
第５２回「教育・文化週間」関連行事
82

高知県

市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

高知市ほ
か

① 全国生涯学習フォーラム高知大会
産官学民協働の生涯学習を通じて、地域をどのように変革していくかを
テーマに掲げ、地域の課題ごとの実践、研究協議等を実施します。

１１月２０日
～２２日

高知市文化プラザ
かるぽーと他

全国生涯学習フォーラム高知
大会実行委員会

無料
http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/index.html
０８８－８２１－４６６１

高知市
ほか

① 第60回高知県芸術祭
　舞台芸術、音楽、放送、郷土芸能、展示、映画、文芸及び伝統文化の８
部門と各部門を総合して開催します。

9月26日
～11月30日

高知県内 高知県 無料 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/140201/

高知市 ①
在宅医療フォーラム”暮らし”を支
える医療について考えよう

地域で安心して暮らし続けるための在宅医療のあり方や、医療介護の連
携、地域住民の主体的な取り組みに関する講演会、並びに活動報告、情
報交換会

10月24日
高知市総合安心セ
ンター

・高知女子大学健康長寿セン
ター
・高知県

無料
http://www.kochi-wu.ac.jp/~kango/
(今月末掲載予定）

高知市 ③
まんさい－こうちまんがフェスティ
バル2010

４コマまんが大賞の表彰式や有名な声優によるトーク、アニメソングライブ
など盛りだくさんの催しで、中四国エリア最大のまんが・アニメイベントで
す。

11月6日～
11月7日

高知市文化プラザ
かるぽーと 横山隆
一記念まんが館

こうちまんがフェスティバル
2010実行委員会

http://mansai.org/

高知市 ③
第14回高知県障害者美術展（スピ
リットアート）

障害のある方の芸術作品を展示することで文化活動を促進し、障害のあ
る方への県民の理解を深めます。

10月8日
～10月17日

高知県立美術館
高知県・高知県障害者美術
展実行委員会

無料 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301/

高知市 ① 第39回高知県教育文化祭
「光る感性　たたえよう　土佐の教育文化」を合言葉に、高知県全域で吹
奏楽演奏会、英語弁論大会、体験発表、器楽コンクールなど22の行事を
開催します。

10月3日
～11月28日

高知市文化かる
ぽーとほか

高知県教育文化祭運営協議
会

無料 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310301/

高知市 ①
平成22年度高知県高等学校総合
文化祭

県下高校生による、音楽・吹奏楽・美術工芸・書道・写真・舞踊・放送・漫
画・囲碁・将棋・新聞・茶道・郷土芸能・文芸の発表・展示等を行います。

11月12日
～11月21日

高知市文化かる
ぽーと

高知県高等学校文化連盟・
高知県教育委員会

無料

高知市 ③ 高木正勝コンサート

高いアート性とエンターテイメント性を兼ね備え音楽アートコンテンポラ
リーダンス等、様々なジャンルから注目され、国内外で絶大な支持を受け
ている高木氏のピアノソロ＋映像というシンプルな構成でコンサートを行
います。

11月20日 高知県立美術館 高知県立美術館 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③
コレクション展「高知の洋画家た
ち」＋平成22年度新収蔵品展

「日本の印象派」として中央画壇に勇名を馳せた山脇信徳など、高知が輩
出した洋画家たちの名品や、今年1月惜しくも逝去された版画家坂上真宣
氏の遺作をはじめ、今年の新収蔵品を紹介する。

10月20日
～12月23日

高知県立美術館 高知県立美術館 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③
坂本龍馬の時代　幕末明治の土
佐の絵師たち

坂本龍馬が活躍し礎を築いた幕末明治期に画業を展開した絵金、河田
小龍、荒木寛畝らゆかりの作家たちの幅広い交流と作品を紹介します。

10月31日
～12月12日

高知県立美術館 高知県立美術館 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③
高知県立美術館秋の定期上映会
「園子温監督特集（仮）」

17才で芸能人デビューし自主映画監督として活躍し、近年海外・国内で注
目を浴びている園子温監督の作品を上映します。

11月12日
～11月14日

高知県立美術館 高知県立美術館 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③
マルク・シャガール展「オデュッセ
イア」後期

シャガールの晩年を代表する傑作「デュッセイア」
トロイア戦争の英雄オデュッセイアが辿った10年に及ぶ旅路のうちにキル
ケー、セイレーンたちとのエピソードを踏まえ展示します。

9月14日
～11月14日

高知県立美術館 高知県立美術館 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③ 吉井勇没後50年展
本展初公開となる書簡類、吉井勇氏の祖父と坂本龍馬の意外な関係、四
国八十八ヶ所の関わりを紹介します。
没後50年を記念しての記念講演会や文学散歩、朗読等を行います。

9月23日
～11月7日

高知県立文学館 高知県立文学館 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~bungaku/

高知市 ①
道路開発であらわれた遺跡展Ⅳ
都市計画道路高知山田線に伴う
発掘成果から

スライドによる遺跡の解説、展示品の解説、古代物作り体験教室により遺
跡展を行います。

9月28日
～11月27日

高知県立埋蔵文化
財センター

高知県立埋蔵文化財セン
ター

無料 http://kochi-bunkazaidan.or.jp/~maibun/

高知市 ③
企画展「幕末維新土佐庶民生活
誌」

幕末の日記や絵画等を紹介しその暮らしぶりや行事、祭礼など卯を紹介
します。

10月8日
～10月23日

高知県立歴史民俗
資料館

高知県立歴史民俗資料館 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/index.html

高知市 ① 高知市にのこる兼山の史跡
野中兼山は高知県の歴史において欠かすことができない人物で、県内各
地に実績があり、高知市内の史跡に触れ地域の歴史を学びます。

9月29日
～12月1日

高知市春野郷土資
料館

高知市教育委員会生涯学習
課

無料 http://www.city.kochi.kochi.jp/

高知市 ③
高知市立自由民権記念館特別展
「幸徳秋水展－その生涯と思想
－」

2010年度は、幸徳秋水の没後100年にあたります。
そこで、この機会に関係資料を展示して幸徳秋水の生涯と業績を紹介し
ます。

9月11日～
11月14日

高知市立自由民権
記念館 1F自由ギャ
ラリー

高知市立自由民権記念館
ＴＥＬ：088-831-3336

http://www.i-minken.jp/

高知市 ① 第42回春野町文化祭
協会会員をはじめ、各種団体、・学校等の日頃の文化活動の集大成とし
ます。

11月5日
～11月7日

春野文化ホールピ
アステージ

高知春野文化協会 無料

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 1
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高知市 ①
高知女子大学社会福祉学部リカ
レント教育講座
講演『日本社会の変化と「介護」』

高知女子大学社会福祉学部の教員による社会人（地域住民の方、社会
福祉専門職の方）向けの教育講座

10月30日
高知女子大学池ｷｬ
ﾝﾊﾟｽ看護福祉棟

高知女子大学社会福祉学部 無料 www.kochi-wu.ac.jp/~fukushi/pdf/2010recurrent.pdf

高知市 ①
高知女子大学文化学部公開講座
講演『案外身近な漢文の世界（仮
題）』

高知女子大学文化学部の教員による社会人（地域住民の方）向けの教
育講座

11月4日
高知女子大学永国
寺ｷｬﾝﾊﾟｽ管理棟

高知女子大学文化学部 無料 http://www.kochi-wu.ac.jp/

高知市 ② 2010年度　附属中学校文化祭 各クラスでの文化発表や文化クラブによる発表・展示発表
11月11日～
11月12日

高知大学教育学部
附属中学校

高知大学教育学部附属中学
校

無料
高知大学教育学部附属中学校
088-822-6537

高知市 ①
秋の公開講座「高知大学金融講
座『これからの時代のライフプラン
と資産運用を考える』」

一般市民、特に高齢者に対し、これからの時代のライフプランを考えてい
ただきます(市民に対する金融教育)。

10月5日・10
月12日・10
月19日・10
月26日・11

月2日

高知大学朝倉キャ
ンパス

高知大学国際･地域連携セン
ター生涯学習部門

http://www.kochi-u.ac.jp/~wwwlife/index.html

高知市 ①
秋の公開講座「環境（予定）」に係
るシンポジウム

秋の公開講座「環境（予定）」のキックオフとして、「高知の自然の情報を
記録する」と題し開催します。

10月中（予
定）

高知大学朝倉キャ
ンパス

高知大学国際･地域連携セン
ター生涯学習部門

無料 http://www.kochi-u.ac.jp/~wwwlife/index.html

高知市 ② 公開講座
社会科学に限定することなく、広いテーマの講演を行っています。学生だ
けでなく、広く一般にも開放しており、地域社会も含めた知識の向上を目
的としています。

11月4日
高知短期大学
203講義室

高知短期大学
社会科学会

無料 http://www.kochi-wu.ac.jp/kjc/

高知市 ①
人材育成・キャリア教育フォーラム
体力づくりスポーツ事業

近年、小学生の体力低下が著しいと言われているなか、これからの高知
を担う子供達に「基本の大切さ」また、「スポーツの楽しさ」を感じてもら
い、スポーツを続けることにより健全な身体や精神を持った大人になって
もらえるような、きっかけづくりを提起します。また、保護者の方々にも子
供と一緒にスポーツ体験をしてもらうことで、親子の絆を高めてもらうこと
を目的とします。
このことにより、スポーツに対する意欲を向上させ、生涯スポーツに繋げ
ていくことを目指します。

10月31日
春野総合運動公園
陸上競技場

全国生涯学習フォーラム高知
大会実行委員会

無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/theme_jinzai_sports.html

高知市 ①
全国生涯学習フォーラム高知大会
（まなびピア高知2010）開会式

本大会のコンセプト「協働」を世代間交流、「持続」を歴史と置き換え、それ
らの内容を含んだ高知県ならではの演出で、全国に「発信」をします。

11月20日
高知市文化プラザ
「かるぽーと」大
ホール

全国生涯学習フォーラム高知
大会実行委員会

無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/index.html

高知市 ① 地域コミュニティフォーラム

学校を核とした地域コミュニティの再構築」の目指すところは、地域住民
が学校に集い関わることで、地域住民と子どもや教員、さらには地域住民
同士の交流が活発になり、最終的には学校・家庭・地域が一体となって、
互いに夢を語り育ち合える体制を作ることです。
本フォーラムでは、「学校支援地域本部事業」や「放課後子どもプラン推
進事業」等をもとに、特に地域コミュニティの再構築に焦点をあて、学校を
核とした取り組みの研究実践を行うとともに、高知モデルを構築し全国に
発信します。

11月21日
高知県立ふくし交流
プラザ

全国生涯学習フォーラム高知
大会実行委員会

無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/theme_community.html

高知市 ①
人材育成・キャリア教育フォーラム
商店街主催事業

子ども達を対象に、さまざまな体験型イベント（ワークるんだ）を商店街に
用意し、楽しんでもらうことによって、買い物以外の商店街の思い出を
作っていただき、また、今後、商店街の方向性として、親子で楽しむ商店
街を考えるきっかけとします。なお、今回は、子どもだけでなく、老若男女
の方々に高知の商店街を体験してもらう場所を創出することによって、高
知を体感してもらう機会とします。

11月21日

大橋通り商店街、
帯屋町二丁目商店
街、帯屋町一丁目
商店街、壱番街等

全国生涯学習フォーラム高知
大会実行委員会

無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/theme_jinzai_shops.html

高知市 ①
全国生涯学習フォーラム高知大会
（まなびピア高知2010）閉会式

全国生涯学習フォーラム高知大会（まなびピア高知2010）開催3日間の生
涯学習の成果と未来への継承を高知県民が発表し、高知県「教育の日」
を宣言します。

11月22日
高知県立美術館
ホール

全国生涯学習フォーラム高知
大会実行委員会

無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/index.html
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高知市 ①
人材育成・キャリア教育フォーラム
大学生主催事業

県内3大学（高知大学・高知女子大学・高知工科大学）の学生たちが100%
県内産の間伐材等からドミノ牌を作成し高知市中央公園、帯屋町アー
ケードを会場としてドミノ倒しを行います。
大学生自らが企画運営に参加し環境貢献活動の一環として間伐を行い
参加者の環境への意識向上や様々な方の協力を受けることによって近
年希薄化される連帯意識の強化を図ります。商店街主催事業、追手前高
校で行われる文化芸術ライブステージとの連携を図り、単発事業ではなく
全体で事業の活性化を図ります。
また、小学生など様々な方にドミノにメッセージや希望、絵などを書いても
らい、様々な年代の方と交流を図ります。
1つの事業を推進するうえで社会との関わり、越えなければならない課
題、高知県の現状について体験を通して学ぶことによって次世代を担う若
者の人材育成につなげます。

11月20日～
11月21日

高知市中央公園及
び帯屋町アーケー
ド等

全国生涯学習フォーラム高知
大会実行委員会

無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/theme_jinzai_univers.html

高知市 ④ 特別講演 ＜タイトル＞1、脂肪燃焼と健康維持　２、高齢者と運動 11月6日
高知女子大学国寺
キャンパス

日本栄養・食糧学会　中国・
四国支部

088‐847‐8598
開催時間：14:00
～17:30

室戸市 ① MURORO発見！ウォーキング
室戸岬を歩こう！室戸海洋深層水、乱礁遊歩道、海の駅、室戸ドルフィン
センター！室戸の自然を楽しみながら、室戸岬観光スポットを歩いてまわ
りませんか？新しい室戸を発見しに来て下さい！

11月14日
室戸市室戸岬
室戸ジオパーク　室
戸岬サイト

室戸市教育委員会　生涯学
習課

http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_muroto01.html#events

室戸市 ① くろしお祭り
地元園児、地元の太鼓サークル等の発表会、自然体験、生き物ふれあい
体験を行います。

10月24日
国立室戸青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

無料 http://muroto.niye.go.jp/
小学校低学年以
下（５０００名）

室戸市 ① 自然体験活動指導者養成事業
 　「小学校の１週間の自然体験活動」において教育効果の高い自然体
験，生活体験活動の機会を提供するための指導者を養成します。

11月13日～
11月14日

国立室戸青少年自
然の家

独立行政法人国立青少年教
育振興機構

http://muroto.niye.go.jp/

小学校の長期自
然体験活動の全
体指導者(18歳以
上)または補助指
導者(18歳以上)と
して活動・協力す
る意志のある者
30名

安芸市 ① 手づくり登り窯フェスタ

手づくりの良さを伝えることを目的とし、内原野焼きをはじめとした県内の
窯元の作品を展示販売するとともに、ろくろ体験、手漉き和紙や各種クラ
フトなど大人から子どもまで低価格で楽しめる手作り体験コーナーを開設
します。

11月6日～
11月7日

内原野陶芸館周辺 安芸市 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_aki06.html#events

安芸市 ①
岩崎彌太郎と書道の里安芸（第2
期）

彌太郎が学んだ小牧塾や坂本龍馬に影響を与えた河田小龍などの幕末
の知識人や志士たちの書、彌太郎を育んだ好学の土壌や書道等を紹介
します。

9月9日
～1月10日

安芸市立書道美術
館

安芸市・安芸市書道振興協
議会

http://www.city.aki.kochi.jp/

安芸市 ③ 第56回安芸市美術展覧会
芸術への創作意欲を高め、安芸郡市住民全般の鑑賞眼を養成し、文化
交流の場とします。また、小中学校の児童生徒に対しては、その作品を通
じて、書写・図工美術教育の一指針とします。

11月13日～
11月28日

安芸市体育館 安芸市教育委員会 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_aki05.html

安芸市 ③ 読み聞かせ
ボランティア団体による読み聞かせです。
童っ子　乳幼児へのお話し会
ぱんだぱんだ　保育園児及び小学校低学年への読み聞かせの会

11月6日、
11月17日

安芸市民図書館 安芸市民図書館 無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_aki07.html#events

南国市 ① 高知県スポーツ吹矢大会 高知県内のスポーツ吹矢の大会 11月6日
南国市立スポーツ
センター

高知県スポーツ吹矢協会 03-3543-1071

南国市 ①
土佐のまほろばカルチャーウォー
ク

土佐のまほろば地区の史跡や遺跡等を解説ガイド付きで歩いて巡りま
す。地域の歴史に人にふれあい、史跡等の保存保護に理解を深めていた
だく取り組みです。
国府コースでは「つらゆき時代まつり」の見学、岡豊・才谷コースでは「龍
馬伝」にちなんだ見学コースにしております。

11月7日、11
月14日

南国市国府・岡豊
地区

高知県立歴史民俗資料館 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料 3
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南国市 ①
高知大学物部キャンパス一日公
開

日頃の教育研究活動の一端を、講義・実験・イベント等を通じて地域の
方々に紹介します。

11月3日
高知大学物部キャ
ンパス

高知大学（農学部） 無料 http://wwwagr.cc.kochi-u.ac.jp/

南国市 ①
秋の公開講座「対人関係を円滑に
するコミュニケーション」

理論の講義や演習を通して実践的にコミュニケーション力を身に付けま
す。

10月1日・10
月8日・10月
15日・10月
22日・10月

29日

高知大学岡豊キャ
ンパス

高知大学国際･地域連携セン
ター生涯学習部門

http://www.kochi-u.ac.jp/~wwwlife/index.html

南国市 ④ 高知コアセンター　一日公開
海洋研究開発機構と高知大学が共同運営する研究施設の一般公開で
す。テーマは、「見る、さわる、わかる　地球掘削科学の世界〜地球と海の
不思議体験〜」

11月3日
（祝・水）
（予定）

高知大学物部キャ
ンパス内
海洋コア総合研究
センター（高知コア
センター）

独立行政法人海洋研究開発
機構、高知大学

無料 http://www.jamstec.go.jp/

南国市 ① 土佐日記門出のまつり

当地は土佐の国衙の所在地です。「土佐日記」を記した紀貫之が国司と
して赴任していた地です。紀貫之を顕彰し後世に伝えるために開催してい
る祭りです。
まほろば囃子の演奏、小学生による土佐日記朗読や俳句展示、抹茶の
接待を行っています。また、時代行列も実施しています。

11月7日
紀氏邸跡および古
今集の庭 南国市教育委員会 無料 http://www.city.nankoku.kochi.jp/

南国市 ① 第37回南国市文化祭 子どもから高齢者までが、日頃の成果を発表します。
10月16日

～10月24日
南国市立市民体育
館

南国市文化協会 無料

土佐市 ④
甲原松尾山のタチバナ群落　国天
然記念物指定記念講演会

平成20年に国指定天然記念物となった「甲原松尾山のタチバナ群落」。
高知県立牧野植物園　黒岩　宣仁氏をお招きし、その魅力と重要性、植
生環境の保全のあり方についてお話しをいただきます。

11月13日 グランディール 土佐市教育委員会 無料 http://www.city.tosa.lg.jp/

土佐市 ①
タチバナ群落へいこう！ハイキン
グツアー

国内最大級の規模を誇る「甲原松尾山のタチバナ群落」。松尾山へ登っ
て、秋風に香るタチバナ群落を観察してみませんか？高知県立牧野植物
園　稲垣　典年氏のお話しとともにタチバナの魅力にふれるハイキングツ
アーです。

11月14日

【目的地】
甲原松尾山のタチ
バナ群落
【集合場所】
北原小学校グラウ
ンド

土佐市教育委員会 http://www.city.tosa.lg.jp/

須崎市 ①
来夢来渡フェアinすさき ～海王丸
がやってくる～

大型帆船海王丸が寄港し、それに合わせて様々なイベントを開催します。
体験メニューも豊富で帆船海王丸体験見学・ヘリコプタークルージングの
ような貴重な体験ができます。

11月13日～
11月14日

須崎市　１.５万トン
岸壁

海王丸インポートフェア実行
委員会

無料 http://susakishikankou.com/

須崎市 ①
一般公開
セイルドリル

・練習船（帆船）の船上、船内を順路に沿って公開。実習生が説明する。
・帆船のセイルを展帆する訓練を岸壁から見学出来る。

１１月中旬
須崎港
（海王丸）

独立行政法人航海訓練所 無料 http://www.kohkun.go.jp/

宿毛市 ①
第15回宿毛市オールドパワー文
化展と「女のまつり」

60才以上の方々の日頃鍛錬された力作が多数出品され、多くの方々に
鑑賞していただきます。最終日には女のまつりの発表会で唄や踊りで盛り
上げ、最後は「もちなげ」をおこないます。

10月22日
～10月24日

宿毛市立宿毛文教
センター

宿毛市教育委員会・宿毛市
老人クラブ連合会・宿毛市文
化協会

無料 http://www.city.sukumo.kochi.jp/

土佐清水
市

③ しみず読書フェスティバル2010

多彩な催しを通じて、家庭での読み聞かせや子どもの読書習慣の重要性
を保護者へ向けて広く啓発するほか、家族で本やおはなしの世界に親し
んでもらうことを目的とします。また、全国秋の読書週間中に開催すること
で、子どもの読書活動の普及・啓発をねらいとします。

11月7日
土佐清水市立中央
公民館

しみず子ども読書活動応援
隊

無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_tosashimizu01.html#events

四万十市 ① 第6回四万十市文化祭
地域文化活動に携わる人々が、展示・発表・鑑賞部門で日頃の成果を披
露します。

10月1日
～12月3日

四万十市立中央公
民館・文化センター
ほか

四万十市・四万十市教育委
員会・四万十市文化祭執行
委員会

無料 http://www.city.shimanto.lg.jp/topj.html

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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香南市 ①
香南市山北みかん健康マラソン大
会

『健康マラソン大会』
県下一のみかん産地の園地農道を楽しく走り、健康・体力づくりの推進並
びに交流・ふれあいの一日とし、香南市の文化・産業を紹介するとともに
魅力あるふる里づくりを推進します。

11月7日
香南市香我美町山
北地区周辺

香南市
山北みかん健康マラソン大会
実行委員会

http://kspoc.web.fc2.com/

香美市 ③
生命（いのち）をみつめて　大谷英
之　写真展

2009年東京で開催された「命を見つめて　大谷英之・淳子ふたり展」の出
展作品を中心に展示します。子育て中の父母や幅広い年齢層に「命の大
切さ」について考えます。

11月6日
～12月19日

香美市立美術館 香美市立美術館 http://www.city.kami.kochi.jp/kanko/museum.html

香美市 ①
人材育成・キャリア教育フォーラム
シンポジウム

この疲弊した社会において、今後の日本が最も必要とする人材は、進取
の精神を常にもち、創造力とグローバルな視点で日本の将来を見据え、
行動できる、まさに郷土の生み出した偉人「坂本龍馬」のような人間力を
兼ね備えた若者であります。本シンポジウムでは、坂本龍馬の「志」や生
き方を学ぶとともに、これからの日本人のあるべき姿を模索し、子どもた
ちの育成に携わる方々や今を生きる本県の若者の「志」に迫ります。

11月21日
高知工科大学　講
堂

全国生涯学習フォーラム高知
大会実行委員会

無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/theme_jinzai_symposium.html

東洋町 ③ 東洋町文化祭

１０月３０日・３１日午前９時から午後４時まで趣味の作品展（生花・洋画・
俳画・書道・パッチワーク）を展示しています。３１日午後１時からは演芸
大会の開催（ひよこち踊り、民踊・大正琴・詩吟・カラオケ）などの演芸発
表。

１０月３０日
（土）～３１

日

東洋町地域福祉セ
ンター
東洋町海洋セン
ター体育館

東洋町教育委員会 無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_toyo01.html#events

奈半利町 ③ 第35回邦楽発表会
町内の文化教室及び邦楽愛好家による、民踊・日本舞踊・琴・三曲・詩
吟・大正琴などの発表会です。

11月13日 奈半利町民会館 奈半利町教育委員会 無料 http://www.town.nahari.kochi.jp/

奈半利町 ③ 第36回奈半利町総合美術展

小中学校の図画・工作・硬筆・毛筆、一般及び各種団体・サークルが絵
画・川柳・書道・工芸・手芸・写真などを展示します。
また、同日に生け花愛好家による第36回奈半利町生花展を同時開催しま
す。

11月21日～
11月26日

奈半利町民会館 奈半利町教育委員会 無料 http://www.town.nahari.kochi.jp/

田野町 ① 地域再生フォーラム

高知県など地方における地域活性化や産業振興が困難であるメカニズム
について解明し、地域再生や地域活性化の成立要件を導出するととも
に、産・学・官それぞれの役割を再確認し、その役割を果たすための能力
獲得に必要な教育内容や高等教育機関の在り方について議論を深め、
それを提言として取りまとめ全国へ発信します。

11月21日～
11月22日

田野町総合文化施
設ふれあいセン
ター

全国生涯学習フォーラム高知
大会実行委員会

無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/theme_region.html

田野町 ①
国指定重要文化財「級魚梁瀬森
林鉄道施設」写真パネル展

県東部・中芸地区の杉銘木産業を支えてきた馬路村魚梁瀬を拠点とする
旧魚梁瀬森林鉄道の路線・隧道（トンネル）・陸橋等の施設が、平成２１年
６月３０日に国（文化庁）の重要文化財に指定された。
この５町村にまたがった遺構施設の価値を紹介し、歴史への理解を深め
るとともに、地域の景観保全と観光振興の活性化など５町村がひとつに
なって取り組む。

11月14日～
11月22日

田野町総合文化施
設ふれあいセン
ター

中芸地区森林鉄道遺産を保
存・活用する会

安田町役場（安田町・馬路村担当地域支援企画員）
TEL.0887-38-2696

馬路村 ① 山師達人選手権大会
昔の山（林業）の作業をゲームにし、木材の早切りや丸太引きなどをチー
ムで競います。一般の部と女性の部があり、全チームに参加賞、上位
チームには賞品・賞金があります。

11月7日 魚梁瀬丸山公園
馬路村役場産業建設課
ＴＥＬ：0887-44-2336

http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_umaji04.html#events

芸西村 ① イキイキ会　憩の夕べ

魅力ある村づくりに積極的に取り組んでいる女性団体で構成された「イキ
イキ会」が創作劇『悪質商法から身を守るために』を披露します。そして、
地元の食材を使った手作り料理を食べながら交歓会を行います。
また、『聴いていて、やる気にさせる』若松進一講師を迎え、講演会を行い
ます。

11月11日 芸西村民会館 芸西村教育委員会 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_geisei03.html#events

芸西村 ③
芸西村文化資料館 企画展「お龍
君枝まつり」

龍馬の妻お龍は、妹の君枝を和食（現在の芸西村）の菅野覚兵衛（千屋
寅之助）に嫁がしました。お龍は、千屋家を訪ねて和食に一年ほどいまし
た。お龍と君枝、当時の関係者の資料を展示します。

10月23日～
11月28日
月曜休館
（祝日の場
合は開館）

芸西村文化資料館 芸西村教育委員会 無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_geisei02.html#events

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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芸西村 ③
芸西村文化資料館 企画展「幕末
に生きた芸西村郷土の志士たち」

幕末に活躍した芸西村の郷土の志士たちの写真や資料を展示して紹介
します。

10月23日～
11月30日
月曜休館
（祝日の場
合は開館）

芸西村文化資料館 芸西村教育委員会 無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_geisei01.html#events

大川村
本山町
土佐町
大豊町

①
第１回四国三郎吉野川源流・利水
域交流美術展覧会
第４０回嶺北総合美術展覧会

四国のいのち早明浦ダムを要する吉野川の豊かな水資源を生み出す源
流域とその恵みを活かす利水域の市民が日常の文化活動の中で創作し
た優れた美術作品を一同に展示、公開することにより、関係市民の美へ
の関心を高めると共に、豊かな自然と人・ものの相互の交流を目的として
開催する。

11月6日～
11月8日、

11月12日～
11月16日、
11月19日～
11月23日、
11月26日～
11月28日、

四国三郎吉野川源
流・利水域交流美
術展覧会構成町村
展示会場

大豊町、土佐町、本山町、大
川村及び各町村教育委員会

土佐町教育委員会
TEL.0887-82-0483

大豊町
土佐町
本山町
大川村

①
第1回四国三郎吉良川源流・利水
域交流美術展覧会

吉野川の豊かな水道源を生み出す源流域とその恵みをいかす利水域の
人々が文化活動のなか、美術作品を展示公開することで人々の関心を高
め自然、人、物の相互の交流を目的として開催します。

11月6日
～11月29日

大豊町総合ふれあ
いセンター、大川小
中学校体育館、土
佐町保健福祉セン
ター、本山町プラチ
ナセンター

大豊町・土佐町・本山町・大
川村・各市町村教育委員会

無料 http://www.town.tosa.kochi.jp/

本山町 ③

～土佐藩参勤交代北山道を遊
(ゆ)く～
「歩き・み・ふれる歴史の道」北山
道大会

歴史の道を歩きながら、周辺の史跡・文化財にふれ、その周辺環境の大
切さを知り文化財保護への理解を深める大会です。参加定員構成５市町
（大豊町、高知市、南国市、香美市、本山町）を中心に１００名

11月14日

■集合場所
本山町プラチナセン
ター
■コース
赤荒峠～国見山～
杖ヶ森登山口～仁
井田神社

参勤交代北山道保存協議会 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_koiki01.html#events

大豊町 ①
出前公開講座「自然と文化」（大豊
町）

中山間の自治体へ出向き、住民を対象に自然と文化を題材とした講義を
行います。

10月1日・10
月8日・10月
15日・10月
22日・10月

29日

大豊町総合ふれあ
いセンター

高知大学国際･地域連携セン
ター生涯学習部門

無料 http://www.kochi-u.ac.jp/~wwwlife/2010/10sizen.html

大川村 ④ 登山で学ぶ山の自然（四国山脈）

豊かな大自然の中で山に生息する自生植物や自然環境について、登山
を通して一緒に学んでみませんか。夜には懇親会、翌日には森林体験
（間伐等）も予定しています。高知県最北端の地にて、皆様の参加をお待
ちしています。

11月6日～
11月7日（1

泊2日）

◆宿泊
自然教育センター
白滝
◆登山
大座礼山（予定）

大川村教育委員会 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_okawa01.html#events

いの町 ③ 八代青年奉納歌舞伎

三百年以上続いていると伝えられている農村歌舞伎です。
国の重要有形民俗文化財に指定されている「八代の舞台」において開催
しています。
２０歳代の青年が主体となった、若さと女形の美しさが自慢です。

11月5日
いの町枝川八代八
幡宮回り舞台

いの町 無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_ino06.html#events

いの町 ③
本川神楽（国指定重要無形民俗
文化財「土佐の神楽」）

本川神楽は、県内で唯一の「夜神楽」で、17演目から成り立つ、室町時代
から続く伝統ある神楽です。昭和55年1月に国の重要無形民俗文化財に
指定されています。

11月15日 白髪神社 いの町 本川教育事務所 無料 http://www.town.ino.kochi.jp/kanko.html

いの町 ① 八角形漆塗神輿

弘長３年（1263）に造られた国指定重要文化財「八角形漆塗神輿」が多く
の供人を従えて、かつて漂着したと伝えられる仁淀川河原へ御旅（おなば
れ）をします。御旅所では御旅所祭りが行われ浦安の舞や獅子舞が奉納
されます。

11月23日
椙本神社～いの町
天神町桜堤

いの町教育委員会 無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_ino08.html#events

いの町 ① 第37回いの文化祭 子どもから高齢者までが、日頃の成果を発表します。
10月30日

～10月31日
いの町公民館 伊野地区文化協会 無料

仁淀川町 ③
「仁淀川町中学生の主張」発表
会・記念講演会

■発表会：「中学生の主張」
　環境問題について中学生６名が意見発表を行います。
■記念講演会：環境問題について講演会を行います。
　講師：(株)西日本科学技術研究所 技術顧問　前中 良啓　氏

11月13日
仁淀多目的研修集
会施設（仁淀総合
支所横）

仁淀川町教育委員会 無料 http://www.town.niyodogawa.kochi.jp/
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第５２回「教育・文化週間」関連行事

高知県
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中土佐町 ③
一響館土佐和太鼓コンクールin中
土佐

土佐和太鼓文化研究所「一響館」所属団体を招き、和太鼓コンクール（午
前：少年の部、午後：一般の部）を開催します。

11月13日
中土佐町立大野見
体育館

中土佐町教育委員会 http://www.town.nakatosa.lg.jp/

佐川町 ③ 佐川町美術展
今回で37回目を迎える美術展。洋画、日本画、水彩画、立体作品、手芸、
工芸、書道、写真、盆栽、絵手紙、切り絵、ちぎり絵、拓本軸装、短歌、俳
句、写俳、生け花などの展示をします。

10月30日～
11月4日

佐川町総合文化セ
ンター

佐川町教育委員会 無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_sakawa02.html#events

佐川町 ③ 佐川町芸能祭
今回で36回目を迎える催しです。剣詩舞、詩吟、民謡、フラダンス、舞踊、
合唱、太鼓、朗読、ギター、マンドリンなどの発表を行います。

10月31日、
11月3日

佐川町立桜座 佐川町教育委員会 無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_sakawa03.html#events

越知町 ①
『土佐の山間から世界を叫ぼう』
第１弾「ハンナのかばん　命っ
て！！」

講演会「ハンナのかばん　命って！！」
講師　石岡 史子氏（NPO法人ホロコースト教育資料センター代表）
アウシュビッツ博物館から届いた子供の遺品「ハンナのかばん」を通じて、
人種・宗教の異なる人たちが平和をつくりだすためにはどうしたらよいの
か。他人の痛みを理解できる社会づくりをしていくためには何が必要なの
か、参加者それぞれの心に問いかける衝撃の講演会。

11月6日 越知町民会館 越知町教育委員会 無料 http://www.town.ochi.kochi.jp/

梼原町 ① 梼原町文化祭
梼原町文化協会との共催により一般・小中学生の趣味の作品（絵画・生
花・書道・パッチワーク・工芸等）の展示。お茶席や芸能発表会も行われ
ます。

11月13日～
11月14日

梼原町総合庁舎
梼原町教育委員会 生涯学習
係
TEL：0889-65-1350

無料 http://www.town.yusuhara.kochi.jp/

四万十町 ③ 谷干城ミュージカル

台地まつりに合わせ、四万十町出身の偉人である谷干城の功績を讃える
とともに、中心商店街活性化のために、明治時代当時の世相と現代の世
相を交え、地元住民がシナリオ・演出・出演等全てを街頭で行うミュージカ
ルです。

11月14日 上本町商店街 四万十町商工会 無料 http://www.shimanto.biz/

黒潮町 ① 環境フォーラム

環境教育の拠点となる人材育成の機能的な組織として「高知自然学校
（仮称）」の設立をめざし、環境インストラクターの養成や企業・大学・NPO
等が連携した環境ネットワークの構築などに関する提言をとりまとめ、全
国に発信します。併せて、環境教育を推進している幡多地域をフィールド
として、「全国環境学習フェア」と連携した現地体験活動を実施します。

11月21日～
11月22日

黒潮町「ふるさと総
合センター」・幡多
地域全域

全国生涯学習フォーラム高知
大会実行委員会

無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/theme_kankyo.html

黒潮町 ① 第48回大方の秋まつり
黒潮町内の文化団体や学校(保育所)、個人が活動の成果を発表するイ
ベントで、作品の展示や舞台芸能の披露などたくさんの催しが行われま
す。また、屋外では食品等の販売も行います。

11月13日～
11月14日

ふるさと総合セン
ター　他

大方の秋まつり実行委員会 無料 http://lls-kochi-2010.pref.kochi.lg.jp/jigyo_kuroshio01.html#events
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