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県民の文化芸術活動を、支援・発信していきます。

ABOUT

THE 71st KOCHI ART FESTIVAL

令和3年度 第71回高知県芸術祭
■ 芸術祭とは

第

オ

観覧
無料

会期：令和３年９月11日 〜12月12日

県芸術祭

71 回高知 ト
グイベン
ープニン

度
令和３年

広く県民が芸術に親しみ、
また高知の文化芸術の魅力を再発見、発信する期間

■ 高知県芸術祭の方針
①子どもから大人まで広く県民が様々な文化芸術に親しみ、生涯にわたって文化
芸術に親しむ機会を創出する
日（土））

②地域文化の伝承と創造を支援し、地域活力を創出する

♬

③県内各地域に賑わいを創出し、 活力ある高知県 を目指す

高知市

助成事業
助成事業

KOCHI
ART PROJECTS
2021

『KOCHI ART PROJECTS 2021』
主催事業

オープニングイベント
「Kochi Music Wave」
協賛行事
高知県芸術祭プレゼンツ
「芸術鑑賞会in歴民〜夜は星空シネマ〜
（仮）
」
※第30回中四国文化の集い
「郷土芸能フェスタ2021in 高知」

※新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により中止が
決定いたしました。

第50回高知県文芸賞

高知県内にお住まいの方を対象に文芸作品の募集
を行います。短編小説・詩・短歌・俳句・川柳の5部門

芸術祭
主催事業

◉オープニングイベント
◉メインイベント
◉文芸賞

共催行事
県または（公財）高知県文化財団が主体となって行う行事
県立文化施設が主体となって行う行事

協賛行事
市町村または県内で文化芸術活動を行う団体、個人が芸術祭会期中に実施する行事
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新型コロナウイルス感染拡大の影響により、行事内容に変更が生じる場合がございます。
お出かけの際は、芸術祭公式HPまたは、各団体のHP等で最新情報をご確認ください。
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開催日

共催行事
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エリアです

※入園無料

［香美市］

助成事業

土佐塩の道アニメ映像化プロジェクト

KOCHI

主催／土佐塩の道保存会

J

過去3回採択

『KOCHI ART PROJECTS』
とは、
地域住民が主体となって取り組む創造的な文化芸術活動で、
その地域の自然や町並み、歴史・文化など地域資源を生かし、
新たな地域貢献や地域の活性化に資する企画内容であるもの

︻過去採択回数ロゴマークについて︼

ART
PRO ECTS

過去2回採択

［土佐町］

土佐山田・あーとリンク vol.1

［馬路村］

百年後に残したい
魚梁瀬森林鉄道百枚の写真展
主催／中芸地区森林鉄道遺産を
保存・活用する会

主催／土佐山田・あーとリンク実行委員会
いしはら音楽祭
〜紅葉彩る三宝山地福寺コンサート〜

［奈半利町］

主催／いしはらの里協議会

なはり古民家・廃校
Art&Live2021

［室戸市］

［四万十市］

天然写真家と行く
「室戸ジオ写真集名場面」
魅力再発見！バス巡り撮影会

幡多文化祭り2021
主催／南十字星

主催／万美デザイン室

［高知市］
［宿毛市］

市川みどり
マリンバコンサート
主催／すくも音楽祭実行委員会

主催／なはり浦の会

高知街ラ・ラ・ラ音楽祭2021

その次の季節 高知県被曝者
の肖像、遠洋漁業の記憶2021

主催／高知街ラ・ラ・ラ音楽祭実行委員会

主催／Empty space

ピアニスト♪Momoko Toyonaga
バレエと共に
主催／豊永桃子を応援する会

トゥーレ・サンダール「Unexpected」
写真展

令和３年度高知県芸術祭開催期間中に実施されるもの
営利を目的としないもの

主催／さわ美術研究所

Ukulele good meeting（ウクレレ・グッド・ミーティング）
主催／Ukulele good meeting実行委員会

を対象に、県内の団体や個人が行う事業を募集し、採択事業には
助成等の支援を行います。

「繋ぐ・紡ぐ」
「松村凛士郎ピアノコンサート未来へ」&
「人生100年時代を生きる福祉のまちづくりシンポジウム」

過去1回採択

主催／エンドオブライフ・ケア高知

演劇公演「わが町」
主催／ヨシダワークス

土佐塩の道アニメ映像化プロジェクト

ご 自 身 や 周 り の 方 、そし て 地 域 を 感 染 症 から 守 る た め 、

新し い 生 活 様 式 を 実 践 す ること で
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身体的距離の確保

マスクの 着 用

手洗い、手指消毒の徹底

できるだけ2ｍ
（最低1ｍ）
空ける

症 状がなくても
マスクを着 用 する

水と石けんなどで
丁 寧に洗う

The New Lifestyle

Let's enjoy the Art Festival
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日時

令和3年9月1日
（水）〜12月31日
（金）

会場

香美市物部町から香南市赤岡町に至る
「塩の道」

問合せ

090-7622-1112（近藤）

MESSAGE

大栃中学校の生徒がアニメで
「土佐塩の
道」
を発信します。塩の道は、
いつの時代
も多くの人の
「思い」
で支えられています。

香美市

土佐塩の道の途中にある逸話や古道「土佐塩
の道」
に遺る逸話や名所を、大栃中学校の生
徒達と共同でアニメ映像化。高知放送「土佐
のむかし話」
で放映。
その作品はDVDにして
教育の現場や、観光PRなどで活用し、地域の
持続、活性化に繋げる。

芸 術 祭 を 楽しもう！
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主催：土佐塩の道保存会

なはり古民家・廃校Art&Live2021

主催：なはり浦の会

主催：豊永桃子を応援する会

ピアニスト豊永桃子氏、
シンガーソングライターう〜み氏、
豊永桃子実弟夫妻のプロのバレエダンサー共演による
「ピアノ・歌・バレエ」
の豪華なステージです。
「第4回アン
ハードノートピアノパラ in New York」日本代表として
出場し、特別賞を受賞した彼女のピアノ演奏をコロナ感
染対策を徹底した会場でお楽しみください。
日時
会場

高知市

奈半利町

現代Art・Live・古民家・廃校が町中で
融合するヒトトキをお楽しみください。
これまでの3回の開催は大好評を得ま
したが、昨年はコロナ禍の為に残念な
がら中止としました。今回は会場を広げ、
20名の現代アート作家による多種多
様な作品を一度に楽しめます。
ゆったり
とアートを愛でてください。

ピアニスト♪Momoko Toyonaga
バレエと共に

令和3年9月22日
（水）
高知県立県民文化ホール・オレンジホール
（高知市本町4-3-30）

日時

令和3年9月18日
（土）〜10月3日
（日）10時〜17時

会場

濱田家、藤村製絲、高田屋、
なはりの郷、加領郷小学校

料金

アート展：無料/ライブ：2,800円 ※9月26日
（日）
14時

問合せ

090-1570-2225（森）

ＨＰ

http://www.neconote.jp/machinami/

高知街ラ・ラ・ラ音楽祭2021

MESSAGE

ライブ出演アーティスト
『bird』
は、
ゴールド
ディスク大賞新人賞を獲得したソウルフル
なシンガー＆ソングライター。
その他、
ワー
クショップやアートクラフトショップ等、芸術
の秋をゆっくりとお楽しみください。

主催：高知街ラ・ラ・ラ音楽祭実行委員会

指定席：2,500円 自由席：2,000円
088-872-9277（マザーズキッチン・豊永）

MESSAGE

持ち前の明るさと一途にピアノを愛し、発達障害をものともしな
い桃子氏。彼女を支え続けるご家族の想いの集大成のステー
ジです。人々の心の琴線に触れる感動的な彼女の音楽で素敵
な時間をお過ごし下さい。

トゥーレ・サンダール
「Unexpected」
写真展
スウェーデンの写真家トゥーレ・サンダールによる作品展。
「高知は、魅力的な風景に恵まれた、緑がなびくオア
シスです。私は、
なぜかその中に点在する古い工場や
家屋に釘付けになりました」
トゥーレ・サンダールが、
スウェーデンで高評価を得た高知県を撮影した作品
「Unexpected」
を展示し、異なる視点で捉えられた
新たな高知の魅力を提示し、写真による欧州と高知
の文化交流を深めていきます。

日時
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日時

令和3年9月19日
（日）

会場

高知市中央公園・おびさんロードほか

料金

無料

問合せ

088-883-5071（高知街ラ・ラ・ラ音楽祭事務局）

ＨＰ

https://kc-lalala.com/
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MESSAGE

例年より少ない会場数、バンド数での開催で
いつもの賑やかさは半減…してしまいますが、
街を歩いてお気に入りのバンドや音楽を見つ
けてみてください。

主催：さわ美術研究所

会場

高知市

高知市

プロ・アマ問わず公募で出演者を募集す
る野外音楽祭。新型コロナウイルスの影
響により4会場・約50組の出演で実施
予定。会場は、
メイン会場の中央公園の
ほか、
おびさんロードなど。高知県高等
学校文化連盟との協働で、軽音祭での
受賞バンドを中心に高校生も出演する
など、学生から高齢者まで幅広い世代
が音楽を楽しめる1日。

料金
問合せ

令和3年10月17日
（日）〜10月31日
（日）
Gallery E
（高知市桜井町1丁目4-5コレンス13号）

料金

無料

問合せ

080-6399-4681
（岡本）

ＨＰ

https://sawabi-art.tumblr.com

MESSAGE

スウェーデンの写真家トゥーレ・サンダールの作品
「Unexpected」
は、高知をテーマにフィルムで撮影し
印画紙と古い額縁で展示。継続的な交流から生まれ
た高知の写真がスウェー デンで高評価を得ています。

天然写真家と行く
「室戸ジオ写真集名場面」
魅力再発見！バス巡り撮影会

主催：万美デザイン室

市川みどりマリンバコンサート

室戸市
会場
料金

令和3年10月30日
（土）8時〜16時
ニューサンパレスむろと
（室戸市領家235-1）
無料

MESSAGE

感動の写真集の世界へお連れします！簡
易カメラやスマホでも参加できる無料公
募企画です。地元の誉れをバスで巡り再
問合せ 088-875-1122
（FAXも同じ。不在の場合はメッセージを。） 発見！自分で切り取るアーティスト的な楽
Ｈ Ｐ http://www.maedahakushi.com/
しさや観光気分も味わって頂けます。

※参加申し込みは、住所・氏名・連絡先を記載しFAXで応募。
9月18日
（土）
・19日
（日）
のみ受付。
先着12名限定（決定の方には9月20日
（月）
に連絡。）

土佐山田・あーとリンク vol.1

主催：土佐山田・あーとリンク実行委員会

令和3年10月31日
（日）開場13時30分 開演14時

会場

宿毛まちのえき林邸（宿毛市中央3丁目1-3）

料金

2,000円
（ワンドリンク付き）30席限定

問合せ

080-5453-0279（石崎）

いしはら音楽祭
〜紅葉彩る三宝山地福寺コンサート〜

令和3年10月30日
（土）〜11月14日
（日）

日時

令和3年11月6日
（土）

会場

三宝山地福寺（土佐郡土佐町西石原1115）

料金

Ａ席（お堂内）
：1,500円

無料（市川雅彦展は入場料が必要です。）
問合せ 0887-52-5104
（聖建築研究所・山本）
Ｈ Ｐ https://fb.me/tosayamadaartlink ※facebook
料金
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主催：いしはらの里協議会

Ｂ席（お堂外）
：1,000円 小学生以下：無料

会 場 【中村達志展 在宅楽園―おうちでパラダイス―】

ギャラリー樹下の舎（香美市土佐山田町東本町5-2-11）
【大場真美展―こころの在りか―】
かふぇ&ぎゃらりーぐらんま
（香美市土佐山田町東本町1-4-4）
【市川雅彦展―ここに在るということ―】
香美市立美術館（香美市土佐山田町262-1）

宿毛市内では、滅多に聴く事の出来ない、
一流の演奏家によるマリンバコンサートで
す。
コロナが収束していないため、入場制限
をかけての開催ですが、
ご来場頂いた方に
は楽しんで頂きたいと思っています。

土佐町

香美市

日時

MESSAGE

日時

土佐町石原地区にある三宝山地福寺は秋になると見事な紅葉で
彩られます。
その地福寺で土佐町在住のジャズピアニスト・鈴木琴
栄さん、
そして、
瀬戸フィルハーモニー交響楽団・金管五重奏の演
奏をお届けします。
紅葉に包まれたお寺の静謐な雰囲気の中、
心
に響く素敵な音楽を聴きながら秋のひとときをお過ごしください。
（気候条件等により、
紅葉状況が変動する場合があります。
）

アートを通じてまちを楽しむ「土佐山田・
あーとリンク」。第一弾となる今回は「日本
画」
が共通のテーマ。香美市立美術館で開
催される
「市川雅彦展」に合わせ、土佐山
田町内２つのギャラリーにて県内作家によ
る展示を行います。土佐山田のまちを散策
しながら、多世代に渡る日本画の世界をお
楽しみください。

MESSAGE

地図上で二等辺三角形を描く
「香美市立美
術館」
「ギャラリー樹下の舎」
「かふぇ&ぎゃら
りーぐらんま」
を結ぶアート企画です。
３つの
アート施設を楽しく巡る、
まち歩きマップや
作家による作品解説なども企画しています。

宿毛市

3年前に立ち上げられた、
すくも音楽
祭実行委員会。
昨年は、
コロナで何も出来ずでしたが
今年からは少しずつ開催していきたい
と思います。
まずは第一回目の音楽祭
開催に多大なるご尽力を頂いたマリ
ンバ奏者の市川みどりさんを再度お
迎えして開催です。本格的なクラシッ
ク音楽の演奏を楽しんで頂きたいです。

室戸ジオパークの写真集撮影をし
た天然写真家前田博史（ハクシ）氏
による案内で、写真集をガイドブック
（パンフ）に名場面をバスで巡る写
真教室（撮影会）
です。途中写真集
よりピックアップした作品を展示した
「写真展会場」に立ち寄り、鑑賞と
マップを用いた名場面解説もありま
す。最後に会議室にて当日の参加
者の撮影した作品講評もあります。
日時
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主催：すくも音楽祭実行委員会

問合せ

0887-72-9328
（中町）

ＨＰ

https://www.ishiharanosato.jp/

MESSAGE

イベント会場となる三宝山地福寺を彩る紅葉は一見
の価値あり！美しい紅葉とプロによる演奏を一度にお
楽しみいただけます。当日、会場に来られない方のた
めに、
オンラインでの有料ライブ配信を予定しています。
※イメージ

幡多文化祭り2021

主催：南十字星

主催：エンドオブ
ライフ・ケア高知

「繋ぐ・紡ぐ」
をテーマに2部構成。
1部は17歳のピアニスト
「松村凛士郎ピアノ
コンサート未来へ」賛助出演は女性コーラス
「野市グリーンコール」
2部は
「人生100年時代を生きる福祉のまち
づくりシンポジウム」
価値観や人生観までもが変わりつつある今、
人間としての尊厳を守り、共に
助け合い支えあえる地域を探る。

高知市

四万十市

コロナの影響で、開催が難
しかった文化イベントでした
が、助成のご協力もあり、
な
んとか予算問題がクリアで
きそうです。歌、演奏、舞踊、
陶芸、炭オブジェ等、幡多
地域の文化活動のコラボイ
ベントとしたいです。

「繋ぐ・紡ぐ」
「松村凛士郎ピアノコンサート未来へ」&
「人生100年時代を生きる福祉のまちづくりシンポジウム」

ピアノコンサート演奏者の松村凛士郎さん

日時
日時

令和3年11月7日
（日）

会場

不破八幡宮（四万十市不破1392）

料金

無料

問合せ

080-2973-1483（藤村）

MESSAGE

※雨天の場合は、
拝殿内で開催します。

Ukulele good meeting

（ウクレレ・グッド・ミーティング）

主催：Ukulele good meeting
実行委員会

【オンライン】令和3年11月13日
（土）
【 リアル 】令和3年11月14日
（日）
会場 蛸 蔵
（高知市南金田28）
料 金 2,000円
（土日共通/1day参加も同じ）
問合せ 088-855-5513
（アトリエエフ 福岡）
Ｈ Ｐ https://ukulele-good-meeting.fun

日時
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初心者から経験者までみんなが楽しめる高
知発ウクレレイベント。会場はレトロな蔵でカ
フェブースやウクレレグッズの出店もあり。遠
方の方も初日に引き続きオンラインでの演
奏参加や会場の風景を楽しめます。

MESSAGE

高知県立県民文化ホール・グリーンホール
（高知市本町4-3-30）クラシックからブギまでの幅広いジャ

料金

1,000円 ※中高生以下無料

問合せ

080-3696-1176
（岩﨑）

ＨＰ

https://www.facebook.com/groups/endkochi ※facebook

演劇公演「わが町」

ンルを奏でる松村凛士郎ピアニスト。
そのほとばしる若いエネルギーは明
日に向かって生きる喜びや勇気を会
場いっぱいに伝える。

主催：ヨシダワークス

高知市出身で現在まつもと市民芸術館のレジデ
ンスカンパニー、TCアルプに所属する俳優・細川
貴司を迎え、公募により集まった高知の出演者
と共に作品を創作します。
上演作品は「わが町」。20世紀初頭、
ニューハン
プシャー州のグローバーズ・コーナーズという架
空の町で展開される、
「たくさんの人との関わり」
を描きます。

日時

令和3年12月4日
（土）19時開演
令和3年12月5日
（日）14時開演

会場
料金

蛸 蔵（高知市南金田28）
【前売り】一般：2,000円／学生：1,000円 ※当日各500円増

問合せ

090-6488-8401
（吉田）

ＨＰ

http://yoshida-works.undo.jp/

※本事業内容は変更になる場合があります。最新情報はHPをご覧ください。

高知市

高知市

初日は高知在住で世界でも人気のウクレレ・トッププレイ
ヤーKYASや講師より、KYAS書下ろしのアンサンブル
曲をパートごとにオンラインレッスンで学ぶ。翌日は、
「蛸
蔵」
の風情ある蔵の中で参加者みんなで合奏したり、参
加者や講師のライブを堪能。当日参加が難しい皆さん
はオンラインで視聴参加可能。

MESSAGE

09

天気であれば屋外開催で、密を避
けた幡多地域文化コラボイベント
にしたいと思います。

令和3年12月4日
（土）13時〜17時

会場

2020年12月「セツアンの善人」
より

MESSAGE

地域の表現者が学び、発表する機会
を創ることで、人材育成に務めると共
に、細川さんを通して今回生まれる繋
がりを拡げていくことで、外部からの交
流を深め、
さらに高知の演劇文化を活
性化していきたいと考えます。

百年後に残したい
魚梁瀬森林鉄道百枚の写真展

（公財）高知市文化振興事業団

Sponsorship event

協賛行事

馬路村

膨大な数が残されている魚梁瀬森林鉄道の
写真から代表的なもの百枚を厳選し、写真一
枚一枚に詳細な説明を加えて展示します。木
材運搬の方法として林業を支える一方で、暮
らしになくてはならない乗り物として沿線住民
に愛された魚梁瀬森林鉄道の歴史と魅力を、
はじめて触れる方にもわかりやすく伝えます。

市町村または県内で文化芸術活動を行う
団体・個人によるイベントです。

紙とわ
（た）
しのフェスティバル

MESSAGE

日時

令和3年12月10日
（金）〜12月12日
（日）

会場

馬路村集会センター うまなび
（安芸郡馬路村大字馬路443）

料金

大学生以上：200円

問合せ

080-6721-3074（中村）

ＨＰ

http://rintetu.jp/preservation.php

百枚の写真で魚梁瀬森林鉄道の全
貌を伝える試みです。
その時代を知っ
ている世代には懐かしい、知らない世
代には驚きと発見に満ちた写真展に
なるでしょう。保存会会員による、会
場でのより詳しい解説も随時。

その次の季節
高知県被曝者の肖像、
遠洋漁業の記憶2021

日時

令和3年12月11日
（土）
・12日
（日）14時〜

会場

高知市立自由民権記念館（高知市桟橋通4丁目14-3）

料金

無料

問合せ

emptyspace.emptymovie@gmail.com（甫木元）※mail

THE 71st KOCHI ART FESTIVAL OFFICIAL GUIDE BOOK

土佐和紙未来プロジェクトが
紙の博物館を舞台に送る、
演劇・ダンスのフリンジフェス！
3階のホールを土佐和紙で
飾り込み、その空間を舞台
に4つの団体がそれぞれの
演目を行います。
また、通常入館料のみでご覧いただけ
るライブや展示もございます。様々なジャンルのアーティス
トと和紙との融合をお楽しみ下さい。
会 場 いの町紙の博物館
日 時 令和3年10月1日
（金）
〜10月10日
（日）
主に期間中の土日開催
（10/2.3.9.10）
【13時・18時】
週替りダンスプログラム
【15時・20時】
週替り演劇プログラム
【14時30分・16時30分・17時30分・19時30分】
日替わりスペシャルライブ
ライブとその他の展示、
紙の博物館の常設展、
並びに期間内の展示に関しては
紙の博物館の入館料のみでご覧いただけます。
料 金 1公演：1,500円
（高校生以下1,000円）
＋入館料
※一度公演をご覧いただいた方は別演目を特別価格1,000円にてご覧いた
だけます。
ただし、
別日の場合は再び入館料がかかります。
問合せ washi.future.project@gmail.com
H P https://washiplus.wixsite.com/home/futureproject-past

会 場 高知市文化プラザかるぽーと・大ホール
日 時 令和3年9月22日
（水）開場18時 開演19時

9月23日
（木・祝）開場11時30分 開演12時30分

料 金 全席指定
（日時指定）Ｓ席
（1・2階席）
8,500円 Ａ席
（3階席）
7,500円
＜当日券は＋500円＞※未就学児の入場はご遠慮ください
問合せ 088-883-5071
（高知市文化振興事業団）
H P http://www.kfca.jp/kikaku/leﬁls/

La forêt

串田和美 独り芝居
「月夜のファウスト」

「みなさん 突然ですが 独り芝
居をやってみようと思い立ち
ました」
昨年6月に多くの劇場が休
館に追い込まれる中、
公園の
小さなあずまやで上演した。
セットは何もない。
役者と観客の想像力だけで成立する舞
台。
コロナ禍で芝居の原点に立ち返った。
ファウスト博士と自
分の幼少期の記憶とをないまぜとした、
小さくて壮大な物語。
会 場 蛸蔵
※全2回公演 ※詳細は決まり次第、
HPに掲載します。
日 時 令和3年11月7日
（日）
料 金 【前売り】
3,500円【当日】
4,000円
問合せ info@lafrt.com
H P https://www.lafrt.com/

Masako Ballet Works

Masako Ballet Works
第7回発表会

MESSAGE

ただの歴史的事実や被曝者としての枠組
みを浮かびあがらせるのではなく、一人の
人間、漁師として生きた個人史を引き継ぎ、
室戸という漁師町の現在も含めて再度認
識し思考する事に繋がればと考えています。

生徒を中心にゲストを
含めた総勢約80名が
想いを込めた舞台を創
りあげます。
7回目の今回は、
「ドン・
キホーテ」
より 夢の場 、
さまざまな作品を織り
交ぜたバレエコンサートと
「不思議の国のアリス」
を上演。
色とりどりの演目をお楽しみください。

会場
日時
料金
問合せ
H P

高知市文化プラザかるぽーと・大ホール
令和3年9月12日
（日）13時30分〜16時30分
1,500円
088-803-7339
（上岡）
https://www.m-balletworks.com/

Washi＋

Washi＋Performing Arts? Project vol.6

鈴木竜×棚川寛子公演
「いとなむ」

コンテンポラリーダンス界
で注目を集める振付家・ダ
ンサーの鈴木竜と、
舞台音
楽家として世界を舞台に
活躍する棚川寛子がタッグ
を組み、
「土佐和紙」
をテー
マにした新しい舞台芸術
作品の創造に挑みます。

会 場 土佐市複合文化施設つなーで・ブルーホール
日 時 令和3年9月24日
（金）
・25日
（土）

【24日】開場19時、
開演19時30分
（アフタートークあり）
開演15時（上演時間1時間15分ほど/2回公演）
【25日】開場14時30分、
料 金 一般：2,000円／中学生以下：1,000円 ※土佐市小中学生無料特典あり。
問合せ washiplustheater@gmail.com
H P https://washiplus.wixsite.com/home

舞踊・ダンス

室戸市

昨年から継続している映画「その次
の季節」
プロジェクト。1954年ビキ
ニ環礁における米国の水爆実験に
よって発生した放射能は、当時近隣
海域にいた日本の漁船に降り注ぎ、
広島・長崎に次ぐ新たな被曝者を生
みました。
本作は、
事件を端緒に理不
尽を負わされてきた高知在住の被曝
者やその遺族らの証言映像で構成。
本年は室戸を主な撮影地として新た
な作品として制作、
上映を行います。

室戸市保健福祉センターやすらぎ
（室戸市領家87）
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主催：Empty space

フランス最高位の演劇賞・モリエ
ール賞新人賞等を受賞した舞台
「Le Fils 息子」
アカデミー賞脚色賞を受賞した劇
作家フロリアン・ゼレールが、
もつ
れあう家族の心の複雑さを独自
のスタイルで描き、言葉の背後に
ある、言葉にできない表現で、観
客の心に問いかけます。

出演：岡本圭人、
若村麻由美、
岡本健一 ほか
土佐和紙未来プロジェクト実行委員会

（馬路村所蔵）

演劇

舞台「Le Fils 息子」高知公演

主催：中芸地区森林鉄道遺産を
保存・活用する会

昨年度からスタートした、
『土佐
和 紙 未 来プロジェクト』との
コラボ企画。伊野南小学校前
を流れる奥田川をモチーフに
した音楽劇を創作し、発表を
行います。出演する小学生も
募集中！ハナカタマサキさんと、東京で活躍する井上貴子
らや、高知在住の浜田あゆみが、子どもたちと一緒にミニ
パフォーマンスを制作します。
会 場 奥田川周辺 および 伊野南小学校
（木）
〜11月23日
（火・祝）
日 時 令和3年11月18日

【ワークショップ】
11月18日
（木）
〜11月22日
（月）
【発表】
11月23日
（火・祝）※詳細はお問合わせください。
料 金 無料
（伊野南小学校：辰己）
問合せ inominami-e@kochinet.lg.jp
washi.future.project@gmail.com
（土佐和紙未来プロジェクト：浜田）
H P https://washiplus.wixsite.com/home/washi-project

（公財）高知市文化振興事業団

to R mansion「The SHOW」

©Chiye NAMEGAI

大道芸をベースに世代・国籍関
係なく楽しめる舞台を制作してい
る
「to R manshion」
。
首なし男や
とんがり頭のピエロ、風船のよう
に膨らんだお喋りマダムなど、奇
想天外なキャラクター達が繰り広
げる笑いと驚きいっぱいのフィジ
カルパフォーマンス。お洒落で
ウィットに富んだコメディーショー。

会 場 高知市文化プラザかるぽーと・小ホール
（日）
日 時 令和3年12月5日

①開演11時 終演12時 ②開演14時 終演15時

一般：3,000円／高校生以下：1,000円 ※未就学児
料 金 【前売り】
【当 日】
一般：3,500円／高校生以下：1,500円

（高知市文化振興事業団）
問合せ 088-883-5071
H P http://www.kfca.jp/kikaku/

高知コンサート・グループ

宿毛市民合唱団第56回定期演奏会
今年で第56回目とな
る定期演奏会です。
「平
城山」など叙情に満ち
た曲から宗教曲まで、
混声合唱の響きをお楽
しみください。ゲストに
よるマリンバ演奏も予定しています。
昨年は中止となりましたが、今年こそ感染拡大防止に細
心の注意を払って実現したいと思います。

会 場 高知県立美術館ホール
日 時 令和3年10月30日
（土）18時30分〜20時45分
料 金 【前売り】
一般：1,500円／学生：1,000円

会 場 宿毛市総合社会福祉センター
日 時 令和3年11月3日
（水・祝）14時〜15時30分
※日時は変更となる可能性があります。
HPをご確認ください。
料 金 無料
問合せ 0880-64-0143
（代表：土居）
H P http://sukumocc.wp.xdomain.jp/

（公財）高知新聞厚生文化事業団

下八川圭祐記念
第45回高知音楽コンクール

高知県における音楽の振
興を図ることを目的とし
て開 催する県 内 唯 一の
総合的クラシック音楽コ
ンクールで、今年で45回
目を迎えます。打楽器、弦
楽器、管楽器、声楽、
ピア
ノの各部門で出場者が練習を重ねた楽曲で競います。
ご
応募、
ご来場をお待ちしております。
会場
日時
料金
問合せ

高知県立県民文化ホール・グリーンホール
令和3年11月3日
（水・祝）10時〜18時
一般：1,000円／学生：500円
（高知新聞企業 事業部 高知音楽コンクール事務局）
088-825-4328

※平日9時30分〜17時30分
H P https://www.kochi-sk.co.jp/event/shimoyakawa.html
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今年も当道音楽会他絃
方のご協力のもと開催
致します。
尺八のみの合
奏曲や尺八・箏・三絃な
どの合奏曲を演奏致し
ます。尺八本曲、古典曲
から現代曲まで幅広く変化に富んだ曲を選びました。
ご来
場の皆様には必ずやご満足頂ける演奏会になるものと思
います。皆様、是非ご来場ください。心よりお待ちしており
ます。
会場
日時
料金
問合せ

高知市文化プラザかるぽーと・小ホール
令和3年11月21日
（日）14時30分〜17時30分
無料
090-8722-8785
（下元）

宿毛市民合唱団

ピアノ、管弦打楽器、声楽、
邦楽とバラエティーにあ
ふれた演奏会。第1部は
演奏者達が思い入れの
深い曲を披露。第2部は
元気が出るクラシック
と題し、
コロナ禍の時代を吹き飛ばすお客さんが元気に
なるステージを考え出演者による趣向を凝らした内容で
お送りします。是非お誘い合わせの上、
ご来場ください。

【当 日】
一般：2,000円／学生：1,500円
問合せ 088-860-1482
（野村）
H P https://www.facebook.com/KochiConcertGroup/

都山流尺八高知県支部
令和3年度 定期演奏会

平井まさね作品展
「山の子の生活の四季」

旧仁淀村出身の漫画家平井まさ
ねの作品展、山の子どもの四季
折々の生活を描いた作品を展示
します。

会 場 いの町紙の博物館
日 時 令和3年9月4日
（土）
〜9月26日
（日）9時〜17時

休館日：毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌日休館）

料 金 大人：500円
（400円）
／小・中・高生：100円
（80円）
※
（）
内は10名以上の団体料金
（いの町紙の博物館）
問合せ 088-893-0886
H P https://kamihaku.com/

高知県立美術館ホール
令和3年11月7日
（日）12時30分〜15時20分
無料
088-832-8417
（高橋）※昼間

コンサートスタイルのピ
アノコンクール地区予選
会。出演者は、幡多地
区の幼児〜中学生。課
題曲は無く、自由曲で
の参加となっています。
金賞、銀賞、銅賞、参加
賞。
アドバイスカード等が授与され、日頃の練習の成果を
披露できる場となっています。尚、優秀者は第1次審査
（Web）
へ推薦させていただきます。
会場
日時
料金
問合せ

四万十市立文化センター・大ホール
令和3年11月21日
（日）13時〜15時
無料
0880-35-3589
（東）

コロナの感染状況によっては
延期となる可能性があります。

香美市立美術館

美術の森へようこそ−ＲＥＴＵＲＮＳ−

本展は、昨年にコロナ対策の
ため臨時休館で残念な結果
となりましたが、本展を見た
かったという声が数多く寄せ
寺尾孝志『夏』1990年
られ再度、企画しました。前回
は
「県美コレクション出張プロジェクト」
により4点の作品を
借入しましたが、
今回は当館の収蔵作品のみで構成します。
内容が若干変更になったことで新たな魅力も生まれました。
会 場 香美市立美術館
日 時 令和3年9月4日
（土）
〜10月17日
（日）9時〜17時
休館日：毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は、
翌日休館）
内20名以上団体料金
料 金 一般310
（150）
円 ※（ ）
※長寿手帳提示150円、
高校生以下無料
障害者手帳提示の場合、
手帳所持者とその介助者1名まで無料

問合せ 0887-53-5110
（入野）
H P https://www.city.kami.lg.jp/site/bijutukan/

（公財）高知県のいち動物公園協会

第30回のいち動物公園
写真コンテスト作品展

写真コンテストの応募作
品の中から、審査で選ば
れた入選作品約60点を
どうぶつ科学館で展示。
動
物たちの一瞬の表情や動
きを捉えた作品多数あり。
展示写真は、
令和2年8月
1日以降に園内で撮影さ
れた動物や人物の写真。

高知県民謡協会加入団体が、年一度合同で、民謡、三味
線、尺八、太鼓、民舞で、郷土の民謡から、全国の民謡ま
で会の特徴を活かした催し物で行います。
会場
日時
料金
問合せ

第7回ヤマハジュニアピアノコンクール
〜高知西地区予選大会〜

いの町紙の博物館

高知県民謡協会

高知県民謡まつり

ジュニアピアノコンクール実行委員会

会場
日時
料金
問合せ
H P

高知県立のいち動物公園・どうぶつ科学館
令和3年9月5日
（日）
〜11月3日
（水・祝）9時30分〜16時45分
18歳未満・高校生以下：無料）
無料 ※入園料のみ必要（大人：470円、
0887-56-3509
（写真コンテスト係）
https://noichizoo.or.jp/

室戸市

第62回室戸市美術展覧会

一般の部は、室戸市及び
安芸郡市内に在住の方、
または室戸市出身の方か
ら作品を募集します
（小・
中学生を除く）。ただし、
【漫画の部】
のみ、
15歳以
上で高知県在住の方を対
象とします。搬入は10月16日（土）9時〜17時、17日
（日）
9時〜12時です。
会 場 室戸勤労者体育センター
日 時 【一般の部】
令和3年10月23日
（土）
〜10月30日
（土）9時〜19時

【小・中学校の部】
令和3年11月2日
（火）
〜11月7日
（日）9時〜19時

※入場は18時45分まで。
（最終日は17時まで。
）
料 金 無料
問合せ 0887-22-5142
（生涯学習課）
H P https://www.city.muroto.kochi.jp/

美術

音楽

高知コンサート・グループ 第68回定期演奏会

ひざ上無料

都山流尺八高知県支部

音楽

舞踊・ダンス

奥田川親水公園の会

音楽劇＆ワークショップ
「ナガエミクリとベニオグラコオホネ」

いの町紙の博物館

会 場 いの町紙の博物館
日 時 【前期】
令和3年10月23日
（土）
〜11月14日
（日）

【後期】
令和3年11月20日
（土）
〜12月12日
（日）9時〜17時
※11月15日
（月）
〜11月19日
（金）
は展示休止日となります。

休館日：毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌日休館）

料 金 大人：500円
（400円）
／小・中・高生：100円
（80円）
※
（）
内は10名以上の団体料金
問合せ 088-893-0886
（いの町紙の博物館）
H P https://kamihaku.com/

会 場 香美市立美術館
日 時 令和3年10月30日
（土）
〜12月19日
（日）9時〜18時
休館日：毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は、
翌日休館）
内20名以上団体料金
料 金 一般：520円
（260円）※（ ）
※長寿手帳提示260円、
高校生以下無料
障害者手帳提示の場合、
手帳所持者とその介助者1名まで無料
問合せ 0887-53-5110
（入野）
H P https://www.city.kami.lg.jp/site/bijutukan/

昨年度（テーマ
「つなぐ
（つながる・つなげる）」）大賞 大阪府 前田真由子さん

会場
日時
料金
問合せ
H P

15

香美市立やなせたかし記念館・別館
令和3年11月13日
（土）
〜令和4年1月10日
（月・祝）10時〜17時
無料
0887-59-2300
（香美市立やなせたかし記念館）
https://anpanman-museum.net/

THE 71st KOCHI ART FESTIVAL OFFICIAL GUIDE BOOK

会 場 いの町紙の博物館
日 時 令和3年11月20日
（土）
〜11月23日
（火・祝）17時〜20時30分
※11月22日
（月）
は休止日
料 金 大人：500円
（400円）
／小・中・高生：100円
（80円）
※
（）
内は10名以上の団体料金
※夜間イベントのため、
料金は変更になる場合があります。
問合せ 088-893-0886
（いの町紙の博物館）
H P https://kamihaku.com/

休館日：毎週月曜日
（月曜日が祝日の場合は翌日休館）

（400円）
／小・中・高生：100円
（80円）
料 金 大人：500円
※
（）
内は10名以上の団体料金
（いの町紙の博物館）
問合せ 088-893-0886
H P https://kamihaku.com/

第195回市民映画会

第19回高知連合選抜書展

市民映画会は、文化の薫り
高い劇映画を低廉で提供し、
教養の向上を図ることを目
的に1951年より開催してい
ます。今回は「秘密への招待
状」
と
「シラノ・ド・ベルジュラッ
クに会いたい！」
の2本を上映
※1枚のチケットで2作品ご覧いただけます。
します。

県下の書道団体の連
携と融和を図り、あわ
せて県内の書道振興
と技 術 向 上を図るた
めに隔年で開催。県内
の15書道団体と無所
属から選ばれた作品
182点を展示。高知
県の各書道団体の精鋭の方々の個性豊かな作品が一
堂にご覧いただける貴重な機会です。
お見逃しなく！

会 場 高知市文化プラザかるぽーと・大ホール
日 時 令和3年9月17日
（金）開場10時15分

【秘密への招待状
（112分）
】①10時45分 ②15時10分 ③19時30分
【シラノ・
ド・ベルジュラックに会いたい！
（112分）
】①13時 ②17時20分
料 金 【前売り】
一般：1,300円 【当日】
一般：1,500円
（学生証、
長寿手帳、
障害者手帳などをお持ちの方）
割引券：1,000円

会 場 安芸市立書道美術館
日 時 令和3年10月31日
（日）
〜12月5日
（日）9時〜17時
休館日：毎週月曜日
料 金 大人：330円／中高生：110円／小学生：50円
※毎週土曜日は高校生以下無料
問合せ 0887-34-1613
（安芸市立書道美術館）

※障害者手帳をお持ちの方で介助が必要な場合は、
介助者1名まで割引料
金とさせていただきます。

問合せ 088-883-5071
（高知市文化振興事業団）
H P http://www.kfca.jp

（特非）NPO砂浜美術館

潮風のキルト展は、
らっ
きょうの花が咲くころに開
くパッチワークキルトのコ
ンテスト。
「布を楽しむ」
を
テーマに、全国各地から
集まった個性豊かな作品
が木漏れ日を浴び、松原
の中でゆらゆら。
キルトに加え、
「クッション」部門もありま
す。
カラフルな作品と自然とが織りなす風景は、砂浜美術
館の秋の代表作品です。
会場
日時
料金
問合せ
H P

砂浜美術館
（高知県黒潮町・入野松原）
令和3年11月19日
（金）
〜11月21日
（日）
協力金：300円
（中学生以上）
0880-43-4915
（NPO砂浜美術館事務局）
http://www.sunabi.com/

無観客の中でひっそりと
開催された、
−
「さかわ・
酒蔵ロード劇場」
−酒蔵
の道を彩る光と音楽の
劇場を、ムービーにして
HPで配信。一つ一つの
作品を動画でじっくりと
お楽しみください。

会場
日時
料金
問合せ
H P

酒蔵の道
（動画配信）
未定 ※決まり次第HPでご案内します。
無料
0889-20-9500
（さかわ観光協会・中西）※9時〜17時
https://sakawa-kankou.jp/

（公財）高知市文化振興事業団

安芸市・安芸市書道振興協議会

シーサイドギャラリー2021・秋
第27回潮風のキルト展

和紙と光をコラボレー
ションさせたアート祭典
を開催します。和紙の
あたたかな光に包まれ
た幻想的な世界をお楽
しみください。

第14回
さかわ酒蔵・ロード劇場2021

（一社）倫理研究所

シネマな夜VOL.257
「ある画家の数奇な運命」

「善き人のためのソナ
タ」のアカデミー賞監
督が、
現代美術界の巨
匠ゲルハルト・リヒター
の半生をモデルに、若
き画家の辿った数奇な
運命を描いた感動作。
若き芸術家クルトは、少年の頃敬愛した叔母の面影を持
つ女性と結婚するが、
義父となった男はその叔母を殺めた
過去を持つ元ナチの高官だった・
・
・。

会 場 高知県立美術館ホール
日 時 令和3年10月27日
（水）①10時〜 ②14時〜 ③18時30分〜
料 金 【前売り】
一般：1,300円 【当日】
一般：1,500円

シニア・障害者：1,300円 高校・大学生：800円

問合せ 088-872-5208
（吉川）

家庭倫理の会・高知

しきなみ短歌の世界
初めての短歌教室

短歌は長い伝統を持つ
日本の代表文芸であり
ます。その31文字に托
する言葉は多様でありま
すが「しきなみ」短歌会
は日々の暮しをじっと見
つめてその感動を素直に易しい言葉で紡ぎます。生ま
れた作品を楽しみ喜びを歌の友と分かちあいます。
難し
い事はありません。
そのまま詠めばいいのです。
どうぞ、
ご一緒に短歌を始めましょう！
会場
日時
料金
問合せ

シネマ・サンライズ

高知市立自由民権記念館・研修室
令和3年11月3日
（水・祝）10時〜11時30分
無料
080-2562-4396
（田植）

（有）特選呉服いしはら

茶の湯と庭

会場
日時
料金
問合せ
H P

庭の歴史の研究者で知られる、
今江秀史氏を京都よりお招きし
て、
京都の庭の歴史や、
茶の湯に
おける庭の発達などのお話しと、
二条城や法隆寺など国宝の庭園
の修復や管理など文化財の維持、
管理をする立場からの他では聞
けないお話しを伺います。
また、
茶花の研究家である武内範男氏
の茶花の展示と呈茶を行います。

要法寺
（高知市筆山町8-5）
令和3年9月25日
（土）①10時〜12時 ②13時〜15時
4,000円
088-880-0047
（石原）
https://www.gofuku-ishihara.com/

伝統文化

私たちの作品展 ことOURギャ
ラリー展は、詩とイラストをかく楽
しみや、作品を発表する喜びを、
多くの人に気軽に味わってもらう
ための公募作品展です。今年の
テーマ
「旅（たび）」
に沿った5・7・
5調の17文字の詩とイラストを
かいた、
はがきサイズの作品を募
集し、応募された全点を会場に
展示します。

夜の紙博

※画像は昨年開催時の様子です。

文芸

公募作品展第23回OURギャラリー展

和紙草木染めを長年研
究、創作している真木美
恵子氏による作品展で
す。夾纈染めという染色
法により、花器、
クッショ
ン、座布団など和紙の美
しさ、多様性を知っても
らえる内容です。

会 場 いの町紙の博物館
（水）
〜11月14日
（日）9時〜17時
日 時 令和3年10月27日
※最終日は15時まで

（公財）
やなせたかし記念アンパンマンミュージアム振興財団

第14回さかわ酒蔵・ロード劇場実行委員会2021

いの町紙の博物館

映画

市川雅彦は1957年中土佐町に
生まれ、
1981年京都市立芸術大
学日本画科卒業後、1986年第
40回高知県展で特選、大賞を受
賞し、1999年3回目の特選で無
鑑査に。団体には属さず各種コン
クールに出品を重ね、
個展やグループ展も多数開催しています。
現在、高知の日本画界を牽引している市川雅彦の画業を多く
の方々に楽しんでいただきたいと思います。

いの町紙の博物館

さく ひん てん

夾纈染和紙作品展

香美市立美術館

市川雅彦展 −ここに在るということ−

し

映像

和紙を使っての墨絵展、和紙にアク
リルを使っての色彩展。作品にどの
ような違いがあるのか。和紙に向
かった2人の作家による世界観を
ご観覧いただけたら幸いです。

わ

美術

美術

中田耕一・富貴子 二人展

きょう けつ ぞめ

輝け！土佐藝情華の祭典
〜平穏の祈りも新たに〜

高知における異なる舞台芸術、伝
統芸能部門（吟詠、
ダンス、伝統邦
楽、三曲、一絃琴、日本舞踊、土佐
琵琶、民謡等）の代表者芸道家を
中心に、
その文化芸術を有機的に
構成演出し魅力ある新しい舞台
芸術の提供にチャレンジする。郷
土の文化芸術の振興発展と次世
代への継承と人材育成を目的とし
又大会を記録し後に配信する。

会場
日時
料金
問合せ

高知県立県民文化ホール・グリーンホール
令和3年10月29日
（金）18時〜20時30分
無料
090-5149-0276
（小笠原）

琴古流尺八竹童社藤寿会高知支部

伝統文化音楽地唄、箏曲、尺八本曲演奏会
「地唄・箏曲で奏でる女心」
より

源 氏 物 語・和 歌 集 等の
様々な題材から作曲され
た地唄・箏曲の中から古
典現代曲等のジャンルに
拘らず女心を奏でる曲を
中心として選曲する事と
し
「地唄・箏曲で奏でる女心」
と題して今年の演奏会を催
します。未だ衰える兆しの見えないコロナ禍ですが飛沫
感染処置を施した上でワクチン効果を期待しご来場をお
待ち致します。
会場
日時
料金
問合せ

南国市立岡豊ふれあい館
令和3年11月3日
（水・祝）13時30分〜17時
無料
088-864-3276
（池添）

宿毛まちのえき林邸

濱中建築（宿毛市）の
二 代 目として建 築 業
を営む傍ら、独学で組
子細工の照明やアー
トの創作をする濱中伸
也（はまなかしんや）氏
の作品展示会を開催
いたします。会場には、
2.4メートルの組子細工のドームも展示いたします。大工
仕事で磨かれた職人技をぜひご覧ください。

会 場 宿毛まちのえき林邸
日 時 令和3年11月3日
（水・祝）
〜11月14日
（日）9時〜17時
※最終日は15時30分迄
料 金 無料
問合せ 0880-79-0563
（宿毛まちのえき林邸）
H P https://www.hayashitei.com/

当会は昨年創立70周
年を迎えました。新型コ
ロナウイルス感染拡大
防止のため昨年演奏会
を中止としました。今回
は日 本 舞 踊の美 穂 川
圭輔先生・慶祥芳之先
生と共に
「明石曲」
を披露させて頂きます。
また
「宇多の鶴」
「秋の蝶」等演奏致します。変わらない一絃琴の柔らかく
凛とした一筋の音色をお聴きください。
会場
日時
料金
問合せ

第17回四万十市文化祭

文化・芸術活動を行う団
体や個人に発表の場を提
供し、文化・芸術水準の向
上を図ることを目的に四
万十市文化祭を開催する。
今年は、協賛行事1、参加
行事26の27行事を、8月
から12月に実施する。

四万十市立文化センター、
田野川小学校体育館、
その他
令和3年8月22日
（日）
〜12月26日
（日）
無料〜1,000円
0880-34-7312
（四万十市文化祭執行委員会事務局）

THE 71st KOCHI ART FESTIVAL OFFICIAL GUIDE BOOK

高知県立美術館ホール
令和3年11月6日
（土）13時30分〜15時30分
無料
090-2785-7050
（森本）

高知県教育文化祭運営協議会

令和3年度
第50回高知県教育文化祭

今年50周年を迎えた
高 知 県 教 育 文 化 祭で
す。
「光る感性 たたえよ
う 土佐の教育文化」
を
テーマに、高知県の児
童生徒による音楽会や
各種コンクール、研究
発表会、展覧会など多彩な行事を開催しています。高知
の子どもたちの文化活動に温かい応援とご支援をよろし
くお願いいたします。
会場
日時
料金
問合せ

高知県立県民文化ホール・高知県教育センター・オーテピアなど
令和3年10月8日
（金）
〜11月20日
（土）
無料
k.k.bunkasaii@gmail.com

第26回宿毛市オールドパワー文化展

オールドパワー 文 化 展
（60歳以上）
は、工芸、日
本画・洋画等、書道、写真、
俳句・短歌・川柳等で構
成され、昨年度は82点
の出品がありました。
子どもから高齢者まで幅
広い世代の方が来場（昨
年度参加者数628名）
され、高齢者の芸術作品の身
近で貴重な発表の場になっています。

Cosponsorship event

共催行事

県、
または（公財）高知県文化財団、
県立文化施設によるイベントです。

会 場 宿毛市立宿毛文教センター
日 時 令和3年10月22日
（金）
〜10月24日
（日）9時〜17時
※24日のみ9時〜16時
料 金 無料
問合せ 0880-63-2618
（宿毛市立中央公民館）
H P https://www.city.sukumo.kochi.jp/docs-24/p010803.html

放送大学高知学習センター

放送大学高知学習センター
芸術文化祭2021

学生の作品を展示する美
術展覧会、バザー、サーク
ル・同好会による催し、
ワー
クショップを予定しており、
毎年多くの方に来場いた
だいています。各イベントの
詳細は決まり次第、放送大学高知学習センターＨＰ
（http://www.sc.ouj.ac.jp/center/kochi/）
に
掲載いたします。
会 場 放送大学高知学習センター
日 時 令和3年10月30日
（土）
・31日
（日）

【30日
（土）
】10時〜17時 【31日
（日）
】10時〜16時

料 金 無料
問合せ 088-843-4864
（放送大学高知学習センター）
H P http://www.sc.ouj.ac.jp/center/kochi/

高知県立県民文化ホール

ばぶれるりぐる第4回公演
『いびしない愛』

幡多弁演劇ユニット・竹田モモコ
主宰の「ばぶれるりぐる」
が高知
市と土佐清水市で初公演！上演
作品は昨年の第26回劇作家協
会新人戯曲賞受賞作『いびしな
い愛』。

イラスト・デザイン=チャーハン・ラモーン

会 場 高知県立県民文化ホール・グリーンホール
日 時 令和3年10月7日
（木）開場18時30分 開演19時
料 金 全席自由
［一般：3,000円／大学・専門生以下：2,000円］
※未就学児入場不可 ※当日料金は各500円UP
問合せ 088-824-5321
（県立県民文化ホール）
H P https://kkb-hall.jp/event/event̲detail.cgi?event̲id=1027

伊野地区文化協会

第48回いの文化祭

旧伊野地域における
芸能部門35団体に
よる民謡、吟剣詩舞、
舞踊、
コーラス、大正
琴 、軽 音 楽 、寸 劇 及
び演武等並びに展示
部門8団体による生
け花、書道、絵切手、
ちぎり絵、編物、川柳及び工芸と
多岐にわたって発表します。芸能部門は「いのホー
ル」
で、展示部門は
「伊野公民館」
にて開催します。
会 場 芸能部門：いのホール 展示部門：伊野公民館
日 時 令和3年11月6日
（土）
・7日
（日）9時〜17時
（最終日は15時迄）
※正確な時間は、
プログラム作成時に決定
（9月中旬）
料 金 無料
問合せ 090-5142-9703
（宮脇）

高知県立美術館

石元泰博・コレクション展
「ハロウィン」
アメリカ・シカゴの
こどもたちが 、仮
装して街に繰り出
すハロウィンの様
子を写した作品を
紹介します。

《シカゴ ハロウィン》1959-61年

©高知県，石元泰博フォトセンター

会 場 高知県立美術館・2階石元泰博展示室
日 時 令和3年9月26日
（日）
〜11月14日
（日）9時〜17時

休室：10月１日〜７日、
25日、
28日〜11月２日

料 金 一般：370円
（290円）
／大学生：260円
（200円）
※高校生以下、
各種手帳保持者は無料、
（）
は団体
問合せ 088-866-8000
（県立美術館）
H P https://moak.jp/

美術

総合文化

四万十市文化祭執行委員会

会場
日時
料金
問合せ
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正曲一絃琴
白鷺会70周年記念演奏会

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

演劇

宿毛の大工職人が作る 組子細工展

正曲一絃琴白鷺会

総合文化

伝統文化

高知舞台芸術集団

高知県立美術館

高知県、高知県障害者美術展実行委員会

高知県立文学館

この美術展は、障害者の芸術・文
化活動を通じた社会参加の促進
及び障害に対する県民の理解と
認識を深めるため、障害のある方
が単独または共同で制作した作
品を公募し、優れた作品を展示及
び表彰するものです。

「オデュッセイア」は、シャ
ガールの晩年に制作され
た版画集です。古代ギリシ
アの叙事詩につけられた
挿絵は、80代後半の老画
家の手になるとは思えな
いほど、鮮烈な色彩と自由な描線で描かれています。牧
歌的な情景は、最晩年に到達した逸楽の境地を窺わせ
ます。西洋の知の源である古典の世界をご堪能ください。
会 場 高知県立美術館・2階第1展示室
日 時 令和3年9月26日
（日）
〜令和4年2月6日
（日）9時〜17時
※12月６日は展示替のため休室

休室：10月１日〜７日、
25日、
28日〜11月２日、
１月17日〜28日
料 金 一般：370円
（290円）
／大学生：260円
（200円）

※高校生以下、
各種手帳保持者は無料、
（）
は団体
問合せ 088-866-8000
（県立美術館）
H P https://moak.jp/

「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」
へようこそ

©廣嶋玲子・jyajya／偕成社

会 場 高知県立美術館・1階第4展示室
日 時 令和3年10月8日
（金）
〜10月17日
（日）9時〜17時
※初日のみ9時30分開始
料 金 無料
問合せ 088-825-4328
（高知新聞企業 事業部）

会場
日時
料金
問合せ
H P

088-823-9634
（高知県子ども・福祉政策部障害福祉課）

子どもから大人までを虜にする児童
文学作品
「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」
（廣嶋玲子・作／jyajya・絵）
の世界
を多彩な資料でご紹介する全国初
の展覧会です。
フォトスポット、
原画展示、
廣嶋先生
語り下ろしインタビューなどの展示
を通して児童文学の面白さ、奥深
さをお楽しみください。

高知県立文学館
令和３年９月18日
（土）
〜11月14日
（日）9時〜17時
各種減免あり
一般：500円 ※高校生以下無料、
088-822-0231
（県立文学館）
https://www.kochi-bungaku.com/

奥谷 博 ―無窮へ

かつて高知ゆかりの画家たちによる絵画、
いわゆる
「土佐もの」の収集が高知におい
て流行した時代がありました。本展ではそ
の時代の熱気の中で収集された作品を通
して、高知における
「土佐もの」流行の時代
を振り返ります。

平成29年度に文化勲章を受
章した、
高知県宿毛市出身の
洋画家・奥谷博
（1934〜）
の
大規模回顧展です。高知にお
ける14年ぶりの大規模回顧
展となる本展では、宿毛で過
ごした少年時代のドローイン
グから未公開の新作油彩画
まで、
およそ90点の作品を通して奥谷芸術を総覧します。

会 場 高知県立美術館・1階第4展示室
日 時 令和3年10月20日
（水）
〜12月19日
（日）

会 場 高知県立美術館・2階第2、
3展示室
日 時 令和3年11月3日
（水・祝）
〜令和4年1月16日
（日）9時〜17時
※入場は16時30分まで ※12月27日〜1月1日までは年末年始のため休館。
料 金 一般：1,200円
（960円）
／大学生：850円
（680円）
※高校生以下、
各種手帳保持者は無料、
（）
は団体
問合せ 088-866-8000
（県立美術館）
H P https://moak.jp/

9時〜17時

（290円）
／大学生：260円
（200円）
料 金 一般：370円
※高校生以下、
各種手帳保持者は無料、
（）
は団体
問合せ 088-866-8000
（県立美術館）
H P https://moak.jp/

声明の会・千年の聲
聲明コンサート
「祈りの聲」

高知県立美術館

日本の音楽の源流と呼ばれ、
仏教寺院で僧侶が唱えるお
経に節がついた仏教音楽を
「聲明」
といいます。
ダイナミッ
クな真言聲明と優美な天台
聲明の二派が宗派を超えて
Photo: KENJI KAGAWA
結成した声明の会・千年の聲
が、四国遍路を継ぐ高知で、古典の四箇法要と宮内康乃の新
作「海霧讃歎」
「海霧廻向」
に乗せて、祈りの聲を届けます。
会 場 高知県立美術館ホール
日 時 令和3年11月3日
（水・祝）
18時〜19時30分
（予定）
料 金 【前売り】
一般：2,500円／学生：1,000円

【当 日】
一般：3,000円／学生：1,500円
問合せ 088-866-8000
（県立美術館）
H P https://moak.jp/

高知県立美術館

うつろいゆく定かなら
ぬモチーフを写したシリ
ーズを紹介します。

《雲》2003年
©高知県，石元泰博フォトセンター

会 場 高知県立美術館・2階石元泰博展示室
日 時 令和3年11月16日
（火）
〜令和4年3月21日
（月・祝）9時〜17時
料 金 一般：370円
（290円）
／大学生：260円
（200円）
※高校生以下、
各種手帳保持者は無料、
（）
は団体
問合せ 088-866-8000
（県立美術館）
H P https://moak.jp/

高知県立美術館

高知県立美術館 秋の定期上映会
「あの名作をスクリーンでもういちど」

『ロシュフォールの恋人たち』
©Ciné-Tamaris 1996

ジャン・ポール・ベルモンド主演作『リオ
の男』
『カトマンズの男』
『ムッシュとマド
モアゼル』
『恐怖に襲われた街』をはじ
め、
『ジュ・テーム・モワ・ノン・プリュ』
『ヘカテ』
『欲望の翼』
『女と男のいる舗
道』
『シェルブールの雨傘』
『ロシュフォ
ールの恋人たち』の名作10本を一挙
上映！ぜひスクリーンでご堪能下さい。

会 場 高知県立美術館ホール
日 時 令和3年11月18日
（木）
〜11月21日
（日）
※A〜Dプログラム、特別プログラムあり。各プログラムの詳細はＨＰをご覧ください。
料 金 【A〜Dプログラム】
前売り：1,000円 当日：1,200円
【特別プログラム】
前売り、
当日：1,400円 ※1プログラムの料金
問合せ 088-866-8000
（県立美術館）
H P https://moak.jp/

高知県立埋蔵文化財センター

映画

石元泰博・コレクション展
「雲、
紙、
雪のあしあと」
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会場
日時
料金
問合せ
H P

高知県立文学館・1階ホール
令和3年11月14日
（日）13時〜16時30分
（予定）
10月1日
（金）
より申込受付
無料 ※記念講演会は要事前申込/一般先着15名、
088-822-0231
（県立文学館）
https://www.kochi-bungaku.com/

古代ものづくり体験教室
（銅鏡づくり、勾玉づくり、
ガラス勾玉づくり）
太 古の昔から行われている
「ものづくり」
の知識や技術は、
今の私たちの生活につながっ
ています。
いろいろな
「ものづく
り」を体験して古代人の知恵
や工夫を感じてみませんか。

会 場 高知県立埋蔵文化財センター
日 時 銅 鏡 づくり：令和3年9月12日
（日）
定員
お申込
料金
問合せ
H P

午前の部：10時〜12時
勾 玉 づくり： 〃 10月17日
（日）
午後の部：14時〜16時
ガラス勾玉づくり： 〃 11月21日
（日）
銅鏡・勾玉：15名/ガラス勾玉：10名
開催日の1ヶ月前から電話
（開館時間内8時30分〜17時）
またはＨＰ申込フォームにて ※詳細はHPを参照
銅鏡：400円／勾玉：100円／ガラス勾玉：500円
088-864-0671
（県立埋蔵文化財センター）
https://www.kochi-maibun.jp/

高知県立歴史民俗資料館

コーナー展「軍医がみた日清・日露戦争」
軍医とは、軍隊のなかで医療行為
を担う医師の資格を持った軍人で
す。最前線で戦闘に参加するので
はなく、後方において傷病者を支
援するなど重要な任務に当たりま
した。本展では、高知県出身の軍
医である吉本そのはに関係する資
料を初公開するとともに、彼が従
陣中日誌明治27年分
（個人蔵） 軍した近代戦争である日清・日露
戦争についても紹介します。

会 場 高知県立歴史民俗資料館・3階総合展示室
日 時 令和3年8月1日
（日）
〜10月17日
（日）9時〜17時
※最終入館は、
16時30分迄
料 金 【通常展のみの期間】
大人
（18才以上）
：470円
（370円）

【企画展開催期間】
大人
（18才以上）
：520円
（420円）

※高校生以下、
各種手帳保持者は無料、
（）
は団体
問合せ 088-862-2211
（県立歴史民俗資料館）
H P https://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/˜rekimin/

高知県立歴史民俗資料館

開館30周年記念 特別コーナー展

開館30周年を記念して、
考古、歴史、美術工芸、
民俗の各分野から知ら
れざる資料を紹介します。

笑泣録
（部分）武市半平太筆
（当館蔵）

会 場 高知県立歴史民俗資料館・3階総合展示室
日 時 令和3年9月16日
（木）
〜11月23日
（火・祝）9時〜17時
※最終入館は、
16時30分迄
料 金 【通常展のみの期間】
大人
（18才以上）
：470円
（370円）

【企画展開催期間】
大人
（18才以上）
：520円
（420円）

※高校生以下、
各種手帳保持者は無料、
（）
は団体
問合せ 088-862-2211
（県立歴史民俗資料館）
H P https://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/˜rekimin/

総合文化

高知県立美術館、高知新聞社、RKC高知放送、朝日新聞社

伝統文化

「土佐もの」
を蒐める楽しみ
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高知県立文学館では、朗読を通して、
文学に親しむ子どもたちを育てたい
と願い、朗読コンクールを開催してい
ます。県審査には地区審査で選出さ
れた児童生徒が出場し、朗読発表及
び公開審査、表彰式が行われます。
また、特別審査委員に柴田ケイコさ
ん（イラストレーター、絵本作家）
をお
招きし、記念講演会も開催します。

H P http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060301

高知県立美術館

休室：1月17日〜28日

第24回児童生徒文学作品
朗読コンクール県審査及び記念講演会

文芸

美術

第25回高知県障害者美術展（スピリットアート）

シャガール・コレクション展
《オデュッセイア》

高知県立文学館

廃藩置県150年 藩が消えた日
〜四国の廃藩置県〜

四国を舞台に、廃藩置県とその
後の府県統廃合の歴史をふり
返り、
廃藩置県が実施された要
因や藩が消えた日前後の社会
の変化についてご紹介します。

高知県立坂本龍馬記念館

特別展
「龍馬と北の大地」
展
第一部「蝦夷地へのまなざし−龍馬と幕末の志士」

松浦武四郎宛北添佶磨書簡（部分）
松浦武四郎記念館所蔵・重要文化財
高知藩知事をつとめた16代藩主
山内豊範の肖像画（黒田清輝筆）

会場
日時
料金
問合せ
H P

高知県立高知城歴史博物館
令和3年9月17日
（金）
〜11月29日
（月）
各種手帳保持者は無料
700円 ※高校生以下、
088-871-1600
（県立高知城歴史博物館）
https://www.kochi-johaku.jp/

会場
日時
料金
問合せ
H P

高知県立坂本龍馬記念館・新館企画展示室
令和3年10月5日
（火）
〜12月3日
（金）9時〜17時
一般：700円
088-841-0001
（県立坂本龍馬記念館）
https://ryoma-kinenkan.jp/

高知県立歴史民俗資料館

開館30周年記念企画展「田辺寿男の
民俗写真5−春夏秋冬 としの祭り−」

虫送りの草履（撮影：田辺寿男氏）
土佐市岩戸 昭和55年

田 辺 寿 男 氏（ 1 9 2 1 〜
2010）は、高知県の民
俗を調査研究し、写真に
記録した民俗写真家です。
田辺氏の写真展第5弾と
なる今回は、季節の移り
変わりのなかで営まれて
きた年中行事や暮らしの
写真を取り上げます。

会 場 高知県立歴史民俗資料館・1階企画展示室
日 時 令和3年10月8日
（金）
〜12月5日
（日）9時〜17時
※最終入館は、
16時30分迄
料 金 大人
（18才以上）
：520円
（420円）
※高校生以下、
各種手帳保持者は無料、
（）
は団体
問合せ 088-862-2211
（県立歴史民俗資料館）
H P https://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/˜rekimin/

企画展「元親から一豊へ
−城郭遺構に見える戦国〜近世の世界−」
時代は戦国から近世へ。
長
宗我部元親や山内一豊の
駆け抜けた激動の時代を、
岡豊城や高知城を中心に、
城造り・石垣普請・瓦・茶
器など発掘調査や考古学
の成果から紹介します。

会 場 高知県立埋蔵文化財センター ※講演会は高知城歴史博物館ホール
日 時 令和3年10月10日
（日）
〜令和4年3月31日
（木）

8時30分〜17時
（休館：毎週土曜日）
【関連行事】
ギャラリートーク：令和3年10月10日
（日）
、
令和4年2月6日
（日）
記 念 講 演 会：令和3年11月14日
（日）※詳細はＨＰを参照
料 金 無料
問合せ 088-864-0671
（県立埋蔵文化財センター）
H P https://www.kochi-maibun.jp/

①11時〜12時 ②13時30分〜14時30分 ③15時〜16時
（予定）
予約不要
料 金 無料 ※各回定員15名

※対象：中学生まで
（未就学児は要保護者同伴）
問合せ 088-866-8013
（県文化財団）
H P https://www.kochi-bunkazaidan.or.jp/
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高校生による文化部活動
の祭典。
音楽、
演劇、
美術・
工芸、
書道、
写真、
舞踊、
漫
画、
囲碁、
将棋、
新聞、
茶道、
文芸、
軽音楽、
自然科学の
発表・展示を開催します。
11月9日
（火）
（かるぽーと
大ホール）
では生徒実行委員が企画したイベントもあります。
高校生の情熱あふれる自由な発想をお楽しみください。

高知県立坂本龍馬記念館

龍馬まつりin記念館

昨年の様子

※新型コロナウイルスの感染状況をみて、
中止とする場合があります。

会場
日時
料金
問合せ
H P

高知市文化プラザかるぽーと他
令和3年11月9日
（火）
〜11月14日
（日）
無料
090-4079-8745
（事務局）
※9時〜17時
http://www.kochinet.ed.jp/kochi-kobun/

会場
日時
料金
問合せ
H P

龍馬の誕生日である11月
15日に近い日曜日は、
「龍
馬まつりin記念館」
として、
多くの方に坂本龍馬記念
館を楽しんでいただける、
多彩なイベントを開催いた
します。
また、
この期間中に
は、開館30周年記念事業
のひとつ、龍馬真筆書簡の
特別展示も行います。

高知県立坂本龍馬記念館
令和3年11月14日
（日）9時〜17時
一般：700円
088-841-0001
（県立坂本龍馬記念館）
https://ryoma-kinenkan.jp/

高知県立坂本龍馬記念館

ウォーキングイベント史跡巡り

高知県立坂本龍馬記念館

連続講演会「龍馬を考える5つの視座」
第4回「龍馬暗殺はなぜ起こったか
−近江屋事件の政治力学―」

昨年の様子

県内の史跡等をゆっくり歩きながら見学し、
新たな発見や
学びを楽しんでいただく、
歴史ウォーキング・イベントです。
（場所未定・詳細はHPをご覧下さい。
）
会場
日時
料金
問合せ
H P

高知市内
（予定）
令和3年12月5日
（日）9時〜12時30分
（予定）
無料
088-841-0001
（県立坂本龍馬記念館）
https://ryoma-kinenkan.jp/

桐野作人氏

会場
日時
料金
問合せ
H P

当館開館後30年間の、龍馬や幕
末に関する研究成果についての
講演会シリーズの4回目。
今なお注目度の高い、
龍馬が暗殺
された
「近江屋事件」
についてお話
いただく。講師は桐野作人氏（歴
史作家・武蔵野大学）。講演会終
了後、
YouTubeで動画配信予定。

高知県立坂本龍馬記念館・新館ホール
令和3年12月11日
（土）13時30分〜15時30分
無料
088-841-0001
（県立坂本龍馬記念館）
https://ryoma-kinenkan.jp/

高知県立坂本龍馬記念館

連続講演会
「龍馬を考える5つの視座」
第3回
「龍馬の時代の人口と家族」

お好きな色のフェルトを自由に、思
いのままに、切って、貼って、
「世界
に一つだけのオリジナルアクセサ
リー」
を作ろう！講師はイラストレー
ター・絵本作家・石膏ミモリョーシ
カ人形作家の三本桂子先生です。
ご参加お待ちしています。

会 場 イオン高知・1階セントラルコート
日 時 令和３年10月16日
（土）

第44回高知県高等学校総合文化祭

高知県立埋蔵文化財センター

（公財）高知県文化財団

Bunkazaidanこどもクラブ2021
「チョキチョキ切って貼って
フェルトのアクセサリーを作ろう！
！」

江 戸 時 代 人のさまざまな
蝦夷地へのまなざし を取
り上げる。幕末以前の蝦夷
地感をはじめ、同時代を生
きて龍馬の蝦夷地への思い
に影響を与えた人物の履歴
や龍馬との関係を紹介しま
す。
その上で、
龍馬が抱いた
蝦夷地への思いに迫ります。

高知県教育委員会、高知県高等学校文化連盟

黒須里美氏

会場
日時
料金
問合せ
H P

当館開館後30年間の、龍馬や
幕末に関する研究成果について
の講演会シリーズの3回目。龍馬
と同時代の人々の結婚などライフ
スタイルについて歴史人口学の
視点からお話いただきます。講師
は黒須里美氏（麗澤大学教授）。
講演会終了後、
YouTubeで動画
配信予定。

高知県立坂本龍馬記念館・新館ホール
令和3年10月23日
（土）13時30分〜15時30分
無料
088-841-0001
（県立坂本龍馬記念館）
https://ryoma-kinenkan.jp/

KOCHI ART FESTIVAL 2021

令和3年度第71回

高知県芸術祭
お問い合わせ

TEL. 088-866-8013【受付時間 平日9時〜17時】

〒781-8123 高知県高知市高須353-2 （公財）
高知県文化財団内 高知県芸術祭執行委員会事務局
【公式HP】https://www.kochi-art.com/  https://www.facebook.com/kochi.art/
主催：高知県・
（公財）
高知県文化財団 主管：高知県芸術祭執行委員会
後援：NHK高知放送局、
高知新聞社、
RKC高知放送、
KUTVテレビ高知、
KSSさんさんテレビ、
KCB高知ケーブルテレビ、
エフエム高知

総合文化

総合文化

高知県立高知城歴史博物館

