
高知県内の
イベント情報を
掲載して
いるよ！

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／高知市教育委員会学校教育課／認定特定非営利活動法人ＮＰＯ高知市民会議



①随時
  8：00～12：00
13：00～17：00
※ご希望により変更可
　②随時
  9：00～12：00
13：00～16：00

　　③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。

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

　
※8月10日（土）は
お休み

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
　
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：9：00～17：00
※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：9：00～17：00
※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）･ 
第3金曜日（8月･祝日を除く）･
8月9日（金）～12日（月）
TEL：088-823-4946

　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：090-8285-6857

　
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！

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
参加費：半日 7,000円（保険費含む）
　

足ヒレと水中めがねを付けて海の中をのぞいて
みよう！どんな生き物に出会えるかな？
参加費：半日5,000円（プログラム費･保険費含む）
　

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？
参加費：半日6,000円（プログラム費･保険費含む）
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
申込み：電話、FAX、メールのいずれかで右記まで。

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 7,000円、
　　　　終日 13,000円（保険費含む）
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。

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。
対　象：0歳～3歳くらいまでの赤ちゃんと保護者
　

おはなし（ストーリーテリング）、絵本の読み聞
かせ、手遊びなどを行います。
8月3日（土）の回は、特別版でおとどけします。
対　象：3歳くらい～小学生
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）
定　員：30名程度　　　参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。

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。

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）、坂出発電所（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込み下さい。
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毎月第1日曜日
13：20～

　②毎月第2日曜日
13：00～

7月13日（土）
～9月8日（日）

9：00～17：00
※入館は16:30まで

　
　①7月13日（土）
～7月15日（月･祝）
②7月27日（土）
～7月29日（月）

※2泊3日
初日15：00頃～
最終日13：30頃

①7月14日（日）
～8月31日（土）
  9：00～11：00
13：00～15：00
　
②7月14日（日）
～8月4日（日）

9：30

　
③7月14日（日）
～8月4日（日）

13：30

※休館日を除く

　

①7月20日（土）
～8月25日（日）
9：00～17：00

　
②7月20日（土）
～9月1日（日）

9：00～17：00

　
③毎週土曜日
17：00～21：00
※夏期（4～9月）

高知県立
のいち動物公園
受付時間：9：30～16：45
定休日：月曜日
　　 　※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

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

NPO法人
黒潮実感センター
担当：神田
受付時間：9：00～17：00
※不定休（要問い合せ）
TEL：0880-62-8022
FAX：0880-62-8023
E-mail：
info@kuroshio.asia

　内原野陶芸館
受付時間：9：00～17：00
休館日：水曜日
TEL：0887-32-0308

　
申込締切：
　　①③当日の予約可
　　②参加日の前日

高知県立牧野植物園
開園時間：9：00～17：00
TEL：088-882-2601

園長と一緒に園内をめぐるツアー。
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。
　

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）
　

こどもがだいすきなのりもの絵本の世界を大型
パネルや体験型展示でご紹介します。
観覧料：500円（常設展含む）、高校生以下無料
　

館内6ヶ所のラリーポイントをまわって、スタンプ
をおそう！全部あつめたら、はたらくのりもの
缶バッジをプレゼント！
参加費：当日の観覧券
場　所：文学館（高知市丸ノ内1-1-20）
　　　　①2階企画展示室、②2階企画展示室ほか
対　象：①こども・親子、②こども～大人
　　　　※直接会場にお越し下さい。

お魚博士によるお魚特別講座、クリアカヌー、
シュノーケリング、海の生きもの観察、釣り、
クルージング等で柏島の海を満喫！
場　所：柏島とその周辺海域（幡多郡大月町）
対　象：小学生以上　※保護者同伴
定　員：15名程度（先着）
参加費：こども38,000円、大人40,000円
　　　　（プログラム費・旅館・食事・保険費）
　　　　※別途、友の会年会費3,000円
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。

テープを貼ったガラス食器に好きな絵を描き
カッターで切り抜いたところに、砂を吹きつけて
模様を出す体験です。当日お持ち帰り可。
　

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。
　

夏休みの宿題にできます。粘土にふれて世界に
１つだけの作品を作ってみよう！
場　所：内原野陶芸館（安芸市川北乙1607-1）
対　象：①②小学生以上、③幼児～大人
定　員：①10名、②3組6名、③20名
材料費：①1,200円～、②2,100円、
　　　　③1,500円（作品1点 粘土1kg）
申込み：先着順に電話にて右記まで。
　

毎年好評の植物スタンプラリー。さまざまな
植物と出会いながらスタンプを押して自分だけの
植物図鑑をつくろう！
　

栄養の少ない環境で生きるためにワナを仕掛
けて虫を捕え栄養を補給する食虫植物を一堂
に集め、その生態と多様性を紹介します。
　

昼間とはひと味違うライトアップされた南園と
温室の「植物園の夜」を楽しんでみませんか？
場　所：高知県立牧野植物園  ②③南園  温室
　　　　（高知市五台山4200-6）
入園料：①②720円（高校生以下無料）、
　　　　③500円

※税込価格で掲載しています。



7月20日（土）
～9月1日（日）

9：00～18：00

①毎月第3土曜日
9：30～

　②7月20日（土）
～9月1日（日）

9：30～16：45

※8月13日（火）は開園

7月20日（土）
～8月15日（木）
10：00～17：00

　　
7月20日（土）
7月21日（日）
10：00～
14：00～
所要時間：120分程度

※荒天の場合中止

　
①毎週日曜日・
　夏休み中の土曜日
10：00～12：00
14：00～16：00
※約20分
（先着順でご案内）

②夏休み中は毎日
※休館日を除く
11：00～
14：10～
15：40～
　
　①7月21日（日）
　7月22日（月）
  9：30～11：00
11：10～12：40
　②7月21日（日）
　7月22日（月）
13：00～14：00
14：15～15：15
15：30～16：30

7月21日（日）
10：30～12：30
14：00～16：00

横山隆一記念まんが館
開館時間：9：00～18：00
休館日：月曜日（祝日を除く）
TEL：088-883-5029

高知県立
のいち動物公園
受付時間：9：30～16：45
定休日：月曜日
　　　※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

　

鏡川水泳補導所
運営協議会
事務局：
高知市教育委員会生涯学習課
TEL：088-821-9215

高知市立龍馬の
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

　
高知みらい科学館
開館時間：9：00～18：00
※金曜日、7･8月の土曜日は
　20：00まで
休館日：月曜日（祝日を除く）
TEL：088-823-7767

　Salon de Ritz
担当：いくはら
受付時間：9：00～18：00
定休日：土・日曜日
TEL：090-8283-1914

　　

コマドリ
はりまや店：088-882-2945
土佐道路店：088-850-0088
四 万 十 店：0880-31-0887
卸 団 地 店：088-885-5885

2つの地元まんがグループ合同作品展と、高知の
まんがの「今」を紹介する企画展。会期中の土・
日は似顔絵コーナーもあります。
場　所：横山隆一記念まんが館　5階
　　　　企画展示室（高知市九反田2-1）
対　象：こども～大人　　企画展入場料：無料
似顔絵コーナー：100円＋チャリティー

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）
　

夏休み企画展として、プランクトンの生態等の
紹介や、小さな昆虫や植物など小さな世界のさ
まざまな生物について紹介します。
場　所：高知県立のいち動物公園
　　　　①からくり時計前、②どうぶつ科学館
　　　　（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）

監視員を配置します。泳いで良い時は青い旗、
遊泳禁止の時は赤い旗をあげます。必ず現地で
確認してください。
場　所：朝倉堰のすぐ上流側（高知市）
　　　　※遊泳区間にロープを張ります。

和紙から切り抜いた花びらで、思い思いの光る
小花を散りばめたガーランドを作ってみよう。
ライトは６灯で乾電池式です。
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：小学生以上
定　員：各回10名（先着）
参加費：1,200円
申込み：希望日時を選び、来館または電話にて

右記まで。定員になり次第締め切り。

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。
　

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。
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
　　　　※直接会場にお越し下さい。

トートバックにドレスメーキング。針と糸で少し
だけ簡単ソーイング。ドレスもネックレスもバッグ
や靴までボンドで貼り付け仕上げます。
　

ハーバリウムのボトル又はボールペンを作り
ます。色とりどりで自分の好きなアイテムが作れ
ます。人気の講座です。
場　所：コープ吉田店（高知市吉田町6-6）
対　象：小学生の親子　　　定　員：各5組
参加費：①2,500円、
　　　　②1,200円～1,800円（作るものにより）
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

電池で動くせんぷうきの貯金箱を牛乳パックと
専用キットで作ります。
（1ℓの牛乳パックをご持参ください）
場　所：右記の各店舗
対　象：小学生　　　定　員：各5名
参加費：1,000円
申込み：電話または直接右記の店舗まで。

7月21日（日）
9：00～11：00

※雨天時は
　7月28日（日）に延期

7月21日（日）
①ワークショップ
14：00～

②サイン会
15：30～（予定）

　
①7月23日（火）
～8月18日（日）
9：00～17：00

②7月24日（水）
～7月30日（火）
9：00～17：00

　
　7月23日（火）
7月30日（火）
7月31日（水）
19：00～21：00

　
7月24日（水）
7月27日（土）
8月  5日（月）
8月11日（日･祝）
8月13日（火）
8月15日（木）
16：30～21：00

7月25日（木）
7月26日（金）
7月30日（火）
7月31日（水）
8月  1日（木）
8月  2日（金）
8月  6日（火）
8月  7日（水）
14：30～16：00
（全8回）

　　
7月26日（金）
9：00～15：00

わんぱーくこうち
公園管理課
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

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

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

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

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

高知県立県民体育館
受付時間：8：30～20：30
TEL：088-831-1166

申込締切：7月22日（月）
　
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

わんぱーくこうちのいろんなところにあるスタ
ンプを集めて景品をゲットしよう！
参加賞もあるよ。
場　所：わんぱーくこうち
　　　　（高知市桟橋通6-9-1）
対　象：小学生以下
定　員：100名（先着）
参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。

「おたすけこびと」シリーズの挿絵を手がけた
コヨセジュンジ氏によるワークショップとサイン
会です。
場　所：文学館　１階ホール
　　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：①3歳以上のこども、②こども・親子
定　員：30名
参加費：当日の観覧券
申込み：①受付または電話にて右記まで。
　　　　②整理券を配布（申込不要）
　

紙の可能性を探り、幼児から小・中学生が紙を
使って制作した作品を展示します。
　

作陶を始めて45周年を記念し近作約120点を
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

お天気が良ければ、夏の大三角や木星、天の川
のなかに輝く土星を見ることができます。
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：各45名（先着）
参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

自分の作った望遠鏡で星や月を観測します。月の
クレーターなどは、びっくりするくらいはっきり
見えます。
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：各40名（先着）
望遠鏡キット代：2,100円
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

足をつかずに25m泳げるように！より上手に
泳げるように！をテーマに小学生の水泳教室を
県民体育館室内プールで開催します。
場　所：高知県立県民体育館・室内プール
　　　　（高知市桟橋通2丁目1番53号）
対　象：小学生（シャワーを頭からかけたり、
　　　　水に顔をつけることができる小学生）
定　員：24名（先着）
参加費：6,000円
申込み：7月16日（火）より電話にて右記まで。

センター内をめぐって採集した植物でハンカチを
染めてみよう！お弁当を持ってきてね。
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：小学生以上
定　員：20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。



7月27日(土)
9：00～16：00

　
　
①7月27日（土）
　7月28日（日）
10：00～12：00
13：30～16：30
　②7月27日（土）
　7月28日（日）
11：00～
14：00～

　

7月28日（日）
9：00～12：00

　
7月28日（日）
9：00～14：30

　

7月28日（日）
9：40～15：10

　

①7月28日（日）
10：30～11：30

　

②7月28日（日）
13：30～15：00

NPO法人
土佐山アカデミー
受付時間：9：00～18：00
定休日：土･日･祝日
TEL：088-895-2033
E-mail：contact@
tosayama.org

申込締切：7月23日（火）

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

　（公社）トンボと自然を
考える会
担当：溝渕・野村
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

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

　
申込締切：7月21日（日）
　

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：7月22日（月）

　　
NPO法人たびびと
担当：山崎
〒780-0066
高知市比島町4-8
開園時間：8：30～18：00
TEL＆FAX：
　　　088-822-0777
E-mail：kodomocenter@
shirt.ocn.ne.jp

山の斜面を利用して、そうめん流しのスピード
を競います。みんなで作戦を立ててチャレンジ！
詳細は土佐山アカデミーHPで。
場　所：土佐山夢産地パーク交流館・かわせみ
　　　　（高知市土佐山桑尾1856-1）
対　象：こども～大人　※小学生以下保護者同伴
定　員：50名（先着）　※最少催行人数15名
参加費：中学生以下 1,500円、
　　　　大人 2,000円、未就学児 無料
申込み：HPの申込みフォーム、電話、メールの

いずれかで右記まで。

ダンボールを使って自分だけのオリジナル刀を
作ろう。刀を収める鞘（さや）も一緒に作れます。
参加費：500円
　

合戦武将隊と一緒にスポンジ刀で対戦！
対戦相手の腕に付いたボールをスポンジ刀を
使って落とし合うチーム型合戦ゲームです。
定　員：各回40名　　　参加費：無料
場　所：創造広場「アクトランド」
　　　　（香南市野市町大谷928-1）
対　象：こども～大人
申込み：当日受付　※詳細はHPをご覧下さい。

採集難易度により５段階に区分されたトンボを
レベル1～5まで順番に採集していくゲーム
感覚のトンボとりです。豪華景品もあります。
場　所：トンボ自然公園
　　　　（四万十市具同8055-5）
対　象：小学生1名を含む家族（知人も可）
定　員：20チーム（3名1組）
参加費：1,000円／チーム（保険料含む）
申込み：電話、FAX、メールのいずれかで右記まで。

水鉄砲、竹笛づくり、コマ回し、けん玉遊びを
楽しんでいただきます。
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：600円（傷害保険料、材料代含む）
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

野菜の収穫、昆虫探し。野外炊事そうめん流しの
準備、昼食。水生昆虫調査、川遊び、スイカ割り、
竹馬乗り、閉会式（15：00）。
場　所：高知市鏡吉原河川公園キャンプ場
　　　　（高知市鏡吉原）
対　象：小・中学生と保護者
定　員：20名（先着）
参加費：700円（食材･資料･傷害保険料）
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。

高知市の出前講座で大人気のクリーンレン
ジャーがやってくる！分別の大切さ、3Rをレン
ジャーたちの寸劇で学ぼう！！
参加費：無料
　　　　※当日直接お越し下さい。
　

透明のケースの中にミニフィギュアと自然の素材
を使って、本物そっくりのちいさな自分だけの
世界をつくりましょう。
対　象：小学生
定　員：20名（先着）　　材料費：300円
申込み：7月20日（土）までに、郵送、FAX、

メールのいずれかで右記まで。
場　所：高知県立交通安全こどもセンター

7月28日（日）
8月  4日（日）
  9：30～11：00
13：30～15：00

7月28日（日）
8月  4日（日）
8月11日（日･祝）
8月18日（日）
10：00～15：00

7月28日（日）
10：00～12：00

7月28日（日）
10：30～12：00

7月28日（日）
8月25日（日）
11：00～11：40

①7月28日（日）
受付・計測
11：00～12：00
結果発表
13：30～14：00
　
②7月31日（水）まで
　

　
　①7月28日（日）
②7月29日（月）
③8月21日（水）
14：00～

高知県立牧野植物園
開園時間：9：00～17：00
TEL：088-882-2601

（公社）生態系トラスト協会
担当：大谷
お問合せ：10：00～15：00
定休日：水・木曜日
TEL＆FAX：
050-8800-2816

E-mail：ecotrust@
me.pikara.ne.jp

　
申込締切：開催日の4日前

　
高知県立
高知城歴史博物館
担当：中屋
〒780-0842
高知市追手筋2-7-5
受付時間：9：00～18：00
TEL：088-871-1600
FAX：088-871-1619
　申込締切：7月20日（土）
　
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）･ 
第3金曜日（8月･祝日を除く）･
8月9日（金）～12日（月）
TEL：088-823-4946

高知県立
のいち動物公園
〒781-5233
香南市野市町大谷738
受付時間：9：30～16：45
定休日：月曜日
　　　※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

　

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

世界最大級！大きな葉のオオオニバスにのって
みよう。
場　所：高知県立牧野植物園　南園 温室
　　　　（高知市五台山4200-6）
対　象：体重15kg以下のこども
入園料：720円（高校生以下無料）

四万十川で遊んで、鮎飯を作って食べよう！
川の中には魚やエビや川虫がいっぱい。
県の鳥、ヤイロチョウについて学べます。
場　所：四万十ヤイロチョウの森ネイチャーセンター
　　　　周辺（高岡郡四万十町大正31-1）
対　象：こどもと保護者
定　員：5組（先着）※1組4名
参加費：こども2,000円、大人3,000円
　　　　（保険代含む）
申込み：住所、氏名、年齢、電話番号を明記の

上、FAXまたはメールにて右記まで。

箱にお金を入れると、その重みで箱の中からしか
けがとび出す楽しい貯金箱を作ってみませんか？
場　所：高知城歴史博物館1階ホール
対　象：小・中学生
定　員：20名（応募者多数の場合は抽選）
参加費：500円
申込み：氏名・住所・学年・電話番号を電話、

FAX、ハガキのいずれかで右記まで。

一緒に声を出して音読することの楽しさ、発声
練習の仕方などをアナウンサーの花房果子さん
とレッスンしましょう。
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3～6年生
定　員：10名（先着）
参加費：800円（筆記用具を持ってきてね）
申込み：7月17日（水）より電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

高知県でこどもに絵本やおはなしを届ける活動
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：幼児～小学生
定　員：30名程度
参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。

国産カブトムシの大きさを競います。
オスは全長、メスは重量！１人につきオスメス
各１匹ずつのエントリー可。
場　所：のいち動物公園　どうぶつ科学館
入園料：460円（18歳未満、高校生以下無料）
　

2018年8月1日以降にのいち動物公園で撮影
された作品を募集。（1人3点まで）
詳しくはHPの募集要項をご覧ください。
申込み：応募票に記入し、作品の裏側にテープ

にて貼付の上、郵送または持参。

紙パックや空き箱を使ってはたらくのりものお
もちゃをつくります。（①新幹線、②工事車両、
③緊急車両）500mlの紙パック持参。
場　所：文学館　１階ホール
　　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども・親子
定　員：各日50名
参加費：当日の観覧券
申込み：受付または電話にて右記まで。

※

※税込価格で掲載しています。



7月28日（日）
8月25日（日）
14：50～17：15

　
7月28日（日）
16：30～21：00

　
7月29日（月）
10：00～
13：00～
所要時間：90分程度

※荒天の場合中止

　

7月30日（火）
7月31日（水）
8月  1日（木）
8月  2日（金）

柔道・剣道
9：00～11：00

合気道
13：30～15：30

　
7月30日（火）
13：30～16：00
　

　
7月31日（水）
～9月1日（日）

9：00～17：00

　
①7月31日（水）
　8月21日（水）
13：30～15：30

②8月  8日（木）
13：30～15：30

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

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

高知市立龍馬の
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

高知県立武道館
受付時間：9：00～20：00
TEL：088-825-1271

申込締切：7月22日（月）

高知県立塩見記念
青少年プラザ
担当：門田・尾崎
〒780-0915
高知市小津町6-4
お問合せ：9：30～17：00
休館日：水曜日（8月は開館）
TEL＆FAX：

088-825-0884
E-mail：info@
shiomi-plaza.com
申込締切：7月20日（土）
　
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

ジョブカフェこうち
担当：小島
運営時間：10：00～18：00
休所日：土･日･祝日
※第2･第4土曜は開所

TEL：088-802-1533
FAX：088-802-1534
E-mail：info@
jobcafe-kochi.jp

申込締切：7月25日（木）

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110㎝以上）
定　員：各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。

夏の星座の話や70cm反射望遠鏡による星空
観測、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。
　　　　※定員になり次第締め切り。

ヒノキの角材を組み立てて、自分だけの自転車
模型を作ろう。デザインの異なる模型を2種類
作れます。
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：小学3年生以上　※保護者同伴
定　員：各回8名（先着）
参加費：200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。

武道を通して夏に体を鍛えよう！をテーマに
県立武道館で柔道・剣道・合気道教室を開催
します。
場　所：高知県立武道館
　　　　（高知市丸ノ内1丁目8番3号）
対　象：小学生
定　員：柔道･剣道･合気道　各20名（先着）
参加費：2,000円
申込み：7月16日（火）より電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

身近な物で電池づくりを楽しもう！
ソーラーカーを作ろう！ホアン君と一緒に電気
の安全な使い方について勉強しよう！
場　所：高知県立塩見記念青少年プラザ
　　　　５階多目的室
対　象：小学生の親子
定　員：30名
参加費：1,500円
申込み：住所、氏名、学年、電話番号を明記の

上、FAX、メール、郵送にて右記まで。

現代の名工吉川毅氏の制作したフラフ、土佐凧
等と絵師金蔵の作品を展示します。
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

シゴト☆ジブン発見カードを使って、楽しみな
がら仕事の内容や自分の興味の方向性、特徴
について知ることができます。
場　所：①オーテピア高知図書館　4F研修室
　　　　　（高知市追手筋2丁目1-1）
　　　　②アピアさつき　会議室
　　　　　（四万十市右山五月町8番13号）
対　象：小学4～6年生とその保護者
定　員：各12名　　　参加費：無料
申込み：HP、FAX、メールのいずれかで右記まで。

7月31日（水）
8月14日（水）
  9：00～
13：30～

　
8月2日（金）
9：30高知発

8月4日（日）
15：30高知着

2泊３日

※案内書を送ります。

　
8月2日（金）
  9：30～11：40
13：30～15：40

　

8月  2日（金）
8月  3日（土）
8月  7日（水）
8月  8日（木）
8月10日（土）
8月20日（火）
8月22日（木）
8月26日（月）
9月  1日（日）
19：00～21：00
　
8月3日（土）
7：30集合
8：00～15：00
（予定）

　
　
8月3日（土）
9：00～11：00

　

8月  3日（土）
　※昆虫の話
8月10日（土）
　※植物の話
8月17日（土）
　※地形の話
8月24日（土）
　※石の話
11：00
13：00

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

高知県シェアリング
ネイチャー協会
事務局：宮崎
平日：17：00以降
休日：9：00～17：00
TEL：090-1009-4232
E-mail：sin1_nature@
yahoo.co.jp

申込締切：7月29日（月）
　

高知県立
紙産業技術センター
受付時間： 9：30～12：00

13：00～17：00
定休日：土･日･祝日
TEL：088-892-2220

申込締切：7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
定休日：土･日･祝日
TEL：088-824-5451

　
大方ホエールウォッチング
受付時間：8：30～17：00
TEL：0880-43-1058

申込締切：開催日1週間前
　
高知県立
高知城歴史博物館
担当：中屋
〒780-0842
高知市追手筋2-7-5
受付時間：9：00～18：00
TEL：088-871-1600
FAX：088-871-1619
申込締切：7月24日（水）
　　
室戸ジオパーク
推進協議会
担当：長田
開館時間：9：00～17：00
TEL：0887-22-5161

だいすきな乗り物を描いて、世界に一つだけの
Ｔシャツをつくるイベントです。
場　所：文学館　１階ホール
　　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども・親子
定　員：各回40名（先着）
材料費：キッズサイズ400円、
　　　　大人サイズ500円＋当日の観覧券
　　　　※直接会場にお越し下さい。

どっぷり、田舎体験と雲の上の森でキャンプ。
ネイチャーゲームで自然の遊び方を楽しむ。
さあ！森の不思議な体験を探しに行こう！
場　所：檮原町「遊友館」（1日目）
　　　　太郎川公園キャンプ場（2日目）
対　象：こども～大人
　　　　※小学3年生以下は保護者同伴
定　員：30名（先着）
参加費：幼児3,000円、こども9,000円、
　　　　大人13,000円（2日の昼食持参）
申込み：住所、氏名、年齢、連絡方法を電話

またはメールにて右記まで。

大型製紙プラントなどセンター設備の見学♪
と、お楽しみ体験♪ （自分ですいた紙を使って
あそぼう！）
場　所：高知県立紙産業技術センター
　　　　（吾川郡いの町波川287-4）
対　象：小学生以上
　　　　※小学3年生以下は保護者同伴
定　員：各回20名（先着）　　参加費：無料
申込み：7月16日（火）より電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

夏の天の川が見ごろとなる季節。夜空の澄んだ
芸西で夏の天体ショーを楽しみましょう。
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。
　　　　※定員になり次第締め切り。

広い海の真ん中でクジラたちと出逢う感動に
地元漁師がとった新鮮魚介類を網焼きにして
大満喫する感動をセットした特別ツアーです。
場　所：ホエールウォッチングセンター
　　　　（幡多郡黒潮町入野227-ロ  入野漁港）
対　象：3歳以上　　　定　員：24名
参加費：幼児1,000円、小学生5,500円、
　　　　大人11,000円
申込み：HPまたは電話にて右記まで。

高知城について、映像や模型、学芸員による
ミニ解説などで楽しく学ぶよ。追手門の特別
見学もあるよ！
集合場所：高知城歴史博物館1階ホール
対　象：小学生　　　参加費：無料
定　員：20名（応募者多数の場合は抽選）
申込み：氏名・住所・学年・電話番号を電話、

FAX、ハガキのいずれかで右記まで。

生き物や岩などに詳しい先生が君の疑問に
答えてくれるよ。自由研究に活用しよう！
ミニ教室も午前と午後に１回ずつあるよ。
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：無料
※8月3日のみ時間はお問合せ下さい。



8月3日（土）
8月4日（日）
  9：30～12：00
13：00～15：30

　
8月3日（土）
8月4日（日）
10：00～
13：00～
所要時間：60分程度

※荒天の場合中止

　

①8月3日（土）
10：30～12：30
14：00～16：00

②8月4日（日）
10：30～12：30
14：00～16：00

　
①8月3日（土）
13：00～16：00

②8月4日（日）
13：00～16：00

　
①8月  3日（土）
②8月  4日（日）
③8月11日（日･祝）
13：00～16：00
※受付は12：00～

　
8月  3日（土）
8月10日（土）
8月17日（土）
8月24日（土）
8月31日（土）
14：00～15：00

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

高知市立龍馬の
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

コマドリ
はりまや店：088-882-2945
土佐道路店：088-850-0088
四 万 十 店：0880-31-0887
卸 団 地 店：088-885-5885

　

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：①7月20日（土）
　　　  　②7月21日（日）
　
佐川地質館
〒789-1201
高岡郡佐川町甲360
開館時間：9：00～17：00
定休日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0889-22-5500

申込締切：
　①②7月26日（金）必着
　　③8月  2日（金）必着
　
（公社）トンボと自然を
考える会
担当：野村・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

様々な難易度の作品からつくりたいものを選んで
作るよ。木工のボランティアさんが工作のサ
ポートしてくれるよ。
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：小学生以上
定　員：各回25名
材料代：300円～1,000円（制作物により）
申込み：7月7日（日）より希望日時と作りたい

物を（HPで選び）電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

「間伐材ってなぁに？」のお話を聞いた後、ひのき
の間伐材でできたパーツを組み合わせて、恐竜
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：小学生と保護者　※親子ペア
定　員：各回8組（先着）
参加費：500円
申込み：7月14日（日）より希望日時を選び、

来館または電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

ふわふわのアクリル綿とボンボンメーカーを
使って、まんまるのかわいいペンギンを作ります。

専用キットを使ってランタンを作ります。
電池式のキャンドル型ライト付き。
（1ℓの牛乳パックをご持参ください）
場　所：右記の各店舗
対　象：小学生
定　員：各5名
参加費：①800円、②900円
申込み：電話または直接右記の店舗まで。

親子でたのしくデコカップ寿司を作ろう！
講　師：野梨 のりこ 先生

世界にひとつだけのオリジナルキャンドルを
親子で作ろう！
講　師：村山 匡史 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（大人含む４名まで）
申込み：電話、ハガキ、メールのいずれかで右記まで。

おやこでアンモナイトをほりだすクリーニング
教室です。
場　所：佐川地質館
対　象：小中学生と保護者
定　員：各10組（応募者多数の場合は抽選）
材料費：2,000円（化石1個）
入館料：小中学生80円、大人240円
　　　　※教室に参加するための団体料金
申込み：希望日、住所、参加者全員の氏名、

学校名、学年、電話番号を往復葉書
にて右記まで。

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：四万十川学遊館あきついお
　　　　（四万十市具同8055-5）
対　象：小学生以下
定　員：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。

8月3日（土）
～8月18日（日）
  9：00～11：00
13：00～16：00

※休館日を除く

　
8月3日（土）
14：00～15：30
（開場13：30）

8月3日（土）
14：00～

　

8月4日（日）
10：00～12：00

　

①8月4日（日）
10：00～12：00

　

②8月6日（火）
10：00～12：00

　

8月4日（日）
10：00～
13：30～

　

8月4日（日）
①ギャラリートーク
14：00～

②サイン会
15：10～（予定）

内原野陶芸館
受付時間：9：00～17：00
休館日：水曜日
TEL：0887-32-0308

申込締切：当日の予約可

オーテピア高知図書館
映画会担当
受付時間：9：00～17：00
休館日：月曜日（祝日を除く）･ 
第3金曜日（8月･祝日を除く）･
8月9日（金）～12日（月）
TEL：088-823-4946

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

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

　
高知県立塩見記念
青少年プラザ
担当：門田・尾崎
〒780-0915
高知市小津町6-4
お問合せ：9：30～17：00
休館日：水曜日（8月は開館）
TEL＆FAX：

088-825-0884
E-mail：info@
shiomi-plaza.com

　

申込締切：①7月25日（木）
　　　　 ②7月26日（金）

高知県立
のいち動物公園
受付時間：9：30～16：45
定休日：月曜日
　　　※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

申込締切：7月28日（日）

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

好きな素焼きの器を選んで、2色の絵の具で自分
のオリジナルの絵を描こう！
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：10名（先着）
材料費：800円～
申込み：電話にて右記まで。

こども向けのアニメ映画を上映します。上映時間
は90分ほど。幼児の場合は保護者の方も一緒
においでください。
場　所：オーテピア高知図書館4階　ホール
　　　　（高知市追手筋2丁目1-1）
対　象：幼児～小学生
定　員：130名ほど（先着）
参加費：無料
　　　　※当日13：15～会場にて入場券配布。

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
　　　　※直接会場にお越し下さい。

今年はイルカ模様のゲームスタンドをつくろう。
イルカ見学も自由にできるよ。
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
定　員：20名　　　参加費：2,000円
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

宇宙はいったい何でできていると思いますか？
「お届けします、科学に夢中」つくばからKEK
キャラバンの出前授業です。
定　員：60名

ボランティアのはじめの一歩のお勉強。
点字、手話、音声訳、読み聞かせの４つの教室
を夏休みにお勉強してみましょう。
定　員：20名
場　所：高知県立塩見記念青少年プラザ
　　　　５階多目的室
対　象：小学3～6年生　　　参加費：無料
申込み：住所、氏名、学年、電話番号を明記の

上、FAX、メール、郵送にて右記まで。

園内に生えている苔を観察したあと、苔玉を作
ります。
場　所：高知県立のいち動物公園
　　　　（香南市野市町大谷738）
定　員：各回30名（先着）
入園料：460円（18歳未満、高校生以下無料）
参加費：300円（1人1個まで）
申込み：7月14日（日）よりHPまたは電話にて

右記まで。定員になり次第締め切り。

絵本『新幹線のたび』作者によるギャラリー
トークとサイン会です。
場　所：文学館　①２階企画展示室・
　　　　1階こどものぶんがく室、②2階ロビー
　　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども～大人
参加費：当日の観覧券
申込み：①事前申込優先（当日参加も可能）
　　　　②整理券を配布（申込不要）

※税込価格で掲載しています。



8月  4日（日）
8月11日（日･祝）
8月18日（日）
8月25日（日）
14：00～15：00

　
8月5日（月）
9：30～11：30

　
①8月6日（火）
10：00～13：00

　

②8月8日（木）
10：00～13：00

　※講座①②いずれか一つ
　

①8月6日（火）
10：30～13：00
　
②8月9日（金）
10：30～13：00

　
①8月7日（水）
～8月10日（土）
②8月19日（月）
～8月22日（木）

※3泊4日
初日15：00頃～
最終日13：30頃

　

8月8日（木）
10：00～16：00

（公社）トンボと自然を
考える会
担当：野村・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

高知城ホール教育
相談所
受付時間：14：00～18：00
定休日：日曜･祝日
TEL：088-873-0245

高知県国際交流協会
担当：廣瀬・光井
〒780-0870
高知市本町4-1-37
受付時間：8：30～17：00
休所日：土･日･祝日
TEL：088-875-0022
FAX：088-875-4929
E-mail：info_kia@
kochi-kia.or.jp

　申込締切：7月22日（月）

四国ガスグループ
ピポット高知
〒780-8052
高知市鴨部1丁目20-24
お問合せ：10：00～18：00
定休日：水曜日
TEL：088-855-7755
FAX：088-855-7756
E-mail：pipot-kochi@
shikoku-gas.co.jp

　申込締切：①7月23日（火）
　　　　  ②7月26日（金）

NPO法人
黒潮実感センター
担当：神田
受付時間：9：00～17：00
※不定休（要問い合せ）
TEL：0880-62-8022
FAX：0880-62-8023
E-mail：
info@kuroshio.asia

高知地方気象台
開庁時間：8：30～17：15
閉庁日：土･日･祝日
TEL：088-822-8882

紙で作った魚を「釣り竿」で決められた時間内
に何匹釣れるか競争します。
場　所：四万十川学遊館あきついお
　　　　（四万十市具同8055-5）
対　象：小学3年生以下
定　員：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。

高知城の史跡をめぐりながらクイズに挑戦！
3・4年生向けですが何年生でもOK。
これまでに参加された方は参加できません。
集　合：高知城ホール教育相談所
　　　　（高知市丸ノ内2-1-10-1F）
対　象：小学生
定　員：15名
参加費：200円（保険代含む）
申込み：7月22日（月）より電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

エジプトやネパール料理はどういう料理？
どんな材料を使う？高知に住む二人の外国人
に料理を教えてもらおう！

フランス人講師を招き、グラタンやケーキなど
のフランス家庭料理を通して、その国のことや
生活、文化を知る。
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：県内在住の小学生とその保護者
定　員：各30名
参加費：500円（保険料込み）
申込み：申込書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。

エコ体験をしながら楽しくランチを作ろう。
～ロコモコ丼・じゃがいもの冷製スープ～

・手作りカッテージチーズ
・ふわふわパンケーキ
・チーズケーキ風ムース
場　所：ピポット高知
対　象：小学生の親子（2名1組）　　
定　員：各8組（抽選）
参加費：1,000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。

お魚博士によるお魚講座、柏島でのクリアカ
ヌー、シュノーケリング、海の生きもの観察、
釣り、クルージング、四万十川での川遊びなど。
場　所：柏島とその周辺海域・四万十川
　　　　（幡多郡大月町柏島ほか）
対　象：小学3年生～高校3年生
定　員：15名程度（先着）
参加費：小学生48,000円、
　　　　中学生以上50,500円
　　　　（プログラム費・旅館・食事・保険費）
　　　　※別途、友の会年会費3,000円
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。

国の仕事を見て聞いて体験して楽しく学ぼう・
お天気教室を開催、稲がお米になるまでなど学
習、行政相談って何？クイズで知ろう！
場　所：高知みらい科学館
　　　　（高知市追手筋2-1-1  オーテピア5F）
対　象：小学生
参加費：無料
　　　　※当日直接お越し下さい。

8月10日（土）
8月11日（日･祝）
8月12日（月･休）
8月17日（土）
8月18日（日）
8月24日（土）
8月25日（日）
10：00～15：00

　8月10日（土）
8月11日（日･祝）
  9：30～11：00
11：10～12：40

　

8月10日（土）
10：00～11：00
14：00～15：00

　

8月10日（土）
8月11日（日･祝）
10：00～
14：00～
所要時間：120分程度

※荒天の場合中止

　
　
8月11日（日･祝）
14：00～15：00

　

8月11日（日･祝）
14：30

　

8月12日（月･休）
～8月15日（木）
10：00～18：00

　

①8月12日（月･休）
～8月14日（水）

②8月16日（金）
～8月18日（日）

※2泊3日
初日15：00頃～
最終日13：30頃

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

　

Salon de Ritz
担当：いくはら
受付時間：9：00～18：00
定休日：土・日曜日
TEL：090-8283-1914

　
　夜須公民館
平日：8：30～17：15
TEL：0887-54-2121

　
　
申込締切：8月1日（木）

高知市立龍馬の
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：9：30～16：45
定休日：月曜日
　　　※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

　
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

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

NPO法人
黒潮実感センター
担当：神田
受付時間：9：00～17：00
※不定休（要問い合せ）
TEL：0880-62-8022
FAX：0880-62-8023
E-mail：
info@kuroshio.asia

ミニうちわやかざぐるまなどの小物を紙でつく
ります。講師は香美市在住の盛一馬さん。
（10種類の中から選んでもらいます。）
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：こども～大人
参加費：1種類100円
　　　　※直接お越し下さい。

クレイを使って、コンパクトミラーをデコレー
ションします。お好きな色とデザインでオリジナル
に作れます。
場　所：コープ吉田店（高知市吉田町6-6）
対　象：小学生の親子
定　員：各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。

可愛いアクセサリーが作れます♪
場　所：夜須公民館　2階大研修室
　　　　（香南市夜須町坪井219）
対　象：4歳以上　※小学3年生以下は保護者同伴
定　員：各30名　　　参加費：500円
申込み：7月1日（月）より電話または直接右記まで。

和紙にカッターナイフで切り絵を描き、シェー
ドに仕立てます。あたたかい雰囲気の本格的な
ランプをつくってみよう。
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：小学3年生以上
定　員：各回10名（先着）
参加費：1,300円
申込み：希望日時を選び、来館または電話にて

右記まで。定員になり次第締め切り。

プランクトンについてのお話を聞いて、実際に
顕微鏡でプランクトンを観察します。
場　所：高知県立のいち動物公園
　　　　（香南市野市町大谷738）
定　員：30名（先着）
入園料：460円（18歳未満、高校生以下無料）
※当日13：00～どうぶつ科学館にて受付。

動物園の裏側をのぞいてみませんか？
ふだんは入れない場所の見学ツアーです。
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）　　　参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。

高知の夏を楽しもう！
おもしろ屋台、夏のものづくり体験など
夏休みならではのイベント盛りだくさん。
場　所：創造広場「アクトランド」
　　　　（香南市野市町大谷928-1）
対　象：こども～大人
参加費：200円～（各催し別に参加費要）
申込み：当日受付　※詳細はHPをご覧下さい。

お魚博士によるお魚特別講座、クリアカヌー、
シュノーケリング、海の生きもの観察、釣り、
クルージング等で柏島の海を満喫！
場　所：柏島とその周辺海域（幡多郡大月町）
対　象：小学生以上　※保護者同伴
定　員：15名程度（先着）
参加費：こども38,000円、大人40,000円
　　　　（プログラム費・旅館・食事・保険費）
　　　　※別途、友の会年会費3,000円
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。



8月13日（火）
8月14日（水）
  9：30～11：00
11：10～12：40

①8月16日（金）
10：30～12：30

　②8月18日（日）
13：00～16：00

8月16日（金）
8月17日（土）
8月18日（日）
17：00～21：00

①8月17日（土）
　9月  7日（土）
　9月22日（日）
 10月  5日（土）
9：30～21：00
※開園時間延長
　入園は20:00まで

②8月18日（日）
14：00～15：00

　
8月17日（土）
8月18日（日）
11：00～17：00
（予定）

※2日間継続して
　参加が条件です。

　
　
8月17日（土）
14：00～16：30

8月18日（日）
10：30～12：30
14：00～16：00

Salon de Ritz
担当：いくはら
受付時間：9：00～18：00
定休日：土・日曜日
TEL：090-8283-1914

　

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：①8月2日（金）
　　　　  ②8月4日（日）

高知県立牧野植物園
開園時間：9：00～17：00
TEL：088-882-2601

高知県立
のいち動物公園
受付時間：9：30～16：45
定休日：月曜日
　　　※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

　
高知市市民活動
サポートセンター
平　日：10：00～21：00
土曜日：10：00～18：00
休館日：日曜・祝日
TEL：088-820-1540

申込締切：7月19日（金）
　　　　 当日消印有効
　
高知城ホール教育
相談所
受付時間：14：00～18：00
定休日：日曜･祝日･

8/9（金）～8/18（日）
TEL：088-873-0245

申込締切：8月8日（木）
　

コマドリ
はりまや店：088-882-2945
土佐道路店：088-850-0088
四 万 十 店：0880-31-0887
卸 団 地 店：088-885-5885

コーンカップの花器にケーキをイメージしたデ
コレーション（プリザーブドフラワーやマカロン）
で仕上げます。
場　所：コープ吉田店（高知市吉田町6-6）
対　象：小学生の親子
定　員：各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。

手作り備長炭電池で電子メロディーを奏でよう♪
講　師：四国電力 広報課
　

木の工作を通して森林のことを学ぼう！
講　師：高知県立森林研修センター情報交流館
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：無料（1組大人含む４名まで）
申込み：電話、ハガキ、メールのいずれかで右記まで。

夜になると咲く花や香りを放つ花のふしぎな
世界をのぞいてみよう。その仕組みを解説員が
わかりやすく紹介します。
場　所：高知県立牧野植物園　南園
　　　　（高知市五台山4200-6）
入園料：720円（高校生以下無料）

涼しい夜、ライトアップされた園内では普段見
ることができない、動物たちの生態をご覧いた
だけます。
　

身近な食べ物ちりめんじゃこに混ざっている生物
を探して、観察します。
対　象：小学生
定　員：30名（先着）
※当日13：00～どうぶつ科学館にて受付。
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）

｢とさっ子タウン」は、こどもが楽しみ、学び、未来
を考える、こどもだけのまちです。
場　所：高知市文化プラザ「かるぽーと」
　　　　（高知市九反田2-1）
対　象：小学4年生～中学3年生
定　員：400名（応募者多数の場合は抽選）
参加費：1,000円（保険料含む）
申込み：往復はがき　※記入方法など詳細は

｢とさっ子タウン｣HPをご覧下さい。

理科のベテラン教員が６つのブースをかまえて
実験を行います。当日、この内４つのブースを
選んで参加することができます。
場　所：高知城ホール  4F
　　　　（高知市丸ノ内2-1-10）
対　象：小･中学生　※保護者の付き添い歓迎
定　員：50名
参加費：500円（保険代含む）
申込み：7月22日（月）より電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

取っ手を回すとカプセルが出てくるよ！
自由に色を塗ったり、デコったり、男の子も女の
子も楽しめます。
場　所：右記の各店舗
対　象：小学生　　　定　員：各5名
参加費：1,000円
申込み：電話または直接右記の店舗まで。

8月18日（日）
  9：00～12：00
13：00～16：00

　

8月18日（日）
9：30～12：00

8月18日（日）
10：00～12：00

8月18日（日）
10：30
14：00

8月25日（日）
10：30

①8月18日（日）
10：30～13：00
　②8月23日（金）
10：30～12：30

　

8月19日（月）
9：30～11：30

8月19日（月）
11：00～11：30

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

　
申込締切：8月4日（日）
　
まきのシェアリング
ネイチャーの会
受付時間：13：00～21：00
TEL：090-4503-2187

申込締切：8月17日（土）

高知県立
高知城歴史博物館
担当：中屋
〒780-0842
高知市追手筋2-7-5
受付時間：9：00～18：00
TEL：088-871-1600
FAX：088-871-1619

内原野陶芸館
受付時間：9：00～17：00
休館日：水曜日
TEL：0887-32-0308

申込締切：当日の予約可

四国ガスグループ
ピポット高知
〒780-8052
高知市鴨部1丁目20-24
お問合せ：10：00～18：00
定休日：水曜日
TEL：088-855-7755
FAX：088-855-7756
E-mail：pipot-kochi@
shikoku-gas.co.jp
　　申込締切：①8月4日（日）
　　　　  ②8月9日（金）
　
高知城ホール教育
相談所
受付時間：14：00～18：00
定休日：日曜･祝日･

8/9（金）～8/18（日）
TEL：088-873-0245

申込締切：8月8日（木）

おはなしお届け隊
担当：武市
お問合せ：9：00～20：00
TEL：090-1004-3915

模様がひとりでに変わる“オリジナル万華鏡”、
CDとビー玉を使ったコマを作ります。
午前の部と午後の部があります。
場　所：横倉山自然の森博物館
　　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
対　象：小中学生　※保護者同伴
定　員：各回20名（先着）
材料費：500円
申込み：7月2日（火）より電話にて右記まで。

～自然のいのち見ぃつけた～小さないきもの
を見つけよう「どんないきものがいるかな」
ネイチャーゲームを楽しみましょう。
場　所：牧野植物園　正門チケット売場前
　　　　（高知市五台山4200-6）
対　象：3歳以上の親子
定　員：10組30名（先着）
参加費：無料　※入園料が必要です。
入園料：720円（高校生以下、65歳以上無料）
申込み：7月22日（月）より電話にて右記まで。

日本の伝統的な和本（紙を重ねて糸でとじた
本）を作るよ。夏休みの日記や自由研究を書く
のにもピッタリの和本を作ってみよう！
場　所：高知城歴史博物館1階ホール
対　象：小学生　　　定　員：20名
参加費：1,000円
申込み：氏名・住所・学年・電話番号を電話、

FAX、ハガキのいずれかで右記まで。

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（粘土1kg 2点）
申込み：電話にて右記まで。

クリームパン＆さくさくふんわりメロンパン
　

夏にぴったり！フルーツアイスやゼリーを楽しく
作ろう。
場　所：ピポット高知
対　象：小学生の親子（2名1組）　　
定　員：各8組（抽選）
参加費：①2,100円／組、②1,100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。

ペットボトルと紙粘土で工作します。絵の具
セットと作品を持ち帰るための袋を持ってきて
ください。
場　所：高知城ホール教育相談所
　　　　（高知市丸ノ内2-1-10-1F）
対　象：小学生　※保護者の付き添い歓迎
定　員：10名
参加費：200円（保険代含む）
申込み：7月22日（月）より電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

絵本や手遊び、パネルシアターなどを親子で
楽しみましょう。
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。

※税込価格で掲載しています。



8月20日（火）
10：00～11：30

　

8月20日（火）
8月21日（水）
8月22日（木）
8月23日（金）
8月26日（月）
8月27日（火）
8月29日（木）
8月30日（金）
14：30～16：00
（全8回）
　
　
8月21日（水）
14：00～15：00

　
8月22日（木）
9：00～16：30

　

①8月24日（土）
9：30～14：30

　
②8月25日（日）
10：00～12：00

　

8月24日（土）
10：00集合
森林学習展示館

8月25日（日）
14：30解散

1泊2日

※案内書を送ります。

　
高知県立塩見記念
青少年プラザ
担当：門田・尾崎
〒780-0915
高知市小津町6-4
お問合せ：9：30～17：00
休館日：水曜日（8月は開館）
TEL＆FAX：
　　　088-825-0884
E-mail:info@
shiomi-plaza.com
申込締切：8月10日（土）

高知県立県民体育館
受付時間：8：30～20：30
TEL：088-831-1166

　
申込締切：7月22日（月）
　
夜須公民館
平日：8：30～17：15
TEL：0887-54-2121

　
　
　
申込締切：8月14日（水）

高知大学
農林海洋科学部
農産施設工学研究室：宮内
お問合せ：
8：30～17：30（在室時）
定休日：土･日･祝日
TEL：088-864-5212
E-mail：
kmiya@kochi-u.ac.jp
　
申込締切：7月25日（木）

　
高知県立牧野植物園
開園時間：9：00～17：00
TEL：088-882-2601
FAX：088-882-8635

　

甫喜ヶ峰森林公園
ネイチャーゲームの会
事務局：宮崎
平日：17：00以降
休日：9：00～17：00
TEL：090-1009-4232
E-mail：sin1_nature@
yahoo.co.jp

　申込締切：8月15日（木）

元ＲＫＣ高知放送キャスターの塩田正興さんに
よる体験教室。
場　所：高知県立塩見記念青少年プラザ
　　　　５階多目的室
対　象：小学3～6年生
定　員：10名
参加費：無料
申込み：住所、氏名、学年、電話番号を明記の

上、FAX、メール、郵送にて右記まで。

足をつかずに２５m泳げるように！より上手に
泳げるように！をテーマに小学生の水泳教室を
県民体育館室内プールで開催します。
場　所：高知県立県民体育館・室内プール
　　　　（高知市桟橋通2丁目1番53号）
対　象：小学生（シャワーを頭からかけたり、
　　　　水に顔をつけることができる小学生）
定　員：24名（先着）
参加費：6,000円
申込み：7月16日（火）より電話にて右記まで。

作るだけではなく、育て方なども教えます。
場　所：夜須公民館　2階大研修室
　　　　（香南市夜須町坪井219）
対　象：幼稚園以上　※未就学児は保護者同伴
定　員：30名　　　
参加費：500円
申込み：7月1日（月）より電話または直接右記まで。

大学での模擬授業、光環境と植物の実験、栽培
施設での見学を予定しています。科学に対する
興味を持つきっかけになるような内容です。
場　所：高知大学朝倉キャンパス
　　　　（高知市曙町2-5-1）
見　学：四万十町
対　象：小学5・6年生
定　員：25名（応募者多数の場合は抽選）
参加費：無料
申込み：日本学術振興会HPまたはメールにて

右記まで。

植物園で植物観察、竹林寺で坐禅、古い地図を
見ながら五台山ならではの一日を。
対　象：小学4～6年生
定　員：25名（先着）

ユリの花を解剖して花のつくりを観察したあと、
実際に花の模型をつくってみよう。
対　象：小学生
定　員：20名（先着）
場　所：①高知県立牧野植物園･五台山竹林寺
　　　　②高知県立牧野植物園 アトリエ実習室
　　　　（高知市五台山4200-6）
入園料：720円（高校生以下無料）
申込み：7月3日（水）よりHPまたはFAXにて

右記まで。

森の中のキャンプの灯り、夜のしじま体感！
星空観察、夜の森探検、竹はし、コップ作り、
そうめん流し、ネイチャーゲーム遊び方教室。
場　所：高知県立甫喜ヶ峰森林公園
　　　　（香美市土佐山田町平山80）
対　象：こども～大人
　　　　※小学3年生以下は保護者同伴
定　員：30名（先着）
参加費：幼児1,000円、こども3,500円、
　　　　大人4,000円（24日の昼食持参）
申込み：住所、氏名、年齢、連絡方法を電話

またはメールにて右記まで。
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高知県山岳連盟
〒781-8104
高知市高須1-3-17-2
麻田方
TEL＆FAX：
　　　088-882-0629

申込締切：8月5日（月）
　

NPO法人
土佐山アカデミー
受付時間：9：00～18：00
定休日：土･日･祝日
TEL：088-895-2033
E-mail：contact@
tosayama.org

　
申込締切：8月18日（日）
　

室戸ジオパーク
推進協議会
担当：長田
開館時間：9：00～17：00
TEL：0887-22-5161

　
申込締切：当日の受付可

　こうち男女共同参画
センター「ソーレ」
開館時間：9：00～17：15
休館日：第2水曜日･祝日
TEL：088-873-9100

　

高知県立美術館
開館時間：9：00～17：00
TEL：088-866-8000

　

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：
　　①8月10日（土）
　　②8月11日（日･祝）
　　③8月15日（木）

工石山に登り南に太平洋、北に四国山脈を展望、
人と自然の関わりを体感してみよう。
送迎バス：県民文化ホール 青少年の家
場　所：高知市立工石山青少年の家・工石山
　　　　（高知市土佐山高川1898）
対　象：小・中学生と保護者
定　員：25名（先着）
参加費：小・中学生2,400円、保護者3,000円
　　　　（バス･宿泊･食材･薪･資料･傷害保険料）
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。

親元を離れ、こどもだけでキャンプにチャレンジ！
遊びながら学べる場をつくります。
詳細は土佐山アカデミーHPで。
場　所：土佐山夢産地パーク交流館・かわせみ
　　　　（高知市土佐山桑尾1856-1）
対　象：小学4年生～中学3年生
定　員：14名（先着）※最少催行人数10名
参加費：10,000円
申込み：HPの申込みフォーム、電話、メールの

いずれかで右記まで。

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：館内または電話にて右記まで。

夏休みの終わりに、防災士からポリ袋クッキング
のレシピと災害時に役立つ知識を学び、親子
一緒に防災について考えてみませんか？
場　所：こうち男女共同参画センター｢ソーレ｣
　　　　4階調理室（高知市旭町3-115）
対　象：小学生以下とその保護者
定　員：10組（先着）※1組3名まで
参加費：1,000円／組
申込み：7月5日（金）よりHPまたは電話にて

右記まで。

円谷プロが手掛けた「怪奇大作戦」とホラーと
ミステリーを題材にした「恐怖劇場アンバランス」
から選りすぐりの傑作を上映。
場　所：高知県立美術館ホール
　　　　（高知市高須353-2）
対　象：こども～大人
定　員：各回399名
前売券：1,000円、高校生以下500円
当日券：1,200円、高校生以下600円
※プログラム詳細はHPをご覧ください。

毎年大人気！押し花を使ったかわいい工作です♪
講　師：村山 千春 先生
　

窓辺でキラキラ揺れるサンキャッチャーをステ
ンドグラスで作ります♪
講　師：佐藤 公子 先生

手作り備長炭電池で電子メロディーを奏でよう♪
講　師：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：親子８組（応募者の中から抽選）
参加費：①1,500円、②1,000円、③無料
　　　　1組大人含む４名まで（①②1キット）
申込み：電話、ハガキ、メールのいずれかで

右記まで。



●「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
（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
（公財）高知県文教協会 高知スタンダード石油（株） （株）高知放送 （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） （公社）トンボと自然を考える会 西山セメント販売（株） （株）日産サティオ高知
宮地電機（株） UAゼンセンサニーマート労働組合 龍馬の生まれたまち記念館

※6月1日現在、なつ・はる合わせて42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。

￥287,893￥287,893募金合計金額

● 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18店舗
● サンプラザ13店舗
● TSUTAYA（㈱ウイル）4店舗
● 高知県立甫喜ヶ峰森林公園
● 高知市立龍馬の生まれたまち記念館
ほか

（2018年6月～2019年5月末）

☆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。

8月24日（土）
10：00～12：00

　
8月25日（日）
8：30～選手受付
9：00～開会式
9：05～競技開始

※天候により中止
することがあり
ます。

　
8月25日（日）
10：00～16：00

　
8月25日（日）
16：30～19：00

※受付時間
16：00～18：00

　
8月27日（火）
10：30～11：30

　

8月31日（土）
9：40～15：10

※雨天の場合は、
　9月1日（日）

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

申込締切：8月10日（土）

NPO法人
仁淀川お宝探偵団
担当：生野（しょうの）
受付時間：9：00～18：00
TEL：090-7578-6172

申込締切：8月18日（日）

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

　
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
FAX：088-879-7161

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）･ 
第3金曜日（8月･祝日を除く）･
8月9日（金）～12日（月）
TEL：088-823-4946
　

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：8月23日（金）

まが玉の歴史や種類と作り方についてのお話
の後、まが玉を作ります。
場　所：横倉山自然の森博物館
　　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
対　象：小中学生　※保護者同伴
定　員：20名（先着）　　　材料費：300円
申込み：7月30日（火）より電話にて右記まで。

河原の石を川面に投げて、回数、飛距離、美しさ
の総合評価で順位を競います。
ハート石コンテスト、宝探しなども同時開催。
場　所：いの町波川公園の河原
　　　　（国道33号線仁淀川橋西詰から下りる）
参加費：10歳以下300円、11歳以上500円
選手登録：「仁淀川国際水切り大会」HPの

申し込みフォームにて。

文学館にショベルカーがやってくるよ！
運転席に座って、写真をとろう！！
場　所：文学館  正面玄関前（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども～大人
参加費：当日の観覧券
　　　　※先着順、直接会場にお越し下さい。
　　　　　混雑時は整理券を配布。

お寺の境内で夜店、きもだめしなど夏のお祭りを
開催します。
場　所：要法寺（高知市筆山町8-5）
対　象：主に幼児・小学生～おとな
参加費：無料　※飲食、ゲームなど有料
申込み：電話またはFAXにて右記まで。

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。

５月５日に植えた稲を刈って収穫してみよう。
稲は天日乾燥して脱穀します。
昼食、お茶は持ってきてね。
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：親子　　　定　員：20名（先着）
参加費：300円（食材･資料･傷害保険料）
申込み：〒、住所、氏名、年齢、電話番号をハガキ

またはFAXにて右記まで。

9月1日（日）
9：30～13：00

　

9月1日（日）
～11月10日（日）

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
〒781-5233
香南市野市町大谷738
受付時間：9：30～16：45
定休日：月曜日
　　　※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

竹林に行って竹を切るところからスタート！
みんなで協力して流しそうめんを楽しもう。
軍手を持ってきてね。
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：小学生以上
定　員：30名程度　　　参加費：300円
申込み：8月11日（日）より電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

のいち動物公園の展示動物を描いた作品を募集。
（1人1点まで）
詳しくはHPの募集要項をご覧ください。
場　所：高知県立のいち動物公園
対　象：小学生
申込み：応募票に記入し、作品の裏側に貼付の

上、郵送または持参。


