
九十九島遊覧船パールクィーン
サンセットクルーズ

九十九島に沈む夕日を遊覧船パール
クィーンから眺めるクルーズです。
日程　5 月 3日㊌㊗～ 7日㊐
※18時20分（出航時間は目安）。
料金　高校生以上 1,400 円、4歳～
中学生 700 円
定員　280 人

無人島上陸とエサやり体験クルーズ
日程　4 月 29 日㊏㊗、30 日㊐、5
月 3日㊌㊗～ 7日㊐
※10時 30分、11時 45分、13時、
14時15分（出航時間は目安）。

料金　高校生以上 2,050 円、4歳～
中学生 1,030 円
定員　各便 10人

裏きらら～水族館の裏をのぞいて
みよう！～

水族館の裏側を期間限定で公開します。
日程　5 月 3日㊌㊗～ 7日㊐
※10時～12 時。
料金　無料（入館料が別途必要）

朝きらら
開館前の水族館見学とクルージング
がセットになった人気のツアーです。
日程　5 月 3日㊌㊗～ 7日㊐
※8時～10 時。
料金　高校生以上 3,730 円、4歳～
中学生2,220円、3歳以下100円
※当日だけ水族館に再入館できます。
定員　各日先着 40人
申込　前日までに電話で海きららへ

あまもばDEプラ板工作　
海きららのマスコットキャラクターを
プラ板で作り、ストラップにします。
日程　5 月 3日㊌㊗～ 5日㊎㊗
※ 9時から。
場所　こどもひろば あまもば
対象　幼児～（小学 3年生以下は
保護者同伴）

料金　無料（入館料が別途必要）
定員　各日先着 50人

シーカヤック体験　

日程　4 月～ 10月の日曜、祝日
※11時～15時30分（約 45分）。
場所　九十九島パールシーリゾート
内マリーナ
料金　1 人乗り艇 520円、2人乗
り艇 1,030円

九十九島ボランティアガイド募集
ビジターセンター、水族館、遊覧船
などの九十九島エリアで活動するボ
ランティアガイドを募集します。
対象　18 歳以上で九十九島の自然
に関心があり、初期研修（5回）
に参加できる人
定員　20 人
申込　4 月 10 日㊊～ 5 月 12 日㊎
に住所、氏名（ふりがな）、年齢、
電話番号を記入し、はがきかファ
クスでビジターセンター「九十九
島ビジターセンター内　九十九島
ボランティアガイド事務局」へ
※受付後に必要書類を郵送します。

トビカズラウォーク
～神秘の花を歩いて発見！～

九十九島に生育するトビカズラを観
察します。

日程　4 月 23 日㊐ 10時～12 時
場所　九十九島ビジターセンター集合
対象  小学生以上（小学 3年生以
　下は保護者も参加）
料金　1 人 200 円　
定員　20 人
〆切　4 月 14 日㊎必着（応募者多
数の場合は抽選）

安満岳トレッキング
～春の花を楽しむ山歩き～

日程　5月6日㊏9時45分～14 時
※荒天時中止。
場所　安満岳登山口駐車場集合
対象　小学 3 年生以上（小学 3年
  生は保護者も参加）
料金　1 人 300 円　定員　20 人
〆切　4 月 21 日㊎必着（応募者多
数の場合は抽選）

カヤックで長尾半島
～親子の絆を深めよう～

日程　5 月 13 日㊏ 10 時～16 時
※荒天時中止。
場所　九十九島ビジターセンター
対象　小学 3 年生以上の子どもと
保護者のペア

料金　1 組 4,000 円　定員　10 組
〆切　5 月 1 日㊊必着（応募者多
数の場合は抽選）

申込　いずれも参加者全員の住所、
氏名（ふりがな）、年齢、性別、
電話番号を記入し、はがきかファ
クスでビジターセンター内の各係
（トビカズラウォーク係、安
満岳トレッキング係、カヤッ
クで長尾半島係）へ。ホームペー
ジからの申し込みもできます
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（パールシー）〒 858-0922  鹿子前町
1008  ☎ 28-4187
（九十九島ビジターセンター）鹿子前町
1053-2　☎28-7919  ファクス 28-7351

4月から新プログラムがスタート

日程　毎週土・日曜、祝日
内容　チーターのスポットガイド、
ペンギンたちの大冒険、キリンの
もぐもぐガイドなど
※詳しくはHP をご覧になる
か、お尋ねください。

料金　無料（入園料が別途必要）

春のローズフェスティバル2017

森きらら自慢のバラ園が満開の
バラであふれます。
日程　5 月 13 日㊏～ 28日㊐
内容　バラ園ガイドツアー（土曜10
時30分、日曜10時30 分、13 時
30分）、バラ園・ふしぎ発見！（土・
日曜 10時）、バラと木の実のリー
ス作り体験（日曜 13時、要予約）
※全て期間中。
　森きらら春の抽選会（5 月 27 日
㊏ 13時、整理券配布は12時）、
バラの苗販売（4月 29日㊏㊗～ 5
月 21日㊐の土・日曜、祝日 10時）
料金　イベントによって異なる
※いずれも入園料が別途必要。

※詳しくはお尋ねください。

飼育員になってみよう！
飼育体験ができるイベントです。
日程　4 月 22 日㊏ 10時～ 12時
対象　小学 5、6年生
料金　無料（入園料が別途必要）

定員　先着 10人
申込　4 月 11 日㊋～ 18 日㊋に参
加者全員の住所、氏名、年齢、保
護者の携帯番号を記入し、メール
（doubutsu@morikirara.jp）
で森きららへ
※写真撮影等の保護者の付き添いは
可能ですが、バックヤード、獣舎
内へは入ることができません。

ヒツジのさっぱりタイム
ヒツジの毛を刈りながら、飼育員が
ヒツジの生態などを紹介します。
日程　4 月 23 日㊐ 10時 30分
料金　無料（入園料が別途必要）

バラの春期管理講習会
日程　5 月 20 日㊏ 10 時 30 分～
12時
対象　小学生以上（小学生は保護
  者同伴）
料金　200円（入園料が別途必要）
定員　先着 30人
申込　5 月 1日㊊～ 20日㊏に参加
者の氏名、年齢、電話番号を記入し、
電話かメール（shokubutsu@
morikirara.jp）で森きららへ

　　　　

第 2回図書館まつり
日程　5月 3日㊌㊗～ 5日㊎㊗
内容　英語キッズデー、ビブリオバ
トル、日替わりおはなし会など
※詳しくはお尋ねください。

今月のおすすめ図書

お金が貯まるのは、どっち！？
菅井敏之 著（アスコム）

将来のために貯金したり、もしもの
ために保険に入ったりしますが、ど
のような仕組みか知っていますか？
本書では、身の回りのもので分かり
やすく紹介されています。

アラン先生と不幸な 8人
五百田達成 著（ワニブックス）

アランの幸福論の大ファンである亜
蘭幸男（アラン先生）が幸せになる
ための授業を行います。

こどもの日 GO！GO！科学教室
科学工作やおもしろ実験がたくさん
体験できるイベントです。
日程　5 月 5日㊎㊗ 10時～ 16時
料金　無料

少年科学教室　教室生募集
約半年間にわたって活動する少年科
学教室の教室生を募集します。
日程　5 月～ 11月
対象　小学 1年～中学 3年生
料金　教室によって異なる
※詳しくは学校配布のチラシをご覧
になるか、お尋ねください。

プラネタリウム
（投映時間 約 45分・火曜休館）

料金　高校生以上 310 円、4 歳～中
学生 150 円
　※市民は学習投映が無料です。
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〒 857-0031  保立町 12-31（市総合教育
センター内）☎ 23-1517

〒 857-1231　船越町2172　☎28-0011

〒 857-0026  宮地町 3-4　☎ 22-5618


