
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！



毎週土曜日
10：00～12：00

※第5と祝日は
　お休み

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

　
①毎週土･日･祝日･
　3/25～4/6は毎日
※休館日を除く
10：55～
14：10～
15：40～

②毎週日曜日
　3月26日(土)
　4月  2日(土)
10：00～12：00
14：00～16：00
※工作･体験時間は
　約30分です。
　

　
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。

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)･
　毎月第3金曜日
　(8月･祝日を除く)
TEL：088-823-4946

　
高知みらい科学館
開館時間：9：00～18：00
※金曜日は20：00まで
休館日：月曜日
　※祝日の場合は開館
TEL：088-823-7767

　
高知まんがBASE
月･水･金：12:00～18:00
土･日･祝：10:00～17:00
休館日：火･木曜日
TEL：088-855-5390

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

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、保護者
定　員：5組
　

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。
対　象：3歳くらい～小学生
定　員：10名
　
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）
参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。

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人程度（先着）
　　　　※内容によって異なります。
　
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：こども～大人
参加費：無料
　　　　※直接お越しください。

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。

　
①随時
  9：00～12：00
13：00～16：00

　

②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月5日(土)
～3月27日(日)
9：00～17：00
※入館は16：30まで

　

2月8日(火)
～4月3日(日)

9：00～17：00
※入場は16：30まで

3月22日(火)～
3月29日(火)は閉室

2月26日(土)
～3月31日(木)
9：00～17：00
最終日は16：00まで

3月1日(火)
～4月24日(日)
10：00～17：30

※催し毎に時間が
　変わります。

3月5日(土)
～5月15日(日)
9：00～17：00
※入館は16：30まで

3月19日(土)
18：00～20：00

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

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

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

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

　

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

(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

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（保護者も可）
定　員：4名以上
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？
対　象：小学生以上　　　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)
　　　　※別途、ウエットスーツ1,500円
　　
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。

高知出身や高知ゆかりの作家たちの作品を、
「旅」をテーマにひもときます。
場　所：文学館2階企画展示室
　　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども～大人
観覧料：400円（常設展含む）
　　　　高校生以下無料、各種減免あり

シャガール自身による詩に木版画が添えられた
詩画集。天使や柱時計、エッフェル塔などが
描かれた詩情あふれる世界をご紹介。
場　所：高知県立美術館（高知市高須353-2）
対　象：こども～大人
観覧料：高校生以下無料、大学生260円、
　　　　一般370円　※各種減免あり

全国から募集した土佐和紙のはがき絵作品を
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

いつもより楽しい、新しい体験を！なぞ解き
展示館やものづくり体験。3/19～21はさらに
パワーアップしてお楽しみいただけます。
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～

牧野植物園で行われた高知県版RDBの企画
展を、巡回展として開催します。県内の絶滅危
惧種とその守り方について考えます。
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：小学生以上
入館料：小･中学生200円、
　　　　高校･大学生400円、大人500円

春の二重星を見よう
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：30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。

※税込価格で掲載しています。



①3月19日(土)
～5月15日(日)

9：00～17：00

　

①3月19日(土)
～4月23日(土)の土日
10：30～
13：30～
各回約60分

　

①3月19日(土)
～4月17日(日)
9：30～16：45
　
②毎月第3土曜日
9：30～

　

　
3月20日(日)
3月21日(月･祝)
5月  5日(木･祝)
  9：30～11：00
11：15～12：45

3月20日(日)
10：00
14：00

3月20日(日)
10：00～10：45
11：00～11：45

3月21日(月･祝)
11：00～11：30

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
開園時間：9：30～17：00
休園日：月曜日
　　　（祝日の場合は翌日）
※5月2日(月)は開園
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

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

児童家庭支援センター
高知みその
開所時間：8：30～18：00
TEL：088-872-6488

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：088-855-9154

こんこん山広場でフラワーショーを開催！
花いっぱいの会場に、牧野博士の等身大パネル
も登場し、まるで一緒に巡っている気分になれ
ます。
　

当園自慢のガーデンツアー。
3/20には、小学生～18歳未満を対象に、英語
で牧野博士の少年時代を巡るツアーを行います。
定　員：15名（先着）
※当日9:00～本館インフォメーションにて受付
　
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）

高知の野鳥を中心に、身近にいるさまざまな
野鳥の写真を展示します。
　

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）
　
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)

まあるいコンパクトミラーにクレイで型を取り
焼き付けます。キラキラビジューでデコレー
ション。大人気の講座です。
場　所：コープよしだ　2F
　　　　（高知市吉田町6-6）
対　象：年長(5歳児)～大人
定　員：3組
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。

旅する気分で、気球のポップアップカードを
作ってみよう！
場　所：文学館1階ホール
　　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども～大人
定　員：各回25名（先着）
※要当日観覧券（高校生以下無料）
申込み：事前に受付または電話にて右記まで。

折り紙で作ったひな人形にお絵描きしたり、
飾りを付けたりしよう!!
※開催の詳細は、Facebookを見てね。
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
　　　　※事前に予約が必要。
参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

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おこないます。
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：こども～大人
参加費：無料
　　　　※当日直接お越し下さい。

3月23日(水)
～4月17日(日)
9：00～17：00
最終日は16：00まで

3月25日(金)
3月29日(火)
3月30日(水)
3月31日(木)
4月  1日(金)
4月  4日(月)
（全6回）

①13：40～14：40
②14：50～15：50

　

3月25日(金)
3月26日(土)
3月27日(日)
17：00～20：00

①3月26日(土)
～4月10日(日)
9：30

　

②3月26日(土)
～4月10日(日)
14：00

　

3月26日(土)
～4月17日(日)
10：00～15：00

　

3月26日(土)
12：00～12：10
15：00～15：10

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

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

　

申込締切：3月19日(土)
　
高知県立牧野植物園
開園時間：9：00～17：00
TEL：088-882-2601

内原野陶芸館
受付時間：9：00～17：00
担当：①岡﨑
　　　 ※水･木曜日は休館
　　 ②西邨
　　　 ※水曜日は休館
TEL：0887-32-0308

申込締切：①参加日の前日
　　　　　 ※日･祝は当日可
　　　　　 （但し予約優先）
　　　　 ②当日の予約可
　
室戸ドルフィンセンター
受付時間：9：00～17：00
定休日：
　10月～3月の水曜日(祝日、
　冬休み･春休み中は開園)
TEL：0887-22-1245

佐川地質館
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

手づくり紙芝居コンクール上位入賞の優秀作品
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

「顔を水につける、水に浮ける、けのびができる」
を目標に、専門指導員のもと「春休み小学生
水泳教室　水慣れクラス」を開催します。
　

「バタ足ができる、クロールができる」を目標に、
専門指導員のもと「春休み小学生水泳教室
ステップアップクラス」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：新小学1年生～新4年生
定　員：各15名
参加費：3,000円
申込み：3月7日(月)より県民体育館管理事務所
　　　　窓口または電話にて右記まで。

樹齢60年を超える当園のシンボルツリー、
‘仙台屋’を中心に、春の花木のライトアップが
お楽しみいただける夜間開園です。
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）

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
　

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。
作品の焼き上がりは6週間後です。
定　員：10名（先着）
参加費：900円（小皿）～他各種あり
　　
場　所：内原野陶芸館
　　　　（安芸市川北乙1607-1）
対　象：①小学生以上、②小学生～大人
申込み：電話にて右記まで。

施設内に散りばめられたイースターエッグを
探そう！中に入ったキーワードを集めて素敵な
プレゼントと交換しよう！
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：こども～大人
入場料：4歳～小学生400円、
　　　　中学生以上500円、3歳以下無料

さまざまな古代魚の化石と、最近地質館で飼育
を始めた、生きている化石・アロワナについて
解説します。
場　所：佐川地質館
　　　　（高岡郡佐川町甲360）
対　象：こども～大人
観覧料：小中高生100円、大人300円
　　　　※予約不要。直接お越し下さい。



※税込価格で掲載しています。

3月27日(日)
①10：00～12：00
②13：00～14：00

3月27日(日)
10：00～15：00

　
①3月27日(日)
②4月  3日(日)
10：00～14：00

3月27日(日)
4月  3日(日)
14：20～16：30

3月29日(火)
14：00～

3月30日(水)
14：00

3月30日(水)
～5月15日(日)
9：00～17：00
※入場は16：30まで

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：088-855-9154

（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：水・木曜日
TEL：050-8800-2816
E-mail：ecotrust@
me.pikara.ne.jp

申込締切：3月22日(火)

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

申込締切：①3月23日(水)
　　　　  ②3月30日(水)

室戸ドルフィンセンター
受付時間：9：00～17：00
定休日：
　10月～3月の水曜日(祝日、
　冬休み･春休み中は開園)
TEL：0887-22-1245

NPO法人
土佐山アカデミー
お問合せ：9：00～18：00
※不定休
TEL：088-895-2033
E-mail：contact@
tosayama.org

申込締切：3月22日(火)

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

　

コミュニティスペースお城下ベース最後のおは
なし会です。①スペシャルゲストによる紙芝居、
パネルシアターなど　②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：こども～大人
参加費：無料
　　　　※当日直接お越し下さい。
　

奥四万十のヤイロチョウの森に苗木を植樹。
小鳥の巣箱作りや山菜の天ぷら作りにもチャレ
ンジします。
場　所：四万十ヤイロチョウの森周辺
　　　　（高岡郡四万十町下道96-2）
対　象：キャンプの機会が少ないこどもと保護者
　　　　※こどものみ可（ご相談下さい）
定　員：3組（10名以内）※感染症対策のため
参加費：一人1,000円（材料費･保険料含む）
申込み：メールまたは電話にて右記まで。

両日とも一家族限定で、火起こしから入浴まで
ドラム缶風呂を体験してもらいます。
※昼食、水着持参でお願いします。
場　所：甫喜ヶ峰森林公園
　　　　（香美市土佐山田町平山）
対　象：小学生とその家族
参加費：一家族1,000円
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

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！イルカと仲良くなっ
た最後はお土産作りをして思い出を残そう！
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（身長110cm以上）～中学生
定　員：各8名
参加費：10,000円（入場料込み）
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。
　

山道探検や竹の伐採、火熾し・薪割り・飯盒炊爨
など、食事の準備からテント設営まで、初対面
のみんなと協力して1泊2日を過ごします。
※中止の場合、予定の体験をSNSで発信予定。
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：10名（先着）※最少催行人数6名
参加費：15,000円
申込み：HPの申込みフォームまたはメールで
　　　　右記まで。
　

「日本のモネ」とも呼ばれ、高知県展の創設や
後進の育成にも尽力した高知市出身の洋画家・
山脇信徳の展覧会を開催します。
場　所：高知県立美術館（高知市高須353-2）
対　象：こども～大人
観覧料：高校生以下無料
　　　　大学生400円
　　　　一般600円
　　　　※各種減免あり

4月  1日(金)
4月  3日(日)
4月15日(金)
4月17日(日)
10：00～10：45
11：00～11：45

4月1日(金)
11：00～11：30

4月3日(日)
6月5日(日)
①10：00～10：45
②11：00～11：45

4月3日(日)
13：00～14：30

4月  6日(水)
5月18日(水)
6月  1日(水)
10：30～11：00

4月9日(土)
～6月12日(日)
9：00～17：00
※入館は16：30まで

児童家庭支援センター
高知みその
開所時間：8：30～18：00
TEL：088-872-6488

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
　(8月･祝日を除く)
TEL：088-823-4946

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)･
　毎月第3金曜日
　(8月･祝日を除く)
TEL：088-823-4946

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：4月2日(土)

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
　(8月･祝日を除く)
TEL：088-823-4946

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

　

手形足形アートでお花を作って、お部屋に飾ろう!!
※開催の詳細は、Facebookを見てね。
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
　　　　※事前に予約が必要。
参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

ボランティアさんたちが行うおはなし会です。
絵本の読み聞かせや、手遊び、ストーリー
テリングなどを楽しみます。
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：幼児～小学生
定　員：10名
参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。

外国から来た国際交流員さんたちと一緒に、
絵本やクイズを楽しみます。
※中止のときは、後日動画を配信します。
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
　　　　※直接お越し下さい。

四国の生きもののお話を聞く講座です。今回
は、四国で絶滅が心配されているツキノワグマ
のお話です。
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：小学生以上
定　員：15名（先着）
入館料：小･中学生200円、
　　　　高校･大学生400円、
　　　　大人500円
申込み：3月3日(木)より電話にて右記まで。
　

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：0歳～3歳くらいまでの赤ちゃん、保護者
定　員：5組
参加費：無料
　　　　※直接お越し下さい。

それぞれの花々が、どのように愛され、どのよう
に描かれてきたのかを、高知県出身作家の翻訳
作品などを交えながらご紹介します。
場　所：文学館2階企画展示室
　　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども～大人
観覧料：500円（常設展含む）
　　　　高校生以下無料、各種減免あり



4月  9日(土)
4月23日(土)
4月29日(金･祝)
19：00～21：00

4月10日(日)
10：00～
1時間程度

　

4月17日(日)
9：45～15：10
※受付は
　9：30～9：45

　

4月17日(日)
12：30～14：30

4月17日(日)
13：00～16：00

4月末～
10月末(予定)

土日祝・大型連休
  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

(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

申込締切：4月8日(金)

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
E-mail：asada@
mc.pikara.ne.jp

申込締切：4月11日(月)

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：4月16日(土)

室戸ドルフィンセンター
受付時間：9：00～17：00
定休日：
　10月～3月の水曜日(祝日、
　冬休み･春休み中は開園)
TEL：0887-22-1245

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

　

月のクレーターや水星を見よう
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：30名（先着）
参加費：無料
申込み：前日までに電話にて右記まで。

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。

農園にサツマイモ、ナス、キュウリを植えて一年
間の生育観察、収穫を楽しみませんか。
春の草花、カエルやイモリを観察してみよう。
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：小中学生と保護者
定　員：親子16名
　　　　※お茶・昼食持参
参加費：一人300円（傷害保険･資料代）
申込み：〒、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し
　　　　ハガキ、FAX、メールのいずれかで右記
　　　　まで。

自然観察会です。横倉山の第三駐車場から安
徳水までの間で、春に見られるスミレなどの小
さな花を観察します。
集　合：横倉山自然の森博物館
　　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
対　象：小学生以上
　　　　※小学生は保護者同伴
定　員：15名（先着）
入館料：小･中学生200円、
　　　　高校･大学生400円、大人500円
申込み：3月17日(木)より電話にて右記まで。
　

むろドルキッズトレーナーになろう！エサ作り、
海岸ゴミ拾い、掃除などリアル体験ができるよ。
イルカと泳いだり拾った貝殻でお土産作りも！
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(身長110cm以上)～中学生
定　員：各6名
参加費：13,000円（入場料込み）
　　　　※付き添い2名まで入場無料
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

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：12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：電話またはHPにて右記まで。

4月23日(土)
12：00～12：10
15：00～15：10

①4月24日(日)
9：00～17：00
　
②4月24日(日)
～6月26日(日)
9：00～17：00
※4/24のみ10:20～

　 

4月24日(日)
4月27日(水)
5月  7日(土)
  9：30～10：30
10：45～11：45

4月26日(火)
～5月29日(日)
9：00～18：00
※金曜日は
　9：00～20：00

①4月29日(金･祝)
②4月30日(土)
③5月15日(日)
④5月16日(月)
10：00～11：30
13：00～14：30
15：00～16：30
　

4月29日(金･祝)
11：00頃～
　
5月  1日(日)
14：00頃

2泊3日

4月29日(金･祝)
～5月5日(木･祝)

カタツムリのようでカタツムリとは全然違う、
アンモナイト。その進化や分類に迫ります。
場　所：佐川地質館（高岡郡佐川町甲360）
対　象：こども～大人
観覧料：小中高生100円、大人300円
　　　　※予約不要。直接お越し下さい。

新緑の植物園で牧野博士の160回目の誕生日
をお祝いしましょう！この日だけの特別イベント
を行います。（無料開園）
　

これまであまり知られていなかった牧野博士の
素顔を、旅先から家族に送った手紙やくらしぶ
りがわかる家計簿等からのぞいてみます。
　
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）

プリザーブドフラワーでパフェの器にアレンジ
します。大人気の講座です。ラッピングもします。
場　所：コープよしだ　2F（高知市吉田町6-6）
対　象：年長(5歳児)～大人
定　員：3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。
　

ミジンコをテーマにした越智明美さんのアート
作品や、プランクトンの写真などを通して、小さな
生きもの世界を楽しみましょう。
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）

レジンを使って押し花とリボンのしおりをつくり
ます。
※レジンアレルギーの方はご注意ください。
場　所：文学館1階ホール（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども～大人
定　員：各回8組（一組4名まで）
※要当日観覧券（高校生以下無料）
申込み：①②3月12日(土)、③④4月9日(土)より
　　　　事前に受付または電話にて右記まで。

クリアカヌー、釣り、魚捌き、磯もの採集、クルー
ジング、山菜採り、ナイトサファリ、ビーチコーミ
ング等で柏島の海で楽しんで学ぼう。
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での参加
定　員：約15名
参加費：29,000円(プログラム費、食費、保険等)
　　　　※別途、旅館2泊11,000～15,000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。

カブトムシ教室やクイズラリー、うまいもの市
など楽しいイベントを行います。各イベントの
日程等詳しくは園HPをご覧ください。
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)

佐川地質館
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

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

　
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

高知みらい科学館
開館時間：9：00～18：00
※金曜日は20：00まで
休館日：月曜日
　※祝日の場合は開館
TEL：088-823-7767

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：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
開園時間：9：30～17：00
休園日：月曜日
　　　（祝日の場合は翌日）
※5月2日(月)は開園
TEL：0887-56-3509



※税込価格で掲載しています。

①4月29日(金･祝)
②5月  3日(火･祝)
③5月  4日(水･祝)
④6月26日(日)
13:00～16：00

5月1日(日)
9：30～14：30

5月1日(日)
9：45～15：10
※受付は
　9：30～9：45

5月  1日(日)
5月  6日(金)
5月15日(日)
5月20日(金)
10：00～10：45
11：00～11：45

5月5日(木･祝)
10：00～11：30

5月5日(木･祝)
13:00～15：00

高知まんがBASE
月･水･金：12:00～18:00
土･日･祝：10:00～17:00
休館日：火･木曜日
TEL：088-855-5390

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：4月30日(土)

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
E-mail：asada@
mc.pikara.ne.jp

申込締切：4月25日(月)

児童家庭支援センター
高知みその
開所時間：8：30～18：00
TEL：088-872-6488

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

高知まんがBASE
〒780-0850
高知市丸ノ内1丁目1番10号
月･水･金：12:00～18:00
土･日･祝：10:00～17:00
休館日：火･木曜日
TEL：088-855-5390
FAX：088-855-5399
E-mail:kmb@
kochi-mangabase.jp

申込締切：開催日の10日
～2週間前を予定

好きなキャラクターを描いて、オリジナルグッズ
を作ろう！（①缶バッジ･②プラ板キーホルダー･
③しおり･④うちわ）
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

自然観察会です。横倉山の空池へ行って、高知
県が行っている貴重な植物を守る取り組みと、
ニホンジカについて紹介します。
集　合：横倉山自然の森博物館
　　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
対　象：小学生以上　※小学生は保護者同伴
定　員：15名（先着）
入館料：小･中学生200円、
　　　　高校･大学生400円、大人500円
申込み：4月1日(金)より電話にて右記まで。

10時より田植え(1時間)の後、茶つみ(1時間)
をします。昼食の後、茶葉を煎り、手もみして
自宅で天日乾燥させて飲んでみよう。
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：小中学生と保護者
定　員：親子16名　※お茶・昼食持参
参加費：一人300円（傷害保険･資料代）
申込み：〒、住所、氏名、年齢、電話番号を記入し
　　　　ハガキ、FAX、メールのいずれかで右記
　　　　まで。

手形足形アートでこいのぼりを作り、お部屋で
泳がせよう!!
※開催の詳細は、Facebookを見てね。
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　※事前に予約が必要。
参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

博物館のお仕事のようすを、建物を探検しなが
らしょうかいします。博物館のお仕事を少しだ
け体験することもできるよ！
集　合：高知城歴史博物館　1階ホール
対　象：小学生
定　員：10名　　　参加費：無料
申込み：氏名、 学年、 住所、 電話番号を電話、
　　　　FAX、 ハガキのいずれかで右記まで。

親子で参加できるイベントです。先生はプロの
漫画家。４コマまんがやイラストを楽しく描こう！
詳細は決定次第、HPなどでお知らせします。
場　所：高知まんがBASE
対　象：小学生と保護者
定　員：親子10組（20名）程度
参加費：無料
申込み：親子氏名(フリガナ）、年齢・学年、住所、
　　　　電話番号、メールアドレスを記入して
　　　　郵送、持参、FAX、メールのいずれかで
　　　　右記まで。
　　　　※定員を超えた場合は、抽選。

5月  7日(土)
5月  8日(日)
5月  9日(月)
6月11日(土)
6月12日(日)
9：00～16：00

5月  7日(土)
5月  8日(日)
5月14日(土)
13：00～15：00

5月8日(日)
9：00～11：30

　
5月8日(日)
10：00～12：00

※雨天･増水の場合、
　中止します。

5月8日(日)
12：30～14：30

5月15日(日)
13：00～14：30

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

認定NPO法人
高知こどもの図書館
講師：三本桂子
受付時間：10：00～18：00
TEL：090-3788-3518
E-mail：mimollecha@
nifty.com

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）
※5月2日(月)は開園
TEL：0887-56-3509

申込締切：5月7日(土)

NPO法人
仁淀川お宝探偵団
担当：石川
受付時間：10：00～18：00
TEL：090-3783-0141
E-mail：
n.river@me.com

申込締切：4月30日(土)

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：5月7日(土)

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：5月14日(土)

展示を見ながらクイズをとき、正解数に応じて
すてきなプレゼントを用意しています。
場　所：文学館2階
　　　　（高知市丸ノ内1-1-20）
対　象：こども～大人
※要当日観覧券（高校生以下無料）

せっこうで作った白人形にアクリル絵の具で
色つけします。あなただけの（ミモリョーシカ）
人形をつくってね。
場　所：高知こどもの図書館
　　　　ギャラリー「あとりえほん」
　　　　（高知市丸ノ内1-1-10）
対　象：5歳児～大人
定　員：12名
参加費：3,500円
申込み：講師のFBメッセンジャー、メール、電話、
　　　　ショートメールのいずれかで右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

園内を散策しながら、園内にいる野鳥を観察
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：20名（先着）
入園料：470円(18歳未満、高校生以下無料)
申込み：4月9日(土)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。

たも網を持って川の中の生きものを探します。
つかまえた生きものを観察したり、生きものから
わかる川のきれいさを調べます。
場　所：波川公園の前の河原
　　　　仁淀川橋（国道33号線）の下
対　象：小学生と保護者
定　員：20名
参加費：500円（保険代等）
申込み：電話またはメールにて右記まで。

自然観察会です。横倉山の代表的な植物で、
牧野富太郎博士も愛したヨコグラツクバネを
紹介します。
集　合：横倉山自然の森博物館
　　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
対　象：小学生以上　※小学生は保護者同伴
定　員：15名（先着）
入館料：小･中学生200円、
　　　　高校･大学生400円、大人500円
申込み：4月8日(金)より電話にて右記まで。

自然観察会です。横倉山と仁淀川のまわりで、
子育てをするために高知へ渡って来る夏鳥たち
を観察します。
集　合：横倉山自然の森博物館
　　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
対　象：小学生以上　※小学生は保護者同伴
定　員：15名（先着）
入館料：小･中学生200円、
　　　　高校･大学生400円、大人500円
申込み：4月15日(金)より電話にて右記まで。



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。

認定NPO法人 NPO高知市民会議
平　日：10：00～21：00
土曜日：10：00～18：00
休館日：日曜・祝日
TEL：088-820-1540

5月28日(土)
12：00～12：10
15：00～15：10

5月28日(土)
18：30～20：00

6月  3日(金)
6月  5日(日)
6月17日(金)
6月19日(日)
10：00～10：45
11：00～11：45

6月  5日(日)
6月11日(土)
  9：30～11：00
11：15～12：45

6月19日(日)
12：30～14：30

6月25日(土)
12：00～12：10
15：00～15：10

佐川地質館
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

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：5月27日(金)

児童家庭支援センター
高知みその
開所時間：8：30～18：00
TEL：088-872-6488

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：6月18日(土)

佐川地質館
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

昔からあまり体の形が変わっていない生き物、
「生きている化石」をご紹介します。
場　所：佐川地質館
　　　　（高岡郡佐川町甲360）
対　象：こども～大人
観覧料：小中高生100円、大人300円
　　　　※予約不要。直接お越し下さい。

自然観察会です。仁淀川のまわりで、繁殖期の
カエルの観察をします。鳴き声の聞き比べも
します。
集　合：横倉山自然の森博物館
　　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
対　象：小学生以上
　　　　※小学生は保護者同伴
定　員：15名（先着）
参加費：小･中学生200円、
　　　　高校･大学生400円、大人500円
申込み：4月28日(木)より電話にて右記まで。

手形足形アートで、てるてる坊主を作って、雨を
吹き飛ばそう!!
※開催の詳細は、Facebookを見てね。
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
　　　　※事前に予約が必要。
参加費：無料
申込み：電話にて右記まで。

大きめのマグカップに転写紙を切って貼り付け
焼成します。ポーセラーツ！大人気の講座です。
ラッピングもします。
場　所：コープよしだ　2F
　　　　（高知市吉田町6-6）
対　象：年長(5歳児)～大人
定　員：3組
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。

自然観察会です。牧野博士が名前をつけた植物
ヨコグラノキ。博士もさわったヨコグラノキに
会いに行きます。
集　合：横倉山自然の森博物館
　　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
対　象：小学生以上
　　　　※小学生は保護者同伴
定　員：15名（先着）
入館料：小･中学生200円、
　　　　高校･大学生400円、大人500円
申込み：5月19日(木)より電話にて右記まで。

海で生まれ、そのあと上陸した生き物ですが、
なかには再び海に帰っていったものがいました。
そんな生き物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：こども～大人
観覧料：小中高生100円、大人300円
　　　　※予約不要。直接お越し下さい。

応募締切：
5月10日(火)
※必着
公開審査会：
6月19日(日)
対象になる活動期間：
7月1日(金)～
2023年2月28日(火)

募集期間
4月24日(日)
～9月30日(金)

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

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

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
申込み：申請書に記入して右記まで。
　　　　※詳しくはお問合せください。

身近な植物を観察し描いてみませんか？
小学5、6年生を対象に、植物図のコンクールを
開催します。応募詳細はホームページで。
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）

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
　　　　 ※金曜日は20:00まで
休館日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は開館
TEL：088-823-7767

動物や紙芝居などいろいろな動画を公開してい
ます。「のいちdeどうぶつ体操♪」の振付もあります
ので、ぜひおうちでやってみてください！
　
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

牧野博士の3つの業績をわかりやすく紹介した
｢はじめまして、牧野富太郎です。｣を、研究員が、
牧野博士に代わってご案内します。
　
対象：こども～大人

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

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

※四国電力ホームページに掲載しています。

① ②

対　象：小学生（②は主に高学年）

対象：こども～大人
https://youtu.be/VX5udDFWAFo



●「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
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）
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、コマドリ卸団地店、サニーマート20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礼
【募金箱設置場所】 今後も発行を継続するため、ご協力お願いいたします。

※2月28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   https://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

募金合計金額募金合計金額

￥419,096￥419,096
募金合計金額

￥419,096
（2021年1月～2022年1月末）
ご協力ありがとうございました。

ジュニアリーダースクールは、ジュニアリーダーになるための学習の場です。
バルーンアートやゲーム研修等楽しいワークショップやレクリエーションができます。
異なる学校に通う友達と交流を深めて仲間の大切さを学び、
自ら進んで物事に取り組む力やコミュニケーション力を育てます。

中学生で構成される子ども会のリーダー。大人と子どもの架け橋として、
高知市子ども会連合会の主催する野外活動やボランティア活動等の行事で活躍します。

開校期間　令和4年4月～7月の主に日曜日（全6回を予定）　
対 象 者　令和4年度に中学1年生～中学3年生になられる方　
募集定員　10人
参 加 費　無料。ただし、昼食代等は自己負担となります。
　　　　　また、保険料 420 円（保険加入のための高知市子ども会連合会の会費等を含む）を
　　　　　別途いただきます。
申込期間　令和4年3月14日（月）～3月29日（火）
受　　付　高知市教育委員会青少年・事務管理課　TEL 088-823-9468
　　　　　高知市鷹匠町2丁目1-43　高知市役所たかじょう庁舎4Ｆ（電停高知県庁前南へ徒歩2分）
　　　　　※申し込みには直接青少年・事務管理課までお越しください。


