767

四国電力㈱高知支店
総務部広報課
平日：9：00～17：00
TEL：088-822-9120
FAX：088-821-2646

申込締切：まずはご相談を！

①クリアカヌーで海中観察
底が透明なクリアカヌーで、海の中をのぞいて
みよう！どんな生き物に出会えるかな？
対　象：小学生以上　　　　　
催行人数：4名以上
参加費：半日3時間程度 6,000円、
　　　　 終日 11,000円（傷害保険含む）

②船釣り体験
お魚の宝庫柏島の海で船釣り体験。
※釣り竿、餌、船代、ガイド込み
対　象：小学生以上　　　　　
催行人数：4名以上
参加費：半日 7,000円（傷害保険含む）

場　所：柏島とその周辺海域（幡多郡大月町）
申込み：電話、FAX、メールのいずれかで右記まで。
シットオンカヌーで釣り体験

魚がいそうなポイントまでカヌーをこいで行き
釣りをします。大物が釣れるかな？
場　所：柏島とその周辺海域（幡多郡大月町）
対　象：小学生以上
催行人数：4名以上
参加費：半日3時間程度 8,000円、
　　　　終日 15,000円（傷害保険含む）
申込み：電話、FAX、メールのいずれかで右記まで。
おもちゃ広場とおもちゃの貸出し

おもちゃ遊び。一家族３点まで無料で２週間
おもちゃの貸出しもできます。
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。

①ぴった～あかちゃんのおはなしかい～
０歳～３歳くらいまでの赤ちゃんと保護者の人
のためのおはなし会です。わらべうた、手遊び、
絵本の読み聞かせなどを楽しみます。

②おはなしのじかん
季節やこどもたちの興味に合わせて、読み聞かせ
や手遊びなどを行います。内容は毎週変わります。

③ちいさいひとたちのための
　　　　　　絵本とおはなしにであう会

わらべうた、手遊び、絵本の読み聞かせやパネル
シアターを楽しみます。

場　所：オーテピア高知図書館2階
　　　　おはなしのへや（高知市追手筋 2 丁目 1-1）
対　象：①③0歳～3歳くらいまでの赤ちゃんと
　　　　保護者、②幼児～小学生
参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。
①サイエンスショー

大人からこどもまで、わくわく、ドキドキ。
実験ショーで科学のふしぎを楽しみましょう。

②ミニかがく教室
簡単な実験や工作を通して科学の楽しさに触
れあうことができます！親子で一緒にふしぎや
おもしろさを体験してみませんか。
場　所：高知みらい科学館
　　　　（高知市追手筋 2 丁目 1-1 オーテピア 5F）
対　象：こども～大人　　　参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。
発電所ってどんなところ？

電気が生まれる発電所を見に行きませんか。
見学先：本川発電所(水力)、西条発電所(火力)、
　　　　伊方発電所(原子力)、
　　　　松山太陽光発電所(太陽光)
対　象：小学生とその保護者
※20名程度のグループでお申し込みください。
参加費：日帰りは無料
申込み：電話またはFAXにて右記まで。

①高知診療所
第2･第4土曜日
10：00～12：00
②南国診療所
第1･第3土曜日
10：00～12：00
③安芸診療所
第2･第4日曜日
10：00～12：00
④しまんと診療所
第1･第3日曜日
10：00～12：00

①毎月第1日曜日
13：20～

②毎月第2日曜日
13：00～

2月9日(土)
～4月7日(日)

9：00～17：00
※入館は16：30まで

①2月26日(火)
～3月31日(日)

9：00～17：00
②3月2日(土)

～3月31日(日)
9：00～17：00

①毎月第3土曜日
9：30～

②3月16日(土)
～4月21日(日)

9：30～16：45

①3月17日(日)
　4月28日(日)
　5月  2日(木･休)
　6月  2日(日)
  9：30～10：20
10：30～11：20
※5月･6月のみ
12：00～12：50

②3月17日(日)
11：30～12：50

高知おもちゃ病院
①高知診療所：中越
TEL：080-2990-3330

②南国診療所：野村
TEL：080-4034-2516

③安芸診療所：清岡
TEL：0887-34-4404

④しまんと診療所：川村
TEL：090-8285-6875

高知県立
のいち動物公園
受付時間：9：30～16：45
休園日：月曜日
　　 　※祝日の場合は翌日
　　 　4/27～5/6は無休
TEL：0887-56-3509

越知町立横倉山
自然の森博物館
受付時間：9：00～17：00
休館日：月曜日
　　 　※祝日の場合は翌日
TEL：0889-26-1060

いの町紙の博物館
開館時間：9：00～17：00
休館日：月曜日
　　 　※祝日の場合は翌日
TEL：088-893-0886

高知県立
のいち動物公園
受付時間：9：30～16：45
休園日：月曜日
　　 　※祝日の場合は翌日
　　　 4/27～5/6は無休
TEL：0887-56-3509

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

おもちゃ病院の開院
こわれたおもちゃを無料で診察・修理します。
※修理部品が必要な場合、部品代は有償。
修理に日数がかかる場合は、２週間後に返却。
場　所：①高知みらい科学館「工房」
　　　　 （高知市追手筋2-1-1 オーテピア5F）
　　　　②からくり創造工房
　　　　 （南国市大埇甲2122 大篠小南側）
　　　　③安芸観光情報センター
　　　　 （安芸市矢ノ丸1丁目4-32）
　　　　④四万十町社会福祉センター2F
　　　　 （高岡郡四万十町茂串11-30）
対　象：対象年齢14歳以下のおもちゃ
※開催時間内におもちゃをご持参ください。

①のいちズー「園長と散歩」
園長と一緒に園内を巡るツアー。
園長なら園内どこでも行けちゃう！？
旬の話題や園長ならではのお話も聞けます。
定　員：20名（先着）
※当日12：30～どうぶつ科学館にて整理券配布。
②動物園の裏側探険

普段は見ることのできない動物公園のバック
ヤードを、飼育係がご案内します。
定　員：20名（先着）
※当日12：00～どうぶつ科学館にて整理券配布。
場　所：高知県立のいち動物公園
　　　 （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)

写真展「宇宙のとびらをあけて」
星を観ることからはじめてみませんか。星の
美しさや神秘さ、人のくらしとのつながりに
ついて、写真やパネルで紹介します。
場　所：横倉山自然の森博物館
　　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
入館料：小・中学生200円、
　　　　高校・大学生400円、大人500円

①第12回全国土佐和紙はがき絵展
全国から募集した、土佐和紙に描いたはがき絵
全作品を展示します。

②高知の産業発展に尽くしてきた電車展Ⅲ
路面電車とまちの歴史を感じる写真やパネル
を展示します。
場　所：いの町紙の博物館
　　　　（吾川郡いの町幸町110-1）
入館料：小中高生100円、大人500円

①エコでぇ～
キリン・シマウマの糞などを発酵して作った
有機肥料（600g入り）をプレゼントします。
定　員：100名（先着）
※からくり時計前に直接お越し下さい。

②中西安男写真展｢いのち輝く瞬間(とき)｣
動物写真家・中西安男氏が国内で撮影した
作品を展示します。

【講演会】3月21日(木･祝)13：30～
場　所：高知県立のいち動物公園
　　　　（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)

①ハーバリウムdeペン
大人気で品薄なハーバリウムボールペン。オリ
ジナルを作ろう！キラッキラのラメやパーツで
もりもり飾りましょう。プレゼントにも！
参加費：ペン1,600円、チャームは別途料金
　　　　ハーバリウムボトル1,600円～
②おりぼんdeヘアアクセ

おりぼんをアレンジして、ヘアゴム･ヘアピン･
カチューシャ･コサージュを作ります。
卒園･入学にいかがでしょうか？
参加費：800円～1,800円
場　所：コープ吉田店2F（高知市吉田町6-6）
対　象：4歳以上の親子　　　定　員：各5組
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

開催日時 内　　容 お申込・お問い合せ 開催日時 内　　容 お申込・お問い合せ

※税込価格で掲載しています。
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3月17日(日)
①12：30～13：00

（説明会）
②13：30～17：00

（発表会）

3月18日(月)
11：00～11：30

※毎月第3月曜日

3月21日(木･祝)
4月　5日(金)
  9：30～11：00
11：20～12：50

3月21日(木･祝)
10：30～12：00
13：30～15：00

3月23日(土)
～4月7日(日)

9：00～17：00

※期間中は無休

3月23日(土)
3月24日(日)
10：00～18：00

3月24日(日)
10：00～16：00

3月24日(日)
10：30～12：00
13：30～15：00

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

申込締切：①3月11日(月)

おはなしお届け隊
担当：武市
受付時間：9：00～20：00
TEL：090-1004-3915

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
休館日：月曜日
※祝日･振替休日は開館
TEL：088-883-5029

わんぱーくこうち
開園時間：9：00～17：00
休園日：水曜日
　　　※祝日の場合は翌日
TEL：088-834-1890

創造広場「アクトランド」
開園時間：10：00～18：00
TEL：0887-56-1501

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

横山隆一記念まんが館
受付時間：9：00～18：00
休館日：月曜日
※祝日･振替休日は開館
TEL：088-883-5029

こうちこどもファンド活動発表会
平成30年度にまちづくり活動を行ったこども
たちが成果を発表します！開会前には、制度
に関する説明会も開催します。
場　所：高知市南部健康福祉センター ２階
　　　　大ホール（高知市百石町３丁目1-30）
対　象：興味のある方どなたでも
申込み：①説明会は電話にて右記まで。
　　　　②発表会は当日直接お越しください。

おはなし会
パネルシアターと手遊び、わらべうたや絵本
などでおはなし会を毎月おこなっています。
場　所：コミュニティスペースお城下(まち)ベース
　　　 （高知市帯屋町2丁目1-20 オパールビル2階2A）
対　象：幼児と保護者
参加費：無料
　　　　※当日直接お越し下さい。

おりぼんdeトートバック
お気に入りのトートバッグを自分でデコレー
ションして作ります。おりぼんやパーツでドレ
スをバッグに付けます。
場　所：コープ吉田店2F（高知市吉田町6-6）
対　象：4歳以上の親子
定　員：5組
参加費：1,800円
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

こどもまんが教室 まんがの描き方入門！
本格的な画材をつかってまんがを描いてみよ
う。一度もまんがを描いたことのないひとで
も大丈夫！先生がやさしく教えてくれるよ！！
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
定　員：各回20名（先着）
材料費：200円
申込み：電話にて右記まで。

開園26周年わんぱーくこうちまつり
期間中、色とりどりのチューリップや楽しいイ
ベント満載。待ってるよ！最終日のイベント
は、当日パーク内のプログラムを要チェック！
場　所：わんぱーくこうち（高知市桟橋通6-9-1）
対　象：こども～大人
入園料：無料

創造祭
自由な発想で創造力を高めよう！
こどもから大人まで楽しめるモノづくりや、
綿菓子アート体験・紙漉き体験などを開催。
場　所：創造広場「アクトランド」
　　　（香南市野市町大谷928-1）
対　象：幼児～大人
参加費：無料（体験料が有料なものあり）
　　　  ※直接お越し下さい。

安岡章太郎展関連企画 クイズイベント
展示を見ながら解けるクイズです。正解数に
応じて、素敵なプレゼントがあります。
（要当日観覧券）
場　所：文学館２階企画展示室ほか
　　　 （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
　　　　※当日会場へお越し下さい。

手づくり絵本をつくろう！
世界に一冊しかない自分だけのオリジナル
絵本をつくってみよう！できた絵本をみんなに
見せて楽しもう！
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
定　員：各回20名（先着）
材料費：200円
申込み：電話にて右記まで。

3月24日(日)
11：00～11：50

３月24日(日)
13：00～14：30

3月24日(日)
3月31日(日)
13：30

①3月27日(水)
10：30～11：00頃

②3月31日(日)
11：00～11：40

③4月6日(土)
11：00～12：00

3月27日(水)
10：30～11：30

3月30日(土)
①9：00～9：50

②10：00～10：50

オーテピア高知図書館
児童サービス担当
受付時間：9：00～17：00
休館日：月曜日(祝日を除く)･
　　　毎月第3金曜日
TEL：088-823-4946

NPO法人
Global Education 
Lab 高知
担当：西村
受付時間：9：00～20：00
TEL：080-3923-2960
E-mail：
e.tree.c@gmail.com

申込締切：3月17日(日)

内原野陶芸館
担当：中村
定休日：水曜日
TEL：0887-32-0308

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

オーテピア高知図書館
児童サービス担当
受付時間：9：00～17：00
休館日：月曜日(祝日を除く)･
　　　毎月第3金曜日
TEL：088-823-4946

(公社)トンボと自然を
考える会
担当：溝渕・平林
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

リレーおはなし会
高知県でこどもに絵本やお話を届ける活動を
しているボランティア団体が、リレー形式で
おはなし会を開催します。
場　所：オーテピア高知図書館2階
　　　　おはなしのへや（高知市追手筋 2 丁目 1-1）
対　象：乳幼児～小学生
定　員：30名程度
参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。

こどもたちによる英語絵本読み聞かせ会
英語絵本の読み聞かせに挑戦したい子も、聞
きたい子も集まれ～☆学ぶ仲間がいるってこ
んなに楽しい！みんなで作る英語時間だよ！
場　所：テクノジム2階
　　　（高知市仲田町8-2）
定　員：読み手10名（小学生）、
　　　　聞き手10組（どなたでも）
参加費：読み手1,500円（家族は無料）、
　　　　聞き手1,000円（ひと家族）
申込み：お問い合わせの上、右記まで。

家の守り神「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：12組（先着）
材料費：2,100円（1kg 2点）
申込み：当日までに電話にて右記まで。

①くすくすひろば
乳幼児と保護者を対象とした楽しい会です。
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(０歳６か月以上）と保護者

②おはなし会
参加者にあわせて絵本の読み聞かせを行います。
対　象：幼児～小学生と保護者

③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。
毎月いろいろな折り紙を作ります。
対　象：小学生以上

場　所：高知こどもの図書館（高知市永国寺町6-16）
参加費：①②無料、③100円（中学生以上300円）
　　　　※直接お越し下さい。

春のおはなし会
ボランティアさんたちが行うおはなし会です。
読み聞かせや、ストーリーテリングなどを行
います。
場　所：オーテピア高知図書館2階
　　　　おはなしのへや（高知市追手筋 2 丁目 1-1）
対　象：幼児～小学生
定　員：30名程度
参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。

①タベサナエ羽化観察会
駐車場水路でヤゴからトンボになって飛び立
つまでを観察します。

②世界の昆虫パズル組み合わせゲーム
2等分されたオリジナル「世界の昆虫100種
パズル」を使用して、5分間で完成した種類数
で競います。

場　所：①トンボ自然公園
　　　　②四万十川学遊館あきついお
　　　　（四万十市具同8055-5）
対　象：①小学生以上、②小学生以下
定　員：各20名
参加費：無料（②は要入館料）
入館料：４歳～小学生320円
申込み：電話、FAX、メールのいずれかで右記まで。
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開催日時 内　　容 お申込・お問い合せ 開催日時 内　　容 お申込・お問い合せ



3月30日(土)
①13：30～14：20

②14：30～15：20

3月31日(日)
10：00～12：00

3月31日(日)
10：00～15：00
※受付は
9：30～10：00

3月31日(日)
13：00～16：00

3月31日(日)
13：20～16：00

①4月2日(火)
10：30～13：30

②4月4日(木)
10：30～12：30
③4月5日(金)
10：30～12：30

(公社)トンボと自然を
考える会
担当：溝渕・平林
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

(公社)高知県森と緑の会
担当：井上
〒780-0870
高知市本町5-1-50
中沢ビル4階
受付時間：8：30～17：15
定休日：土･日･祝日
TEL：088-855-3905
FAX：088-855-3906
申込締切：3月28日(木)

(公社)生態系トラスト協会
担当：大谷
受付時間：10：00～15：00
休館日：月曜日
　　　 (3月末日まで)
TEL＆FAX：

050-8800-2816

申込締切：3月28日(木)

(公社)高知県森と緑の会
担当：井上
受付時間：8：30～17：15
定休日：土･日･祝日
TEL：088-855-3905

室戸ドルフィンセンター
受付時間：9：00～16：00
TEL：0887-22-1245

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
E-mail：plaza-kochi@
yonden-yes.co.jp

申込締切：
　①3月19日(火)
　②3月21日(木･祝)
　③3月22日(金)

①生き物探しゲーム　レベル 5
3人1組チーム対抗ゲーム。採集難度で5段階
にランク分けした複数の「種名カード」の中から
1種ずつ、レベル1から捕まえます。

②四万十川の魚釣りゲーム
紙で作った魚を「釣り竿」で決められた時間内
に何匹つれるか競争します。
場　所：四万十川学遊館あきついお
　　　（四万十市具同8055-5）
対　象：①小学生以上、②小学2年生以下
定　員：①20組、②20名　　
入館料：４歳～小学生320円、
　　　  中高生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。

木のおまもりペンダントをつくろう！
木をわってみがいてつくる世界にひとつのペン
ダントづくり・木育ワークショップを行います。
木の話や絵本の読み聞かせで森を感じましょう。
場　所：オーテピア高知図書館4階研修室
　　　（高知市追手筋2丁目1-1）
対　象：5歳以上 ※未就学児は保護者同伴
定　員：30名（先着）　　材料費：500円
申込み：参加者氏名、年齢、電話番号を明記の上、
　　　　電話、FAX、郵送のいずれかで右記まで。

春の四万十ヤイロチョウの森を歩こう
ガイドと一緒に早春の八色鳥の森を歩きます。
ヤッホー展望台や森のぶらんこから見る広大
な風景も素敵です。ティータイムも有ります。
集　合：四万十ヤイロチョウの森ネイチャーセンター
　　　（四万十町大正31-1）
開催地：四万十町下道地区のトラストの森
対　象：森を歩けるこども～大人
　　　  ※小学生以下は保護者同伴。
定　員：20組（先着）
参加費：こども800円、大人1,000円
　　　（保険代、おやつ、ガイド料含む）
申込み：電話またはFAXにて右記まで。
　　　  ※詳細はHPをご覧下さい。

木と友だちになろう！五感で楽しむ木育広場
木のおもちゃ広場・木工体験など木に触れて・遊
べるコーナーが盛りだくさん。絵本の読み聞か
せもあります。開催時間中は出入り自由です。
場　所：オーテピア高知図書館4階研修室
　　　（高知市追手筋2丁目1-1）
対　象：こども～大人
参加費：無料（木工体験は材料費がかかります）
　　　  ※当日会場へお越し下さい。

イルカ飼育員　お仕事体験！
イルカの生態やトレーニング方法をお勉強。
エサを自分で作ってイルカにあげてみよう。
最後は一緒に泳いでイルカと仲良くなれるよ！
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：10名
参加費：小中学生9,000円、高校生以上10,000円
申込み：電話にて右記まで。
　　　  ※定員になり次第締め切り。

①親子で楽しいピザ作り！
親子でピザを作りながらＩＨ体験をしよう！
火を使わないから安心だよ！

②第１回わくわく科学体験！
手作り備長炭電池で電子メロディを奏でよう♪

③第２回わくわく科学体験！
手作り備長炭電池で電子メロディを奏でよう♪
講　師：①江藤 里恵 先生、②③四国電力広報課
場　所：ヨンデンプラザ高知
対　象：小・中学生と保護者
定　員：①親子８組、②③親子12組
　　　　（応募者の中から抽選）
参加費：①1,000円／組、②③無料
申込み：電話、ハガキ、メールのいずれかで右記まで。

4月6日(土)
14：00～

4月7日(日)
9：00～14：00

4月7日(日)
10：00～14：30

4月  7日(日)
4月13日(土)
4月27日(土)
19：00～21：00

①4月13日(土)
9：00～14：30

②4月14日(日)
10：00～13：30

4月13日(土)
4月14日(日)
10：00～18：00

4月14日(日)
10：00～
1時間程度

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

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

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

申込締切：4月3日(水)

(公財)高知県文教協会
受付時間：9：00～16：30
※12：00～13：00を除く
休館日：土･日･祝日
TEL：088-824-5451

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

申込締切：①3月31日(日)
　　　　 ②4月  7日(日)

創造広場「アクトランド」
開園時間：10：00～18：00
TEL：0887-56-1501

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

申込締切：4月12日(金)

おはなしキャラバン
文学館カルチャーサポーターの皆さんによる
土佐民話紙芝居の実演や絵本の読み聞かせ
など楽しい内容でお届けします。
場　所：文学館1階こどものぶんがく室
　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども～大人
定　員：30名　　　参加費：無料
　　　  ※当日会場へお越し下さい。

タケノコ掘りとタケノコご飯
タケノコを掘ってタケノコご飯も作ろう！
長靴・長袖・長ズボンで来てね。
持ち物：帽子･軍手･ＭＹおわん･お箸･飲み物
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：こども～大人
定　員：30名　　　参加費：300円
申込み：3月3日(日)より電話にて右記まで。
　　　  ※定員になり次第締め切り。

甫喜ヶ峰の森ガイドウォーク 春の草花観察
土佐植物研究会副会長の細川公子さんを講
師に迎え、園内を歩きながら春の草花を観察
します。昼食持参。
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（先着）
参加費：200円（傷害保険料）
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：こども～大人
定　員：各45名（先着）
参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

①デジカメで新緑の季節を写そう！
色彩豊かな新緑の自然を持参のデジカメで撮
影。データをセレクト印刷・貼り出して、みん
なで観賞します。昼食持参。
対　象：小学生以上
定　員：20名（先着）
参加費：200円（傷害保険料等）

②山菜採りとタケノコ掘り
公園を散策しながら山の幸たんね。自然から
おすそ分けをいただき、天ぷらにして食べま
す。タケノコ掘り体験も！昼食持参。
対　象：小学生以上のこどもと家族
定　員：15名（先着）
参加費：400円（傷害保険料、食材費）
場　所：高知県立甫喜ヶ峰森林公園
　　　（香美市土佐山田町平山）
申込み：電話にて右記まで。
　　　  ※定員になり次第締め切り。

平成祭
クイズやスタンプラリーなど、平成を振り返
り、懐かしみ、楽しむイベントを開催。
場　所：創造広場「アクトランド」
　　　（香南市野市町大谷928-1）
対　象：幼児～大人
参加費：無料（一部有料なものあり）
　　　  ※直接お越し下さい。

こうちこどもファンド応募説明会
こどもたちのまちづくり活動を支援する「こう
ちこどもファンド」の内容や活動紹介、応募申
請書の書き方などについて説明します。
場　所：高知市市民活動サポートセンター
　　　  会議室（高知市鷹匠町2丁目1-43
　　　  高知市たかじょう庁舎2階）
対　象：興味のある方どなたでも
申込み：電話にて右記まで。

開催日時 内　　容 お申込・お問い合せ 開催日時 内　　容 お申込・お問い合せ

※税込価格で掲載しています。
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4月14日(日)
9：45～15：10
※受付は
9：30～9：45

4月14日(日)
13：30～15：00

4月15日(月)
11：00～11：30

※毎月第3月曜日

①4月24日(水)
10：30～11：00頃

②4月28日(日)
11：00～11：40

③5月4日(土･祝)
11：00～12：00

4月27日(土)
～6月2日(日)

9：00～17：00
※入館は16：30まで

4月27日(土)
～5月6日(月･休)
9：00

①4月27日(土)
～5月26日(日)

9：30～16：45

②4月28日(日)
　5月3日(金･祝)
13：30～14：30

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6日(土)

NPO法人たびびと
担当：山崎
開園時間：8：30～18：00
TEL：088-822-0777

おはなしお届け隊
担当：武市
受付時間：9：00～20：00
TEL：090-1004-3915

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

越知町立横倉山
自然の森博物館
受付時間：9：00～17：00
休館日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0889-26-1060

内原野陶芸館
担当：岡崎
受付時間：9：00～17：00
定休日：水曜日
TEL：0887-32-0308

高知県立
のいち動物公園
受付時間：9：30～16：45
休園日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
　　　 4/27～5/6は無休
TEL：0887-56-3509

農園体験キャンプ　野菜植え
農園にサツマイモ、ナス、キュウリを植えて、
1年間の生育観察、収穫を楽しみませんか。
カエル・イモリ観察、昼食は山菜料理に挑戦。
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　親子で参加してみよう！
定　員：20名
参加費：600円
　　　（食材費･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。

春の新学期の交通安全教室
春の新学期に交通ルールをしっかり学習して
安全に通学・通園するチカラを身につけよう！
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
定　員：20名程度　　　参加費：無料
申込み：当日10分前より事務所前にて受付。

おはなし会
パネルシアターと手遊び、わらべうたや絵本
などでおはなし会を毎月おこなっています。
場　所：コミュニティスペースお城下(まち)ベース
　　　（高知市帯屋町2丁目1-20オパールビル2階2A）
対　象：幼児と保護者　　　参加費：無料
　　　  ※当日直接お越し下さい。

①くすくすひろば
乳幼児と保護者を対象とした楽しい会です。
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(０歳６か月以上）と保護者

②おはなし会
参加者にあわせて絵本の読み聞かせを行います。
対　象：幼児～小学生と保護者

③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。
毎月いろいろな折り紙を作ります。
対　象：小学生以上
場　所：高知こどもの図書館（高知市永国寺町6-16）
参加費：①②無料、
　　　  ③100円（中学生以上300円）
　　　  ※直接お越し下さい。

企画展「水色を配するー草木染の物作りー」
染色作家・にしみねくみの「藍」の草木染と
身近な植物で染めたインスタレーション。
タペストリー、オブジェなどを展示します。
場　所：横倉山自然の森博物館
　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
入館料：小・中学生200円、
　　　  高校・大学生400円、大人500円

マドラー orとんぼ玉＆サンドブラスト体験
ガラスで作るマドラーorとんぼ玉とガラス食器
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：3組6名（先着）
材料費：2,100円
申込み：前日までに電話にて右記まで。

①日本野鳥の会写真展
身近にいるさまざまな野鳥の写真を展示し、
高知の野鳥を紹介します。

②GW企画　カブトムシ教室
カブトムシの飼い方のお話を聞いたあと、
カブトムシの幼虫をプレゼントします。
対　象：中学生以下　
定　員：各日100名（先着）
※当日12：30～どうぶつ科学館にて整理券配布。
場　所：高知県立のいち動物公園
　　　（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)

4月27日(土)
～5月6日(月･休)
①10：00～10：50

②11：00～11：50

③13：30～14：20

4月28日(日)
13：00～16：00

4月28日(日)
4月29日(月･祝)
16：00～17：00

4月29日(月･祝)
  9：10～
  9：40～
10：10～

4月29日(月･祝)
14：00頃～

5月1日(水･祝)
13：30頃

2泊3日

①4月30日(火･祝)
10：00～11：00

②4月30日(火･祝)
13：00～15：00

③4月30日(火･祝)
　5月  5日(日･祝)
11：00～11：30

(公社)トンボと自然を
考える会
担当：溝渕・平林
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

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
E-mail：plaza-kochi@
yonden-yes.co.jp

室戸ジオパーク
推進協議会
担当：小笠原
受付時間：9：00～17：00
TEL：0887-22-5161
FAX：0887-23-1618
E-mail：
tour@muroto-geo.jp
申込締切：

実施日の1週間前

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
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：088-832-0189

NPO法人
黒潮実感センター
担当：神田
受付時間：8：30～17：30
※不定休（要問い合せ）
TEL：0880-62-8022
FAX：0880-62-8023
E-mail：
info@kuroshio.asia

申込締切：2週間前

高知県立
のいち動物公園
受付時間：9：30～16：45
休園日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
　　　 4/27～5/6は無休
TEL：0887-56-3509

①世界の昆虫パズル組み合わせゲーム
2等分されたオリジナル「世界の昆虫100種
パズル」を使用して、5分間で完成した種類数で
競います。

②館内めくりクイズ
スタッフの引率で館内を回りながら３択もしく
は２択の「いきなりクイズ～四万十川クイズ」
全３５問を解いていきます。

③四万十川の魚釣りゲーム
紙で作った魚を「釣り竿」で決められた時間内
に何匹つれるか競争します。
場　所：四万十川学遊館あきついお
　　　（四万十市具同8055-5）
対　象：①小学生以下、②小学3年生以上、
　　　  ③小学2年生以下
定　員：各20名
入館料：４歳～小学生320円
申込み：電話、FAX、メールのいずれかで右記まで。

端午の節句☆親子で和菓子
老舗の和菓子職人から学ぶ！本格和菓子を
親子で作ろう♪
講　師：小笠原 健夫 先生
場　所：ヨンデンプラザ高知
対　象：小・中学生と保護者
定　員：親子８組（応募者の中から抽選）
参加費：1,000円／組
申込み：4 月 14 日（日）までに電話、ハガキ、メール
　　　   のいずれかで右記まで。

港町まちあるきツアー
室津港周辺に広がる町が、どのように形成され
てどのような文化や産業があったのかを知
るツアー。詳しくはお問い合わせください。
集　合：高知信用金庫室戸支店前（室戸市室津 2599-1）
対　象：小学生以上
定　員：ガイド1名につき5名まで
参加費：2,000円／1～2名、
　　　   3～10名は1名ごとに1,000円追加
申込み：電話、FAX、メールのいずれかで右記まで。

★GW企画★「カブトムシの飼い方教室」
みんな大好き！カブトムシをプレゼント♪
飼い方教室は15分ほど開催します。
参加者には『幼虫』をプレゼント！
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：小学生以下
定　員：各回50名（先着）　入園料：無料
申込み：当日9：00～正門にて整理券を配布。

第1回初夏の里海を味わうツアー柏島
クリアカヌー、磯での潮干狩り、クルージング、
釣り、お魚レクチャー、山菜採り等で豊かな
柏島の海や自然を楽しもう！
場　所：柏島とその周辺海域（幡多郡大月町）
対　象：小学生以上（親子または保護者同伴）
定　員：約15名
参加費：小人36,000円、大人39,000円
　　　 （プログラム費・民宿・食費・保険費）
　　　 ※友の会年会費3,000円含む
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。

①GW企画　動物かみしばい
のいち動物公園ボランティアーズ主催。
ボランティアーズによるオリジナル動物かみ
しばいを行います。

②GW企画　フェイスペインティング
のいち動物公園ボランティアーズ主催。
手や顔に好きな動物をポイントメイクします。

③ダンちゃん＆マキコちゃんと記念撮影
のいち動物公園オリジナルキャラクターの
ダンちゃん＆マキコちゃんが登場します。
場　所：高知県立のいち動物公園
　　　 （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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5月2日(木･休)
～5月7日(火)

8：00～18：00

5月2日(木･休)
6月2日(日)
  9：30～10：40
10：50～11：50

5月3日(金･祝)
～5月6日(月･休)
9：30～16：30

5月3日(金･祝)
～5月5日(日･祝)
10：00～15：00

5月3日(金･祝)
14：00頃～

5月5日(日･祝)
13：30頃

2泊3日

5月4日(土･祝)
10：00～12：00

①5月4日(土･祝)
11：30～
14：00～

②5月5日(日･祝)
9：30～

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

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

室戸ジオパーク
推進協議会
受付時間：9：00～17：00
TEL：0887-22-5161

申込締切：
館内で当日受付可

高知県立
高知城歴史博物館
受付時間：9：00～18：00
TEL：088-871-1600

NPO法人
黒潮実感センター
担当：神田
受付時間：8：30～17：30
※不定休（要問い合せ）
TEL：0880-62-8022
FAX：0880-62-8023
E-mail：
info@kuroshio.asia

申込締切：2週間前

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

高知県立
のいち動物公園
受付時間：9：30～16：45
休園日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
　　　 4/27～5/6は無休
TEL：0887-56-3509

第31回Tシャツアート展
約1,000枚のＴシャツが砂浜でひらひら。会期中
はイベントも盛りだくさんです。会場にはお店も
いっぱい。3日には、はだしマラソンもあります！
場　所：砂浜美術館（黒潮町・入野の浜）
対　象：こども～大人
協力金：300円（中学生以上）
　　　  ※直接会場へお越し下さい。

ポーセラーツdeプレゼント
真っ白な白磁に好きな模様を切って貼りデコ
レーションします。母の日・父の日のプレゼントに
も大人気！長く使っていただけます。
場　所：コープ吉田店2F
　　　 （高知市吉田町6-6）
対　象：4歳以上の親子
定　員：5組
参加費：1,000円～1,800円
申込み：電話にて右記まで。
　　　  ※定員になり次第締め切り。

楽しもう！　ジオ工作
室戸ジオパークでは、工作教室を開催します。
プロの研究者と同じ方法で作る化石レプリカ、
地層のキャンドル作り体験もあるよ。
場　所：室戸世界ジオパークセンター
　　　（室戸市室戸岬町1810-2）
対　象：小学生以上
参加費：化石レプリカ200円、
　　　  地層キャンドル500円
申込み：電話にて右記まで。

GW体験コーナー
GWは親子で城博の体験コーナー！かぶとや
刀をみにつけて、お殿さまになりきろう！
能面やお琴も体験できます！
場　所：高知城歴史博物館1階ホール
　　　（高知市追手筋2-7-5）
参加費：無料（展示エリア入館の場合、
　　　　　　 高校生以下無料、大人700円）
　　　  ※直接会場にお越し下さい。

第2回初夏の里海を味わうツアー柏島
クリアカヌー、磯での潮干狩り、クルージング、
釣り、お魚レクチャー、山菜採り等で豊かな柏島
の海や自然を楽しもう！
場　所：柏島とその周辺海域（幡多郡大月町）
対　象：小学生以上（親子または保護者同伴）
定　員：約15名
参加費：小人36,000円、大人39,000円
　　　 （プログラム費・民宿・食費・保険費）
　　　 ※友の会年会費3,000円含む
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。

森あそび　春編
新緑の森を探検してみよう！
散策しやすい服装で来てね。
持ち物：帽子･軍手･飲み物
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：こども～大人
定　員：20名　　参加費：無料
申込み：4月14日(日)より電話にて右記まで。
　　　  ※定員になり次第締め切り。

①ＧＷ企画　江戸家小猫動物ものまねライブ
動物鳴きまね芸で有名な江戸家小猫さんを
お招きして、動物ものまねライブを開催します。

②GW企画　動物クイズラリー
園内の動物クイズに答えて正解すると、記念品が
当たるガラガラ抽選に参加できます。
※当日9：30～受付、10：30～答え合わせ。
定　員：1,500名（先着）

場　所：高知県立のいち動物公園
　　　（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)

５月4日(土･祝)
14：00～

５月4日(土･祝)
16：30～21：00

5月5日(日･祝)
9：45～15：10
※受付は
9：30～9：45

5月  9日(木)
5月31日(金)
6月  7日(金)
19：00～21：00

応募締切：
5月10日(金)※必着
公開審査会：
6月16日(日)
対象になる活動期間：
7月1日(月)～
2020年2月29日(土)

5月12日(日)
9：00～11：30

5月12日(日)
10：00～12：00
※受付は9：45～

5月19日(日)
10：00～12：00

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

(公財)高知県文教協会
受付時間：9：00～16：30
※12：00～13：00を除く
休館日：土･日･祝日
TEL：088-824-5451

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22日(月)

(公財)高知県文教協会
受付時間：9：00～16：30
※12：00～13：00を除く
休館日：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

高知県立
のいち動物公園
受付時間：9：30～16：45
休園日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
　　　 4/27～5/6は無休
TEL：0887-56-3509

NPO法人
仁淀川お宝探偵団
担当：石川
受付時間：12：00～20：00
TEL：090-3783-0141

申込締切：5月9日(木)

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

申込締切：5月12日(日)

おはなしキャラバン
文学館カルチャーサポーターの皆さんによる
土佐民話紙芝居の実演や絵本の読み聞かせな
ど楽しい内容でお届けします。
場　所：文学館1階こどものぶんがく室
　　　 （高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども～大人
定　員：30名　　　参加費：無料
　　　 ※当日会場へお越し下さい。

春の天文教室
春の星座の話や70cm反射望遠鏡による星空
観測や、プラネタリウムのスライド上映などを
予定しています。
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：こども～大人
定　員：40名（先着）　　参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

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　親子で参加してみよう！
定　員：20名
参加費：300円　※昼食･お茶持参
　　　（キャンプ場使用料･傷害保険料･資料費）
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。

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：こども～大人
定　員：各45名（先着）　　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
まちの誰かが喜ぶような「こどもたちのアイデア
で行う」まちづくり活動を募集します！
助成金額：１事業あたり上限20万円
対　象：こどもたち中心で行う、清掃や交流、

食や防災などに関わる地域で行う活動
　　　  ※詳しくはお問合せください。

のいち動物公園　探鳥会
園内を散策しながら、園内にいる野鳥の観察
を行います。
場　所：高知県立のいち動物公園
　　　 （香南市野市町大谷738）
定　員：30名（先着）
入園料：460円(18歳未満･高校生以下無料)
申込み：4月1日(月)～5月6日(月･休)にHP
　　　 または電話にて右記まで。

仁淀川ガサガサ探偵団
春の仁淀川をタモ網持って生きものさがし！
ゴリやエビの子が川を上る季節です。
川虫も多いですよ？川の環境のお話。
場　所：仁淀川波川親水公園
　　　 （いの町波川　国道33号線仁淀川橋下）
対　象：小学生　※保護者同伴
定　員：10名（ライフジャッケット数）
参加費：500円（保険代･資料代）
申込み：5月6日(月･休)より電話にて右記まで。

カブトムシ飼育教室
昆虫のこと、カブトムシのことについて学び
ます。幼虫プレゼント。昆虫ケース５Ｌ位の容器
をご持参下さい。
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　　　定　員：20名（先着）
参加費：300円（傷害保険料等）
申込み：電話にて右記まで。
　　　  ※定員になり次第締め切り。

開催日時 内　　容 お申込・お問い合せ 開催日時 内　　容 お申込・お問い合せ

※税込価格で掲載しています。
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5月20日(月)
11：00～11：30

※毎月第3月曜日

5月25日(土)
10：30～11：00

①5月26日(日)
10：00～12：00

②6月1日(土)
9：15～12：15

①5月26日(日)
11：00～11：40

②5月29日(水)
10：30～11：00頃

③6月1日(土)
11：00～12：00

5月30日(木)
5月31日(金)
19：00～20：00

6月1日(土)
14：00～

6月2日(日)
13：00～16：00

おはなしお届け隊
担当：武市
受付時間：9：00～20：00
TEL：090-1004-3915

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

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

申込締切：①5月19日(日)
　　　　　②5月26日(日)

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

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

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

(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･振替休日は開館
TEL：088-883-5071

おはなし会
パネルシアターと手遊び、わらべうたや絵本
などでおはなし会を毎月おこなっています。
場　所：コミュニティスペースお城下(まち)ベース
　　　 （高知市帯屋町2丁目1-20 オパールビル2階2A）
対　象：幼児と保護者　　　参加費：無料
　　　 ※当日直接お越し下さい。

みどりの季節のおたのしみ会
ふれあいあそび、手あそび、歌などで楽しい
時間をすごしましょう。
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：乳幼児とその保護者
参加費：無料　※当日直接お越し下さい。

①森あそびⅠ
甫喜ヶ峰の森で一緒に遊びましょう。
遊んだ後は簡単おやつをつくって食べよう！
対　象：小学2年生以下のこどもと家族
定　員：20名（先着）
参加費：3歳以上300円（傷害保険料等）

②救急救命講習
香美市消防本部のご指導で救急救命方法を
学びます。
対　象：こども～大人
定　員：30名程度　　　参加費：無料
場　所：高知県立甫喜ヶ峰森林公園
　　　（香美市土佐山田町平山）
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
参加者にあわせて絵本の読み聞かせを行います。
対　象：幼児～小学生と保護者

②くすくすひろば
乳幼児と保護者を対象とした楽しい会です。
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(０歳６か月以上）と保護者

③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。
毎月いろいろな折り紙を作ります。
対　象：小学生以上
場　所：高知こどもの図書館
　　　（高知市永国寺町6-16）
参加費：①②無料、
　　　  ③100円（中学生以上300円）
　　　  ※直接お越し下さい。

劇団風の子中部公演『ぱらりっとせ』
飛騨、美濃に根付く豊かな伝統文化、芸能の
数々。とりわけこどもたちの”あそび”の中での
文化の創造を、劇空間でご覧ください。
場　所：高知市文化プラザかるぽーと
　　　  小ホール（高知市九反田2-1）
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。

おはなしキャラバン
文学館カルチャーサポーターの皆さんによる
土佐民話紙芝居の実演や絵本の読み聞かせな
ど楽しい内容でお届けします。
場　所：文学館1階こどものぶんがく室
　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども～大人
定　員：30名　　　参加費：無料
　　　  ※当日会場へお越し下さい。

「あなたダビンチ　ぼくピカソ」
毎年人気の美術が好きになる体験イベントを
今年も開催！友達を誘って、材料がなくなる
前にかるぽーとに集まれ～！
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：小中学生　※未就学児は保護者同伴
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。

①6月8日(土)
13：00～16：00

②6月15日(土)
10：30～12：30

6月9日(日)
9：30～13：30

6月16日(日)
13：30～15：00

6月17日(月)
11：00～11：30

※毎月第3月曜日

6月23日(日)
14：00～16：00

6月24日(月)
6月28日(金)
6月30日(日)
19：00～21：00

①6月26日(水)
10：30～11：00頃

②6月30日(日)
11：00～11：40

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
E-mail：plaza-kochi@
yonden-yes.co.jp

申込締切：①5月25日(土)
　　　　 ②6月  1日(土)

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

申込締切：6月2日(日)

NPO法人たびびと
担当：山崎
開園時間：8：30～18：00
TEL：088-822-0777

おはなしお届け隊
担当：武市
受付時間：9：00～20：00
TEL：090-1004-3915

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

(公財)高知県文教協会
受付時間：9：00～16：30
※12：00～13：00を除く
休館日：土･日･祝日
TEL：088-824-5451

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

①パティシエ直伝！親子で本格スイーツ
ホテルパティシエから学ぶ！本格スイーツを
親子で作ろう♪

②第3回わくわく科学体験！
手作り備長炭電池で電子メロディを奏でよう♪
講　師：①清水 光 先生、②四国電力広報課
場　所：ヨンデンプラザ高知
対　象：小・中学生と保護者
定　員：①親子８組、②親子12組
　　　　（応募者の中から抽選）
参加費：①1,000円／組、②無料
申込み：電話、ハガキ、メールのいずれかで右記まで。

水無月（6月）自然観察会
散策道をスローペースで歩き、自然との出会い、
ふれあい、再発見を楽しみます。きれいなニシキ
キンカメムシも観察。昼食持参。
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：20名程度
参加費：200円（傷害保険料等）
申込み：電話にて右記まで。
　　　  ※定員になり次第締め切り。

雨の日の交通安全教室
雨の日は危険がいっぱい！傘の差し方や歩き方を
腹話術人形のケンちゃんと一緒にお勉強しよう！
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
定　員：20名程度
参加費：無料
申込み：当日10分前より事務所前にて受付。

おはなし会
パネルシアターと手遊び、わらべうたや絵本
などでおはなし会を毎月おこなっています。
場　所：コミュニティスペースお城下(まち)ベース
　　　 （高知市帯屋町2丁目1-20 オパールビル2階2A）
対　象：幼児と保護者
参加費：無料
　　　　※当日直接お越し下さい。

森の音楽会
情報交流館で音楽を楽しもう！
小さいこどもさんから参加ＯＫ！
家族みんなで音と触れ合いましょう！
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）
参加費：無料
　　　  ※当日直接お越し下さい。

水星を見よう！
いつもはなかなか見つけられない水星を見つ
ける大チャンスです！
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：こども～大人
定　員：各45名（先着）
参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

①くすくすひろば
乳幼児と保護者を対象とした楽しい会です。
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(０歳６か月以上）と保護者

②おはなし会
参加者にあわせて絵本の読み聞かせを行います。
対　象：幼児～小学生と保護者
場　所：高知こどもの図書館
　　　 （高知市永国寺町6-16）
参加費：無料
　　　 ※直接お越し下さい。
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●「わいわいくじら」の発行には、こどもたちの健やかな成長を願う皆様から、あたたかいご支援をいただいております。
一宮生コンクリート（株） （株）ウイル （有）内田文昌堂 帯屋町筋商店街

（認定NPO法人）環境の杜こうち 高知かがみ夢探検センター 高知ケーブルテレビ（株） （一社）高知県山林協会
高知スタンダード石油（株） （株）コマドリ （株）サニーマート （株）サンプラザ
四国ガス（株）高知支店 四国電力（株）高知支店 筒井紙業印刷（株） 西山セメント販売（株）

（株）日産サティオ高知 （株）フタガミ ホームセンター部 宮地電機（株） UAゼンセンサニーマート労働組合

※2月1日現在、なつ・はる合わせて46口のお申込みをいただいております。ありがとうございました。
　｢わいわいくじら｣はこどもたちの長期休暇前に発行され、こどもたちへの情報源として定着しております。
　この発行を資金面（1口1万円）で支えてくださる企業・団体・個人のみなさまを広く募集しております。

☆賛同に関してのお問い合せはこちら「わいわいくじら」 発行元

認定特定非営利活動法人 ＮＰＯ高知市民会議
〒７８０-０８６２  高知市鷹匠町2丁目1-43
高知市たかじょう庁舎2階  高知市市民活動サポートセンター内
TEL : ０８８-８２０-１８６５　FAX : ０８８-８２０-１６６５　E-mail : waiwai@shiminkaigi.org
Facebook : http://www.facebook.com/siminkaigi
※「わいわいくじら」はホームページでもご覧になれます。

http://shiminkaigi.org/

NPO高知市民会議は高知市市民活動サポートセンターの運営に携わるとと
もに、ボランティア・市民活動への市民の積極的な参加の呼びかけや、活動に
役立つ情報の収集と提供などの活動やネットワークづくりを目指しています。
この趣旨にご賛同いただける方、ぜひご入会ください。

● 正会員(個人)　３０００円
● 正会員(団体)　５０００円

あなたもＮＰＯ高知市民会議の会員になりませんか？

入会
案内

● 賛助会員(個人) 一口　１０００円
● 賛助会員(団体) 一口　５０００円

年会費

「わいわいくじら」最終ページにお名前の掲載はできませんのでご了承ください。

イタリア料理 ラ･ヴィータ、内田文昌堂、コマドリ卸団地店、サニーマート17店舗、
サンプラザ13店舗、TSUTAYA（㈱ウイル）6店舗、高知県立甫喜ヶ峰森林公園 ほか

「わいわいくじら」発行資金のための募金箱へのご協力のお願い
☆ 賛同企業の店舗を中心に設置していただいております。

高知県の間伐材で募金箱を

つくりました。「わいわいくじら」の

表紙を表に印刷しています。

ご協力お願い申し上げます。

会員募集会員募集
まずはお電話ください

【お問い合わせ・お申込みは】

ファミリーサポートとは、仕事や家庭の都合などで子育ての手助けをしてほしい方
「依頼会員」と子育ての手助けができる方「援助会員」が会員登録し、

子育ての助け合いをする 有償ボランティア組織 です。
随時、会員を募集しています。ぜひ、ご登録ください。

預かってくださる方を
探してみましょう。

○日に子どもを
預かって

もらいたいの
ですが…

またいつでも
どうぞ。

○日にＡちゃんの援助を
お願いできませんか？ はい、

いいですよ。

地 域 の 子 育 て は じ め ま せ ん か 。地 域 の 子 育 て は じ め ま せ ん か 。

こうちファミリーサポートセンター
Tel.088-880-5210   Fax.088-880-0027

〒780-0802 高知市丸池町1-1-14 高知市勤労者交流館1階

〈9:00～17:30 日・月曜日、祝日、年末年始は休み（月曜日が祝日の場合、翌火曜日も休み）〉
ホームページ : http://kumpel-kochi.com/ QRコード


