
春の特別展「癒やしの生きもの展」

森きららに人気のミニブタ「チャイ
ニーズポットベリー」や巨大なウサギ
「フレミッシュジャイアント」など、愛
らしい動物たちがやってきます。
日程　3月 14日㊏～ 5月 10日㊐
料金　①②③無料④ 500円　※①～④

とも入園料が別途必要。
①チャイニーズポットベリーのお部屋
におじゃまします！
　期間中の土・日曜、祝日
　11時 30分～ 12時 30分
②ふれあい体験
フレミッシュジャイアントやハリネ
ズミなど、特別展会場の動物たちと
触れ合うことができます　
　不定期開催
③ハーブでリラックスタイム
ハーブのガイドを聞きながらハーブ
ティーの試飲もできます
　3月 14日㊏、21日㊏、4月 4日㊏
※アレルギーをお持ちの人や妊娠中
の人は試飲をご遠慮いただく場合
があります。

④アロマワックスサシェ作り体験

ドライフラワーと木の実を使ってオ
リジナルのサシェを作ります
3月 28日㊏ 11時～ 15時
※定員 30 人で当日先着順で受け付
けます。1人 2個まで。　

朝の森きらら
開園前に、普段は見ることができない
ライオンの獣舎見学などを飼育スタッ
フの解説を聞きながら見学します。
日程　3月 22 日㊐、29 日㊐、4 月 5

日㊐　※ 8～ 9時。
料金　高校生以上970円、４歳～中学

生470円、3歳以下100円
定員　各日先着 30人
申込　電話か公式サイトで前日までに

九十九島動植物園へ
※動物の体調等で内容変更の場合あり。

動物たちに春の味覚をプレゼント
◦ニホンザルに春の山菜プレゼント
　3月 14日㊏ 15時～ 15時 15分
◦ゾウガメに春の山菜プレゼント
　3月 21日㊏ 15時～ 15時 15分
◦テナガザルに春の花束をプレゼント
　3月 28日㊏ 12時～ 12時 15分
料金　無料（入園料が別途必要）

天体観望会～星きらりで
スターウォッチングしませんか？～
日程　3月28日㊏19時～20時30分
料金　高校生以上320円、小・中学生

150円
定員　50人
申込　電話で少年科学館へ
※中学生以下は保護者同伴。
※雨天・曇天の場合はプラネタリウム
で当日の星空解説を行います。

プラネタリウム

※春休み期間中の平日は土曜の投映日
程です。詳しくはお尋ねください。
料金　高校生以上 320円、4歳～中学

生 150円　※ 3歳以下無料。4
歳以上の未就学児は大人 1人に
つき 1人無料。

プラネタリウム特別投映
「こぐま座のティオ 星空だいぼうけん」
幼児のための特別投映を行います。
日程	 3月22日㊐13時～13時30分
料金	 高校生以上320円、4歳～中学生	

150円　※3歳以下無料。4歳以上の	
未就学児は大人1人につき1人無料。

定員　68人（先着順）
申込	 3 月 11 日㊌ 9時以降に電話か

直接少年科学館へ
※同日程のちびまる子ちゃんは休映します。

市民ギャラリー展示会
第 3回髙原廣行の絵画作品展
日程　4月 4日㊏～ 4月 26日㊐

海賊船みらいの謎Ⅲ
九十九島海賊団の新しい仲間を探せ !

大好評のみらい謎解きクルーズがリ
ニューアル。超難問を解いて、九十九
島海賊団の仲間になろう。
日程　3月 14日㊏～ 5月 10日㊐
料金　高校生以上 1,500 円、4歳～中

学生 750円

愛犬と楽しもうヨットセーリング

日程　3月 14 日㊏～ 18 日㊌、27 日
㊎～ 29 日㊐、4月 3 日㊎～ 5
日㊐　※11時頃、13時頃、15
時頃出航予定。所要時間60分。

対象　4歳以上
料金　高校生以上 2,200 円、4歳～中

学生 1,100 円、愛犬は無料
定員　1艇 6人と 4頭（最大 2艇）
申込　希望日の前日までに九十九島遊

覧船事務所（☎ 28-1999）へ　
※乗船に当たり飼い主へのお願いがあ
ります。詳しくはHPをご覧ください。

春の特別展
「こい！コイ！鯉！展」

色鮮やかなニシキゴイやサメに似たアポ
ロシャーク、背びれが特徴的なイエン
ツィなど、コイの仲間約30種が大集合。
ドクターフィッシュと呼ばれるガラル
ファとのふれあい体験やコイの餌やり付
きバックヤードツアーも実施します。

日程　3月 14日㊏～ 5月 10日㊐
料金　無料（水族館入館料が別途必要）
◦ドクターフィッシュ体験
　期間中の土・日曜 12時～ 12時 15分
◦コイのエサやりつき！バックヤード
ツアー
　期間中の土曜 16時～ 16時 10分
※対象は幼児から（小学 3年生以下
は保護者同伴）。
※定員 5人（先着順、開始 5分前に
特別展会場入口看板前で受付）。

春休みお子様クルーズ
小型遊覧船とヨットに親しんでもらう
ため、6日間限定で中学生以下の子ど
もの乗船料が 500円になります。この
機会にどうぞご利用ください。
日程　3 月 20 日㊎㊗～ 22 日㊐、27

日㊎～ 29日㊐
対象　4歳～中学生
料金　高校生以上 2,200 円、4歳～中

学生 500円
※小型遊覧船は 3歳以下無料、ヨット
は 4歳から乗船できます。

さかな芸人ハットリの
スペシャルステージショー

日本さかな検定 1級を持ち、魚に詳し
いさかな芸人ハットリによる楽しいス
テージショーです。魚について歌と絵
で楽しく学べます。
日程　3 月 29 日㊐ 11 時 45 分～ 12

時 15分
料金　無料（水族館入館料が別途必要）

ヨットの日キャンペーン
4 月 10 日の「ヨットの日」にちなみ、
4日間限定の特別料金を設定します。
日程　4月 9日㊍～ 12日㊐
※ 10時 10 分頃から 16時 10 分頃ま
で 1時間おきに出航予定。

対象　4歳以上（3歳以下は不可）
料金　高校生以上 990円、4歳～中学

生 500円
定員　1艇 10人

はせぼん＆たけぼんの
絵本と音楽とマジックショー

絵本作家の長谷川義史さんと、マジシャ
ン・ミュージシャンの大友剛さんによる
LIVE。子どもから大人まで楽しめます。
日程　4月5日㊐11時30分～12時
料金　無料（水族館入館料が別途必要）

子ども調査隊
～みて ! 感じて ! 図鑑を作ろう !! ～
瀬渡し船で無人島に上陸し、そこで採
集した生き物をスケッチして、親子で
ランプシェード図鑑を作ります。
日程　5月 9日㊏ 11時 30分～ 17時
場所　九十九島ビジターセンターなど
対象　小学 3年生～中学 3年生とその

保護者（子どもだけの参加は不
可。保護者は 18 歳以上で高校
生不可。保護者 1人につき子ど
も 2人まで申し込み可能）

料金　500円
定員　20人（申し込み多数の場合抽選）
申込　3 月 14 日㊏～ 4 月 12 日㊐に

公式サイトの予約フォームで申
し込んでください

トビカズラウォーク
～神秘の花を歩いて発見！～

日程　4月25日㊏、26日㊐10時～12時
対象　小学生以上（小学 3年生以下は

保護者も参加）
料金　200円　定員　20人
※申込方法など詳しくはお尋ねください。
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九十九島パールシーリゾート
☎ 28-4187

九十九島ビジターセンター
☎ 28-7919 

九十九島動植物園
☎ 28-0011

市立図書館
☎ 22-5618

今月のおすすめ図書

少年科学館
☎ 23-1517

絵本  江戸のまち
太田大輔	作（講談社）

妖怪小僧が江戸の町をご案内。江戸
時代の暮らしや町並みなどが細かく
描かれています。それぞれの絵に詳
しい解説がついており、江戸の生活
がよく分かる 1冊です。

いとしい和の暮らし 人生のお祝い
平野恵理子	著（ヴィレッジブックス）
人生の節目から特別な日のお祝いま
で、その由来や作法などを愛らしい
イラストとともに詳しく紹介。文庫
本とは思えない情報量が魅力です。
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