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プラネタリウム番組
「七夕と天の川」

七夕の星、織り姫星や彦星はどこに輝い
ているのでしょうか。七夕のはじまりや
なぜ短冊に願いを書くのかなど、天の川
を巡りながら、楽しく分かりやすくご案
内します。
期日  6月28日㈫〜7月10日㈰
場所  高知みらい科学館プラネタリウム
定員  82席（自由席）
　　※座席数を制限する場合あり。
料金  大人500円、高校生300円、小・中

学生100円
ほか  投映時間など、詳しくは高知みらい

科学館HPをご確認いただくか、 お
問い合わせください。

B高知みらい科学館☎︎823-7767

コーナー展「古写真で
紐解く土佐の交通史」

高知県の交通史を古写真と資料から紐解
きます。
日時  �6月4日㈯〜7月22日㈮8時〜19時

（最終日は17時まで、7月12日㈫は
臨時休館）

場所  龍馬の生まれたまち記念館
料金  一般300円、65歳以上150円、 高

校生以下無料
B龍馬の生まれたまち記念館
☎︎820-1115

四国インターハイが
開催されます

7月26日㈫〜8月23日㈫、「躍動の青い
力 四国総体 2022」をテ
ーマに全国高等学校総合
体育大会（通称インターハ
イ）が、高知市と南国市の
会場で開催されます。本県でのインター
ハイの開催は24年ぶりで、全国から約1
万人の選手・監督などが来県し、日本一
をかけた熱戦を繰り広げます。皆さんの
応援をよろしくお願いします。
B令和4年度全国高等学校総
合体育大会高知県実行委員会
事務局☎︎821-8020

野外教室
「水ロケット大会」

参加者があらかじめ製作
した水ロケットを持ち寄
り、60m先にある的にど
れだけ近付けることがで
きるかを競います。
対象  ①小学1・2年生の部（親子で準備・

競技）②小学3年生以上の部（1人で
準備・競技）

日時  �7月16日㈯13時〜15時半
場所  アスパルこうちグラウンド（桟橋通

２-1-50）
定員  ①小学1・2年生とその保護者先着

10組②小学3年生以上先着20人
申込  6月11日㈯から、高知みらい科学館

申し込み専用電話（ ☎︎824-8222）
で。

ほか  水ロケットの作り方の資料は、科学
館事務室または高知みらい科学館
HPで。

▶作り方が分からない参加者向けに「作
り方教室」を開催します。
日時  �7月10日㈰10時〜12時
場所  高知みらい科学館実験室
AB高知みらい科学館☎︎823-7767

障害のある方の「はじめての
将棋体験教室」

頭脳スポーツとして人気の将棋を、ルー
ルから楽しく学んでみませんか。初心者
も大歓迎。
対象  市内在住で障害のある小学生以上の

方
日時  7月23日㈯10時〜12時
場所  障害者福祉センター（旭町2-21-6）
定員  先着12人
申込  6月3日㈮〜7月8日㈮、直接・電話・

FAX・電子メールのいずれかで。
ほか  土・日曜日は休み。
AB障害者福祉センター☎︎873-7717、
FAX873-6420

asahi@kochi-csw.or.jp

「高知空襲展」を
開催します

昭和20年7月4日、高知市は大規模な空
襲被害を受けました。この空襲の記憶を
忘れず、二度とこのような悲しい出来事
が起こらないことを願って「高知空襲
展」を開催します。
期日  ①6月16日㈭〜7月6日㈬②6月20

日㈪〜7月8日㈮
場所  ①オーテピア（休館日を除く）②本

庁舎1階南北の壁面（閉庁日を除く）
B総務課国際平和担当☎︎823-9955

はじめてのチャレンジ
キャンプ

青少年の家で宿泊体験をします。 星空観
察やハイキング、簡単な野外料理にもチ
ャレンジします。
対象  小学1〜3年生
期日  7月16日㈯・17日㈰1泊2日
　　※小雨決行
場所  工石山青少年の家
　　（土佐山高川1898-33）
定員  先着13人
料金  3,500円（1泊4食、資材、保険代）
申込  6月12日㈰〜21日㈫8時半〜17時、

電話で。月曜日休館。
AB工石山青少年の家☎︎895-2016詳しくは市文化振興事業団

☎883-5071へ

6月15日㈬・16日㈭
県立美術館ホール
（高須353－2）

上映
作品

上映
時間

①ダーク・ウォーターズ
　（2019年／アメリカ）
②アイム・ユア・マン
　（2021年／ドイツ）
①10時20分、14時55分、
   19時15分
②12時55分、17時15分

とき

場所

中央
公民館
事業 市民映画会

●一般前売券1,300円、一般当日券
1,500円、割引券1,000円（学生証、
長寿手帳、障害者手帳などをご持参の
方は、割引券を購入いただけます。）
※一枚のチケットで両方の作品が鑑賞
できます。※前売券は、市内プレイガイ
ドおよび指定のサニーマート、金高堂
などで販売。

第197回

かるぽーと改修工事のため県立美術館
ホールに会場を移して開催します。

『若者進路相談会』　就職や進学に不安を感じている15〜49歳の方とその家族を対象に、個別相談会を6月11日㈯、オーテピア高知図書
館3階グループ室5で実施します。事前の申し込みは不要です。　こうち若者サポートステーション☎844-3411

　高知市ではこの40年ほどで年平均気温が1.3度上昇し
ており、真夏日や熱帯夜となる日が増えています。地球
温暖化の原因は、人間の暮らしにおけるさまざまな活動
から生み出される温室効果ガスの増加であるといわれて
います。温室効果ガスがこのまま増え続けると、気温の
上昇により、北極や南極の氷が溶けて海水面が上昇した
り、大雨や干ばつなどの異常気象が生
じたりと、地球規模のさらなる影響が
予想されています。
　６月は環境月間です。ぜひこの機会
に、わたしたちも自分たちを取り巻く
環境のことに目を向け、一人一人がラ
イフスタイルを見直してみませんか。
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詳しくは総務課☎823-9411へ

令和 4年度令和 4年度
高　知　市高　知　市市長表彰 　市の発展に功績が顕著な方や市民の模範となる方・団体に贈る

本年度の市長表彰受賞者20人・１団体が決まり、４月１日に市長
から表彰状と記念品が贈られました。受賞者は次の皆さんです。

　
●善行：和田郁子（塩田町）●教育文化：岡部喜代子（朝倉己）／
久重校区青少年育成協議会／西原育子（曙町）●産業：小笠原光豊

（天神町）●保健衛生：嶋本道晴（桜井町）●社会福祉：田中雪子（北
新田町）／齊木美穂（幸町）／小松慶子（介良）／濵重冨士美（横浜
新町）／土居孝子（神田）／岡本千代（潮新町）ほか１人●災害防除：
竹村雅澄（大津）／坂本茂雄（知寄町）／新川泰造（長浜）／神﨑栄
光（長浜）●公共公務：高階進（宝町）／澤村民興（中須賀町）／大
藤敏夫（大膳町）ほか１人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬称略・順不同表彰式後の記念撮影（高知会館）

なーれ
市内在住の小学6年生までのお
子さんの写真を募集中！申し込
みは写真と、申込書または必要
事項を明記して、 電子メールま
たは郵送で。詳しくは、広聴広
報課ＨＰ、またはお
問い合わせくださ
い。

応 募
してね!

おおきく

アイスクリームとトミカが大
好き☆ お姉ちゃんとお芋掘
りに行ったら、たくさんとれ
たよ〜。

植
うえむら

村 隼
はや

人
と

 くん（2歳）

わたしたち、食べることが大好きなふたごの女の子でーす。
おしゃべりも、パパ、ママ、にいに、ばあば、大チュキ、が
言えるようになったよ。早く、もっとたくさんおはなしでき
るようになりたいな。

広聴広報課 ☎823-9446

高知市　おおきくなーれ

環境月間にちょっと考えたいエコなこと

（1歳）・陽
ひ よ り

莉 ちゃん（1歳）岡
おか

林
ばやし

 日
ひ な た

葵 ちゃん

B  新エネルギー・環境政策課☎823-9209なおはなしなおはなしエコエコ

みん
な知ってる？みん
な知ってる？

〜身近なことから始めてみませんか〜

省エネ性能の高い
電化製品を選ぶ

旬の食材を食べる
（エネルギー効率がよい）

クールビズ・
ウォームビズの実施

公共交通機関で
通勤・通学する


