
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

高知県内の
イベント情報を
掲載して
いるよ！



4月23日(土)
～10月22日(土)
　
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
13：30～16：30

　
②随時
  9：00～12：00
13：30～16：30

　
　
①7月16日(土)
～10月10日(月祝)
※休館日を除く
　開館時間内
　
②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
7/23～8/27の土曜日
10：00～12：00
14：00～16：00
※工作･体験時間は
　20～30分です。

　
毎週金曜日
17：30～19：30
（月4回）

※雨天等で中止の
場合は火曜日
（予備日）

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。

大方ホエール
ウォッチング
担当：大迫
受付時間：8：30～17：30
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
　　 　※祝日の場合は開館
TEL：088-823-7767

　
　

 　

春野総合運動公園
担当：中川
受付時間：8：30～17：00
TEL：088-841-3105

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

※7/22～8/31の
　月･水･金は10:00～19:00

　

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：HPまたは電話にて右記まで。

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！
お魚博士による海の生き物レクチャー付き。
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
　

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？
お魚博士による海の生き物レクチャー付き。
対　象：小学生以上（保護者も可）
定　員：16名
参加費：半日6,000円（傷害保険含む）
　
場　所：柏島と周辺海域（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。
　

高知の海で見つかった生き物たちの標本や写真、
化石を見てみよう。ジオパーク等の施設の魅力
を紹介。8月からは子ガメ水槽も登場！
　

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。

ソフトテニスを楽しみましょう！ラケットを持って
いなくても大丈夫。無料貸し出しあります。
場　所：春野総合運動公園 テニスコート4･5番
　　　　（高知市春野町芳原2485番地）
対　象：小学生
定　員：10名
参加費：2,600円／月（保険料800円1年間有効）
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

Ｇペンなどを使うアナログ作画と、液晶タブレッ
トを使うデジタル作画ができます。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
　　　　（事前申込不要）

　
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

①毎週土曜日
10：00～10：20

②毎週土曜日
10：30～11：00

　
　
6月1日(水)～
2023年2月28日(火)
10：00～
11：30～
14：00～
15：30～

　
6月18日(土)
～9月11日(日)
9：00～17：00
※入場は16：30まで

会期中無休
　

　　

7月2日(土)
～9月4日(日)

9：00～17：00
※入館は16：30まで

会期中無休
　

①7月7日(木)
～7月27日(水)
9：00～17：00
最終日は15：00まで
　
②7月18日(月祝)
～8月14日(日)
9：00～17：00
最終日は16：00まで

　
7月14日(木)
～9月13日(火)
9：00～17：00

※水曜日休園
　8/10は臨時開園

高知おもちゃ病院
南国診療所
①石上
TEL：080-4034-2516
安芸診療所
②清岡
TEL：0887-34-4404

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

　
　児童家庭支援センター
高知みその
担当：溝渕 千晴
開所時間：8：30～18：00
TEL：088-872-6488
E-mail：misono@
athena.ocn.ne.jp

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

高知県立文学館
担当：福冨
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

　
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
　　　 ※8/10は臨時開園
TEL：088-832-0189

　

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）
※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。
　

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。
　
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
　　　　※直接会場にお越しください。

こどもさんに贈る、大切な想いを込めた絵本を
つくります。
※詳細はHP、Facebook、Instagramで。
来　所：高知聖園ベビーホーム北館
　　　　（高知市新本町1丁目7-30）
　　　　※オンライン（ご自宅）も可
対　象：乳幼児のいるご家族
　　　　妊婦さん及びそのご家族
定　員：各回1組　　　参加費：無料
申込み：電話またはメール(件名に｢絵本づくり

申込｣、本文に、参加者氏名、連絡先、
住所、希望日時、作りたい冊数を記入)
にて右記まで。

世界中の“奇妙なもの”を追い求め120カ国
以上を巡った写真家・佐藤健寿。｢奇界遺産｣他、
200点あまりの作品を一堂に紹介。
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850円、
　　　　一般1,200円

児童書｢おしりたんてい｣の魅力を楽しくご紹介
する展覧会です。
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

いの町出身の漫画家・コマツシンヤさんの制作
した漫画や絵本、イラストなどの原画を展示します。
　

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

アニマルランド内で撮影された写真を募集し
コンテストを開催しました。
期間中、入賞作品を展示します。
場　所：わんぱーくこうちアニマルランド
　　　　（高知市桟橋通6-9-1）
入園料：無料

※税込価格で掲載しています。

北部地区北



①7月16日(土)
～8月31日(水)
9：00～17：00
　

②7月16日(土)
～8月31日(水)
9：00～17：00
　
③7月16日(土)
～9月4日(日)

9：00～17：00

会期中無休

　

①7月16日(土)
～8月28日(日)
9：30～16：45

　②毎月第3土曜日
9：30～

　　
　
7月18日(月祝)
7月24日(日)
7月31日(日)
8月  5日(金)
8月11日(木祝)
8月14日(日)
16：30～21：00

7月21日(木)～
2023年1月8日(日)
9：00～17：00

7月21日(木)
7月27日(水)
19：00～21：00

7月23日(土)
～11月27日(日)
9：00～17：00

7月23日(土)
～8月31日(水)
11：00～
14：00～

所要時間：
　30分～1時間

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
TEL：0887-56-3509

　
(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

佐川地質館
担当：森
開館時間：9：00～17：00
休館日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0889-22-5500

(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

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
　　　 8/15･10/11は開館
TEL：0889-26-1060

（公社）トンボと自然を
考える会
担当：平林・溝渕
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

人気のスタンプラリーが牧野博士生誕160年
記念の特別版で登場！今年は博士の秘密や
ゆかりの植物をめぐる探検をしよう。
　

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。その生態と
多様性を紹介します。
　

昨年開催した手紙コンテストに寄せられた牧野
博士へ伝えたいことや草木への思いが詰まった
手紙12作品が展示されます。
　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）

牧野植物園の巡回展がのいち動物公園にやって
きます。県内の絶滅危惧種と、どうしたらそれら
を守れるのか、環境ごとに解説展示します。
　

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)

自分の作った望遠鏡で星や月を観察します。
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：2,550円
申込み：電話にて右記まで。

二枚貝そっくりだけど二枚貝ではない不思議な
仲間腕足動物。その生態、分類について、腕足動
物の化石とともに紹介します。
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
※龍馬パスポートなどで割引あり。申込不要。

この日は、月明かりがないので、美しい夏の大三
角や、天の川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。

牧野植物園で行われた牧野博士を紹介する
企画展を、巡回展として開催します。
牧野博士を掘り下げます。
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

ビーズでトンボのストラップを作ります。
場　所：四万十川学遊館あきついお
　　　　（四万十市具同8055-5）
対　象：四万十川学遊館あきついお入館者
定　員：各20名　　　
入館料：4歳～小学生330円、
　　　　中高生440円、大人880円
体験料：500円（材料費）
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。

①7月23日(土)
～8月28日(日)
  9：00～11：00
13：00～15：00

　

②7月23日(土)
～8月7日(日)

9：30

③7月23日(土)
～8月7日(日)

13：30

7月24日(日)
①10：30～12：30
②14：00～16：00

※四万十店は①のみ

7月24日(日)
12：00～
15：00～
（10分程度）
※内容は同じです。

7月24日(日)
13:00～14:15

①7月24日(日)
14：00～15：00
※受付13：30～

②8月28日(日)
14：00～15：00
※受付13：30～

7月24日(日)
7月31日(日)
8月  7日(日)
8月14日(日)
8月21日(日)
8月28日(日)
14：30～14：45

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
　　　　　ただし予約優先

コマドリ
卸団地店：088-885-5885
土佐道路店：088-850-0088
はりまや店：088-882-2945
四万十店：0880-31-0887

佐川地質館
担当：森
開館時間：9：00～17：00
休館日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0889-22-5500

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

児童家庭支援センター
高知みその
担当：溝渕 実和
開所時間：8：30～18：00
TEL：088-872-6488
E-mail:misono@
athena.ocn.ne.jp
　

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
　　　 ※8/10は臨時開園
TEL：088-832-0189

　

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、砂を吹きつけて模様を出す
体験です。当日のお持ち帰り可。
定　員：10名（先着）
参加費：1,500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。
一度に二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一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：1,800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。

安心のプラスチック針＆簡単ぬい穴つきのフェ
ルトを使って作ります。
トイレットペーパーの芯を2本ご持参ください。
場　所：右記の各店舗
対　象：小学生
定　員：各4名
参加費：880円
申込み：電話または直接右記の店舗まで。

高知県や佐川町の大地がどのようにできたのか、
展示をもとに解説します。
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
※龍馬パスポートなどで割引あり。申込不要。

牧野植物園巡回展関連イベントとして、越知町立
横倉山自然の森博物館・四国自然史科学研究セ
ンターより講師を招いて講演会を行います。
場　所：高知県立のいち動物公園
　　　　（香南市野市町大谷738）
対　象：こども～大人
定　員：40名（先着）
入園料：470円
　　　　(18歳未満、高校生以下無料)
※当日12:30～どうぶつ科学館にて整理券配布。

Mamaサポートよつば助産院の藤原恵先生を
お迎えし、産前産後をリラックスして過ごす為の
ヨーガを教えて頂きます。
場　所：①南国市地域交流センターMIARE！
　　　　　（南国市大埇甲2117番地）
　　　　②高知県立ふくし交流プラザ
　　　　　（高知市朝倉戊375-1）
対　象：妊娠15週以降の妊婦さん
　　　　（経過が順調な方）
　　　　6ヶ月までの赤ちゃんとお母さん
定　員：各6組
参加費：無料
申込み：電話またはメール(件名に｢リラックス

ヨーガ申込｣、本文に、参加者氏名、
連絡先、住所、希望日を記入)にて右記
まで。

飼育担当者しか知らない動物のお話をします。
場　所：わんぱーくこうちアニマルランド
　　　　（高知市桟橋通6-9-1）
対　象：こども～大人
入園料：無料
　　　　※直接お越しください。



北部地区北 ※税込価格で掲載しています。

7月24日(日)
8月  7日(日)
8月21日(日)
14：20～16：30

7月26日(火)
～8月21日(日)
9：00～17：00
※入場は16：30まで

会期中無休

7月26日(火)
～7月29日(金)
8月  2日(火)
～8月  5日(金)
10：00～12：00
13：30～15：30

①7月29日(金)
10：00～12：00

　

②8月  3日(水)
10：00～12：00

　※講座①か②いずれか

　
①7月30日(土)
～8月28日(日)
9：00～17：00
最終日は15：00まで

②8月  3日(水)
～8月16日(火)
9：00～17：00
最終日は16：00まで

　

7月30日(土)
8月  7日(日)
  9：00～12：00
13：00～16：00

　

7月30日(土)
9：00～15：00

※貸切バス
　9：00高知駅発

※案内書を送ります。

室戸ドルフィンセンター
受付時間：9：00～17：00
TEL：0887-22-1245

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

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
　　 　※祝日の場合は開館
TEL：088-823-7767

(公財)高知県国際交流協会
担当：中原
〒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(金)

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

※当日受付も可能です。
　
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
E-mail:sin1_nature@
yahoo.co.jp

　
申込締切：7月27日(水)

　

イルカのお話、ご飯作り、一緒に泳げてサインも
出せる！最後はお土産作りも！夏休みの宿題に
も役立つイルカ冊子もプレゼント！
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：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。

今年のサマープロジェクトは、北斎のパロディな
どで、活動の幅を広げている漫画家・しりあがり
寿さんの作品をお楽しみいただけます。
場　所：高知県立美術館
　　　　（高知市高須353-2）
対　象：こども～大人　※入場無料

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。

ベトナム人講師から、ベトナムの文化や季節行
事について学び、中秋節でこどもが使うランタン
を工作します。
　

シンガポール人講師から、シンガポールの文化
や季節の行事について学び、さまざまな場面で
使用するランタンを工作します。
　
場　所：高知県国際交流協会ラウンジ
対　象：小学生の親子　
定　員：6組12名程度　
参加費：300円（保険料込み）
申込み：HPのGoogleフォームまたは申込書を

郵送、FAX、メールのいずれかで右記
まで。

土佐の匠・吉川毅さんの制作したフラフ、土佐凧
等と絵師金蔵の作品を展示します。
　

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

高知城や城下町、自分が住む地域の歴史など、
歴史をテーマにした自由研究を博物館の学芸
員がサポートします！気軽に相談してね！
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
※来館日時と自由研究のテーマが決まっている
場合は、事前にご連絡ください。

「地球と遊ぼう・自然と話そう」
ツリークライミング・野菜収穫体験・季節の自然
とふれあうネイチャーゲーム
場　所：本山町本山　帰全山公園
　　　　（長岡郡本山町本山）
対　象：こども、大人
定　員：20名
参加費：2,000円
申込み：住所、氏名、年齢、連絡先、バス利用の

有無をメールにて右記まで。

7月30日(土)
9：30～11：45

7月30日(土)
～8月29日(月)
※期間中の金土日月
10：00～17：00

7月30日(土)
7月31日(日)
11：00～17：00

7月30日(土)
16：30～21：00

7月31日(日)
9：00～12：00

　

7月31日(日)
～8月14日(日)
  9：00～11：00
13：00～16：00

①7月31日(日)
※雨天の場合は8/7
10：00～12：00

②8月21日(日)
※雨天の場合は8/28
10：00～12：00

※受付は9：00～

平和資料館・草の家
受付時間：9：00～17：00
休館日：水・日曜日・祝日
TEL：088-875-1275

申込締切：7月23日(土)
　
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
　　　 ※水曜は連絡可
TEL：088-820-8250

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

申込締切：7月31日(日)

(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

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

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
休館日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0889-22-5500
申込締切：
　①7月24日(日)必着
　②8月14日(日)必着

　

高知空襲の話を聞いた後、焼夷弾の焼け跡が
わかる塀・焼残った建物など３か所をめぐり
最後は平和七夕を見学します。
集　合：平和資料館・草の家
　　　　（高知市升形9-11）
対　象：小学生
定　員：10名
参加費：300円（電車代・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。

平和ってなんだろう。平和や戦争をテーマにした
こどもの本を紹介展示、貸し出しも行います。
本から感じ考えてみませんか？
場　所：高知こどもの図書館　あとりえほん
　　　　（高知市丸ノ内1-1-10）
対　象：こども～大人
参加費：無料
　　　　※直接お越しください。

大きな紙や小さな端材に絵を描いたり、ろうけ
つ染・型染・絞染の技法による染色を体験したり
と幾つかのワークショップに参加できます。
場　所：蛸蔵（高知市南金田28）
対　象：幼児、小学生、一般
定　員：各日20名程度
参加費：3,000円
　　　　※時間内出入自由、全ての体験料込
申込み：電話またはメールにて右記まで。

昼間の星、太陽黒点の観測後に星の話をし、
食事後、夏の星座を探したり70cm反射望遠鏡
による天体観察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。

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：10チーム（3名１組）
参加費：1チーム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。

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：1,000円（小皿）～他各種あり
申込み：電話にて右記まで。

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。現地へ未舗装の道を通って
行きますのでお車でご来館ください。
集　合：佐川地質館
対　象：小学生以上の親子
定　員：20組（応募者多数の場合は抽選）
参加費：小中高生80円、大人240円
申込み：希望日、参加者全員の氏名、住所、電話

番号を明記の上、往復はがきにて右記
まで。



7月31日(日)
9：00～11：30

※雨天の場合は、
8月6日(土)に延期

7月31日(日)
10：00～11：00

7月31日(日)
10：30～11：00

7月31日(日)
※受付・計測
　11：00～12：00
※結果発表
　13：30～14：00

7月31日(日)
13：00～16：00

8月1日(月)
14：00～

8月3日(水)
14：00

8月1日(月)
15：00頃～

8月4日(木)
13：30頃

3泊4日

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

申込締切：7月20日(水)

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21日(木)
　
オーテピア高知図書館
バリアフリーサービス担当
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
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
　　 　※祝日の場合は開館
TEL：088-823-7767

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：7月27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

　

高知城をめぐりながらクイズに挑戦し、高知城
の歴史やつくりについて知ろう！ふだんは見られ
ない追手門内部も特別に見学できるよ！
集　合：高知城歴史博物館1階　ホール
対　象：小学生
定　員：10名（応募者多数の場合は抽選の上、
　　　　※当選者にのみ整理券を発送）
参加費：無料

※保護者が高知城懐徳館に入館する
場合は利用料（420円）が必要

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。

空手道　蓮久の味元孝志さんによる体験教室。
心と体を鍛えます。
場　所：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(フリガナ)、年齢、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。

絵本と手話を一緒に楽しむおはなし会です。
絵本の読み聞かせに手話がつきます。
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：3歳～小学生とその保護者
　　　　手話に興味がある方
定　員：10組
参加費：無料
　　　　※直接会場にお越しください。

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：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。

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。自由参加。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
　　　　※見学はどなたでも
参加費：無料
　　　　※直接お越しください。

日常と親元を離れ、遊びながら学ぶ2泊3日。
JALの客室乗務員と一緒に、コミュニケーション
力や自己管理能力などを身につけます。
場　所：高知市工石山青少年の家
　　　　（高知市土佐山高川1898-33）
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：10,000円
申込み：HPの申込みフォームまたはメールで

右記まで。

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、ところてんづくり体験等。
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：38,000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。

8月  1日(月)
8月  4日(木)
8月13日(土)
8月17日(水)
8月25日(木)
8月27日(土)
8月30日(火)
19：00～21：00

8月2日(火)
9：30～11：30

　

①8月  2日(火)
②8月  4日(木)
③8月23日(火)
④8月25日(木)
缶バッジ作り
10:00～12:00
14:00～16:00
作画体験教室
  9:30～10:30
11:00～12:00
14:00～15:00

8月3日(水)
①10：30～12：00
②13：00～14：30
　

8月  4日(木)
8月11日(木祝)
8月18日(木)
8月25日(木)
10：00～15：00
※時間内、
　フリー参加

8月6日(土)
県民文化ホール前
9：25バス乗車

※現地集合者は
10：20青少年の家

1泊2日

(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

高知城ホール
教育相談所
受付時間：9：00～12：00
休所日：土日祝日
TEL：088-873-0245

申込締切：7月22日(金)

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

※7/22～8/31の
　月･水･金は10:00～19:00

申込締切：
　各回の1週間前を予定

お城下(まち)ベース
担当：城下（しろした）
受付時間：13：00～20：00
TEL＆FAX：
　　　088-855-9154

申込締切：8月1日(月)

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

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
E-mail：asada@
mc.pikara.ne.jp

申込締切：7月22日(金)
　　　　 18：00厳守

　

美しい七夕の星と天の川を見ることができます。
しだいに東の空に土星がのぼってくるように
なります。
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。

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。
これまで参加された方は参加できません。
集　合：高知城ホール　1F教育相談所
　　　　（高知市丸ノ内2-1-10）
対　象：小学生　　　定　員：10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。

高知まんがBASEが高知蔦屋書店とTSUTAYA
中万々店に出張！缶バッジ作りと作画体験が
できます！
場　所：①②高知蔦屋書店
　　　　　（高知市南御座6-10）
　　　　③④TSUTAYA中万々店
　　　　　（高知市中万 8々09）
参加費：無料
缶バッジ作り：定員なし
作画体験教室：各回10名程度（先着）
※申込方法等の詳細は7月中旬頃より、HPや
SNSに掲載予定。
　（作画体験教室は事前申込が必要）

お気に入りの写真を使って楽しいアルバムを
作りましょう。
講　師：①浜田有紀、②城下美穂
場　所：コラボスペース＊ハロペ
　　　　（高知市知寄町2丁目1-29
　　　　　ベスト電器高知本店3F）
対　象：小学生以上
　　　　※小学2年生以下は保護者同伴
定　員：各回5組　　　参加費：1,000円
申込み：電話またはFAXにて右記まで。

竹で万華鏡を作ります！木からペンダントを
作ります！ネイチャーゲームで自然の不思議な
世界を探検します。発見がいっぱいだよぉ！
場　所：土佐れいほく観光協議会　玄関ホール
　　　　（長岡郡本山町本山582-2）
対　象：こども、大人
参加費：200円（材料費込み）
　　　　※申込不要、直接お越しください。

親子で工石山青少年の家でテント設営や野外
炊事を楽しみ。工石山に登山して北に四国山脈、
東室戸方面を眺め南に浦戸湾が見えるかな。
場　所：工石山青少年の家（高知市高川）
　　　　工石山1177ｍ
対　象：小･中学生と保護者
定　員：26名（バス利用は14名まで）
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、電話番号を明記

の上、ハガキ、FAX、メールのいずれか
で右記まで。

黄色い表紙が目印の「わいわいくじら」は、賛同企業・団体・個人の皆さまのご協力を得て、
NPO高知市民会議が発行している情報紙です。



北部地区北 ※税込価格で掲載しています。

8月6日(土)
8月7日(日)
10：00～15：00
※最終受付14：00

8月6日(土)
10：30～13：30

8月6日(土)
チェックイン
12：00～
おはなし会
14：00～

8月7日(日)
チェックアウト
～17：00

8月  6日(土)
8月20日(土)
13：00～16：30

8月6日(土)
14：00頃～

8月8日(月)
14：00頃

2泊3日

8月6日(土)
9月3日(土)
14：00～
(30分程度)

8月7日(日)
13：00～14：30

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

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23日(土)
　
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
　　　 ※水曜は連絡可
TEL：088-820-8250

申込締切：8月5日(金)

創造広場「アクトランド」
受付時間：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：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

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

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6日(土)

　

木の良さや作る喜びを感じながら、ノコギリ・
金槌・釘を使って小中学生を中心に家族で作品
を作ろう。夏休みの宿題もこれで解決！
場　所：甫喜ヶ峰森林公園　研修棟
　　　　（香美市土佐山田町平山）
対　象：小中学生とその家族
参加費：1作品500円（保険料込み）
　　　　※直接お越しください。

はじめてのパン作り！
ウインナーロール＆ピザパンを作ろう♪
場　所：ピポット高知
対　象：小学生の親子（2名1組）　　
定　員：4組（抽選）
参加費：1,500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。

夜の図書館でぬいぐるみたちは何をするので
しょう？ぬいぐるみたちの様子は、写真と手紙で
お知らせします。おはなし会もあります。
場　所：高知こどもの図書館
　　　　（高知市丸ノ内1-1-10）
対　象：就学前のこども～中学生とぬいぐるみ
定　員：10名
参加費：ぬいぐるみ一人1,000円
　　　　（1泊2食・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。

龍馬と同じ時代に活躍した人々を学芸員と一緒
に楽しく学ぼう！夏休みの自由研究にもおススメ。
昔のお金を使ってお買い物体験もあるよ♪
場　所：創造広場「アクトランド」
　　　　（香南市野市町大谷928-1）
対　象：小学生
定　員：各10名
参加費：800円（香南いこいこ割適用で400円）
申込み：電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。

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！ところてんづくり体験。
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：33,000円(プログラム費、食費、保険等)

※別途、宿泊2日11,000円～14,000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。

当館ボランティアのみなさんが楽しい絵本を
読んでくれます。
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
参加費：無料
　　　　※直接会場にお越しください。

四国の生きもののお話を聞く講座です。
今回は、身近で手に入る材料を使って鳥の剥製
をつくる方法をご紹介します。
場　所：横倉山自然の森博物館
　　　　（高岡郡越知町越知丙737-12）
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：7月7日(木)よりHPの応募フォーム

または電話にて右記まで。

8月7日(日)
①10：30～12：30
②14：00～16：00

※四万十店は①のみ

8月7日(日)
①10：00～10：45
②11：00～11：45

8月  8日(月)
8月  9日(火)
8月10日(水)
8月12日(金)
14：30～16：00
（全4回）

8月9日(火)
10：30～13：30

①8月10日(水)
16:15～17:45

②8月11日(木祝)
13:00～16:00

　
  8月13日(土)
  9月10日(土)
  9月24日(土)
10月  2日(日)
9：30～21：00
※開園時間延長
　入園は20：00まで

8月13日(土)
①10：30～12：30
②14：00～16：00

※四万十店は①のみ

8月13日(土)
8月14日(日)
17:00～21：00
※最終入園20：30

コマドリ
卸団地店：088-885-5885
土佐道路店：088-850-0088
はりまや店：088-882-2945
四万十店：0880-31-0887

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

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29日(金)

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26日(火)
　
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

※7/22～8/31の
　月･水･金は10:00～19:00

申込締切：①8月3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

コマドリ
卸団地店：088-885-5885
土佐道路店：088-850-0088
はりまや店：088-882-2945
四万十店：0880-31-0887

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

　

お部屋に飾ってもキレイなペットボトルをリサイ
クルした万華鏡を作ります。
500㎖の空ペットボトル1本をご持参ください。
場　所：右記の各店舗
対　象：小学生　　　定　員：各4名
参加費：935円
申込み：電話または直接右記の店舗まで。

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
　　　　※直接会場にお越しください。

「顔を水につけられるように」「水に浮けるように」
「けのびができるように」を目標に、水慣れ水泳
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1～4年生　※全日程参加できること
定　員：20名（先着）　　参加費：3,000円
申込み：7月25日(月)より電話にて右記まで。

小学生でも簡単！
メニューはドライカレー＆野菜スープ♪
夏休みのランチ作りに挑戦しよう！
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。

毎回テーマを設けて作品を制作することで絵を
描くことがもっと楽しくなるイベントです。
詳細は決定次第、HPなどでお知らせします。
定　員：8名（先着）
※事前申込が必要です。詳しくは、HPなどの
イベント関連情報をご参照ください。

自分だけの大きな缶バッジ（直径76mm）を
作って、友達に自慢しよう！
対　象：こども～大人（事前申込不要）

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）
参加費：無料

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)

ぷるぷるの透明生物が浮かぶアクアリウムを
作ります。LEDライト付きです。
場　所：右記の各店舗
対　象：小学生　　　定　員：各4名
参加費：1,100円
申込み：電話または直接右記の店舗まで。

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）



8月13日(土)
14：00～16：30

8月14日(日)
10：00～12：00

8月15日(月)
8月16日(火)
8月17日(水)
10：30～11：56
14：00～15：26

8月15日(月)
11：00～11：30

8月17日(水)
10：00～11：00

8月17日(水)
8月18日(木)
8月19日(金)
8月22日(月)
8月23日(火)
8月24日(水)
8月25日(木)
14：30～16：00
（全7回）

8月18日(木)
10：00～13：00

高知城ホール
教育相談所
受付時間：9：00～12：00
休所日：土日祝日
TEL：088-873-0245

申込締切：7月22日(金)

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
休館日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0889-22-5500

申込締切：8月7日(日)必着

シネマ四国
担当：田邊
お問合せ：9：30～19：00
TEL：088-855-9481

お城下(まち)ベース
担当：城下（しろした）
受付時間：13：00～20：00
TEL＆FAX：
　　　088-855-9154

申込締切：8月12日(金)

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(日)
　
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29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：8月10日(水)

　

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。

貝化石のクリーニングを行います。
貝化石は地質館で用意しますが、持ち込んで
いただいたものでも構いません。
場　所：佐川地質館
対　象：小学生以上　※小学生は保護者同伴
定　員：10組（応募者多数の場合は抽選）
参加費：小中高生80円、大人240円
申込み：希望日、参加者全員の氏名、住所、電話

番号を明記の上、往復はがきにて右記
まで。

映画｢人体のサバイバル！｣｢深海のサバイバル！｣
を２本立て上映。
※詳細は、シネマ四国のHPを見てね。
場　所：高知県立美術館ホール
　　　　（高知市高須353-2）
対　象：こどもと保護者
定　員：各回399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、美術館ミュージアムショップほか
で、8月14日(日)まで販売。

パネルシアターと手遊び、わらべうたや絵本など
でおはなし会を行います。
場　所：おうちスペースi（高知市入明9-11）
対　象：乳幼児と保護者
定　員：5組　　　参加費：無料
申込み：電話またはFAXにて右記まで。

聴覚障害者とのコミュニケーション方法として
簡単な手話を楽しく学びます。
場　所：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(フリガナ)、年齢、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。

「足をつかずに25ｍ泳げるように！」「より上手に
泳げるように！」を目標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：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
　　　　※全日程参加できること
定　員：32名（先着）
参加費：5,250円
申込み：7月25日(月)より電話にて右記まで。

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：8月1日(月)より電話にて右記まで。

8月19日(金)
14：00頃～

8月21日(日)
14：00頃

2泊3日

8月20日(土)
10：00～16：00

8月21日(日)
  8：00出発
12：00解散
※受付は7：50まで

8月21日(日)
10：00～12：00
13：00～15：00

8月21日(日)
13：00～14：30

　
8月22日(月)
8月24日(水)
8月25日(木)
8月26日(金)
8月27日(土)
8月28日(日)
8月29日(月)
8月31日(水)
14：00～15：30
（全8回）
　
8月23日(火)
8月24日(水)
8月25日(木)
8月26日(金)
柔道･剣道
9：00～11：00
合気道･少林寺拳法
13：30～15：30

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

NPO法人環境の杜こうち
こうち環境博実行委員会
事務局：塚崎
お問合せ：10：00～17：00
休館日：土･日･祝日・
　　　　第2水曜日
TEL：088-802-2201

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
E-mail：asada@
mc.pikara.ne.jp

申込締切：8月12日(金)

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

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20日(土)

春野総合運動公園
担当：中川
受付時間：8：30～17：00
TEL：088-841-3105

申込締切：8月15日(月)

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

　

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！ところてんづくり体験。
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：33,000円(プログラム費、食費、保険等)

※別途、宿泊2日11,000円～14,000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。

自由研究や調べ学習にも役立つ、観察や表現の
基本を学ぼう！ワークショップのほか展示コー
ナーもあります。
場　所：こうち男女共同参画センター「ソーレ」
　　　　（高知市旭町3丁目115番地）
対　象：小学生
参加費：無料（ワークショップは材料費）
※ワークショップは材料が無くなり次第終了。
　直接お越しください。

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
持ち物：行動食･お茶･雨具･手袋･ビニール袋
参加費：無料
申込み：〒、住所、氏名、年齢、電話番号を明記

の上、ハガキ、FAX、メールのいずれか
で右記まで。

「苔」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。

落ち葉のすきまや土の中にいる、トビムシ、カニ
ムシ、ダンゴムシなどの小さな生きものの観察会
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　※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：7月21日(木)よりHPの応募フォーム

または電話にて右記まで。

(公財)高知県スポーツ振興財団では、小学生を
対象として、夏休み小学生水泳教室を開催します。
場　所：春野総合運動公園　25ｍプール
　　　　（高知市春野町芳原2485番地）
対　象：小学生　　　定　員：20名
参加費：6,000円
申込み：8月1日(月)より電話にて右記まで。
　　　　※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･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：8月11日(木)より電話にて右記まで。
　　　　※定員になり次第締め切り。



募集期間
9月1日(木)
～11月10日(木)
※必着

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。

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

●「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㈱ ㈱ウイル おうちスペースｉ 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㈱ （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㈱ ㈱高知放送 ㈱コマドリ
㈱サニーマート ㈱サンプラザ 四国ガス㈱高知支店 筒井紙業印刷㈱
西山セメント販売㈱ 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33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

8月23日(火)
9：30～11：30

8月25日(木)
10：00～11：40
14：00～15：40

※上映の45分前から
　入場券配布

8月27日(土)
9：00～14：30

8月27日(土)
14：00～16：00

8月28日(日)
13：00～
15：00～
（10分程度）
※内容は同じです。

高知城ホール
教育相談所
受付時間：9：00～12：00
休所日：土日祝日
TEL：088-873-0245

申込締切：7月22日(金)

オーテピア高知図書館
映画会担当
火～金：9:00～20:00
土日祝：9:00～18:00
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、7･8月の
　土曜日は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
休館日：月曜日
　　　 ※祝日の場合は翌日
TEL：0889-22-5500

　

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　1F教育相談所
　　　　（高知市丸ノ内2-1-10）
対　象：小学生
定　員：6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。

｢スポンジ・ボブ 海のみんなが世界を救Woo!｣
を上映します。
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。

地震・防災に関するクイズラリーやシェイク
アウト訓練、ミニ実験にチャレンジ！！
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。

小学校への出前クラシック教室でも人気の、
サクソフォーン4人組によるスペシャルコンサート。
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　※未就学児無料
前売券：学生1,000円、一般2,000円
当日券：学生1,500円、一般2,500円

特別展を実施中の腕足動物について、二枚貝
との比較や生態・分類を解説します。
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
※龍馬パスポートなどで割引あり。申込不要。


