
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
高知市教育委員会青少年・事務管理課／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

お家でも
楽しめる情報も
あるよ！



4月22日(木)
～10月21日(木)
　
土日祝・夏休み
  8：00～12：00
13：00～17：00
　平日
10：00～14：00
　（全便30分前集合）
　
※天候不良時は欠航

①随時
  9：00～12：00
13：00～16：00

　　②随時
  9：00～12：00
13：00～16：00

　

南国診療所
①第1･第3土曜日
　10：00～12：00
　安芸診療所
②第2･第4日曜日
　10：00～12：00
　しまんと診療所
③第1日曜日
　10：00～12：00
④第3日曜日
　10：00～12：00
　中村分院
⑤第3日曜日
　10：00～12：00
　
①毎週土曜日
10：00～10：20

　　
②毎週土曜日
10：30～11：00

　

　
7月3日(土)
～9月5日(日)

9：00～17：00

会期中無休

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：乗船日1週間前

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
　
高知おもちゃ病院
南国診療所
①山本
TEL：080-4034-2516

安芸診療所
②清岡
TEL：0887-34-4404

しまんと診療所･中村分院
③④⑤川村
TEL：090-8285-6857

　
　
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）･
　8月10日～13日
TEL：088-823-4946

　

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

　

海やクジラの個性も知り尽くした現役プロ漁師
と個性豊かなガイドとゆく！土佐湾に暮らす
ニタリクジラやイルカたちに逢いに行こう！
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：36名
参加費：幼児1,000円、小学生3,500円、
　　　　大人6,000円
※1隻(12名)チャーター：60,000円
申込み：HPまたは電話にて右記まで。

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？
水中おさかな下敷き進呈！
定　員：16名
参加費：半日6,000円（傷害保険含む）
　　

透明度抜群の柏島の海で、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？水中おさかな下敷き進呈！
定　員：20名
参加費：半日5,000円(プログラム費、保険費、
　　　　シュノーケリングセットレンタル)
　　場　所：柏島と周辺海域（幡多郡大月町）
対　象：小学生以上（保護者も可）
申込み：電話、FAX、メールのいずれかで右記まで。

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からくり創造工房
　　　　　（南国市日吉町2-1-9）
　　　　②安芸観光情報センター
　　　　　（安芸市矢ノ丸1丁目4-32）
　　　　③サンシャインしまんとハマヤ
　　　　　（高岡郡四万十町琴平町476-1）
　　　　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）
　　　　⑤アピアさつき
　　　　　（四万十市右山五月町8-13）
※開催時間内におもちゃをご持参ください。
（対象年齢14歳以下のおもちゃ）

赤ちゃんと保護者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。※中止の時は、わらべ歌や手遊び
のやり方を書いたプリントを配布します。
　

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。
※中止の時は、おはなし会で読むはずだった本
のリストを配布します。
場　所：オーテピア高知図書館2階
　　　　①おはなしのへや、②こども読書コーナー
　　　　　（高知市追手筋2丁目1-1）
対　象：①0歳～3歳くらいまでの赤ちゃんと
　　　　　保護者、②3歳くらい～小学生
定　員：①5組、②10名
参加費：無料　　※直接お越しください。

ノンタンの絵本の原画の展示やみんなが楽しく
遊べる、立体的なしかけも用意して、お待ちして
います。
　

文学館のなかをめぐって、ノンタンのスタンプを
あつめよう！すてきなプレゼントがもらえるよ！
場　所：文学館　①2階企画展示室
　　　　②文学館内（高知市丸ノ内1-1-20）
※要当日観覧券(500円／高校生以下無料)

　
原則土･日曜･祝日
13:00～16：00

※他のイベントとの
　兼ね合いで開催され
　ない日もあります。

　
7月10日(土)
～8月31日(火)
9：00～16：30

　
7月17日(土)
～8月31日(火)
9：00～16：30

　
　
①7月17日(土)
～8月31日(火)
9：00～17：00
　　
②7月17日(土)
～9月5日(日)

9：00～17：00

会期中無休

①7月17日(土)
～9月20日(月･祝)
※休館日を除く
　開館時間内
　
①毎週土･日･祝日
　7/21～8/31は毎日
※休館日を除く
10：55～
14：10～
15：40～
　③毎週日曜日
　7/24～8/28の土曜日
10：00～12：00
14：00～16：00
※工作･体験時間は
　約20分です。
　
①毎月第3土曜日
9：30～

　②7月22日(木･祝)
～8月31日(火)

9：30～16：45
　③7月22日(木･祝)
13：30～
※雨天の場合は、
　7月23日(金･祝)

高知まんがBASE
月･水･金：13:00～19:00
土･日･祝：10:00～17:00
休館日：火･木曜日
TEL：088-855-5390

　
高知県立
甫喜ヶ峰森林公園
受付時間：9：00～16：30
TEL：0887-57-9007

　
（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
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0880-37-4110

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

　
　
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

　

高知県立
のいち動物公園
開園時間：9：30～17：00
休園日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

Ｇペンなどを使うアナログ作画体験、液晶タブ
レットを使うデジタル作画体験ができます。
作画スタッフがいるので、初めての方でも大丈夫！
場　所：高知まんがBASE 3階 まんがルーム
　　　　（高知市丸ノ内1丁目1番10号）
対　象：こども～大人
参加費：無料
※デジタル作画用のタブレットは6台あります。

スタッフが縁日風のおもちゃを用意しました。
自由に遊んでください！！カブトムシのお家も
あるよ！ ※8月には成虫になる予定です。
場　所：甫喜ヶ峰森林公園　森林学習展示館
　　　　（香美市土佐山田町平山）
対　象：こども～大人
参加費：無料
　　　　※直接お越しください。

トンボ王国でこの春生まれたウーパールーパー
を必ずすくえる特性のポイですくいます。
参加費：1回500円（1回1匹まで）
　　　　※いなくなり次第終了
　

ザリガニ釣り専用の池でアメリカザリガニを
釣ります。サオとエサはこちらで用意します。
お持ち帰りできます。
参加費：500円（所要時間1時間）
　　　　※入館された場合は300円
　場　所：トンボ自然公園
　　　　（四万十市具同8055-5）
対　象：4歳～大人

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。その
生態と多様性を紹介します。
　

身近だと思っていた生きものが絶滅危惧種！？
高知県の絶滅危惧種を里や山、川、海など環境
ごとに展示します。自由研究にもぴったり！
場　所：高知県立牧野植物園
　　　　（高知市五台山4200-6）
入園料：730円（高校生以下無料）

高知で行われている宇宙に関する研究の紹介
のほか、高知の空・宙の美しい写真の数々を展示
します。高知にある天文台の情報も満載！
　

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。
　

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。
定　員：各回10名程度（先着）
　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　※直接お越しください。

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)　※直接お越しください。
　

のいち動物公園に新しく仲間入りした｢ヤブ
イヌ｣について、解説パネルなどで紹介します。
　

動物たちに、飼育係特製のエサ入り氷をプレ
ゼントします。動物たちの反応は必見です。
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：470円(18歳未満、高校生以下無料)

※税込価格で掲載しています。

北部地区北



毎週土曜日
10：00～12：00

※第5と祝日はお休み

7月21日(水)
～8月31日(火)
9：00～18：00
※日曜日は
　8：00～18：00

①7月21日(水)
～8月15日(日)
9：00～17：00

②7月21日(水)
～7月25日(日)
9：00～17：00
最終日は15：00まで

③7月21日(水)
～8月15日(日)
9：00～17：00
最終日は15：00まで
　
①7月22日(木･祝)

～8月29日(日)
  9：00～11：00
13：00～15：00

　
②7月22日(木･祝)

～8月8日(日)
9：30

②7月22日(木･祝)
～8月8日(日)

13：30

　

7月22日(木･祝)
～9月7日(火)

※水曜日休園
　8/11は臨時開園
9：00～17：00

7月22日(木･祝)
10：00～11：40
13：00～14：40
16：00～17：40
※会場は各30分前
　（入替制）

7月22日(木･祝)
7月24日(土)
7月25日(日)
8月11日(水)
8月16日(月)
8月19日(木)
16：30～21：00

高知おもちゃ図書館
はとぽっぽ
世話人代表：浜田
お問合せ：10：00～17：00
TEL：090-8284-2180

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

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

　
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
　　　　 ※日･祝は当日可
　　　　 （但し予約優先）

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
県民文化ホール
担当：濱口・佐藤
受付時間：9：00～17：00
TEL：088-824-5321

　

(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

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

博物館を回りながら、クイズに答えてキーワード
を手に入れよう！参加者にはもれなく博物館の
オリジナルグッズをプレゼント！
場　所：高知城歴史博物館
　　　　（高知市追手筋2丁目7番5号）
対　象：小学生
参加費：無料（保護者は観覧料が必要）

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。
　

ギボウシの花、山野草など約150点を展示します。
　

幼稚園児から大人までの和紙に親しむグループ
｢はまゆうちぎり絵教室｣が、土佐和紙を使って
制作した作品を多数展示します。
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

テープを貼ったガラス食器に好きな絵を描いて
カッターで切り抜き、砂を吹きつけ模様を出す
体験です。当日のお持ち帰り可。
定　員：10名（先着）
参加費：1,300円(タンブラー)～他各種あり
　

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。
定　員：3組6名（先着）　  参加費：2,300円
　

粘土にふれて世界に1つだけの作品を作って
みよう！作品の仕上りは８月中になります。
定　員：10組（先着）
参加費：1,600円（作品1点、粘土１㎏）
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
申込み：電話にて右記まで。

わんぱーくこうち内のいきもの情報を紹介します。
場　所：わんぱーくこうち  アニマルギャラリー
　　　　（高知市桟橋通6-9-1）
入園料：無料

「人体のサバイバル！」「パンダコパンダ」の上映会
と映写技師Ｔなべさんのおもしろレクチャー。
場　所：高知県立県民文化ホール　オレンジ
　　　　（高知市本町4丁目3-30）
対　象：3歳以上　　　定　員：各回500名
前売券：中学生以下500円／大人1,000円
当日券：中学生以下700円／大人1,200円
　　　　（前売券は、県民文化ホールなどで販売）
※ゾートロープ作りワークショップ（各回10名
参加費500円）の申込みは電話にて右記まで。

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25名（先着）
望遠鏡キット代：2,200円
申込み：電話にて右記まで。

7月23日(金・祝)
～8月30日(月)

※期間中の金土日月
10：00～17：00

ブックトーク実施日時
 8月  1日(日)
 8月15日(日)
 8月22日(日)
 11：00～
 14：00～

　
7月23日(金･祝)
14：00頃～

7月25日(日)
14：00頃

2泊3日

7月24日(土)
～9月20日(月･祝)
9：00～17：00
※入場は16：30まで

会期中無休

7月24日(土)
10：00～10：20
15：00～15：20

7月25日(日)
9：00～12：00

7月25日(日)
7月26日(月)
8月18日(水)
10：00～12：00
14：00～16：00

①7月25日(日)
開場13：00
開演13：30

　
②7月25日(日)
15：00～16：30

認定NPO法人
高知こどもの図書館
開館時間：10：00～17：00
休館日：火･水･木曜日
TEL：088-820-8250

　
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

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

佐川地質館
担当：森
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

（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
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0880-37-4110
FAX：0880-37-4113
E-mail：
tombo@gakuyukan.com
　

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

　

La forêt(ラ･フォレ)
受付時間：9：00～17：00
TEL：080-4323-1700
E-mail：
info@lafrt.com

申込締切：7月24日(土)

岩波少年文庫創刊70年記念の企画展示。ステ
キな挿絵パネルと本が並びます。一堂に揃った
名作の数々を夏休みにぜひ！貸出しもします。
　

平和ってなんだろう。本から感じ考えてみません
か？読み継ぎたい本などの展示貸出と、ブック
トークで本の紹介も行います。
場　所：高知こどもの図書館
　　　　①閲覧室、②あとりえほん
　　　　　（高知市丸ノ内1-1-10）
対　象：こども～大人
※ブックトークは1回10名程度。
　詳しく知りたい方は電話で問い合わせを。

お魚博士によるお魚講座、クリアカヌー、シュ
ノーケリング、海の生きもの観察、釣り、BBQ等
で柏島の海を満喫！水中おさかな下敷き進呈！
場　所：柏島と周辺海域（幡多郡大月町）
対　象：小学生以上　※保護者同伴
定　員：15名程度
参加費：33,400円（プログラム費、食費、保険等）
　　　　※別途、宿泊2日12,600円、
　　　　　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。

絵本作家・ミロコマチコの新作を中心に絵画や
絵本原画、立体作品など約200点を展示します。
場　所：高知県立美術館（高知市高須353-2）
対　象：こども～大人
入場料：高校生以下無料、
　　　　大学生850円、一般1,200円

佐川町でなぜ化石が見つかるのでしょうか？
佐川の土地の成り立ちについて解説します。
場　所：佐川地質館（高岡郡佐川町甲360）
対　象：小学生以上
観覧料：こども100円、大人300円
　　　　※直接お越しください。

採集難度によってランク分けされてトンボをレ
ベル１から10まで順番にクリアしていくゲーム
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：小学生を含む家族（知人も可）
定　員：10組
参加費：1,000円（保険料含む）
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。

かわいいノンタンのクッキーポシェットをフェ
ルトで作ります。
場　所：文学館　1階文学館ホール
　　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：ノンタンが大好きな子どもたちや保護者
※要当日観覧券(500円／高校生以下無料)

インドネシアのペーパームーン・パペット・シア
ターの人形劇シネマ を上映します。オンライン
で アーティストとの交流タイムもあります。
入場料：小学生以下無料（未就学児入場可）
　　　　一般前売1,000円（当日1,500円）
　

土佐和紙でできた張り子に絵付けをして、想像
上の生き物を作ってみよう。
参加費：1,500円  ※小学3年生以下は保護者同伴
場　所：高知県立美術館　①ホール
　　　　②ホール  ホワイエ（高知市高須353-2）
定　員：①399名、②15名 ※①の入場者
申込み：①氏名、枚数(券種)、連絡先をメールにて。
　　　　②電話にて右記まで。



7月25日(日)
9：30～12：00

7月25日(日)
8月15日(日)
13:00～16：00

　
7月25日(日)
8月  7日(土)
8月22日(日)
14：20～16：30

7月27日(火)
7月30日(金)
7月31日(土)
19：00～21：00

7月29日(木)
8月  5日(木)
8月12日(木)
8月19日(木)
8月26日(木)
9：00～14：00

8月1日(日)
～8月15日(日)
  9：00～11：00
13：00～16：00

①8月1日(日)
　8月9日(月･休)
  9：30～10：30
10：45～11：45

　②8月1日(日)
　8月9日(月･休)
11：55～12：55

まきのシェアリング
ネイチャーの会
受付時間：13：00～20：00
TEL：090-4503-2187

申込締切：7月24日(土)

高知まんがBASE
月･水･金：13:00～19:00
土･日･祝：10:00～17:00
休館日：火･木曜日
TEL：088-855-5390

室戸ドルフィンセンター
受付時間：9：00～17：00
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

甫喜ヶ峰森林公園
ネイチャーゲームの会
担当：宮崎
平日：17：00以降
休日：9：00～20：00
TEL：090-1009-4232
E-mail：
sin1_nature@yahoo.co.jp

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

サロンドリッツ
担当：いくはら
受付時間：9：00～17：00
定休日：日･祝日
TEL：090-8283-1914

牧野植物園と協力し、身近な自然とふれ合い、
自然や環境に対する理解と体験を深める場と
して、ネイチャーゲーム体験を提供する。
場　所：牧野植物園　正門側チケット売場
　　　　（高知市五台山4200-6）
対　象：親子
定　員：10組（先着）
参加費：無料　※入園料が必要です。
入園料：730円（高校生以下、65歳以上無料）
申込み：電話にて右記まで。

好きなイラストを描いて、オリジナルうちわを
作ってみよう。夏休みの工作にも是非！
場　所：高知まんがBASE 3階 まんがルーム
　　　　（高知市丸ノ内1丁目1番10号）
対　象：こども～大人
参加費：無料

イルカのお話・ご飯作り・一緒に泳げてサインも
出せるイルカ満載イベント♪自由研究に使える
イルカ冊子プレゼント♪最後にお土産作り！
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：5歳以上（身長110㎝以上）
定　員：各8名
参加費：9,500円　※入場料別途必要。
入場料：こども400円、大人500円
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

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30名（先着）
参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

本山町の木曜市で毎週開催。
色々なネイチャーゲーム体験と木や竹を使った
クラフト作り。
場　所：もとやま四季菜館前広場
　　　　（長岡郡本山町本山）
対　象：こども～大人
　　　　※直接お越しください。

好きな素焼きの器を選び、２色の絵の具を使って
オリジナルの絵を描こう！
作品の仕上りは８月中になります。
場　所：内原野陶芸館
　　　　（安芸市川北乙1607-1）
対　象：幼児～大人
定　員：10名（先着）
参加費：900円（小皿）～他各種あり
申込み：電話にて右記まで。

シェル型のトレーにアロマキャンドルを流し
込み、お好きな花や葉や貝殻でデコレーション
します。夏の工作に！
参加費：1,500円（ラッピング込）
　

せっけんにお好きな柄を選んでキラキララメや
シールでデコレーション。洗って使っても取れ
ません！夏の工作に。大人もはまる！！
参加費：1,200円（3個・ラッピング込）
場　所：コープよしだ（高知市吉田町6-6）
対　象：小学生の親子
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。

8月1日(日)
10：00～11：00

8月  1日(日)
8月  6日(金)
8月15日(日)
8月20日(金)
10：00～10：45
11：00～11：45

8月1日(日)
～8月31日(火)
※毎週水曜日は休み
10：00～15：00

①8月  1日(日)
※雨天の場合は8/8
10：00～12：30

②8月22日(日)
※雨天の場合は8/29
10：00～12：30

8月1日(日)
①10：00～10：45
②11：00～11：45

8月1日(日)
①11：00～11：40
②13：00～16：00

　

8月1日(日)
※受付・計測
11：00～12：00
※結果発表
13：30～14：00

8月  1日(日)
8月29日(日)
13:00～16：00

高知県立塩見記念
青少年プラザ
担当：尾﨑
〒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月以外）
TEL＆FAX：
　　　088-825-0884
E-mail：
info@shiomi-plaza.com
申込締切：7月22日(木･祝)
　
児童家庭支援センター
高知みその
担当：溝渕
開所時間：8：30～18：00
TEL：088-872-6488

高知県立
甫喜ヶ峰森林公園
受付時間：9：00～16：30
TEL：0887-57-9007

佐川地質館
担当：森
〒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：①7月23日(金)必着
　　　　  ②8月13日(金)必着

オーテピア高知図書館
多文化サービス担当
受付時間：9：00～17：00
休館日：
　月曜日(祝日を除く)･
　8月10日～13日
TEL：088-823-4946

お城下(まち)ベース
担当：城下（しろした）
開館時間：13：00～18：00
　　　　  ※月・水・金曜日
TEL＆FAX：
　　　088-855-9154

申込締切：7月28日(水)

高知県立
のいち動物公園
開園時間：9：30～17：00
休園日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

高知まんがBASE
月･水･金：13:00～19:00
土･日･祝：10:00～17:00
休館日：火･木曜日
TEL：088-855-5390

空手道修道館味元道場の味元孝志先生に、
空手の基本的な形や動作を教えてもらいます。
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
定　員：20名
参加費：無料
申込み：住所、氏名、性別、学校名、学年、電話

番号を明記の上、FAX、メール、郵送
のいずれかで右記まで。

いろんな色や形の折り紙を貼って、カラフルな
魚を作ろう!!
場　所：高知聖園ベビーホーム北館
　　　　（高知市新本町1丁目7-30）
対　象：就学前のこどもと保護者
定　員：各回1組（先着）　　　参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

地元在住の盛さんご夫妻が、いろんなクラフト
の作り方を教えてくれます。
場　所：甫喜ヶ峰森林公園　森林学習展示館
　　　　（香美市土佐山田町平山）
対　象：こども～大人
参加費：100円～200円程度
　　　　※直接お越しください。

２億２０００万年前の三畳紀後期の地層から、
貝化石を採集します。
現地へ行きますのでお車でご来館ください。
場　所：佐川地質館
対　象：小中学生と保護者
定　員：20家族（応募者多数の場合は抽選）
参加費：こども80円、大人240円
申込み：希望日、参加者全員の氏名、学校名

学年、住所、電話番号を往復葉書にて
右記まで。

外国から来た国際交流員さんと一緒に、絵本や
クイズを楽しみます。
場　所：オーテピア高知図書館2階
　　　　こども読書コーナー（高知市追手筋2丁目1-1）
対　象：①幼児、②小学生
定　員：各クラス15名程度
参加費：無料
　　　　※直接お越しください。

①パネルシアターライブ
②ミニパネルシアターをつくろう
パネルシアターでしろちゃんと遊ぼう！
場　所：コミュニティスペース お城下ベース
　　　　（高知市帯屋町2丁目1-20
　　　　オパールビル2階2A）
対　象：①どなたでも、②小学生以上
定　員：各4組
参加費：①無料、②1,000円
申込み：電話またはFAXにて右記まで。

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：高知県立のいち動物公園
　　　　（香南市野市町大谷738）
入園料：470円(18歳未満、高校生以下無料)
　　　　※受付時間に直接お越しください。

好きなイラストを描いて、自分だけのオリジナル
プラ板キーホルダーを作ろう！
場　所：高知まんがBASE 3階 まんがルーム
　　　　（高知市丸ノ内1丁目1番10号）
対　象：こども～大人
参加費：無料

北部地区北 ※税込価格で掲載しています。



①8月  1日(日)
　8月21日(土)
13：30～15：30

②8月  8日(日)
13：30～15：30

　

8月2日(月)
8月3日(火)
8月4日(水)
8月5日(木)

柔道･剣道
9：00～11：00

合気道･少林寺拳法
13：30～15：30

8月2日(月)
9：30～11：30

8月2日(月)
15：00頃～

8月5日(木)
13：30頃

3泊4日

8月  2日(月)
8月  3日(火)
8月  5日(木)
8月  6日(金)
8月  7日(土)
8月13日(金)
8月15日(日)
8月18日(水)
8月27日(金)
19：00～21：00

①8月3日(火)
～8月29日(日)
9：00～17：00
最終日は15：00まで

①8月18日(水)
～8月22日(日)
9：00～17：00
最終日は15：00まで

8月  3日(火)
～8月  6日(金)
8月17日(火)
～8月20日(金)
10：00～12：00
13：30～15：30

ジョブカフェこうち
受付時間：10：00～18：00
休所日：土･日･祝日
TEL：088-802-1533
FAX：088-802-1534
E-mail：
info@jobcafe-kochi.jp

申込締切：7月21日(水)
　
高知県立武道館
担当：久保・石川
受付時間：9：00～20：00
TEL：088-825-1271

　
高知城ホール
教育相談所
受付時間：9：00～12：30
休所日：日曜･祝日
　　　  7/9･7/13･　
　　　  7/20
TEL：088-873-0245

申込締切：7月28日(水)
　
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
　
(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

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

カードを使って自分の将来について考えてみよう！
興味のある仕事ややってみたい仕事について
自己理解を深めるセミナーを開催します。
場　所：①オーテピア高知図書館
　　　　　（高知市追手筋2丁目1-1）
　　　　②四万十市社会福祉センター
　　　　　（四万十市右山五月町8-3）
対　象：小学4～6年生
定　員：各日親子12組
参加費：無料
申込み：電話、FAX、メールのいずれかで右記まで。

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･少林寺拳法
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：各16名（先着）
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。

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　2F会議室
　　　　（高知市丸ノ内2-1-10）
対　象：小学生
定　員：15名
参加費：200円（保険代含む）
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

お魚講座、クリアカヌー、夜の海の生きもの観察、
シュノーケリング、釣り、クルージング、四万十川
での川遊び等。水中おさかな下敷き進呈！
場　所：柏島と周辺海域・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
参加費：35,500円（プログラム費、食費、保険等）
　　　　※別途、宿泊3日17,500円～19,900円、
　　　　　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。

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30名（先着）
参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

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。
　

ギボウシの花、山野草など約150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

夏休みの自由研究について、相談を受けつけます。
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：小･中学生
参加費：無料
　　　　※直接お越しください。

8月3日(火)
10：30～13：30

8月  3日(火)
8月  4日(水)
8月  5日(木)
8月  6日(金)
8月  9日(月･休)
8月10日(火)
8月11日(水)
8月12日(木)
14：30～16：00
（全8回）
　

8月7日(土)
9：25送迎バス出発
※県民文化ホール前

8月8日(日)
15：00送迎バス出発

1泊2日

8月7日(土)
  9：30～10：30
10：40～11：40
11：50～12：50
　

8月7日(土)
9：30高知駅発
※貸切バス

8月9日(月･休)
15：30高知駅着

2泊3日

※案内書を送ります。

8月7日(土)
8月8日(日)
10：00～12：00
13：00～15：00

8月7日(土)
チェックイン
12：00～
おはなし会
14：00～

8月8日(日)
チェックアウト
～17：00

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：7月20日(火)

高知県立県民体育館
受付時間：8：30～20：00
TEL：088-831-1166

申込締切：7月27日(火)

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：7月27日(火)

サロンドリッツ
担当：いくはら
受付時間：9：00～17：00
定休日：日･祝日
TEL：090-8283-1914

高知県シェアリング
ネイチャー協会
担当：宮崎
平日：17：00以降
休日：9：00～20：00
TEL：090-1009-4232
　嶺北観光旅行会
E-mail：
rei-hoku-bus@
iaa.itkeeper.ne.jp
　申込締切：7月28日(水)

高知県立
甫喜ヶ峰森林公園
受付時間：9：00～16：30
TEL：0887-57-9007

認定NPO法人
高知こどもの図書館
開館時間：10:00～17:00
休館日：火･水･木曜日
TEL：088-820-8250

申込締切：8月6日(金)

エコ体験をしながら楽しくランチを作ろう
・元気モリモリ！ロコモコ丼
・わかめスープ
場　所：ピポット高知
対　象：小学生の親子（2名1組）　　
定　員：4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。

｢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：32名（先着）
参加費：6,000円
申込み：7月22日(木)より電話にて右記まで。

小・中学生とその保護者に、工石山登山を通じ
てスポーツとしての登山及び人と自然のかかわ
りのすばらしさを体験する事をねらいとする。
場　所：高知市工石山青少年の家（高知市高川）
　　　　工石山1177ｍ
対　象：小･中学生とその保護者
定　員：26名
参加費：小･中学生2,600円、保護者3,200円
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。

ガラスの器にプリザーブドフラワーやマカロンで
デコレーション。小さいけどモリモリに詰め込ま
れたデザインで可愛いですよ。夏の工作に！
場　所：コープよしだ（高知市吉田町6-6）
対　象：小学生の親子
定　員：各5組
参加費：1,200円（ケース込）
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

どっぷり田舎遊びと自然体験。
ネイチャーゲームで自然の遊び方を楽しむ。
さあ！不思議な体験を探しに行こう！
場　所：本山町帰全山キャンプ場（テント泊）
　　　　本山町本山モンベル施設（施設泊）
対　象：親子
定　員：30名（先着）
参加費：幼児3,000円、こども9,000円、
　　　　大人11,000円（初日の昼食持参）
申込み：住所、氏名、年齢、連絡方法、バス利用

の有無をメールにて右記まで。

板材を用意していますので好きなものを作って
ください。お好きな時間にどうぞ！※混雑時は
密をさける為お待ちいただく場合があります。
場　所：甫喜ヶ峰森林公園　森林学習展示館
　　　　（香美市土佐山田町平山）
対　象：こども～大人　　　参加費：500円
　　　　※直接お越しください。

夜の図書館でぬいぐるみはどんなお仕事するの
かな？その様子は写真と手紙でお知らせします。
ぬいぐるみと一緒に参加のおはなし会もあるよ。
場　所：高知こどもの図書館
　　　　（高知市丸ノ内1-1-10）
定　員：10名
参加費：ぬいぐるみ1泊2食1,000円（写真代込）
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。



8月7日(土)
14：00頃～

8月9日(月･休)
14：00頃

2泊3日

①8月8日(日)
13:00～16:00

　②8月9日(月･休)
13:00～15:00

8月  8日(日)
8月15日(日)
8月22日(日)
14：00～15：00

8月9日(月･休)
10：00～15：00

8月9日(月･休)
13：00～16：00

8月9日(月･休)
16：30～21：00

8月11日(水)
～8月15日(日)
10：00～18：00

※催し毎に開催時間
　が異なります。

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：2週間前

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1階
受付時間：10：00～18：00
定休日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌営業日
TEL：0120-410-710
E-mail：plaza-kochi@
yonden-yes.co.jp

　
申込締切：①7月25日(日）
　　　　 ②7月27日(火）

高知県立
のいち動物公園
開園時間：9：30～17：00
休園日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

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

(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

創造広場「アクトランド」
お問合せ：10:00～18:00
TEL：0887-56-1501

お魚博士によるお魚講座、クリアカヌー、シュ
ノーケリング、海の生きもの観察、釣り、BBQ等
で柏島の海を満喫！水中おさかな下敷き進呈！
場　所：柏島と周辺海域（幡多郡大月町）
対　象：小学生以上　※保護者同伴
定　員：15名程度
参加費：33,400円（プログラム費、食費、保険等）
　　　　※別途、宿泊2日12,600円、
　　　　　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。

いろんな種類の押し花を使って、万華鏡とキー
ホルダーを作ります♪
　

お家にあるストローで簡単にアイロンビーズが
できます♪
講　師：①村山千春先生（押し花インストラクター）
　　　　②ヨンデンプラザ高知スタッフ
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7組、②親子4組
　　　　※1組大人含む3名まで
参加費：①1,500円(1セット)、②無料
申込み：電話、ハガキ、メールのいずれかで右記まで。

四国自然史科学研究センターから講師を迎え
てオリジナル授業を行います。
テーマは毎回変わります。
場　所：高知県立のいち動物公園
　　　　（香南市野市町大谷738）
対　象：小学生
定　員：15名（先着）
入園料：470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

おんちゃんたちが竹の水鉄砲や竹とんぼの作り
方を教えてくれるよ。的当てをしたり飛ばしたり
元気に遊ぼう!!　※ホームページも見てね。
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：こども～大人
参加費：水鉄砲200円、竹とんぼ100円
　　　　※どちらか1つでの参加も可
申込み：電話にて右記まで。

日本国内外のアマチュア局と無線の交信してみ
ませんか。資格はいりません。
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：小学生～高校生
参加費：無料
　　　　※直接お越しください。

夏の星座の話や、70cm反射望遠鏡による天体
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：25名（先着）
参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

なぞ解き展示館やものづくり体験など、ご家族
で楽しめるイベントを開催！
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：500円～

8月11日(水)
10：00～11：00
11：00～12：00
13：00～14：00
14：00～15：00

  8月14日(土)
  9月11日(土)
  9月18日(土)
10月  2日(土)
9：30～21：00
※開園時間延長
　入園は20：00まで

8月14日(土)
8月15日(日)
17:00～21：00

※最終入園は20：30

8月15日(日)
10：00～12：00

※YouTubeで、
　録画配信する予定

8月16日(月)
11：00～11：30

8月16日(月)
13：00～15：00

※YouTubeで、
　同時配信する予定

　
8月16日(月)
15：00頃～

8月19日(木)
13：30頃

3泊4日

お城下(まち)ベース
担当：城下（しろした）
開館時間：13：00～18：00
　　　　  ※月・水・金曜日
TEL＆FAX：
　　　088-855-9154

申込締切：8月6日(金)

高知県立
のいち動物公園
開園時間：9：30～17：00
休園日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

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
休館日：水・木曜日
TEL：050-8800-2816
FAX：088-841-5400
E-mail：ecotrust@
me.pikara.ne.jp

お城下(まち)ベース
担当：城下（しろした）
開館時間：13：00～18：00
　　　　  ※月・水・金曜日
TEL＆FAX：
　　　088-855-9154

申込締切：8月13日(金)

（公社）生態系トラスト協会
担当：大谷
お問合せ：10：00～15：00
休館日：水・木曜日
TEL：050-8800-2816
FAX：088-841-5400
E-mail：ecotrust@
me.pikara.ne.jp

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

貼って簡単！お姫さまアクセサリー
キラキラの指輪、イヤリング、ネックレスを作り
ます。（講師：魔女と月の樹）
場　所：コミュニティスペース お城下ベース
　　　　（高知市帯屋町2丁目1-20
　　　　オパールビル2階2A）
対　象：幼児～小学生
定　員：各4名
参加費：1,000円
申込み：電話またはFAXにて右記まで。

涼しい夜、ライトアップされた園内で、普段見る
ことのできない、動物たちの夜の生態をご覧い
ただけます。
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：470円(18歳未満、高校生以下無料)

全長約1.5kmの「夜の植物めぐりコース」で、夜に
しか咲かない花の不思議な世界を楽しもう！
場　所：高知県立牧野植物園
　　　　（高知市五台山4200-6）
入園料：730円（高校生以下無料）

高知県の鳥等に指定されているヤイロチョウが
生息する森の動植物について鴻上泰先生など
専門家のガイドで楽しく学びましょう。
場　所：四万十ヤイロチョウの森
　　　　四万十町下道地区（国道439号線で移動）
対　象：小学生以上
定　員：15名（先着）
参加費：無料　※ミュージアムルームは一部有料
申込み：氏名、年齢、住所、電話番号を明記の

上、FAXまたはメールにて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

パネルシアターと手遊び、わらべうたや絵本な
どでおはなし会を行っています。
場　所：コミュニティスペース お城下ベース
　　　　（高知市帯屋町2丁目1-20
　　　　オパールビル2階2A）
対　象：乳幼児と保護者
定　員：4組
参加費：無料
申込み：電話またはFAXにて右記まで。

世界各地でヤイロチョウの仲間の写真を撮影
された松村伸夫先生などにヤイロチョウの森
の魅力を語っていただきます。
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）
対　象：小学生以上
定　員：15名（先着）
参加費：無料　※ミュージアムルームは一部有料
申込み：氏名、年齢、住所、電話番号を明記の

上、FAXまたはメールにて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

お魚講座、クリアカヌー、夜の海の生きもの観察、
シュノーケリング、釣り、クルージング、四万十川で
の川遊び等。水中おさかな下敷き進呈！
場　所：柏島と周辺海域・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
参加費：35,500円(プログラム費、食費、保険等)
　　　　※別途、宿泊3日17,500円～19,900円、
　　　　　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。

北部地区北 ※税込価格で掲載しています。



8月17日(火)
10：00～11：00

8月20日(金)
10：30～13：00

8月20日(金)
14：00頃～

8月22日(日)
14：00頃

2泊3日

8月21日(土)
10：00～12：00

8月21日(土)
11：00～
※40分程度

8月21日(土)
14：00～16：30

8月22日(日)
  8：00出発
12：00解散
※受付は7：50まで

高知県立塩見記念
青少年プラザ
担当：尾﨑
〒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月以外）
TEL＆FAX：
　　　088-825-0884
E-mail：
info@shiomi-plaza.com
申込締切：8月7日(土)

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：8月6日(金)

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

高知県立県民体育館
受付時間：8：30～20：00
TEL：088-831-1166

申込締切：8月14日(土)

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

申込締切：
8月20日(金)17：00

高知城ホール
教育相談所
受付時間：9：00～12：30
休所日：日曜･祝日
　　　 7/9･7/13･7/20･
　　　 8/2･8/3･8/10～20
TEL：088-873-0245

申込締切：8月6日(金)

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13日(金)

聴覚障害者理解の講話とコミュニケーション
方法、簡単な手話が学べます。
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･中学生
定　員：20名(定員に達しない場合一般も可）
参加費：無料
申込み：住所、氏名、性別、学校名、学年、電話

番号を明記の上、FAX、メール、郵送
のいずれかで右記まで。

楽しく作って仲良く食べよう！
・トマト風味グラタン　・豆とたまごのサラダ
・さくさくフライドチキン
場　所：ピポット高知
対　象：小学生の親子（2名1組）　　
定　員：4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、クリアカヌー、シュ
ノーケリング、海の生きもの観察、釣り、BBQ等
で柏島の海を満喫！水中おさかな下敷き進呈！
場　所：柏島と周辺海域（幡多郡大月町）
対　象：小学生以上　※保護者同伴
定　員：15名程度
参加費：33,400円（プログラム費、食費、保険等）
　　　　※別途、宿泊2日12,600円、
　　　　　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。

山の恵みの木材を使って、小物入れと竹とんぼ
を作ってみませんか。専門指導員のもと、親子
で気軽に安心してご参加いただける教室です。
場　所：高知県立県民体育館・主競技場
　　　　（高知市桟橋通2丁目1番53号）
対　象：小学生の親子
　　　   ※諸事情によりこどものみで参加の
　　　　   場合は事前に申し出ください。
定　員：50組（先着）
参加費：1,000円／組
申込み：7月21日(水)より電話にて右記まで。

四国のツキノワグマの状況について、最近の
調査結果を踏まえ紹介します。
場　所：高知県立牧野植物園
　　　　（高知市五台山4200-6）
定　員：25名（先着）
入園料：730円（高校生以下無料）
申込み：7月21日(水)よりHPにて受付開始。

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
定　員：36名　※保護者の付き添い少なめに
参加費：500円（保険代含む）
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

鷲尾山登山口（霊園入口駐車場トイレのある
広場）集合、皿が嶺を経由して頂上まで往復
清掃活動。熱中症に注意して行いましょう！
場　所：筆山～鷲尾山306ｍ（高知市南嶺）　
対　象：小･中学生の親子、登山愛好者
参加費：無料
持ち物：行動食･お茶･雨具･手袋･ビニール袋
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。

8月22日(日)
8：30～16：00

8月22日(日)
10：00～12：00
14：00～16：00

8月23日(月)
9：30～11：30

8月23日(月)
8月24日(火)
8月26日(木)
8月27日(金)
14:30～16:00
（全4回）

①8月27日(金)
13:00～16:00

　②8月29日(日)
13:00～16:00

8月28日(土)
10：00～10：20
15：00～15：20

8月29日(日)
10：00～11：10
14：00～15：10

※上映の45分前から
　入場券配布

NPO法人
仁淀川お宝探偵団
担当：生野(しょうの)
お問合せ：9：00～18：00
TEL：090-1172-6994

申込締切：8月15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

高知城ホール
教育相談所
受付時間：9：00～12：30
休所日：日曜･祝日
　　　　  7/9･7/13･7/20･
　　　　  8/2･8/3･8/10～20
TEL：088-873-0245

申込締切：8月6日(金)

高知県立県民体育館
受付時間：8：30～20：00
TEL：088-831-1166

申込締切：7月27日(火)

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1階
受付時間：10：00～18：00
定休日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌営業日
TEL：0120-410-710
E-mail：plaza-kochi@
yonden-yes.co.jp

　
申込締切：①8月13日（金）
　　　　  ②8月15日（日）

佐川地質館
担当：森
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

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)･
　8月10日～13日
TEL：088-823-4946

仁淀川に来て思いっきり石を投げませんか？
夏休み最後の思い出に。
場　所：波川親水公園前の仁淀川の河原
　　　　（吾川郡いの町波川）
対　象：小学生以上の男女
定　員：150名
参加費：10歳以下300円、大人500円
　　　　チャンピオンシップ1,000円
申込み：HPの申し込みフォームにて。

いま静かなブームの｢こけ｣を使って自由な発想
で工作をしよう!!
※詳しいことはホームページを見てね。
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：こども～大人
定　員：各30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。

ペットボトルと紙粘土で工作します。
ペットボトル、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　2F会議室
　　　　（高知市丸ノ内2-1-10）
対　象：小学生
定　員：10名　※保護者の付き添い1名まで
参加費：200円（保険代含む）
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

｢より上手に泳げるようになろう｣をテーマに、
専門指導員のもと｢ステップアップ夏休み小学
生水泳教室｣を開催します。
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4～6年生
　　　　（25ｍ以上クロールで泳げること）
定　員：20名（先着）
参加費：3,000円
申込み：7月22日(木)より電話にて右記まで。

親子で色とりどりな、世界に一つだけのオリジ
ナルキャンドルを作ろう♪
　

夏をイメージしたモチーフでステンドグラスを
作り、フットライトに仕上げていく講座です♪
講　師：①村山匡史先生(mow candle)
　　　　②佐藤公子先生（工房スタッフド･オリーブ）
場　所：ヨンデンプラザ高知
対　象：小･中学生と保護者　※②小学5年生以上
定　員：親子7組　※1組大人含む3名まで
参加費：①1,000円(1セット)
　　　　②1,700円(1セット)
申込み：電話、ハガキ、メールのいずれかで右記まで。

佐川地質館で展示されている様々な三葉虫化
石について、解説します。
場　所：佐川地質館（高岡郡佐川町甲360）
対　象：小学生以上
観覧料：こども100円、大人300円
　　　　※直接お越しください。

｢映画すみっコぐらし　とびだす絵本とひみつ
のコ｣を上映します。絵本の世界を旅する物語
です。
場　所：オーテピア4階ホール
　　　　（高知市追手筋2丁目1-1）
対　象：幼児～小学生　※幼児は保護者同伴
定　員：50名
参加費：無料
　　　　※直接会場にお越しください。



●「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） 西山セメント販売（株） UAゼンセンサニーマート労働組合

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11店舗、TSUTAYA（㈱ウイル）5 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、こうち男女共同参画センター｢ソーレ｣、ひろめ市場

「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。

※6月30日現在、なつ・はる合わせて36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
〒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   http://shiminkaigi.org/

※「わいわいくじら」はホームページでもご覧になれます。

認定特定非営利活動法人 NPO高知市民会議

おうちでも楽しく学べるように、ホームページで
ぬりえや工作をしょうかいしているよ！
ぜひ、チェックしてみてね！
　
対　象：就学前のこども～

高知県立高知城歴史博物館
お問合せ：9：00～18：00
TEL：088-871-1600

8月16日「ヤイロチョウの日」記念イベントを配信。
前日のガイドツアーは録画で、当日のトーク
ショーを生配信（13：00～15：00）します。
　
対象：こども～大人
※5Pに掲載しています。

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

http://www.kochi-johaku.jp/

海洋ごみの現状や海の生きものへの影響、そして私
たちにできることなどをまとめ、誰でも参加できる
「ビーチクリーンアップ」について紹介しています。
　
対象：こども～大人
https://youtu.be/VX5udDFWAFo

認定NPO法人 NPO高知市民会議
（動画のお問合せ）
平　日：10：00～21：00
土曜日：10：00～18：00
TEL：088-820-1540

NPO法人環境の杜こうちでは、高知県内でクリーンアップを実施したいと思って
いる方からの相談に応じています。同時に一緒にクリーンアップを行うメンバー
も募集しています。ご連絡お待ちしています！

NPO法人環境の杜こうち　ビーチクリーンアップ部
月曜日：10:00～17:00／火～金：10:00～18:00／土曜日：13:00～17:00　※日･祝･第2水曜日休み
TEL：088-802-2201　E-mail：kochi@npo-kankyonomori.com

電気やエネルギーについて、イラストや動画、ゲームで楽しく学習できます。
自由研究に使える実験も紹介しています！

　
　自宅にいても、楽しく｢見て｣｢学ぶ｣ことのできる
動画集です。科目は、理科・体育・社会科・家庭科♪ 四国電力㈱高知支店

総務部広報課
お問合せ：9：00～17：00（平日）
TEL：088-822-9120

おうちでも科学を楽しんでもらうため、科学館の
展示物紹介やミニサイエンスショーの動画を公開
しています。ぜひご覧ください。
　
対象：こども～大人

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

園内の動物たちのさまざまな動画を公開してい
ます。お食事風景やイベントの様子など、おうちで
もお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。
　
対象：こども～大人

高知県立のいち動物公園
開園時間：9：30～17：00
休園日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

※四国電力ホームページに掲載しています。

9月1日(水)
～11月10日(水)

高知県立
のいち動物公園
〒781-5233
香南市野市町大谷738
開園時間：9：30～17：00
休園日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0887-56-3509

　

　のいち動物公園の展示動物を描いた作品を募集。
夏休みに描いてみよう！（1人1点まで）
詳しくはHPの募集要項をご覧ください。
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、郵送または持参にて。

① ②

対　象：小学生（②主に高学年）


