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■熱帯ドリームセンターほか
■10：00～12：00 ■入館料のみ
■20名 ■中学生以上
■事前予約(先着順）0980-48-3782

■熱帯ドリームセンターほか
■10：00～12：00 ■入館料のみ
■20名 ■中学生以上
■事前予約(先着順）0980-48-3782

園内を散歩しながら貴重な
植物を中心に解説します♪
また、開催中の植物展の特
別解説も行います。  
   

園内を散歩しながら貴重な
植物を中心に解説します♪
また、開催中の植物展の特
別解説も行います。  
   

植物観察会～海洋博公園の貴重な植物等～
3/26●3/26●日

3/18●3/18●土 3/19●3/19●日

■オキちゃん劇場
■16：25～16：50
■無料
■87席（立ち見可能）

君はどれだけクジラをしっ
てイルカ！？
「THE くじらクイズ」  

春休みイルカ学習会
3/18●～4/9●の土日祝3/18●～4/9●の土日祝土 日

3/11●～26●3/11●～26●土 日

小枝や葉、竹などをいろい
ろな形に切り、さまざまな
昆虫を作ろう！！  

美ら島・美ら海こども工作室
竹や小枝で昆虫を作ろう

3/10●・24●3/10●・24●金 金 3/11●3/11●土
公園前の海岸で生きもの
探しや観察をします。  
   

海辺の生きもの探検ツアー

飼育員がイルカのバック
ヤードを案内します。  
   

ゆんたくイルカバックヤードツアー

飼育員がイルカ・マナティー・
ウミガメのバックヤードを案
内します。   

飼育員と行く動物観察ツアー

飼育・野生は問わず、ちょっ
とためになる動物のお話を
します。   

動物こばなし
3/20●（祝）3/20●（祝）月

※小学校1・2年生は保護者の同伴参加が必要※小学校1・2年生は保護者の同伴参加が必要

■イルカ・マナティー・
　ウミガメ飼育施設周辺
■13：30～15：00■無料 
■20名■小学生以上
■事前予約（先着順）0980-48-2748

■イルカ・マナティー・
　ウミガメ飼育施設周辺
■13：30～15：00■無料 
■20名■小学生以上
■事前予約（先着順）0980-48-2748

オリヅルスミレ等、沖縄で
春に咲く貴重な植物を中
心に実物やパネルを展示
します。3/25・26はワーク
ショップも開催します。  

オリヅルスミレ等、沖縄で
春に咲く貴重な植物を中
心に実物やパネルを展示
します。3/25・26はワーク
ショップも開催します。  

沖縄の貴重な植物展＆日本の生物多様性とその保全展

■熱帯ドリームセンター
■8：30～19：00（入館締切18：30）
■入館料のみ

■熱帯ドリームセンター
■8：30～19：00（入館締切18：30）
■入館料のみ

ツバキ、ジュズダマ、クロヨナ
等の木の実を使ってオリジ
ナルアクセサリーを作ろう！ 

ツバキ、ジュズダマ、クロヨナ
等の木の実を使ってオリジ
ナルアクセサリーを作ろう！ 

沖縄の植物体験イベント
木の実のアクセサリー作り

■熱帯・亜熱帯都市緑化植物園
※受付：植物園入口案内所
■10：00～17：00 ■無料

■熱帯・亜熱帯都市緑化植物園
※受付：植物園入口案内所
■10：00～17：00 ■無料
※団体（10名以上）は事前予約（0980-48-3782）
　団体のみ会場は夕陽の広場レストハウス
※団体（10名以上）は事前予約（0980-48-3782）
　団体のみ会場は夕陽の広場レストハウス

3/4●～14●3/4●～14●土 火

ホワイトデーの記念に動物
たちとの写真を撮ってみませ
んか？   

ホワイトデーの記念に動物
たちとの写真を撮ってみませ
んか？   

ホワイトデーフォトスポット

■イルカ・マナティー・ウミガメ
　飼育施設周辺
■9:00～17：00  
■無料

■イルカ・マナティー・ウミガメ
　飼育施設周辺
■9:00～17：00  
■無料

■美ら海プラザ  
■15：00～15：30■無料　
■40名■小学生以上
■事前予約（先着順）
　0980-48-2748

■美ら海プラザ  
■15：00～15：30■無料　
■40名■小学生以上
■事前予約（先着順）
　0980-48-2748

■イルカ飼育施設周辺  
■16：30～17：15 ■無料　
■20名/回■年齢制限なし
■事前予約（先着順）
　0980-48-2748

■イルカ飼育施設周辺  
■16：30～17：15 ■無料　
■20名/回■年齢制限なし
■事前予約（先着順）
　0980-48-2748 ※小学校1・2年生以下は保護者の同伴参加が必要※小学校1・2年生以下は保護者の同伴参加が必要 ※小学校1・2年生は保護者の同伴参加が必要※小学校1・2年生は保護者の同伴参加が必要

※写真はイメージです※写真はイメージです

事前申込

事前申込

事前申込

事前申込

事前申込

■公園前の海岸
■11:00～13:00■無料　
■15名■小学生以上
■事前予約（先着順）
　0980-48-2748

■公園前の海岸
■11:00～13:00■無料　
■15名■小学生以上
■事前予約（先着順）
　0980-48-2748

卒業式や入学式にも最適
な本物の花を使った華や
かなコサージュ作り。  
   
   

卒業式や入学式にも最適
な本物の花を使った華や
かなコサージュ作り。  
   
   

熱帯の植物体験イベント
          お花でミニコサージュ作り

■熱帯ドリームセンター 
■13：30～16：00
■入館料のみ　

祝!卒業＆入学!!

開園
時間

海洋博公園　 8：00～19：30

水族館関連区域 8：00～20：30
※水族館関連区域を除く 開館

時間
〔熱帯ドリームセンター・海洋文化館は18：30入館締切〕

沖縄美ら海水族館 8：30～20：00

そ の 他 の 施 設 8：30～19：00
〔19:00入館締切〕

3月からご利用時間が「通常期」から「夏期」に変更になります。

水樹奈々のナレーションにのせ、1億4千万個
の星々が輝くプラネタリウムいっぱいに幻想
的映像が広がります!!

好評につき
再上映！

2/18●～3/26●の土日2/18●～3/26●の土日土 日

■熱帯ドリームセンター
■13:00～15:00■入館料のみ 
■20名■小学生以上
■申込・事前予約（先着順）
　0980-48-3624

■熱帯ドリームセンター
■13:00～15:00■入館料のみ 
■20名■小学生以上
■申込・事前予約（先着順）
　0980-48-3624

3/4●～26●の土日3/4●～26●の土日土 日

大人大人  3,700円  2,460円  1,220円高校生 小・中学生

沖縄美ら海水族館
年間パスポート
沖縄美ら海水族館
年間パスポート
沖縄美ら海水族館
年間パスポート
作ってお得！ 2回分の入館料金
で1年間に何回でも水族館を楽
しむことができます。  

作ってお得！ 2回分の入館料金
で1年間に何回でも水族館を楽
しむことができます。  

■水族館3Ｆ 年間パスポート受付

春の星空迷路春の星空迷路星空の中を探索しながら
巨大ダンボール迷路に挑戦！
星空の中を探索しながら
巨大ダンボール迷路に挑戦！

3/11●・12●、3/18●～4/2●3/11●・12●、3/18●～4/2●

■海洋文化館1階多目的室  ■10：00～16：00（最終受付：15：30）  ■入館料のみ※チケット提示

土 日 土 日

オススメ！



3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

8：00～19：30
8：00～20：30
8：30～20：00
8：30～19：00〔入館締切18：30〕

〔入館締切19：00〕3月イベントスケジュール3月イベントスケジュール

春の星空迷路

沖縄の植物
体験イベント
 
沖縄の貴重な植物展＆日本の生物多様性とその保全展

ホワイトデーフォトスポット

ゆんたくイルカバックヤードツアー

海辺の生きもの探検ツアー  

春休みイルカ学習会

飼育員と行く動物観察ツアー

動物こばなし

植物観察会 ～海洋博公園の貴重な植物等～

美ら島・美ら海こども工作室 竹や小枝で昆虫を作ろう

「祝！卒業＆入学！！お花でミニコサージュ作り」

10：00～16：00
（最終受付15：30）

13:30～16:00

13:00～15:00

海洋文化館1階多目的室
入館料
チケット
提示

熱帯ドリームセンター

団体（10名以上)
の会場は
夕陽の広場
レストハウス
※事前予約

10：00～17：00

10：00～17：00

8：30～19：00
（入館締切18：30）

10：00～12：00

9:00～17:00

16：30～17：15

11：00～13:00

16：25～16：50

13：30～15：00

15：00～15：30

無料

入館料のみ
大人690円
小人350円

入館料のみ
大人690円
小人350円

無料
87席

（立ち見可能）

熱帯・亜熱帯都市緑化植物園
受付：植物園入口案内所

熱帯ドリームセンター

熱帯ドリームセンターほか

イルカ・マナティー・ウミガメ
飼育施設周辺

イルカ・マナティー・ウミガメ
飼育施設周辺

イルカ飼育施設周辺

公園前の海岸

オキちゃん劇場

美ら海プラザ

4／2（日）まで

3／11（土）～ 3／26（日）まで

3／4（土）～ 3／14（火）まで

15：00～15：30 美ら海プラザ

熱帯の植物
体験イベント

①木の実のアクセサリー作り

②植物観察ツアー 

20名
（親子推薦）
0980-48-36240980-48-3624

事前予約

0980-48-37820980-48-3782
事前予約

0980-48-37820980-48-3782
事前予約

0980-48-27480980-48-2748
事前予約

0980-48-27480980-48-2748
事前予約

20名

20名/回

0980-48-27480980-48-2748
事前予約
20名

0980-48-27480980-48-2748
事前予約
40名

15名

観察
ワークショップ
「みぢかな植物
プランクトンを
見てみよう」

月・祝


