
第５３回「教育・文化週間」関連行事
9

高知県
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高知市
ほか

①
平成23年度（第61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25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 ③
コレクション展「日本近代洋画＋平
成２３年度新収蔵品展」

　激動する日本の美術史上で大活躍した高知の洋画家たち及び梅原龍
三郎ら大家の作品を合わせ展示し、日本近代洋画の流れを見渡します。

10月19日～11月15
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「ラ・フォン
テーヌの寓話」前期・後期

　17世紀のフランスの詩人ラ・フォンテーヌの有名な寓話から１００編を選
んで制作された版画集で、当館所蔵のものは手彩色が加えられた貴重な
ものです。

前期
9月21日～11月20日

後期
11月22日～1月29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 写真家・石元泰博の眼ー桂、伊勢

　庭園との一体感が美しい近世日本建築を代表する桂離宮。日本で最も
美しい建築として認められる伊勢神宮。近年再注目を集める二つの日本
建築の姿を、写真家石元泰博氏が知的な鋭さとモダニズムの視点でとら
えた作品を一堂にご紹介します。

10月30日～12月18
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
高知県立美術館開館記念日（主
催事業無料開放）

　11月3日は高知県立美術館の開館記念日であり、今年は１８周年を迎え
ます。開館記念日を祝うとともに、日頃の感謝と引き続きのご愛顧のお願
いをこめ、当日の展示とパフォーマンスの無料観覧を行います。

11月3日
高知県立美術館 高知県立美術館 無料 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③
開館記念イベント「ヤミーダンス・
パフォーマンス」

　開館記念イベントとして、愛媛県を拠点に活動しているダンスグループ、
ヤミーダンスによるパフォーマンスを行います。

11月3日
高知県立美術館 高知県立美術館 無料 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③
開館記念日イベント
コープス・パフォーマンス「ひつじ」

　カナダのマイム・演劇集団コープスが鋭く観察したひつじの特性をとおし
て、観客を不思議な世界へと導く。３頭の雌羊、1頭の雄羊、羊飼い、時に
オオカミが繰り広げるユーモア溢れるパフォーマンス。

11月3日
高知県立美術館 高知県立美術館 無料 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③
秋の定期上映会
フレデリック・ワイズマン監督特集

　ドキュメンタリー映画の巨匠、ワイズマン監督の大規模な回顧上映会。
監督も来高予定（11月3日）。

11月12日～16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
ポかリン記憶舎公演「Wæ
NDERING」関連企画ワークショッ
プ

杉山至・舞台美術ワークショップ
「逍遥するセノグラフィー」～妙なる舞台美術・セノグラフィーを探して～

11月6日 高知県立美術館 高知県立美術館 無料 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③
ポかリン記憶舎公演「Wæ
NDERING」関連企画ワークショッ
プ

木藤歩・照明ワークショップ
「五感と照明で遊ぶワークショップ」～いろんな感覚を開いて光と闇の色を
見よう～

11月13日 高知県立美術館 高知県立美術館 無料 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③
ポかリン記憶舎公演「Wæ
NDERING」関連企画ワークショッ
プ

　杉山至・装置づくり
ワークショップで発見した事柄を膨らませながら、美術装置の製作を行い
ます。

11月18日～21日 高知県立美術館 高知県立美術館 無料 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~museum/

高知市 ③
ワークショップ「モーネ工房inこうち
『大きなモミの木』」

　京都で活動するモーネ工房の子どもを対象としたワークショップを開催。
窓辺につるす掛け軸タイプのタペストリーを作ります。

11月19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
ワークショップ「モーネ工房inこうち
『ありがとうのカタチ』」

　京都で活動するモーネ工房の大人を対象としたワークショップを開催。
京都の和菓子をいただいたという設定で、その包み紙を生かして「ありが
とう」の気持ちをカタチにしたカード作りに挑戦します。

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
企画展「風になった龍馬vol.3－時
代は未来へ－」

　三年企画の最終章。第1弾の「時代の不思議」、第2弾の「時代の力」に
続く第3弾。
　龍馬、勝海舟、ジョン万次郎の目指した「自由と平等、そして平和」という
願いを、幕末の彼らの行動を検証しながら紹介します。また、関連イベン
トとして3人の子孫や高校生を交え、アメリカフォーラム（ハワイ・ニュー
ヨーク）を開催し、世界に向けてメッセージを発信します。

10月1日～24年1月
13日

高知県立坂本龍馬
記念館

高知県立坂本龍馬記念館 http://www.ryoma-kinenkan.jp/

高知市 ③
高知県立坂本龍馬記念館開館20
周年記念　シェイクハンド龍馬像
除幕式

　開館２０周年を記念し、握手ができるブロンズ像「シェイクハンド龍馬」を
設置、除幕式を行ないます。最初に握手するのは全国から公募で選ばれ
た小・中学生です。

11月13日
高知県立坂本龍馬
記念館　入口前

高知県立坂本龍馬記念館 http://www.ryoma-kinenkan.jp/
除幕式の見学は
無料

高知市 ③
開館20周年記念日（11月15日）無
料入館日

　11月15日は坂本龍馬の誕生日であり命日、そして龍馬記念館の開館記
念日でもあります。20年の感謝をこめて入館料は無料です。

11月15日
高知県立坂本龍馬
記念館

高知県立坂本龍馬記念館 無料 http://www.ryoma-kinenkan.jp/

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
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高知市 ③
市原麟一郎・よみがえれ・土佐民
話展

　今年90歳の市原麟一郎さんは土佐民話の第一人者として生き生きと活
躍しています。自ら主宰する「土佐民話の会」が創立40周年を迎えるのを
記念してその集大成をお届けします。

9月17日, 11月13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 ③
第１４回児童生徒文学作品朗読コ
ンクール　県審査

　朗読を通して、文学に親しむ心豊かな子どもたちを育てることを目的とし
開催します。文学作品を朗読することを楽しみ、より深く作品世界を理解
することで得られる喜びを感じる機会を提供します。

11月13日 高知県立文学館 高知県立文学館 無料 http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~bungaku/

高知市 ③ 文学専門講座

高知の文学への興味を深めていただくために、文学専門講座を開催しま
す。
近世の文人というテーマを3回じっくり学びます。高知の文学の奥深さをお
楽しみください。

10月22日,11月26日,
12月24日

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

高知市 ①
「土佐の歴史を
　もっと知りたい」

土佐の歴史・文化・民族・文学など多岐にわたる「土佐国群書類從」から、
いくつかをとりあげ写真とともに紹介する講演会

11月3日
高知県立
図書館

高知県立
図書館

088-872-6307

高知市 ①③
平成２３年度
著作権セミナー

著作権に関する理解を深め、意識の向上を図ることを目的に文化庁と共
催で著作権セミナーを開催します。

11月8日
高知城
ホール

文化庁・
高知県

無料 088-823-9711

高知市 ①②
平成23年度　高知県統計グラフコ
ンクール作品展示会

平成23年度　高知県統計グラフコンクールで入選以上の作品の展示を行
います。

10月18日（火）
～31日（月）

（予定）

県庁玄関
フロア

高知県・高知県統計協会 無料
高知県総務部統計課
088-823-9344

高知市 ①③ 動物愛護のつどい

県民の間に他人や動物を思いやり、生命尊重、友愛及びへ和板野大切さ
を育成する。
　また、動物に対する友情や愛情、いたわり、命の大切さ、人と動物・自然
の関わりなどがよく表現された絵画・ポスターを展示会で鑑賞していただ
く。

10月23日
丸ノ内緑地及び
高知県立図書館
（絵画・ポスター展）

高知県動物愛護推進協議会 無料 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/doubutsu-kyougikai-tudoi.html ―

高知市 ① 土佐の偉人十講座
中世から近代に活躍した土佐の先陣についての連続講座
「野中兼山遺族」

10月29日 高知県立文学館 土佐史談会 088-854-5566

高知市 ① 土佐の偉人十講座
中世から近代に活躍した土佐の先陣についての連続講座
「林有造、竹内綱」

11月20日 高知県立文学館 土佐史談会 088-854-5566

高知市 ①
第6回高知の文化・偉人たちを学
ぶ会「板垣退助・植木枝盛・幸徳
秋水・中江兆民」

講師：高知市立自由民権記念館館長　松岡僖一氏
全国的に有名な土佐の偉人たちや、名所史跡、土佐ならではの歴史や文
化を改めて学習し、おもてなしの心を持った県民総ボランティアガイドとな
る。

11月2日 自由民権記念館
NPO法人
高知県生涯学習支援セン
ター

無料 088-833-0022

高知市 ① 第26回　スポーツ大会 健康づくりと体のリフレッシュ、一般参加者との親睦をはかる。 10月21日
高知県立春野運動
公園体育館

高知県婦人会連合 無料
高知県 連合婦人会
088-872-1434

高知市 ④ 歴史講座 江戸時代の城下町のようすや龍馬にまつわるエピソードなどの歴史講座 10月29日 大川筋武家屋敷 高知市教育委員会 生涯学習課
高校生以下は無
料

高知市 ① 第43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4日～6日
春野文化ﾎｰﾙﾋﾟｱｽ
ﾃｰｼﾞ

春野文化協会 無料

高知市 ③
クラシックを遊ぶ音楽実験教室
杉ちゃん＆鉄平リサイタルツアー
2011「線路は続くよどこまでも」

掛け合い漫才のような二人のトークと演出は硬いクラシックのイメージを
取り払い、誰もが楽しめるエンターテイメント。笑いが溢れるステージは、
クラシック音楽という素材を使ったバラエティー・ショーのようです。

10月23日
高知市文化プラザ
かるぽーと大ホー
ル

財団法人高知市文化振興事
業団

http://www.bunkaplaza.or.jp/

高知市 ③
まんさい-こうちまんがフェスティバ
ル2011

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

11月5日, 6日

高知市文化プラザ
かるぽーと市民ギャ
ラリー第1～5展示
室・小ホール

こうちまんがフェスティバル
2011実行委員会等

http://mansai.org/

高知市 ①
板垣退助愛蔵品展
ー板垣死すとも　時空を越えてー

板垣退助の愛蔵品は、その死後、子孫の手で大切に保管されてきまし
た。この度、父祖誕生の地である高知で活用して欲しいとの申し出があ
り、貴重な名品の数々を展示公開するものです

10月26日～12月18
日

高知市立自由民権
記念館

自由民権記念館 ０８８－８３１－３３３６

高知市 ①
高知近代史研究会
第５９回研究会

企画展「板垣退助愛蔵品展」への記念講演会。
11月12日

高知市立自由民権
記念館

高知近代史研究会 無料 ０８８－８３１－３３３６

高知市 ③
第５７回中・四国国立大学連合演
奏会・連合美術展覧会

中四国国立大学生が一堂に会し、課外活動の促進、地域文化の発展等
を目的として演奏会、美術展覧会を開催する。

演奏会
11月26日～27日

展覧会
11月25日～27日

高知市文化プラザ
かるぽーと

中・四国国立大学音楽美術
連盟
（主管：高知大学）

無料
高知大学学務部学生支援課学生支援・課外活動係
電話：088-844-8150

高知市 ①

生涯学習
「人体の構造と機能
および疾病の成り立ち（病理学Ⅰ・
Ⅱ）」

管理栄養士国家試験準備講座（栄養士の資格を
有する方、取得見込みの学生対象

10月15日 高知学園短期大学 高知学園短期大学 http://www.kochi-gc.ac.jp/

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
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高知市 ①
公開講座
「口腔内の健康と
身近な薬用植物」

口腔内の健康・衛生関係で、昔から使われてきた
植物の中から、特に私たちの身近で使用されてい
る薬物植物について、映像や植物標本、生品を使
い紹介します。

10月16日 高知学園短期大学 高知学園短期大学 無料 http://www.kochi-gc.ac.jp/

高知市 ①
生涯学習
「キッズ・サッカーの
指導法」

日本サッカー協会の講習カリキュラムにより、6歳
以下の子どもにサッカーを含む運動や遊びを指導
する方法を紹介します。

10月29日 高知学園短期大学 高知学園短期大学 http://www.kochi-gc.ac.jp/

高知市 ①

生涯学習
「人体の構造と機能
および疾病の成り立ち（解剖生理
学Ⅰ・Ⅱ）」

管理栄養士国家試験準備講座（栄養士の資格を
有する方、取得見込みの学生対象

11月12日 高知学園短期大学 高知学園短期大学 http://www.kochi-gc.ac.jp/

高知市 ①

生涯学習
「地域が元気になる
日常術－地域の子
育て支援を考える－」

私たちの地域を見つめなおして、そこから見える
人々の関係性や絆が私たちの街の子育て環境
や、福祉環境とどのように関わっているかを考え
てみたいと思います。

11月12日 高知学園短期大学 高知学園短期大学 無料 http://www.kochi-gc.ac.jp/

高知市 ①
公開講座
「おいしく食べて
元気な生活」

口腔ケアは介護予防の第一歩です。お口の健康
を保つポイント、歯のお手入れの仕方や口腔体操
の効果等をお話します。

11月17日
介護付有料老人
ホームきずな

高知学園短期大学 無料 http://www.kochi-gc.ac.jp/

高知市 ①
生涯学習
「基礎栄養学」
「応用栄養学」

管理栄養士国家試験準備講座（栄養士の資格を
有する方、取得見込みの学生対象

11月19日 高知学園短期大学 高知学園短期大学 http://www.kochi-gc.ac.jp/

高知市 ①
生涯学習
「子どもの歌と伴奏
について」

和音機能をもとにコードネームを使った「子どもの
歌」の伴奏付けを演習します。と共に、日頃音楽
表現に関する種々の疑問を解決していただくため
の講座です。

11月19日 高知学園短期大学 高知学園短期大学 無料 http://www.kochi-gc.ac.jp/

安芸市 ① 動物愛護教室

動物についての正しい知識を持つことで、命を大切にする気持ちや思い
やりの心を育んでもらい、人と動物が共に仲良く暮らせる社会をつくるとと
もに、動物による事故を防ぐ方法を普及されることを目的とし、小学校低・
中学年を対象に実施しています。

10月20日
安芸市立赤野小学
校

安芸福祉保健所 無料 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/doubutsu-suishinin.html ―

安芸市 ① 手作り登り窯フェスタ

手作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12日, 13日 内原野陶芸館周辺
手作り登り窯フェスタ実行委
員会

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

安芸市 ③ 第57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12日～27日 安芸市体育館 安芸市教育委員会  http://www.city.aki.kochi.jp/

安芸市 ③ 第14回高知県連合選抜書展
県下の書道団体の連携と融和を図り、書道振興と技術向上のため隔年
で開催している書道展です。

10月30日～11月27
日

安芸市
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 土佐よさこいツーデーウォーク
龍馬や弥太郎のゆかりの地をウォーキングした後、ご当地グルメをお試し
ください。

10月22日, 23日
安芸市・香南市・芸
西村

土佐よさこいツーデーウォー
ク実行委員会

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

南国市 ③
企画展「土佐を撮る 田辺寿男の
民俗写真3」

　土佐の人びとの暮らしがいきいきと記録されたモノクロ写真を展示しま
す。

9月10日～12月18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/

南国市 ③
シンポジウム「民俗を記録する/伝
える」

失われゆく民俗をどのような形で後世に残していくのか。写真記録、民具
の活用、芸能の伝承などさまざまな視点から報告します。

11月5日
高知県立歴史民俗
資料館

（共催）高知県立歴史民俗資
料館・四国民俗学会

http://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/~rekimin/

南国市 ①
企画展「道路開発であらわれた遺
跡展Ⅴ」-高知南国道路建設に伴
う発掘成果から-

実際の出土品やパネル展示と併せて、職員が発掘調査の成果及び地域
の歴史についてわかりやすく解説します。

9月27日～11月26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/

南国市 ①
考古学講座「古代人の生活－まつ
り」

近年の発掘調査や考古学研究の成果を基に、今回は「古代人のまつり」
をテーマに、地元の遺跡や歴史に触れながら解説していきます。

11月19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/
要予約：定員40
名

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
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南国市 ①
発掘調査報告会
「バーガ森遺跡(いの町)」
「徳王子大崎遺跡(香南市)」

近年埋蔵文化財センターが実施した発掘調査の成果について，調査担
当者がわかりやすく解説します。

10月22日, 12月3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/
要予約：定員40
名

南国市 ③ 第16回つらゆき時代まつり
「土佐日記」を著した紀貫之を顕彰するお祭で、俳句・短歌の展示や時代
行列等を行います。

11月3日～11月6日
南国市商工会駐車
場他

南国市商工会 (088)864-3073

南国市 ③ 第28回土佐日記門出のまつり
国府地区は「土佐日記」を著した紀貫之が赴任していた土佐国衙があり、
紀貫之を顕彰し後世に伝えるために開催しています。
小学生による土佐日記の朗読、稚児行列や抹茶の接待などを行います。

11月6日
紀氏邸跡・古今集
の庭

国府史跡保存会
南国市教育委員会生涯学習課
Tel:(088)880-6569

南国市 ③ 第17回大湊出港祭
大湊地区は「土佐日記」で紀貫之が立ち寄ったとされる大湊に想定されて
おり、紀貫之を顕彰し後世に伝えるために開催しています。
小学生による土佐日記の朗読、稚児行列や波頭太鼓などを行います。

11月6日 後川～大湊公園 大湊史談会
南国市教育委員会生涯学習課
Tel:(088)880-6569

南国市 ③
土佐のまほろばカルチャーウォー
ク国府編

土佐のまほろば地区の史跡を解説ガイド付きで歩いて巡ります。地域の
歴史や人にふれあい、身近な文化財の保存保護に理解を深めていただく
取り組みです。
国府編は「土佐日記門出のまつり」と国府・久礼田地区の史跡を見学しま
す。

11月6日 南国市国府地区他
土佐のまほろば地区振興協
議会

http://www2.net-kochi.gr.jp/~kenbunka/rekimin/

南国市 ③
土佐のまほろばカルチャーウォー
ク岡豊編

土佐のまほろば地区の史跡を解説ガイド付きで歩いて巡ります。地域の
歴史や人にふれあい、身近な文化財の保存保護に理解を深めていただく
取り組みです。
岡豊編は吉田土居城などの岡豊地区の史跡を見学します。

11月13日 南国市岡豊地区
土佐のまほろば地区振興協
議会

http://www2.net-kochi.gr.jp/~kenbunka/rekimin/

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://www.kochi-u.ac.jp/JA/
電話：088-864-5114

土佐市 ③ 土佐市文化祭
土佐市内で芸術活動をしている市民団体が、日頃の取組の成果を発揮
し、土佐市の文化的な風土を高めるイベントです。

10月2日
10月9日
10月23日

土佐市市民会館
ホール

土佐市文化祭実行委員会
土佐市中央公民館
088-852-2111

土佐市 ① ふれあいフェスタ in 土佐市

「海・山・川の恵み　新鮮食材王国　土佐市発信！！」のキャッチコピーの
もと、土佐市の食材を活かした料理を提供したり、子どもたちの体験学習
教室や音楽イベントを開催し、市民と県外の方とのふれあいの場となるよ
うなイベントです。

11月6日
高知リハビリテー
ション学院

土佐市産業経済課 無料
土佐市産業経済課
088-852-7679

土佐市 ① 第４８回土佐市民展

芸術文化活動は、くらしに潤いとやすらぎを与え、人間としての喜びをもた
らすものです。そこで、地域にふさわしい文化環境の醸成、芸術文化の創
作、奨励、その他の諸活動を行い、市民の情操と創造性の涵養をはかる
ことを目的としています。

（中央展）
11月18日～20日

（宇佐展）
12月2日～4日

土佐市民体育館
USAくろしおセン
ター

土佐市民展実行委員会
土佐市中央公民館
088-852-2111

出品料は一部無
料

土佐市 ① 日野原先生講演会
御歳１００歳を迎える日野原先生をお迎えし、宇佐小の児童・保護者に
「命の授業」をしていただき、生きることの素晴らしさ、命の尊さを学ぶ

11月4日 宇佐小学校 土佐市教育委員会 宇佐小学校

宿毛市 ④
山内家伝来の武術工芸品展in宿
毛

　山内家伝来の武術工芸品と宿毛の資料とあわせて展示。そのゆかりの
美術工芸品も取り入れて藩主の所有品と比較できるように紹介します。

9月16日～11月16日
宿毛市立宿毛歴史
館

宿毛市立宿毛歴史館
土佐山内家宝資料館

http://www.city.sukumo.kochi.jp/sbc/history/index.html

宿毛市 ③
芸術の秋　本の中野展覧会（岡本
太郎生誕100年）

　岡本太郎関係図書とそのほかの画家の画集の展覧会です。 10月1日～27日
宿毛市立坂本図書
館

宿毛市立坂本図書館 無料 http://www.city.sukumo.kochi.jp/sbc/library/index.html

宿毛市
①
③

第16回宿毛市オールドパワー文
化展・女のまつり

　60歳以上の芸術愛好家の発表の場です。また、歌、舞踊、歌謡体操な
どの発表会も行なわれます。

10月21日～23日 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
宿毛市立中央公民館
0880-63-2618

宿毛市
①
③

「信じよう、本の力」 　読書週間啓発を兼ねた図書の展示を行います。
10月29日～11月24

日
宿毛市立坂本図書
館

宿毛市立坂本図書館 無料 http://www.city.sukumo.kochi.jp/sbc/library/index.html

宿毛市 ③ 松竹花形歌舞伎
　中村獅童はじめ豪華キャストによる宿毛公演で、「瞼（まぶた）の母」と
「お祭り」の２演目が行われます。

11月5日
宿毛市総合社会福
祉センター

宿毛市、高知新聞社、ＲＫＣ
高知放送

高知新聞企業 事業企画部
088-825-4328

宿毛市 ② 宿毛市大月町中学校音楽祭
　市内及び大月町の生徒による合奏、合唱の発表会を行います。一般入
場可能で、学校教育活動の周知と理解を深めてもらいます。

11月10日
宿毛市社会福祉セ
ンター

宿毛市教育委員会・大月町
教育委員会

無料 http://www.kochinet.ed.jp/sukumo-c/

宿毛市 ② 宿毛市大月町小学校音楽祭
　市内及び大月町の児童による合奏、合唱の発表会を行います。一般入
場可能で、学校教育活動の周知と理解を深めてもらいます。

11月11日
宿毛市社会福祉セ
ンター

宿毛市教育委員会・大月町
教育委員会

無料 http://www.kochinet.ed.jp/sukumo-c/

宿毛市 ③ ストーリーテリング講座
　「物語やお話を覚えて語ってきかせる」ことで子ども達をお話の世界に深
く誘う手法を学ぶ講座です。

11月12日 宿毛文教センター 宿毛市立坂本図書館 無料 http://www.city.sukumo.kochi.jp/sbc/library/index.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
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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宿毛市 ③ 第39回　宿毛市芸術祭 　文化活動を行なっているサークルの発表の場です。 11月13日
宿毛市総合社会福
祉センター

宿毛市教育委員会
宿毛市文化協会

宿毛市教育委員会生涯学習課
0880-63-3394
宿毛市文化協会
0880-63-5106

宿毛市 ① 子育て講演会
　人権啓発及び子育て講演会として、金澤泰子さんによる、「ダウン症の
子どもと生きて（仮称）」と題して、実施します。

11月3日 宿毛文教センター 宿毛市・宿毛市教育委員会 無料 宿毛市立正和児童館　0880-63-2254

土佐清水
市

② 第40回土佐清水市教育文化展 市内小中学生の図画、習字等を発表、展示します。 10月29日～31日
土佐清水市立市体
育館

土佐清水市教育委員会 無料 http://www.kochinet.ed.jp/shimizu-c/

土佐清水
市

② 2011年度　清水地区音楽交流会 清水地区小学校の児童が合唱や演奏等を行います。 11月16日
土佐清水市立市民
文化会館

土佐清水市教育委員会 無料 http://www.kochinet.ed.jp/shimizu-c/

土佐清水
市

②
第29回土佐清水市中学校音楽交
流会

市内５中学校の生徒が演奏等を行います。 11月18日
土佐清水市立市民
文化会館

土佐清水市教育委員会 無料 http://www.kochinet.ed.jp/shimizu-c/

土佐清水
市

① 介護予防講演会 講師を招聘して介護予防に資する講演会の開催します。 11月5日 三崎中学校体育館 土佐清水市健康推進課 無料 kenkou@city.tosashimizu.kochi.jp

土佐清水
市

① 介護予防講演会 講師を招聘して介護予防に資する講演会の開催します。 11月19日 下浦青年会館 土佐清水市健康推進課 無料 kenkou@city.tosashimizu.kochi.jp

土佐清水
市

① 第51回土佐清水市市展 美術文化振興の向上と関心を高めるます。 10月21日～26日 市民文化会館
土佐清水市美術展覧会実行
委員会

無料 0880-82-3300

土佐清水
市

① 第29回土佐清水市文化祭 芸術・文化の振興のための発表会を開催します。 10月29日, 30日 市民文化会館 土佐清水市文化協会 0880-82-3300

土佐清水
市

①
木管楽器による語り部たち～ﾚｻ
ﾝ・ｺﾝﾄｰﾙ～

東京交響楽団によるｸﾗｯｼｸｺﾝｻｰﾄを開催します。 11月26日 市民文化会館 土佐清水市文化会館 0880-82-3300

土佐清水
市

① 秋の読書週間
様々な催しを通じて、図書に親しんでもらうと共に読書意欲の向上を図り
ます。。

10月27日～11月9日 市民図書館 土佐清水市立市民図書館 無料 http://www.tosashimizu-public-library.jp/

土佐清水
市

① 人権推進講座
企業や団体、市民を対象に、様々な人権課題の解消に向けた中心的人
材の育成を目的として、4回講座を開催します。

10月～2月 中央公民館 土佐清水市 無料 0880-82-1124

四万十市 ① 郷土歴史散歩 郷土史にゆかりのある史跡等を散策する 11月5日 四万十市方面 土佐史談会 088-854-5566

四万十市 ③ 第７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～11月30日
四万十市立中央公
民館・文化センター
他

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

四万十市生涯学習課
0880-34-7311

四万十市 ③
四万十川国際音楽祭2011「ナサニ
エル・ローゼン　チェロリサイタル」

1978年第6回チャイコフスキー国際コンクールで金メダルを受賞した、ナサ
ニエル・ローゼンさんのチェロリサイタルです。

11月2日
四万十市立中央公
民館

四万十川国際音楽祭実行委
員会

四万十市生涯学習課
0880-34-7311

香南市 ① 動物愛護教室

動物についての正しい知識を持つことで、命を大切にする気持ちや思い
やりの心を育んでもらい、人と動物が共に仲良く暮らせる社会をつくるとと
もに、動物による事故を防ぐ方法を普及されることを目的とし、小学校低・
中学年を対象に実施しています。

11月14日
香南市立野市東小
学校

中央東福祉保健所 無料 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/doubutsu-suishinin.html ―

香南市 ①
ジオパーク探検隊～地球の息吹
を聞こう～

室戸青少年自然の家に宿泊し、室戸ジオパークで地層の学習 10月29日, 30日
室戸青少年自然の
家、室戸ジオパーク

青少年センター
2,000円

程度
0887-56-0621

対象：小学 ４年・
５年・６年生（40
名）

香南市 ①
発掘現場見学会「東野土居遺跡
(香南市)」

実際の遺跡発掘現場で調査員が発掘の実際や調査概要を解説します。 10月19日
香南市野市町の発
掘現場

高知県立埋蔵文化財セン
ター

無料 http://kochi-bunkazaidan.or.jp/~maibun/
要予約：定員20
名

香南市 ①
高知県子ども会ジュニア・リーダー
講習会（後期）

高知県内のジュニア・リーダーが子ども会の運営、リーダーのあり方、野
外活動等の班活動、非常時や緊急事態に対応する取り組み等を学習し
ます。

11月19日, 20日
高知県立青少年セ
ンター

（社）高知県子ども会連合会 策定中 088-855-5481

香南市 ① 高子連指導者・育成者研修会
高知県内の子ども会指導者や育成者の資質向上を図る研修を行いま
す。

11月19日, 20日
高知県立青少年セ
ンター

（社）高知県子ども会連合会 策定中 088-855-5481

香南市 ① 香南いきいきセミナー
子どもから高齢者までが知識を広げ、心豊かにより楽しく生きがいを感じ
ながら生活を送ることができるよう、個々の人生を広がりのある豊かなも
のにしていくための生涯学習の場とする

9月29日～10月18日
のいちふれあいセ
ンター・夜須中央公
民館

香南市教育委員会 shougai@city.kochi-konan.lg.jp

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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

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

香美市 ①
子どもフェスティバル
いきいき合衆国で遊ぼう

子どもたちが自分たちで目標や約束をつくり、安心できる環境の中で他者
を尊重する気持ちを育み、
地域住民や観光客との広いふれあいを通じてお仕事体験などの活動を
することにより、生きる力を育てます。

10月22日, 23日 香北青少年の家 香北青少年の家 ３，０００円
http//www.kahoku-furusato.jp/seisyonen

0887-59-2239

対象：小学 3年・4
年・5年・6年生
申込締切：10月
13日（木）

香美市 ①
子どもフェスティバル
忍者大会

子どもたちが自分たちで目標や約束をつくり、安心できる環境の中で他者
を尊重する気持ちを育み、
集団生活を通じて、自己を表現することの難しさ楽しさ大切さを感じてもら
いながら、子どもたちの自主性を大切にし、心と体のコミュニケーション能
力向上を図ります。

10月29日, 30日,
11月 5日, 6日,

11月12日, 13日,
11月19日, 20日,
11月26日, 27日,
12月10日, 11日,

2月 4日, 5日

香北青少年の家 香北青少年の家 ３，０００円
http//www.kahoku-furusato.jp/seisyonen

0887-59-2239

対象：小学 ４年・
５年・６年生
申込締切：9月30
日（金）

香美市 ③
香美市芸術祭
芸能大会　物部会場

香美市文化協会、芸能部門のサークルによる発表の場 10月23日
奥物部ふれあいプ
ラザ

香美市芸術祭実行委員会 無料 http://www.city.kami.kochi.jp/

香美市 ③
香美市芸術祭
芸能大会　山田会場

香美市文化協会、芸能部門のサークルによる発表の場 11月6日
香美市立中央公民
館

香美市芸術祭実行委員会 無料 http://www.city.kami.kochi.jp/

香美市 ③
香美市芸術祭
土佐山田合唱団定期演奏会

香美市文化協会、土佐山田合唱団による発表の場 11月20日
香美市立中央公民
館

香美市芸術祭実行委員会 無料 http://www.city.kami.kochi.jp/

東洋町 ③ 東洋町文化祭 趣味の作品展、芸能大会 10月29日, 30日
海洋センター体育
館

東洋町文化協会 無料 東洋町教育委員会

東洋町 ③ 第３６回東洋町文化祭 演芸大会 10月30日
東洋町福祉セン
ター多目的ホール

東洋町文化協会 無料 東洋町教育委員会事務局（tel:0887-29-3037）

東洋町 ③ 第１１回東洋町産業際 特産品の展示・販売 １１月予定 白浜海岸 東洋町産業際実行委員会 無料 東洋町産業建設課（tel:0887-29-3395）

東洋町 ① ２０１１年度人権講演会 人権作文の発表・基調講演 １１月予定
東洋町福祉セン
ター多目的ホール

東洋町・東洋町教育委員会 無料 東洋町文化会館（tel:0887-28-1811）

田野町 ③ 文化展
田野町文化協会に所属するサークルやクラブの作品展示や、小学生等
の絵画や書道作品の展示を行います。

11月20日～23日
田野町ふれあいセ
ンター

田野町教育委員会 無料 0887-38-2511

安田町 ③ 龍馬・心のふるさと展
坂本龍馬に大きな影響を与えた安田町の高松家を貴重な資料とともに紹
介しています。

3月19日～当面の間
9時～17時

安田まちなみ交流
館　和

安田町・安田町教育委員会 無料 安田町教育委員会　0887-38-5711

安田町 ③ 安田町文化祭 安田町の各文化教室・団体・学校等の作品を展示します。
11月19日, 20日(予

定）
安田町文化セン
ター

安田町教育委員会 無料 安田町教育委員会　0887-38-5711

安田町 ① 生涯いきいき学習講座
『本村弁護士の「行列のできない法律相談所」』　俳優・弁護士　本村　健
太郎氏による講演です。

10月18日
午後7時～午後9時

安田町文化セン
ター

安田町教育委員会 無料 安田町教育委員会　0887-38-5711

安田町 ① 生涯いきいき学習講座
「イチローに学ぶ　奥村流！個々の能力の引き出し方」　パーソナルトレー
ナー　奥村　幸治氏による講演です。

10月26日
午後7時～後9時

安田町文化セン
ター

安田町教育委員会 無料 安田町教育委員会　0887-38-5711

北川村 ③ 中岡迂山記念全国書展
幕末の志士、中岡慎太郎は「迂山」という号で書を残しており、その事にち
なんで開催している全国公募書道展です。

10月29日～11月6日 北川村民会館 中岡迂山展実行委員会
中岡慎太郎館
0887-38-8600

北川村 ③ 北川村文化祭
芸術文化に接する機会を増やすとともに、日頃の活動を発表する場をも
つことで、文化の息づく地域づくりを目指します。

11月19日～23日 北川村民会館 北川村文化協会 無料
北川村教育委員会
0887-32-1223

芸西村 ③ 芸西村芸能発表会 村内各サークル等の発表会 11月5日
芸西村民会館ホー
ル

芸西村芸術祭実行委員会 無料 0887-33-2400

本山町 ② 人形操作ワークショップ
　　「マリオネットの操作と演技」
　　６年生を対象に実施（表現力）

11月1日 本山小学校体育館 本山町教育委員会 無料 本山町教育委員会 単年

本山町 ② 人形劇
　　「マリオネット公演」
　　町内の全児童生徒対象に公演
　　ワークショップ参加者舞台発表

11月2日
本山町プラチナセン
ター

本山町教育委員会 無料 本山町教育委員会 単年

本山町 ① 高知短期大学公開講座 　　「地元学」　フィールドワーク　ほか 11月5日, 30日
町内
本山町プラチナセン
ター

本山町教育委員会 無料 本山町教育委員会 通年

本山町 ③
本山町産業文化祭舞台・展示発
表会

　　本山町文化協会各部発表会 11月20日
本山町プラチナセン
ター

本山町産業文化祭実行委員
会

無料 本山町教育委員会 通年

本山町 ② 職場体験
　　子どもが学校を離れて体験活動
　（勤労生産体験・職場体験・福祉体験）

１１月初旬 各職場 嶺北広域行政事務組合 無料 本山町教育委員会 通年

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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

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

大豊町 ③ 町民文化祭
町民文化祭において、町内の各種文化活動　団体、個人及び町内保小
中の児童生徒が展示部門・舞台部門に参加します。

11月3日
大豊町総合ふれあ
いセンター

大豊町 無料
大豊町教育委員会
0887-72-0450

土佐町 ① 土長南国地区ＰＴＡ研究大会 講演、実践発表 10月30日 土佐町中学校 土長南国ＰＴＡ連合協議会
高知県小中学校 ＰＴＡ連合会
088-832-6969

土佐町 ①
（仮称）青木幹勇記念館開館イベ
ント

土佐町出身で小学校国語の第一人者といわれる青木幹勇先生の業績を
たたえるとともに、その生き方を学びます

11月3日 青木幹勇記念館 土佐町教育委員会 無料
掲載予定　http://www.kochinet.ed.jp/tosa-t/
TEL0887-82-0483

大川村 ③
四国三郎吉野川源流域・利水域
交流美術展覧会

嶺北４町村と吉野川利水域（主に高松市）との交流美術展覧会を開催し
ます。

11月5日～7日
大川村会場：大川
小・中学校体育館

四国三郎吉野川源流域・利
水域交流美術展覧会実行委
員会

大川村教育委員会事務局
0887-84-2449

大川村 ③ 大川村産業文化祭
村民が農産物や文化作品を出展し展示する。また２日目には芸能発表会
を行います。

11月12日, 13日
大川小・中学校体
育館

大川村、
大川村教育委員会

無料
大川村教育委員会事務局
0887-84-2449

いの町 ① 親子秋のハーブ寄せ植え教室 ハーブの寄せ植えを通じて、利用方法や効能など親子で共に学びます。 10月29日 高知青少年の家 高知青少年の家 ５００円 088-891-5331

いの町 ①
大人のための初心者パソコン教
室

初心者を対象にパソコンの基礎を学び、興味、関心を持つきっかけをつく
ります。

11月～12月
予定（3日間）

高知青少年の家 高知青少年の家 無料 088-891-5331

いの町 ① パソコンで遊ぼう
地域の小学生を対象に、放課後、自由にパソコンを使い、学期毎の課題
に挑戦していきます。

10月～12月
毎週水・金曜日

高知青少年の家 高知青少年の家 無料 088-891-5331

いの町 ① 小学生スポーツ教室（卓球） スポーツを通じて、小学生の体力向上と基本技術を習得します。
10月3日, 17日, 24日,

11月7日, 14日
青少年体育館 青少年体育館 無料 088-891-5331

いの町 ① 小学生スポーツ教室（新体操） スポーツを通じて、小学生の体力向上と基本技術を習得します。
10月4日, 18日, 25日,

11月8日, 15日
青少年体育館 青少年体育館 無料 088-891-5331

いの町 ①
小学生スポーツ教室（バレーボー
ル）

スポーツを通じて、小学生の体力向上と基本技術を習得します。
10月5日, 19日, 26日,

11月9日, 16日
青少年体育館 青少年体育館 無料 088-891-5331

いの町 ① 小学生スポーツ教室（バドミントン） スポーツを通じて、小学生の体力向上と基本技術を習得します。
10月6日, 20日, 27日,

11月10日, 17日
青少年体育館 青少年体育館 無料 088-891-5331

いの町 ①
小学生スポーツ教室（バスケット
ボール）

スポーツを通じて、小学生の体力向上と基本技術を習得します。
10月7日, 14日, 28日

11月11日
青少年体育館 青少年体育館 無料 088-891-5331

いの町 ① 初心者スポーツ教室（卓球） 基本技術を習得し、生涯スポーツにつなげます。
10月～12月
毎週月曜日

青少年体育館 青少年体育館 無料 088-891-5331

いの町 ① 初心者スポーツ教室（バドミントン） 基本技術を習得し、生涯スポーツにつなげます。
10月～12月
毎週木曜日

青少年体育館 青少年体育館 無料 088-891-5331

いの町 ①
初心者スポーツ教室（バレーボー
ル）

基本技術を習得し、生涯スポーツにつなげます。
10月～12月
毎週水曜日

青少年体育館 青少年体育館 無料 088-891-5331

いの町 ①
高知県国公立幼稚園ＰＴＡ研究大
会

公開保育、提案発表、協議、講演 11月8日 枝川幼稚園
高知県国公立幼稚園ＰＴＡ連
絡協議会

いの町 ① 交流スポーツ大会
軽スポーツ（インディアカ、ドッチビーなど）を通して老若男女が幅広く交流
することを目的としています。

10月23日
高知県立青少年体
育館

高知県青年団協議会
300円

（保険代）
高知県 青年団協議会
088-891-5331

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。２
０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

八代青年団 無料
いの町社会教育課
８９３－２０１２

いの町 ③ 本川神楽
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 本川神楽保存会 無料
いの町本川教育事務所
８６９－２３３１

いの町 ③ 第３８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。 11月5日, 6日 いの町公民館 伊野地区文化協会 無料
いの町社会教育課
８９３－２０１２

仁淀川町 ① 吾川郡ＰＴＡ研究大会 講演 10月29日 吾川中（予定） 吾川郡ＰＴＡ連合会
高知県小中学校 ＰＴＡ連合会
088-832-6969

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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

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

中土佐町 ① 動物愛護教室

動物についての正しい知識を持つことで、命を大切にする気持ちや思い
やりの心を育んでもらい、人と動物が共に仲良く暮らせる社会をつくるとと
もに、動物による事故を防ぐ方法を普及されることを目的とし、小学校低・
中学年を対象に実施しています。

11月15日
中土佐町立久礼小
学校

須崎福祉保健所 無料 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/doubutsu-suishinin.html ―

中土佐町 ① 親子で本を楽しむ日
子どもや保護者・地域の方を対象に読書に関する講話や読み聞かせ等を
おこないます。

10月29日
中土佐町文化館図
書室

中土佐町教育委員会 無料
中土佐町教育委員会
０８８９　５７－２０２３

中土佐町 ① 第49回中土佐町総合美術展覧会
町内小中学生・一般の方の絵画・書道・工芸等の美術作品を展示しま
す。

10月28日～30日
中土佐町立交流会
館多目的ホール

中土佐町文化協会 無料
中土佐町文化協会事務室
０８８９　５２－２６６１

中土佐町 ① 中土佐町読書の日
「おうちで読もう　みんなで読もう」を合言葉に、毎月第1土曜日を中土佐町
読書の日としています。

11月5日, 12月3日 各家庭 中土佐町教育委員会
中土佐町教育委員会
０８８９　５７－２０２３

佐川町 ③ 佐川町美術展
今回で38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28日～11月3日
佐川町総合文化セ
ンター

佐川町教育委員会 無料 http://www.town.sakawa.kochi.jp/

佐川町 ③ 佐川町芸能祭
今回で37回目を迎える催しです。剣詩舞、詩吟、民謡、フラダンス、舞踊、
演劇、
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30日, 11月3日 佐川町立桜座 佐川町教育委員会 無料 http://www.town.sakawa.kochi.jp/

越知町 ③ 第48回文化祭
文化推進協議会の各サークル・保・幼・小・中・福祉施設・病院・個人等の
作品の展示。11月6日には芸能発表会を行う。

11月5日, 6日, 7日 越知町民会館
越知町文化推進協議会・越
知町・越知町教育委員会

無料 syougai@town.ochi.kochi.jp

梼原町 ③ 梼原町文化祭
児童作品展、手工芸展、書道展、生花展、文芸展、絵画展、写真展を行
います。

11月5日, 6日
梼原町地域活力セ
ンター

梼原町 梼原町教育委員会（0889-65-1350）

梼原町 ② 梼原町学校作品展
幼稚園児・保育園児及び小中学生の書道・硬筆・絵画の作品を展示しま
す。

11月5日, 6日
梼原町地域活力セ
ンター

梼原町 梼原町教育委員会（0889-65-1350）

日高村 第17回日高村文化祭
日高村内の文化、芸能分野における最大の行事であります。手づくりの
文化祭ではありますが、多くのご参加をお待ちしております。

11月3日
日高村社会福祉協
議会

日高村文化推進協議会 0889-24-5115

日高村 小村神社大祭
当日は国宝「金銅荘環頭大刀（こんどうそうかんとうのたち）」の年に一度
の拝観できる日となっております。

11月15日 小村神社 宗教法人小村神社

日高村 日高村音楽祭 日高村内の小中学校の生徒たちが1年間の成果を披露してくれます。 11月19日 日下小学校体育館 教育委員会 0889-24-5115

津野町 ③ 津野町文化祭
絵画、書道、写真等町民の作品展　及び津野町内子ども園・小学校・中
学校の児童生徒の学童展、コーラスや舞踊舞台発表

11月6日
津野町葉山運動公
園総合センター

津野町文化祭実行委員会 無料

四万十町 ① 動物愛護教室

動物についての正しい知識を持つことで、命を大切にする気持ちや思い
やりの心を育んでもらい、人と動物が共に仲良く暮らせる社会をつくるとと
もに、動物による事故を防ぐ方法を普及されることを目的とし、小学校低・
中学年を対象に実施しています。

11月21日
四万十町立仁井田
小学校

須崎福祉保健所 無料 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/131901/doubutsu-suishinin.html ―

大月町 ③ 大月町文化展
大月町の総合的な文化芸術の一環として、文化芸術の愛好者の参加を
求め、発表の場を提供する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書
道・絵画等１１品目の展示

１１月1日～4日
大月町立　　　　中
央公民館

大月町文化協会
大月町教育委員会

無料 大月町立中央公民館TEL 0880-73-0049

三原村 ② 保・小・中合同発表会
保育所：歌、遊戯
小学校：音楽発表
朗読中学校：音楽発表、英語暗唱

11月8日 三原中学校体育館 三原村教育委員会 無料 0880-46-2628

黒潮町 ①
ちびっこ忍者！
（落城合戦）

宿泊体験を通じ、集団社会の中で生活する規律やマナーを養いながら、
自然の中で友だちと協力・創意工夫し、豊かな人間関係づくりや思いやり
の態度を培います。

10月22日, 23日 幡多青少年の家 幡多青少年の家 ２，５００円 0880-44-1001
対象：小学 ４～６
年生

黒潮町 ①
心のふれあい
（シルバー編）

地元の高齢者を中心とした参加者が、さまざまな活動を通じて交流を深
めます。

11月9日～11日
幡多青少年の家 幡多青少年の家 １，０００円 0880-44-1001 対象：高齢者

黒潮町 ① 第６回黒潮町町民大学
心の豊かさとまちの活性化を目的として、計４回の町民大学を、生涯学
習、人権、防災をテーマとして開催します。

10月6日, 14日, 20日,
30日

大方あかつき館、
黒潮町総合セン
ター

黒潮町教育委員会 無料
黒潮町教育委員会 生涯学習係
０８８０（５５）３１９０

日高村
佐川町

学校組合
③ 加茂展 地域住民の文化交流展 11月12日, 13日 加茂中学校体育館 加茂文化推進協議会 無料 0889－20－1518

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



第５３回「教育・文化週間」関連行事

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

国公立幼
稚園設置
市町村

②
全国国公立幼稚園の全国幼稚園
ウィークｉｎ高知

望ましい幼稚園教育の実現を目指し、保護者・地域等の理解と信頼を得
るために、各国公立幼稚園が園開放などで地域と一体になった取組みを
行い、広く幼稚園教育の重要性をアピールする。

11月13日～19日
(園によって日程の

変更あり）

各国公立
幼稚園

・全国国公立幼稚園会
・高知県国公立幼稚園会

無料
いの町立伊野幼稚園
　　　892－1428

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


