
九十九島の春のクラゲ展示
1 年のうちで最も多くのクラゲが確認
される春。クラゲ研究室では、ヤワラ
クラゲやエボシクラゲといった春に出
現する種類を中心に生体展示やパネル
で紹介します。また、長期飼育が難し
くこの時期しか見られないクラゲも期
間限定で展示します。
日程　3月 27日㊏～ 5月 5日㊌㊗
　　　※クラゲの状態によって展示を

終了する場合があります。
料金　無料（入館料が別途必要）

逆指名バックヤードツアー
お客さまにガイドをしてほしい飼育ス
タッフを選んでいただき、投票数の多
かった上位 2人が水族館の裏側を案内
します。
日程　4月18日㊐～来年3月20日㊐

の毎月第3日曜※11時、14時。
料金　300円（入館料が別途必要）
定員　各回先着 20人
※小学 3年生以下は保護者同伴。

海のジェルキャンドルをつくろう！

貝殻や海の生き物のミニフィギュアを
使って、オリジナルのジェルキャンド
ルを作ります。
日程　4月 25日㊐ 11時、14時
対象　4歳以上（小学 3年生以下は保

護者同伴）
料金　500 円（保険料を含む、入館料

が別途必要）
定員　各回 10人

無人島上陸と
エサやり体験クルーズ

九十九島の無人島に上陸し、島の自然を

観察後、マダイの養殖筏
いかだ
に移動して餌

やり体験ができる人気のクルーズです。
日程　4月 29日㊍㊗～ 5月 5日㊌㊗
　　　※10時30分頃、11時45分頃、

13 時頃、14 時 15 分頃出航
予定。

対象　4歳以上
料金　高校生以上 2,200 円、4歳～中

学生 1,100 円
定員　各便 10人
申込　電話で九十九島遊覧船事務所

（☎ 28-1999）へ

サンセットクルーズ

船上から夕日を楽しむ「サンセットク
ルーズ」を 3日間限定で運航します。
夕日でオレンジ色に染まった海と、点
在する島々を眺めながらゆったりとし
た時間を過ごせます。
日程　5月 2日㊐～ 4日㊋㊗
　　　※ 18時 20分頃出航予定（所要

時間約 60分）。
料金　高校生以上 1,500 円、4歳～中

学生 750円
定員　各日 280人

裏きらら

普段は入ることができない水族館の裏
側をゴールデンウイークの 3日間限定
で一部無料開放します。水をきれいに
するろ過槽や展示デビュー前の生き物
が暮らす水槽の見学などができます。

日程　5月 2日㊐～ 4日㊋㊗
　　　※雨天中止。
料金　無料（入館料が別途必要）
　　　※ 5月 2日㊐のミステリーツア
　　　　ーは終日中止します。

朝の海きらら

クラゲの餌の紹介やイルカの朝の健康
チェックの様子など、オープン前の水
族館をゴールデンウイークの 4日間限
定で見学することができます。
日程　5月 2日㊐～ 5日㊌㊗
　　　※ 8時～ 10時。
料金　高校生以上 2,300 円、4歳～中

学生 1,680 円、3 歳以下 100
円（保険料、入館料を含む）

　　　※当日だけ水族館に再入館でき
ます。

定員　各日先着 20人
申込　希望日の前日までに電話また

は海きらら公式サイトの予約
フォームで申し込んでください

子どもの日ダイバー

子どもの日にちなんで、成長すると姿
が変わる魚や九十九島湾大水槽のウシ
エイ親子を紹介します。また、かぶと
をかぶったダイバーが登場し、写真撮
影もできます。
日程　5月5日㊌㊗11時～11時15分
料金　無料（入館料が別途必要）

九十九島パールシーリゾート  
☎ 28-4187
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シーカヤック体験
日程　4～ 10月までの日曜、祝日
　　　※11時～15時30分受け付け。

所要時間約 45分。
対象　4歳以上
料金　1人乗り艇 600円、2人乗り艇

1,200 円
申込　電話で九十九島遊覧船事務所

（☎ 28-1999）へ

お楽しみ会
日程　毎週土曜11時30分、14時30分
内容　スタッフによるお話や工作など
対象　幼児以上（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）

歩いて行こう！九十九島探検 !!
干潮の限られた時間しか現れない道を
通って、九十九島の無人島に上陸します。
日程　4月25日㊐11時～15時30分
　　　※荒天中止。
対象　半日程度ハイキングができる小

学 3年生以上の人（小学生は保
護者も参加）

料金　1人当たり500円（保険料含む）
定員　15人（応募多数の場合抽選）
〆切　4月 14日㊌（必着）
※状況に応じて人数制限等を設ける場
合があります。詳しくは同センター
ホームページをご覧ください。

トカゲの小さなお家を作ろう！
日程　4月 11日㊐、18日㊐、25日㊐、

5月 2日㊐、9日㊐
対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
料金　500円（入園料が別途必要）
定員　各日先着 10人
申込　希望日の前日までに氏名、年

齢、電話番号と参加希望日を電
話か Eメール（shokubutsu@
morikirara.jp）で同園へ

動植物園開園 60 周年記念
森きららモザイクアート写真募集
開園 60 周年を記念して、園内で撮影
された写真を組み合わせてモザイク
アートを制作します。皆さんの思い出
の写真をお待ちしています。
日程　4月 11日㊐～ 5月 31日㊊
　　　※完成披露は 9月 19日㊐。
応募　氏名、年齢、電話番号または E

メールアドレス、写真と動植物
園での思い出やエピソードを明
記して、森きらら公式サイト
の応募フォームか郵送（〒 857-
1231、船越町 2172）で同園へ

※写真サイズなど詳しくは、森きらら
公式サイトをご覧ください。

こどもの日 GO!GO! 科学教室
日程　5月 5日㊌㊗ 12時～ 16時
内容　科学工作やおもしろ実験体験
料金　無料
※詳しくは少年科学館ホームページや
学校配布のチラシをご覧ください。

プラネタリウム
（投映時間約 45 分、火曜、祝日休館）
機器をリニューアルしました。高精細
で高画質な映像をお楽しみください。

※ 13 時 10 分の内容詳細は少年科学
館ホームページをご覧ください。

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。

定員　各回 30人程度
申込　電話か直接少年科学館へ（空き

があれば当日参加もできます）

オンラインビブリオバトル
参加者募集

日程　5月22日㊏14時30分～15時30分
定員　①発表者4人②観覧者10人（応

募多数の場合抽選）
申込　①4月1日㊍～23日㊎17時ま

で② 4 月 27日㊋～ 5月11日
㊋17時までに市立図書館ホーム
ページから申し込んでください

今月のおすすめ図書

せかいいちのいちご
林木林  作 / 絵  庄野ナホコ

（小さい書房）
ある日シロクマのもとに、苺が 1粒届
きました。翌年は 2粒届き、その数は
毎年増えていくのですが…。シロクマ
の「せかいいちのいちご」とは、いっ
たいどんな苺なのでしょうか。ぜいた
くや豊かさなどいろいろと考えてしま
う、大人にもおすすめの絵本です。

羊飼い猫の日記
スザンナ・クランプトン 著 / 訳  宮崎真紀

（ハーパーコリンズ・ジャパン）
牧羊犬ならぬ「牧羊猫」として羊飼いに
寄り添う野良猫のボテイシャスの視点
で、アイルランドの農場の生活が生き生
きと描かれています。自然とともにある
暮らしをちょっと覗いてみませんか？
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少年科学館  ☎ 23-1517

市立図書館  ☎ 22-5618

九十九島動植物園  ☎ 28-0011

九十九島ビジターセンター
☎ 28-7919 
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