
夜の森きらら

森きららの開園時間を 20 時 30 分ま
で延長し、動植物たちの夜の様子を見
学できます。限定イベントも開催しま
すので、どうぞお越しください。
日程　7月 24 日㊏、31 日㊏、8月 7

日㊏、13 日㊎～ 15 日㊐、21
日㊏、28日㊏ 9時～ 20時 30
分（最終入園は 20時まで）

【夜の森きらら限定イベント】
❶夜の森きららお楽しみクイズ
夜の動植物に関するクイズを出題し
ます。全問正解した人にはオリジナ
ルシールをプレゼント！
日程　同上　※19時45分～20時。
場所　芝生広場中央ステージ

❷動物たちのASMR（そしゃく音）
動物たちが肉や野菜、果物を食べる
時に出るそしゃく音を飼育スタッフ
の解説付きで紹介します。
日程　同上　場所　園内各所
内容　①ビーバー（17 時 15 分）②

キリン（17 時 45 分）③ライ
オン（18時15分）④クマ（18
時 45分、8月 7日㊏は除く）

❸夜に咲く植物ガイド
夜に開花する植物や夜に香りが強く
なる植物を紹介します。
日程　7 月 24 日㊏、8 月 13 日㊎、

15日㊐、28日㊏
　　　※19時15分～19時30分。
場所　観賞温室

❹ムシムシ観察会
クヌギの木に集まる昆虫を観察します。
日程　7 月 31 日㊏、8 月 14 日㊏、

21日㊏
※19時15分～19時30分。

場所　ニホンザル舎周辺
料金　❶～❹全て無料（入園料が別途

必要）

植物スポットガイド～食虫植物編～

普段は展示していない食虫植物のス
ポットガイドを夏期限定で開催！「ハ
エトリソウ」の餌やり体験もできます。
日程　7 月 25 日㊐、8 月 1 日㊐、8

日㊐㊗、9 日㊊㊡、15 日㊐、
22日㊐、29日㊐
※ 13時 15分～ 13時 45分。

場所　観賞温室
料金　無料（入園料が別途必要）

動植物園開園 60 周年記念
森きらら演芸会

「江戸家小猫の動物ものまねライブ」

親子代々のお家芸・ウグイスの鳴きま
ねはもちろん、シマウマやテナガザル
などの珍しい鳴きまねも多数。江戸家
小猫氏のライブを開催します。
日程　8月 7日㊏ 16時、19時
場所　芝生広場
料金　無料（入園料が別途必要）

プラネタリウム
（投映時間約 45分、火曜、祝日休館）
料金　高校生以上 320円、4歳～中学

生 150円

定員　30人程度
※ 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。
※投映スケジュールは少年科学館ホー
ムページをご覧ください。

天体観望会
～土星・夏の大三角を観察しよう～
日程　8 月 7 日㊏ 19 時 30 分～ 20

時 45分
料金　高校生以上 320円、4歳～中学

生 150円
定員　30人程度
申込　7月 24 日㊏以降に電話で少年

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。

市民ギャラリー展示会
笑墨俳会展（写仏、水墨画、俳画）
日程　8月 7日㊏～ 20日㊎

今月のおすすめ図書

まるまるの毬
西條奈加  著（講談社）

「心淋し川」で直木賞を受賞した西條奈
加氏の人情味あふれる時代小説です。
平戸のカスドースや大宰府の梅が枝餅
など、なじみ深い菓子が登場します。

文房具語辞典
高畑正幸  著（誠文堂新光社）

普段何げなく使う文房具。その名称だ
けでなく、始まりとなったエピソード
や豆知識などが記載されています。

九十九島動植物園  ☎ 28-0011
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市立図書館  ☎ 22-5618

少年科学館  ☎ 23-1517

12

夏の特別展「メダカ展～小さな魚の
でっかい世界 !! ～」

日本に生息する「ミナミメダカ」やカラ
フルな体をした「ノソブランキウス」の
仲間など、世界中のメダカの仲間が大
集合！期間中はメダカの生態を学べる
実験コーナー「メダ科学 !」や、飼育ス
タッフによるガイド「メダカ教室」も実
施します。
日程　7月 17日㊏～ 9月 26日㊐

※全て9時～ 18時（最終入館は
17時 30分まで）。

料金　無料（入館料が別途必要）

朝の海きらら

生き物たちの朝の様子やイルカの健康
チェックなどを見学できます。
日程　8月 1日㊐、8日㊐㊗、9日㊊㊡、

15日㊐、22日㊐、29日㊐
※全て 8時～ 9時。
※当日だけ水族館に再入館可。

料金　高校生以上 2,300 円、4才～中
学生 1,680 円、3 才以下 100
円（保険料含む）

定員　各日先着 20人
申込　公式サイト予約フォームから申

し込んでください

夜きらら
海きららの飼育スタッフと一緒に生き
物たちの夜の様子を観察する人気プロ

グラムです。館内で生き物を観察した
後、九十九島の海で夜間観察や採集を
行います。
日程　9月18日㊏18時～20時30分
対象　小学 3年生以上とその保護者
料金　大人 1,600 円、小学生 1,100 円

（保険料含む）
定員　20人（応募多数の場合抽選）
申込　7 月 17 日㊏～ 8 月 22 日㊐に

公式サイト応募フォームから申
し込んでください

※保護者 1人につき子ども 2人まで。
※保護者は 18才以上（高校生不可）。

海の日特別イベント
のぞいてみよう！体のふしぎ

海の生き物の体のつくりなどを骨格標
本やパネルを使って解説します。
日程　7月 22日㊍㊗ 11時、16時（各

回 30分間）
料金　無料（入館料が別途必要）

海賊船みらいの謎Ⅳ
～恐竜時代へのタイムトリップ～
九十九島海賊遊覧船みらいの船内を舞
台にした謎解きイベントです。お子さ
まにはオリジナルステッカーをプレゼ
ントします。
日程　7月 17日㊏～ 8月 31日㊋

10 時 30 分頃、11 時 30 分頃、
13 時 30 分頃、14 時 30 分頃、
15時 30分頃出航
※臨時便、増便あり。

料金　高校生以上 1,500 円、4才～中
学生 750円、3才以下無料

無人島上陸とエサやり体験クルーズ
九十九島の無人島で磯観察などをした
後、マダイの養殖いかだに移動して餌
やり体験を行います。

日程　7月 17日㊏～ 8月 31日㊋
10 時 30 分頃、11 時 45 分頃、
13時頃　
※土・日曜、祝日は 14 時 15　
　分頃もあり。

対象　4才以上
料金　高校生以上 2,200 円、4才～中

学生 1,100 円
定員　1便 10人
申込　電話で九十九島遊覧船事務所

（☎ 28-1999）へ
※空きがあれば当日も受け付けます。

シーカヤック体験

日程　7月 17日㊏～ 8月 31日㊋ 11
時～ 15時 30分

対象　4才以上
料金　1人乗り600円、2人乗り1,200

円
定員　各回 1 人乗り 5 艇、2 人乗り

10艇
申込　電話で九十九島遊覧船事務所

（☎ 28-1999）へ
※空きがあれば当日も受け付けます。

夏休みこどもサロン
九十九島からイルカの世界へ

海きららのイルカトレーナーが九十九
島と大村湾に生息しているクジラ類に
ついて分かりやすく説明します。夏休
みの自由研究の参考にしてください。
日程　8月 1日㊐14時～ 15時 30分
場所　九十九島ビジターセンター
料金　無料
※新型コロナウイルス感染症の状況に
応じて人数制限を行う場合あり。
※詳しくは同センターホームページを
ご覧ください。

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 


