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高知市文化振興事業団実施全事業
主 催 事 業 一 覧

〔 1984年度(昭和59年度)～2001年度(平成13年度、かるぽーと開館まで) 〕 

  年  度

1984
(昭和59)

1985
(昭和60)

1986
(昭和61)

開  催  日

9.1（土）

11.20（火）

11.29（木）

12.21（金）

1.10（木）～3.10（日）

3.4（月）～16（土）

　

4.15（月）～6.15（土）

5.18（土）

5.24（金）

5.27（月）

6.14（金）

7.14（日）

12.20（金）

2.25（火）

2.28（金）

3.14（金）

3.17（月）～22（土）

7.18（金）

10.5（日）

10.23（木）

11.18（火）

11.22（土）～23（日）

2.1（日）

2.28（土）

3.7（土）

　

会　場

ＲＫＣホール

中央公民館

高知市民図書館

高知市役所1階ロビー

高知電気ビル

スガ・ジャズダンス・スタジオ

キャラバン・サライ

高知市民図書館

県民文化ホール・オレンジ

　

県民文化ホール・オレンジ

高知県建設会館 

ＲＫＣホール

ＮＨＫ高知放送局ロビー

高新文化ホール

高知市民図書館

ＲＫＣホール

寺田寅彦記念館

中央公民館

高知県建設会館

高知グリーン会館

事　業　名

機関誌「文化高知」創刊

映画「アン卜ニー ・ガウディー」上映会

市民フォーラム①「アントニー・ガウディー」を語る

市民フォーラム②「建築家と高校生が語るアントニー・ガウディー」

「龍馬のうた」全国公募

第1回高知の映像コンテス卜と入選作品展

第1回高知市都市美デザイン賞入賞3件

文化活動支援事業1件

学術研究助成事業7件

受託事業：『図録・高知市史』の資料収集と編集（平成元年度まで継続）

「龍馬のうた」入選歌詞への作曲演奏募集

美術座談会「シルクロードの東と西」

「龍馬サンバ」踊りの試演会

「龍馬サンバ」の歌と踊りの完成披露会

　◇この頃レコード「龍馬サンバ」と「龍馬Ｔシャツ」の製作・ 販売

市民フォーラム③「サンバを語ろう」

龍馬音楽祭

『高知県方言辞典』発行

文化・経済大講演会
　／日下公人（社団法人ソフ卜化経済センター専務理事）・三浦朱門（文化庁長官）

第1回まちづくりセミナー／山本忠司（日本建築学会四国支部長）

高知県方言辞典刊行記念講演会「土佐ことばを考える夕べ」

第2回高知の映像コンテス卜と入選作品展

第2回高知市都市美デザイン賞入賞1件

文化活動支援事業2件

学術研究助成事業1件

映画会「活弁・活動大写真」

市民フォーラム④「高知とマンガ」

ミュージカル脚本全国公募開始

特別企画「土佐の芸能」

ストーリーテリング研修会

市民フォーラム⑤「地域史研究者交流会」

第2回まちづくりセミナー／加藤一男（大阪芸術大学教授）

文化講演会と交流パーティー／木津川計（立命館大学教授）

第3回高知市都市美デザイン賞入賞2件

文化活動支援事業3件

学術研究助成事業3件

出版事業：『土佐の芸能』，『中山高陽』，高知レポー卜『明日を創る』，
　　　　  方言ポスター「おらんくことばてんこもり」
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4.3（金）

4.6（月）～11（土）

4.24（金）～5.17（日）

5.25（月）

6.22（月）

6.26（金）

6.28（日）

8.9（日）

11.21（土）～23（月）

12.15（火）～20（日）

2.23（火）

3.1（火）

3.17（木）～31（木）

3.22（火）～27（日）

4.3（日）

6.10(金)

6.19（日）

7.5(火)

7.9(土)

8.13(土)

8.28（日）

9.9(金)～14(水)

9.17(土)

9.17(土)

9.27(火)

10.4(火)

10.8(土)

10.15(土)

10.16（日）

10.19(水)

10.21(金）

10.23(日)～31(月)

11.3(木)

11.12(土)

11.20(日)

11.25(金）

1987
(昭和62)

1988
(昭和63)

セミナー高知・100

第3回高知の映像コンテス卜と入選作品展

中山高陽展　◇4.25　記念講演会

講演会「蘇れ！地方都市 －市制100周年をふまえて－」

ミュージ力ル脚本入選作品決定（佳作3点）

第1回文化都市づくりセミナー／金子正則（元香川県知事）

朗読公開講座'87　朗読を楽しむ／巌金四郎（声優）

第2回文化都市づくりセミナー
　／広松伝（柳川市国土調査課），映画『柳川堀割物語』上映

自由民権百年第3回全国集会 －三大事件建白から百年－

ポーランドの＜子どもの目に映った戦争＞原画展

第3回文化都市づくりセミナー／田村明（法政大学教授）

第4回文化都市づくりセミナー
　／弓倉恒男（(財)神戸市民文化振興財団専務理事兼事務局長）

ポリクロスアー卜'88

第4回高知の映像コンテス卜と入選作品展

第4回高知市都市美デザイン賞入賞3件

学術研究助成事業5件

ミュージカル・ＲＹＯＭＡの脚本制作

出版事業：『土佐自由民権資料集』，高知レポー卜2『いかにすれば都市の河川はよ
 みがえるか』，高知レポー卜3『高知の森林と林業・山村』

文化セミナー／姫田忠義（民族文化映像研究所所長）

文化セミナー／神崎宣武（日本民具学会理事）

ハローワールド・市民と留学生の交流会／オース卜ラリア・デイ

文化セミナー／葉山俊（藤沢市長）

高知の文化を考える会（第1回）

高知の文化を考える会（第2回）

ハローワールド・市民と留学生の交流会／マレーシア＆モロッコ

高知写真＆イラス卜コンテス卜と作品展

高知の文化を考える会（第3回）

潘寅林ヴァイオリン・リサイタル

文化セミナー／森本忠夫（東レ経営研究所長）

「ミュージカル・ＲＹＯＭＡ」第1期ミュージカル・スクール開校　
　◇11.1(火)　オーディション

高知の文化を考える会（第4回）

文化セミナー／板倉聖宣（国立教育研究所物理研究室長）

円形劇場「世界は広いぜよ!　夢芝居　坂本龍馬」

ハローワールド・市民と留学生の交流会／中国料理講習会

文化セミナー／佐橋慶（アイデア・バンク社長／伝承塾長）

ＡＲＴ ＥＮＥＲＧＹ －これが芸術か!?－

今井正監督ご夫妻を囲んで映画etc.を語る会

高知の文化を考える会（第5回）

朗読公開講座'88　朗読を楽しむ／巌金四郎（声優）

文化セミナー／山根ー眞（ノンフィクション作家）

高知共済会館

ＮＨＫ高知放送局ロビー

県立郷土文化会館

高知新聞放送会館

高知共済会館

高知共済会館

高知共済会館

ＲＫＣホール，高知女子大学，高知短期大学

県立郷土文化会館

高知共済会館

高知共済会館

県立郷土文化会館

高知市民図書館

高知共済会館

高知県国保連合会会議室

中央公民館

高知市職員研修所

高知共済会館

高知共済会館

中央公民館

とでん西武

高知共済会館

高新文化ホール

高知共済会館

城西中学校体育館，
潮江市民図書館

高知共済会館

高知市職員研修所

城西中学校体育館

中央公民館

高知共済会館

高知市総合倉庫

高知共済会館

高知共済会館

潮江市民図書館

高知グリーン会館
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11.27(日)

12.10(土)

1.14(土)

1.21(土)

2.4(土)

2.4(土)～25(土)

2.5(日)

2.22(水）

3.10(金)～15(水)

3.11(土)

4.1(土)

4.8(土)

4.18(火)

5.14(日)

5.16(火)

5.18(木)～6.4(日)

5.20(日)

5.24(水)

5.25(木)

5.31(水)

6.10(土)

6.17(土)

7.1(土)～2（日）

7.12(水)

7.14(金)～10.20(金)

7.15(土)

8.5(土)

8.23(水)

9.5(火)～10.31(火)

9.13(水)

9.25(月)

9.27(水)～10.14(土)

10.9(月)

10.15(水)

10.28(土),29（日）

11.3(金)

1989
(平成元)

ハローワールド・市民と留学生の交流会／留学生による日本語弁論大会

高知の文化を考える会（第6回）

高知の文化を考える会（第7回）

文化セミナー／森木房恵（ユナイテッド航空スチュワーデス）

高知の文化を考える会（第8回）

ビデオの楽しみ方講習会 －撮影の基本から作品編集まで－（全4回）

第11回東京ビデオフェスティバルの入賞作品をみる会

文化セミナー／上田篤（京都精華大学教授）

第5回高知の映像コンテスト＜写真展・高知を撮る＞入選作品展

高知の文化を考える会（第9回）

第5回高知市都市美デザイン賞入賞3件

学術研究助成事業9件

ミュージカル・ＲＹＯＭＡの制作

出版事業：高知レポート4『土佐の自由民権運動』，
　　　　 『土佐日記　付方言土佐日記全訳注』

受託事業として事業団が編集に当たってきた
『図録・高知市史　考古～幕末・維新篇』，高知市より発行

高知の文化を考える会（第10回）

文化セミナー／宮脇昭（横浜国立大学環境科学研究センター教授）

文化セミナー／岩本久則（漫画家）

「ミュージカル・ＲＹＯＭＡ」第2期ミュージカル・スクール開校
　◇6.13(火)　オーディション

ポリクロスアー卜'89

高知の文化を考える会（第11回）

(財)高知市文化振興事業団発足5周年記念文化講演会
　／西島安則（京都大学総長）

「高知市わがまち百景」の発表

文化セミナー／池田武邦（(株)日本設計事務所代表取締役社長）

文化セミナー／香原志勢（立教大学一般教育部教授）

高知の文化を考える会（第12回）

高知市都市美デザイン賞5周年記念　入賞建築物写真パネル展示

ハローワールド・料理のつどい／バングラデシュ

高知市歴史講座『図録・高知市史』発刊記念　第1期（全4回）・第2期（全6回）

高知の文化を考える会（第13回）

元吉恵子先生を迎えてオペラと合唱を楽しもう

ハローワールド・料理のつどい／中国

講座「方言で読む土佐日記」（全7回）

ハローワールド・料理のつどい／インドネシア

文化セミナー／小松和彦（大阪大学文学部助教授）

民話語り部養成講座（全3回）

文化セミナー／三隅治雄（実践女子大学文学部教授）

ハローワールド・料理のつどい／メキシコ

「ミュージカル・ＲＹＯＭＡ」公演

バス見学会／「土佐日記」（南国市～室戸市）

高知グリーン会館

高知共済会館

高知共済会館

高知共済会館

高知共済会館

中央公民館

高知グリーン会館

高知グリーン会館

とでん西武

高知共済会館

高知共済会館

高知共済会館

潮江市民図書館

城西中学校体育館，
潮江市民図書館

県立郷土文化会館

高知共済会館

高知会館

　

高知共済会館

高知市職員研修所

高知共済会館

ＮＴＴ卜ークプラザ

中央公民館

高知市職員研修所，高知市民図書館

高知共済会館

高新文化ホール

中央公民館

高知県文教会館，高知市民図書館

中央公民館

高知共済会館

高知市職員研修所他

高知共済会館

中央公民館

県民文化ホール・オレンジ
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11.11(土)

11.19(日)

1.20(土)

2.27(火)～3.7(水)

2.28(水)

3.24(土)

4.7(土)

4.11(水)～16(月)

4.21(土)

5.23(水)～6.1(金)

5.26 (土)

6.5(火) ～26(火)

6.16(土)

7.7(土)

7.8(日)

7.10(火)～20(金）

7.20(金）

7.21(土)

8.3(金）

9.11(火)

9.12(水）

9.14(金)～10.26(金)

9.18(火)～30（日）

9.29 (土)

10.7(日)

10.11(木)

10.17(水)～11.2(金）

11.18(日)

1.19(土)

2.22(金)～3.15(金）

2.27(水)～3.4(月）

3.2(土)

1990
(平成2)

文化セミナー／宮田光雄（東北大学法学部教授）

朗読公開講座'89　朗読を楽しむ／巌金四郎（声優）

高知の文化を考える会（第14回）

生活セミナー「高知塾」（全4回）

高知の都市美を考えるフォーラム

高知の文化を考える会（第15回）

第6回高知市都市美デザイン賞入賞3件

学術研究助成事業1件

出版事業：『流れと波の科学』，『わがまち百景』

受託事業：①高知市基本計画等掲載写真撮影　②よさこい鳴子踊り練習用ビデ
　　　　  オ販売　③『図録・高知市史』販売

スイス・日本音楽交流－木管アンサンブル－グラツィオーソ六重奏団

第6回高知の映像コンテス卜＜写真展・高知を撮る＞入選作品展

高知の文化を考える会（第16回）

講座「流れと波の科学」（全4回）

高知の文化を考える会（第17回）

生活セミナー「高知塾」これであなたも“ことば美人”（全4回）

文化セミナー／進士五十八（東京農業大学農学部教授）

文化セミナー／田中利見（上智大学経済学部教授）

ハローワールド・料理のつどい／ブラジル

講座「高知の森林」（全4回）

文化セミナー／角本良平（交通評論家）

ウルマー・カンマー・アンサンブル

ハローワールド・料理のつどい／中国

文化セミナー／石川光男（国際基督教大学教授）

ハローワールド・料理のつどい／インドネシア

生活セミナー「高知塾」これであなたも“ことば美人”Ⅱ(全7回）

Mexico Magico　利根山光人展
　◇9.22(土)　利根山光人×窪島誠ー郎トーク＆卜ーク

文化セミナー／鎌田東二（国學院大学講師）

ハローワールド・料理のつどい／オース卜ラリア

文化セミナー／高橋巌（日本人智学協会代表）

生活セミナー「高知塾」子どもたちの現在（全5回）

朗読公開講座'90　朗読を楽しむ／巌金四郎（声優）

土佐ことば劇場

生活セミナー「高知塾」土佐の風景術（全4回）

第7回高知の映像コンテス卜＜写真展・高知を撮る＞入選作品展

高知の都市美を考えるフォーラム

第7回高知市都市美デザイン賞入賞3件

第1回高知出版学術賞受賞3件

学術研究助成事業4件

出版事業：『画帳の歳月』，『高知の森林』，『高知の文化を考える』，『高知県文学散歩』

受託事業：高知市制100周年記念事業記録『自由の祭典』編集

高知共済会館

潮江市民図書館

高知県自治会館

高知県自治会館

高知共済会館

高知県自治会館

県民文化ホール・グリーン

とでん西武

高知県自治会館

高知県自治会館

高知県自治会館

高知県自治会館

高知共済会館

高知共済会館

中央公民館

高知県自治会館

高知共済会館

自由民権記念館

中央公民館

高知共済会館

中央公民館

高知県自治会館

自由民権記念館

高知グリーン会館

中央公民館

高知共済会館

高知県自治会館

自由民権記念館・民権ホール

自由民権記念館

高知県自治会館

とでん西武

オリエン卜ホテル高知
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5.7(火)

5.11(土)～6.15(土)

5.19(日)

5.29(水）

6.8(土)

6.22(土)

6.23(日)

7.5(金)～20(土)

7.21(日)

8.3(土)

8.11(日)

9.14(土)

9.20(金）

10.15(火)

10.18(金)

10.19(土)～11.30(土)

10.25(金)

11.6(水)～12.4(水)

11.16(土) 

11.19(火)

12.3(火)～7(土)

12.10(火)～20(金)

12.13(金)

2.20(木)

2.25(火)

3.3(火)

3.10(火),11(水)

3.11(水)～15(日)

4.20(月)～30(木)

5.1(金） 

5.9(土)～6.6(土)

6.28(日)

7.6(月）

7.16(木)

7.17(金）

7.22(水)

7.25 (土)

8.4(火)

8.29(土)

9.29(火)

1991
(平成3)

1992
(平成4)

アンサンブル金沢「モルダウ・カルテッ卜」

講座「高知県文学散歩」（全6回）

バス見学会／「高知県文学散歩」（佐川～須崎～土佐久礼～横浪）

文化セミナー／小山雄生（農水省農業環境技術研究所分析法研究室長）

文化セミナー／田中勝（国立公衆衛生院衛生工学部廃棄物工学室長）

文化セミナー／田中三彦（国際ネッ卜ワーク・ジェネシスプロジェクト代表）

ハローワールド・料理のつどい／フィリピン

講座「現代木炭事情」（全3回）

ハローワールド・料理のつどい／タイ

第2回土佐ことば劇場

ハローワールド・料理のつどい／中国

オペラと合唱を楽しもう'91

ハローワールド・料理のつどい／ガーナ

ハローワールド・料理のつどい／インドネシア

文化セミナー／佐藤誠（熊本大学教育学部教授）

講座「土佐ことば」（全6回）

文化セミナー／鳥羽欽一郎（早稲田大学商学部教授）

講座「土佐ことば専科」（全5回）

文化セミナー／野田正彰（京都造形芸術大学教授） 

田部井辰雄ギターコンサー卜

野外展『風の中の立体たち』

ポリクロスアー卜'91　◇12.9(月)　シンポジウム

武政英策没後10年記念コンサー卜「土佐ふるさとのうた」

古典四重奏団リサイタル'92　～モーツァルトとベートーヴェンの夕べ～

文化講演会と交流の夕べ／木津川計（立命館大学教授）

高知の都市美を考えるフォーラム

飛天コンサート高知公演　笛と大鼓の夕べ

第8回高知の映像コンテス卜＜写真展・高知を撮る＞入選作品展

第8回高知市都市美デザイン賞特賞1件・入賞2件

第2回高知出版学術賞受賞3件

学術研究助成事業3件

出版事業：『ほのぼの子育て』，『土佐弁土佐日記』，高知レポート5『高知県の工業』

第1回市民フロア企画展／高知市所蔵絵画展

東京クラリネットクワイアー高知公演 

土佐を味わう料理教室'92春（全4回）

ハローワールド・料理のつどい／マレーシア

文化セミナー／成田康昭（中京大学社会学部助教授）

文化セミナー／広岡守穂（中央大学法学部教授）

ウルマー・カンマー・アンサンブル1992

ハローワールド・料理のつどい／スリランカ

文化セミナー／加藤尚武（千葉大学文学部教授）

ハローワールド・料理のつどい／アメリ力 

合唱を楽しもう'92

ハローワールド・料理のつどい／韓国

県民文化ホール・グリーン

高知市職員研修所

　

高知共済会館

高知共済会館

高知共済会館

潮江市民図書館

高知県自治会館

中央公民館

自由民権記念館

中央公民館

高知電気ビル

潮江市民図書館

中央公民館

高知共済会館

高知市職員研修所

高知共済会館

高知県自治会館

オリエン卜ホテル高知

自由民権記念館

中央公園

県立郷土文化会館

県民文化ホール・オレンジ

自由民権記念館

高知会館

オリエン卜ホテル高知

自由民権記念館，要法寺

とでん西武

市民フロア

県民文化ホール・グリーン

潮江市民図書館

潮江市民図書館

高知共済会館

高知共済会館

自由民権記念館

中央公民館

高知共済会館

中央公民館

木村会館

中央公民館
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10.3(土)

10.12(月)

10.24(土)

10.29(木)

11.3(火)

11.6(金）

11.7(土)～24(火)

11.14(土)

1.14(木)

3.17(水)～22(月）

4.3(土)～24(土)

5.13(木)～8.24(火)

5.29(土)

6.4(金）

6.12(土)

6.16(水)～7.21(水)

6.18(金)

7.2(金）

7.4(日)

7.16(金)

7.16(金),17(土)

7.28(水)

8.22(日)

9.14(火)～12.1(水)

9.16(火)～25(土)

9.25(土)

10.10(日)

10.16(土)

10.19(火)

10.19(火)

10.21(木)～11.2(火)

11.13(土)～12.4(土)

2.22(火)～27(日)

3.9(水)～30(水)

3.17(木)～22(火)

1993
(平成5)

ハローワールド・料理のつどい／メキシコ

文化セミナー／藤本浩之輔（京都大学教育学部教授）

「ミュージカル津野山物語」高知公演　
　◇10.31(土)　檮原公演

文化セミナー／川本彰（明治学院大学社会学部教授）

リュー卜ソング「エリザベス朝の愛の歌」

文化セミナー／稲村博（筑波大学社会医学系助教授）

土佐を味わう料理教室'92秋冬（全4回）

朗読公開講座'92　朗読を楽しむ／久米明（俳優，日大芸術学部研究所教授）

高知ニューイヤーデュオ・コンサー卜

第9回高知の映像コンテス卜＜写真展・高知を撮る＞入選作品展

第9回高知市都市美デザイン賞入賞2件

第3回高知出版学術賞受賞3件

学術研究助成事業2件

出版事業：『土佐自由民権運動史』，高知レポー卜6『協同組合と地域づくり』

土佐を味わう料理教室'93春（全4回）

シリーズ「現代を読む」（全10回）

バス見学会／土佐・食の探訪－海の幸を求めて－（土佐佐賀，土佐久礼）

文化セミナー／小若順ー（食品評論家，日本子孫基金事務局長）

ハローワールド・料理のつどい／モンゴル

からだワークショップ（全6回）

文化セミナー／高田公理（武庫川女子大学教授）

文化セミナー／今福龍太（中部大学助教授）

ハローワールド・料理のつどい／マレーシア

文化セミナー／重松宗育（静岡大学教授）

飛天コンサート高知公演'93　能楽の夕べ

文化セミナー／諏訪哲ニ（県立川越女子高校教諭，プロ教師の会会員）

ハローワールド・料理のつどい／ホンジュラス

シリーズ「現代を読む」Ⅱ（全9回）

ポリクロスアー卜'93

ハローワールド・料理のつどい／ブラジル

バス見学会／土佐・祭り探訪－佐喜浜俄と獅子舞の旅（室戸市佐喜浜・佐喜浜八幡宮）

我が夢の街ウィーン　内藤敏子チター演奏会

ハローワールド・料理のつどい／韓国

古典四重奏団リサイタル'93

第2回市民フロア企画展／田村晴彦・紙展

土佐を味わう料理教室'93秋冬（全4回）

第3回市民フロア企画展／武吉廣和展

シリーズ「現代を読む」Ⅲ（全4回）「現代と遍路」

第10回高知の映像コンテス卜＜写真展・高知を撮る＞入選作品展

第10回高知市都市美デザイン賞入賞3件 

第4回高知出版学術賞受賞3件

学術研究助成事業4件

潮江市民図書館

高知共済会館

県民文化ホール・オレンジ
檮原町公民館

オリエン卜ホテル高知

自由民権記念館

高知共済会館

潮江市民図書館

木村会館

県民文化ホール・グリーン

高知西武

潮江市民図書館

市民フロア

　

高知共済会館

潮江市民図書館

市民フロア

高知共済会館

高知共済会館

潮江市民図書館

高知共済会館

自由民権記念館，要法寺

高知共済会館

中央公民館

市民フロア

県立郷土文化会館

中央公民館

　

ラ･ヴィータホール

潮江市民図書館

自由民権記念館

市民フロア

潮江市民図書館，高知学園短期大学5号館

市民フロア

市民フロア

市民フロア



- 7 -

4.28(木)～5.8(日)

5.10(火),11(水)

5.21(土)～6.11(土)

5.28(土)

6.1(水)

6.7(火)

6.25(土)

6.29(水)～7.10(日)

7.9(土)

7.28(木)～8.2(火)

7.30(土)

8.27(土)

9.3(土)

9.8(木)～18(日)

9.19(月)

9.27(火)

9.30(金)

9.30(金)

10.7(金)

10.14(金)

10.16(日)

11.1(火)

11.5(土)～26(土)

11.10(木)～22(火)

11.19(土)

11.30(水)

1.19(木)～24(火)

2.4(土)

2.16(木)～28(火)

3.3(金)

3.16(木)～21(火)

3.24(金)～4.3(月)

5.9(火)，10(水)

5.13(土)～6.3(土)

5.20(土) 

1994
(平成6)

1995
(平成7)

出版事業：『高知のエスプリ』，『珍聞土佐物語』(上・下)，『幕末の青春－坂本龍馬の

　　　  　生涯』，高知レポー卜7『森林と林業の再生』，『土佐の自由民権運動』(2刷)

受託事業：『スウェーデンの老人たち』の編集

第4回市民フロア企画展／山中美和展

飛天　高知公演'94　能楽の夕べ

土佐を味わう料理教室'94春（全3回）

バス見学会／土佐・食の探訪－山の幸を求めて（香北町，物部村）

(財)高知市文化振興事業団発足10周年記念祝賀会

17・18世紀のガンバ音楽

ハローワールド・料理のつどい／フィリピン

「地の会」展十周年記念高知展「日本画七人の鬼才たち－静かなる魂の声－」

ウルマー・カンマー・アンサンブル1994

高知の映像コンテス卜10周年記念写真展「高知の風景」

ハローワールド・料理のつどい／ヴェ卜ナム

ハローワールド・料理のつどい／中国

合唱を楽しもう'94

第5回市民フロア企画展／SEIGO (西悟）展

文化セミナー／福士正博（東京経済大学助教授）

文化セミナー／樺山紘ー（東京大学文学部教授）

ハローワールド・料理のつどい／アメリ力

文化セミナー／加藤仁（ノンフィクション作家）

文化セミナー／森まゆみ（地域雑誌『谷中・根津・千駄木』 編集人）

文化セミナー／島田彰夫（宮崎大学教育学部教授）

ハローワールド・料理のつどい／メキシコ

古典四重奏団リサイタル'94

土佐を味わう料理教室'94秋冬（全3回）

第6回市民フロア企画展／玉造義隆展

バス見学会／土佐・祭り探訪－津野山古式神楽の旅（東津野村芳生野・諏訪神社）

(財)高知市文化振興事業団発足10周年記念講演会／佐高信

高知市都市美デザイン賞10周年記念展

朗読公開講座'95　朗読を楽しむ／真弓田ー夫（俳優・劇団NLT所属）

第7回市民フロア企画展／増田和剛展

ザイラーピアノデュオ春宵コンサー卜

第11回写真コンテス卜＜高知を撮る＞入選作品展

第8回市民フロア企画展／都築房子展

第11回高知市都市美デザイン賞入賞3件 

第5回高知出版学術賞受賞3件

学術研究助成事業2件

出版事業：『思いっきりみとめて子育て』，『土佐自由民権運動日録』，
　　　　 『「国際化」時代の山村・農林業問題』

飛天　高知公演'95　能楽の夕べ

土佐を味わう料理教室'95春（全3回）

バス見学会／土佐・食の探訪－大川村・白滝（大川村，本山町，大豊町）

市民フロア

自由民権記念館，要法寺

潮江市民図書館

　

三翠園ホテル

自由民権記念館

中央公民館

県立美術館県民ギャラリー

自由民権記念館

市民フロア

潮江市民図書館

中央公民館

木村会館

市民フロア

高知共済会館

高知共済会館

潮江市民図書館

高知共済会館

高知共済会館

高知共済会館

潮江市民図書館

自由民権記念館

潮江市民図書館，中央公民館

市民フロア

　

ＲＫＣホール

市民フロア

自由民権記念館

市民フロア

県民文化ホール･グリーン

市民フロア

市民フロア

要法寺，自由民権記念館

潮江市民図書館
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6.4(日)

7.7(金)

7.20(木)

8.11(金)～23(水)

8.26(土)

9.10(日)

9.16(土)

9.19(火)～28(木)

9.20(水)～29(金)

9.27(水)

10.3(火)

10.5(木)～17(火)

10.7(土)

10.16(月)

10.23(月)

11.11(土)～25(土)

11.13(月)

11.15(水)

11.23(木)

11.23(木)～2.1(木)

1.18(木)～2.4(日)

2.7(水)～8(木)

2.22(木)

2.24(土)

3.15(金)～20(水)

4.13(土)～27(土)

5.10(金)～22(水）

5.23(木)

6.16（日）

7.4(木)～16(火)

7.6(土)

7.13(土)

7.27(土)

8.4（日）

9.6(金）

9.11(水)

9.20(金）

9.27(金）

10.8(火)～29(火)

10.9(水)～30(水)

1996
(平成8)

ハローワールド・料理のつどい／ペルー

ハローワールド・料理のつどい／ナイジェリア

モーツァルティアーデ・シンフォニー・オーケストラ高知公演

第9回市民フロア企画展／西緑展

ハローワールド・料理のつどい／フィリピン

ハ口ーワールド・料理のつどい／インド

合唱を楽しもう'95

生活セミナー「高知塾」－山の楽しみ　自分流（全4回）

生活セミナー「高知塾」－快適に老年ライフ（全4回）

古楽シリーズⅠ／麗しのアマリリ

文化セミナー／布施英利（評論作家）

第10回市民フロア企画展／谷尚城展

ハローワールド・料理のつどい／モンゴル

文化セミナー／上田紀行（愛媛大学教養部助教授）

文化セミナー／桑原知子（姫路獨協大学ー般教育学部助教授）

土佐を味わう料理教室'95秋（全3回）

ミュージカル「絵金」制作発表（出演者募集開始）

古楽シリーズⅡ／17・18世紀のガンバ音楽

バス見学会／土佐・祭り探訪－池川神楽の旅（池川町土居・池川神社）

ポリクロスアー卜'95

「ミュージカル『絵金』」ミュージカル・スクール開校（全5回）

「ミュージカル『絵金』」オーディション

「ミュージカル『絵金』」練習開始

朗読公開講座'96　朗読を楽しむ／滝田裕介（俳優・劇団俳優座）

第12回写真コンテス卜＜高知を撮る＞入選作品展

第12回高知市都市美デザイン賞入賞3件

第6回高知出版学術賞受賞3件

学術研究助成事業1件

出版事業：『清流を子らへ』，『高知の森林』(2刷)，『土佐弁土佐日記』(2刷)

土佐を味わう料理教室'96春（全3回）

第11回市民フロア企画展／北古味可葉展

飛天　高知公演'96　能楽の夕べ

ハローワールド・料理のつどい／イギリス

第12回市民フロア企画展／徳広秀光新作版画展

山海塾　高知公演

ハローワールド・料理のつどい／中国

ウルマー・カンマー・アンサンブル1996

ハローワールド・料理のつどい／インド

文化セミナー／松本元（通産省工業技術院電子技術総合研究所首席研究官）

ハローワールド・料理のつどい／ケニア

文化セミナー／竹田青嗣（明治学院大学国際学部教授）

文化セミナー／団まりな（大阪市立大学理学部助教授）

生活セミナー「高知塾」'96－もっと知ろう隣国アジア（全4回）

生活セミナー「高知塾」'96－自然を生かして快適生活（全4回）

中央公民館

中央公民館

県民文化ホール・オレンジ

市民フロア

潮江市民図書館

中央公民館

自由民権記念館

市民フロア

市民フロア

自由民権記念館

高知共済会館

市民フロア

高知学園短期大学5号館

高知共済会館

高知グリーン会館

中央公民館

高知会館

自由民権記念館

新京橋プラザ，市民フロア

県民体育館他

高知市保健福祉センター

第四小，小高坂小体育館

高知共済会館

市民フロア

潮江市民図書館

市民フロア

県民文化ホール・グリーン

潮江市民図書館

市民フロア

県民文化ホール・オレンジ

中央公民館

自由民権記念館

中央公民館

高知共済会館

中央公民館

高知共済会館

高知共済会館

市民フロア

市民フロア
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1997
(平成9)

1998
(平成10)

「ミュージカル『絵金』」公演

第13回市民フロア企画展／小嶋博子展

朗読公開講座'97　朗読を楽しむ／浅利香津代（女優）

第13回写真コンテス卜＜高知を撮る＞入選作品展

戦没画学生「祈りの絵」高知展

第13回高知市都市美デザイン賞入賞3件 

第7回高知出版学術賞受賞3件

学術研究助成事業1件

出版事業：高知レポー卜8『高知の高齢者と保健福祉』

古楽シリーズⅢ／ルネッサンスの肖像

土佐を味わう料理教室'97春（全3回）

バス見学会／「絵の中のぼくの村」で味わう旬の味と音楽会（吾北村）

ハローワールド・料理のつどい／中国

ハローワールド・料理のつどい／タイ

ハローワールド・料理のつどい／メキシコ

ウルマー・シュパッツェン・交流コンサート
　◇8.8(金)　交流会

ハローワールド・料理のつどい／フィリピン

古楽シリーズⅣ／カテリーナ古楽合奏団

文化セミナー／小浜逸郎（批評家）

文化セミナー／佐倉統（横浜国立大学経営学部助教授）

文化セミナー／向山昌子（コピーライター）

第14回市民フロア企画展／小笠原まき展

土佐を味わう料理教室'97秋（全3回）

伊藤キム＋輝く未来　ダンス公演
　◇11.9(日)　ダンス・ワークショップ

短歌絶叫・福島泰樹1stコンサー卜in高知「響きわたれ蒼穹の土佐へ」

第15回市民フロア企画展／弘浦和展

第16回市民フロア企画展／太田宏昭写真展

朗読公開講座'98　朗読を楽しむ／久保つぎ子（著述業）

第14回写真コンテス卜＜高知を撮る＞入選作品展

高知市民ミュージカル脚本審査

第14回高知市都市美デザイン賞入賞3件

第8回高知出版学術賞受賞3件

学術研究助成事業1件

出版事業：『植木枝盛の生涯』，『高知の農業』，『土佐の習俗－婚姻と子育て－』

土佐を味わう料理教室'98春（全3回）

ハローワールド・料理のつどい／フランス

ハローワールド・料理のつどい／タイ

第17回市民フロア企画展／宮田福美展

バス見学会／土佐・食の探訪－御殿そばとハーブの旅（大豊町）

ウルマー・カンマー・アンサンブル1998

ハローワールド・料理のつどい／インドネシア

県民文化ホール・オレンジ

市民フロア

自由民権記念館

市民フロア

自由民権記念館

自由民権記念館

潮江市民図書館

　

中央公民館

東部健康福祉センター

中央公民館

追手前高校芸術ホール

中央公民館

県民文化ホール・グリーン

高知共済会館

高知共済会館

高知共済会館

市民フロア

潮江市民図書館

県民文化ホール・グリーン

県立美術館ホール

市民フロア

市民フロア

高知共済会館

市民フロア

高知共済会館

潮江市民図書館

中央公民館

中央公民館

市民フロア

　

県立美術館ホール

中央公民館

11.3(日)～4(月)

11.28(木)～12.10(火)

3.1(土)

3.14(金)～20(木)

3.26(水)～30(日)

4.15(火)

5.17(土)～6.7(土)

5.25(日)

6.14(土)

7.13(日)

8.2(土)

8.9(土)

9.6(土)

9.16(火)

10.2(木)

10.16(木)

10.23(木)

10.30(木)～11.9(日)

11.1(土)～12.6(土)

11.10(月)

11.21(金)

1.15(木)～27(火)

2.6(金)～11(水)

2.28(土)

3.13(金)～22(日)

3.23(月)

5.16(土)～30(土)

6.25(木)

7.5(日)

7.10(金)～20(月)

7.18(土)

8.5(水)

8.23(日)
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9.4(金)～15(火)

9.22(火)

10.16(金)～18(日)

10.24(土)～11.7(土)

11.23(月)

12.4(金)

12.4(金)～1.31(日)

2.6(土)

2.16(火)～3.7(日)

2.19(金)～28(日)

3.9(火)～10(水)

3.12(金)～22(月)

3.13(土)～22(月)

4.24(土)～5.15(土)

6.10(木)

6.11(金)～22(火)

6.20(日)～9.5(日)

7.13(火),14(水)

9.3(金)～12(日)

10.2(土)

10.16(土),17(日)

11.26(金)～12.5(日)

2.19(金)～3.4(木)

2.29(火)

3.10(金)～20(月)

8.10(木)～15(火)

12.18(月)～24(日)

2.17(土)～18(日)

3.21(水)～31(土)

4.27(金)～6.3(日)

7.12(木)～22(日)

8.21(火)

9.13(木)～25(火)

第18回市民フロア企画展／キャンバスに遺す「四つ橋」展

国本武春・うなりまSHOW'98

ミュージカル・ワークショップ

土佐を味わう料理教室'98秋（全3回）

バス見学会／土佐・祭り探訪－津野山神楽の旅（檮原町竹ノ藪・三嶋神社）

「ミュージカル『光の中で…』」制作発表

「ミュージカル『光の中で…』」ミュージカル・スクール参加者募集

朗読公開講座'99　朗読を楽しむ／有川博（俳優）

「ミュージカル『光の中で…』」ミュージカル・スクール開講（全5回）

第19回市民フロア企画展／大石祥子“wa-shi”(和紙)展

「ミュージカル『光の中で…』」オーディション

第15回写真コンテス卜＜高知を撮る＞入選作品展

ポリクロスアー卜'99

第15回高知市都市美デザイン賞特賞1件入賞2件

第9回高知出版学術賞受賞3件

学術研究助成事業1件

出版事業：『やっさんのわくわく動物記』，
　　　　 『財団法人高知市文化振興事業団15年記念誌』

土佐を味わう料理教室'99春（全3回）

創立15周年「祝賀会」

第20回市民フロア企画展／創立15周年記念「所蔵品展」

ハローワールド料理のつどい'99（全4回）

イッセー尾形の都市生活カタログ

第21回市民フロア企画展／創立15周年記念「写真展・高知の記録」

創立15周年記念記念「都市美デザイン賞バスツアー」

「ミュージカル『光の中で…』」公演

第22回市民フロア企画展／市川雅彦日本画展

土佐を味わう料理教室　早春編（全3回）

国本武春「よっ，名調子！」

第16回写真コンテスト・高知を撮る

第16回高知市都市美デザイン賞特賞1件入賞2件

第10回高知出版学術賞受賞3件

学術研究助成事業1件

第23回市民フロア企画展／「新世紀の風Ⅰ－高知高校美術部」

第24回市民フロア企画展／「新世紀の風Ⅱ－岡豊高校美術部」

「演劇ワークショップ2001」

第17回写真コンテス卜＜高知を撮る＞入選作品展

第11回高知出版学術賞受賞3件

高知市文化プラザ開館プレ事業「横山隆一コレクション展」

第25回市民フロア企画展／「新世紀の風Ⅲ－一井洋子展」

高知市文化プラザ開館プレ事業「月猫えほん音楽会」

第26回市民フロア企画展／「新世紀の風Ⅳ－石井葉子＆横田章2人展」

市民フロア

県民文化ホール・グリーン

潮江市民図書館

潮江市民図書館

　

高知共済会館

　

自由民権記念館

県民体育館他

市民フロア

高知市保健福祉センター

市民フロア

高知公園（高知城）

潮江市民図書館

旭ロイヤルホテル

市民フロア

中央公民館，潮江市民図書館

県立美術館ホール

市民フロア

市内10カ所

県民文化ホール・オレンジ

市民フロア

潮江市民図書館

県民文化ホール・グリーン

市民フロア

市民フロア

市民フロア

高知市弥右衛門ふれあいセンター

市民フロア

自由民権記念館

市民フロア

県民文化ホール・グリーン

市民フロア

1999
(平成11)

2000
(平成12)

2001
(平成13)
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  年  度

2002
(平成14)

2.9(土)

2.14(木)～26(火)

3.31(日)

開  催  日

4.7（日）

4.7（日）～21（日）

4.9（火）

4.10（水）

4.13（土）,14（日）

4.14(日)

4.21(日)

4.24（水）

4.25(木)

4.27（土）

4.28(日)

5.3(金)～26(日)

5.3(金)～12(日)

5.5(日)

5.8（水）

5.10（金）～12(日)

6.2(日)

6.13（木）

6.16（日）

6.25（火）,26（水）

6.29（土）

7.5（金）～7(日)

7.14(日)

7.16（火）

8.1(木)～21(水)

8.18(日)～25（日）

9.26(木）,27(金)

10.31（木）,11.1（金）

11.27（水）

11.30（土）,12.1(日)

12.3(火)～15(日)

12.15(日)

2.6（木）,7（金）

3.18（火）～23(日)

高知市文化プラザ開館プレ事業「詩のボクシング講演会」

第27回市民フロア企画展／「新世紀の風Ⅴ－Ｍ１展」

高知市文化プラザ開館プレ事業「詩のボクシング予選会」

第12回高知出版学術賞受賞3件

事　業　名

ロバの音楽座「トーナドーナの音楽会」 

第54回高知市展

ドレスデン国立歌劇場管弦楽団 

飛天　能楽囃子演奏会　高知公演2002 

第54回高知市文化祭開幕行事ミュージカルレジェンド「RYOMAの夢」

第54回高知市展関連行事　美術体感イベント「あなたダビンチぼくピカソ」

モーリス・ベジャールバレエ団「少年王」

歌舞伎舞踊公演　十代目坂東三津五郎の世界

中央公民館開館記念講演－渡辺淳一「男女の機微」

高知ポップス・オーケストラコンサート

第1回詩のボクシング高知大会

華やぐパリの芸術家たち展

第18回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

かわせみ座「バーレルセルの森にて」

亂★打 NANTA～COOKIN’BEATS～JAPAN TOUR 2002

演劇合同公演「HAMLET」

第33回高知市民頭脳スポーツ大会 

松本美和子＆佐藤美枝子　デュオ・リサイタル

前進座公演　いわむらかずおのポケットミュージカル「かんがえるカエルくん」

第137回市民映画会「マリー・アントワネットの首飾り」「シャンプー台の向こうに」

山海塾「かがみの隠喩の彼方へ―かげみ」

モネゴイル劇団「すなのなかのなみ」

公民館利用サークル発表会

ノエル・カワードのヒューマンコメディー「私生活」

第52回高知市夏季大学

伊藤キム　ダンスワークショップ2002

第138回市民映画会「Dr.Tと女たち」「O[オー]」

ハンガリー国立歌劇場「カルメン」

梯 剛之　ピアノリサイタル

オーケストラによるエデュケーション・プログラム　音楽創造ワークショップ

市民学校作品展

山村誠一とドリームオーケストラ「世界のクリスマスコンサート」

第139回市民映画会「海辺の家」「暗い日曜日」

第19回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

かるぽーと大講義室

市民フロア

かるぽーと小ホール

会　場

大ホール

市民ギャラリー

大ホール

小ホール

大ホール

前広場ほか

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

小ホール

市民ギャラリー

市民ギャラリー

大ホール

大ホール

小ホール

中央公民館

大ホール

小ホール

大ホール

大ホール

小ホール

大ホール

大ホール

県民文化ホール

小ホール

大ホール

大ホール

大ホール

中央公民館

市民ギャラリー

小ホール

大ホール

市民ギャラリー

高知市文化振興事業団　自主文化事業・高知市受託事業・まんが館事業一覧
〔かるぽーと開館以降・2002年度(平成14年度)～2013年度(平成25年度)〕　

（会場：特記無ければかるぽーと）
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4.20(土)

4.21(日)

4.7(日)

4.7(日)～6.2(日)

5.17(金),18(土)

7.13(土)～8.10(土)

8.13(火)～9.1(日)

8.13(火)～9.1(日)

9.6(金)まで

9.21(土)～11.10(日)

2.22(土)

2.22(土)～3.30(日)

4.17（木）

4.19（土）,20(日)

4.24（木）

4.26(日)

4.29(火)～5.11(日)

5.8（木）

5.24(日)

6.1（水）

6.15(日)

6.7（土)～22(日)

6.21（土）

6.24(火),25(水)

8.1(金)～25(月)

8.17(日)

8.26（火）

8.30（土）,31(日)

8.30（土）,31(日)

9.2（火）～26（金）

9.5（金）

9.21(日)

中央公民館開館記念　体験教室（14コース）

中央公民館開館記念　公民館結婚式

市民学校（3期139科目，特別教室2期8科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期9科目）

親子ふれあい教室（3回6コース）

高齢者教室（2期8コース）

ＩＴ講習（3回9コース）

成人セミナー

第13回高知出版学術賞受賞3件

出版事業：『高知市歴史散歩』

開館記念特別企画　講演会「ヨーロッパのまんが事情」
　座談会「横山隆一先生を偲ぶ」

追悼　横山隆一展

アニメーションのあけぼの　おとぎプロ作品上映会

青柳裕介展　少年の日の心を忘れたくない

漫画集団展　まんがのシャワー

黒潮マンガ大賞作品展

よさこい高知国体スポーツまんがコンテスト

よさこい高知国体スポーツまんが作品展

まんがによるまちおこしシンポジウム

高知漫画集団・高知漫画グループくじらの会　合同原画展

岡本知高ソプラニスタ・リサイタル

第55回高知市文化祭開幕行事　市民演劇「純信お馬」

岡本知高ソプラニスタ・リサイタル（追加公演）

第2回詩のボクシング高知大会

OVER DRIVE EXHIBITION

パパイヤ鈴木＆西島千博 with Bugs Under Groove
　「SUPER DANCE BATTLE 2003」　

バッハアカデミー関西高知公演

第34回高知市民頭脳スポーツ大会 

高知市文化体験プログラム　美術体感イベント「あなたダビンチぼくピカソ」

第55回高知市展

土気シビックウインドオーケストラ高知公演

第140回市民映画会「ホワイト・オランダー」「月のひつじ」

第53回高知市夏季大学

高知市文化体験プログラム支援事業　
　観客参加劇「宇宙探検～火星からの贈り物～」

ニブンノゴ！高知ソロライブ

サブカルチャーエキシビジョン　FutureKiss

伊藤キム＋輝く未来「階段主義」

「詩人たちの絵展～ヘルマン・ヘッセから宮沢賢治まで～」

「Musical Freddie～少年フレディの物語～」

詩人たちの絵展ジョイントコンサート　天満敦子「望郷のバラード」

中央公民館

3階ガレリア・中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

小ホール

まんが館

まんが館

まんが館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館

中央公民館

まんが館

大ホール

大ホール

大ホール

小ホール

市民ギャラリー

大ホール

大ホール

中央公民館

前広場・他

市民ギャラリー

大ホール

大ホール

県民文化ホール

大ホール

大ホール

小ホール

大階段

市民ギャラリー

大ホール

小ホール

2003
(平成15)
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2004
(平成16)

9.25（木）,26(金)

10.3(金)

10.8(水),9(木)

10.12(日)

11.3（月）

11.9(日)

1.30(金),31（土）

2.17（火）

2.28（土）,29(日)

3.6（土）,7(日)

3.9（火）～14(日)

3.21(日)

3.23(火)～28(日)

4.4(金)～7.13(日)

4.5(土),6(日)

7.21(月)～31(木)

7.26(土),27(日),8.16(土),
17日(日),23(土),24(日)

8.3(日)～10.5(日)

10.18(土)～11.30(日)

3.2(火)～28(日)

4.18(日)

5.7（金）

6.5（土）

6.5（土)～20(日)

6.6(日)

6.13(日)

6.23（水）,24（木）

7.11(日)

7.29（木）

8.2(月)～20(金)

第141回市民映画会「ムーンライト・マイル」「ベッカムに恋して」

文化庁本物の舞台芸術体験事業モダンダンス公演
　「クラッシュ タンゴ」「ありす」「クワドロ・フラメンコ」

朗読劇「父子杉」

ウィーン・ヴィルトゥオーゾ高知公演

FUJITU CONCORD JAZZ FESTIVAL 2003
　「The Great American Jazz Orchestra」

東京バレエ団　シルヴィ・ギエム「ボレロ」

第142回市民映画会「永遠のマリア・カラス」「少女の髪どめ」

わらび座ミュージカル「つばめ」

高知市文化体験プログラム支援事業「楽器の動物園」

劇団グループ38「小さなソナタ」

第20回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

関西フィルハーモニー管弦楽団高知公演

市民学校作品展

市民学校（3期137科目，特別教室2期5科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期12科目）

親子ふれあい教室（3回6コース）

高齢者教室（2期8コース）

パソコン講習（6回18コース）

成人セミナー

第14回高知出版学術賞受賞3件

隆一TAKARABAKO(たからばこ)～第1回所蔵資料展～

こうちまんがフェスティバル2003

まんが甲子園予選作品展

夏休みまんが体験イベント
　「めざせ！まんが職人」

改田昌直展～アーバン世界～

フランスコミック・アート展 

まんが・漫画・マンガ展！

　前期：高知漫画集団原画展

　後期：まんが伝説・くじらの会原画展

第56回高知市文化祭開幕行事　民謡と民話でつづる「土佐あっちこっち」

高知のアーティスト2004－フェイクジャズオーケストラ

わいわい！子ども音楽会

第56回高知市展

第35回高知市民頭脳スポーツ大会

高知市文化体験プログラム支援事業　
　美術体感イベント「あなたダビンチぼくピカソ」

第143回市民映画会「クジラの島の少女」「ミッションクレオパトラ」

第3回詩のボクシング高知大会

高知市文化体験プログラム支援事業「声で遊ぼう！～小学生詩のボクシング～」

第54回高知市夏季大学

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大小ホール・中央公民館

小ホール

市民ギャラリー

大ホール

市民ギャラリー

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

まんが館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

大ホール

小ホール

大ホール

市民ギャラリー

中央公民館

前広場・中央公民館

大ホール

小ホール

小ホール

県民文化ホール
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2005
(平成17)

8.17（火）,18(水)

8.26(木),27(金),29（日）

9.18（土）

9.23（木）,24（金）

9.29（水）

10.22（金）

11.10（水）

11.16（火）

11.23（火）,24（水）

12.18（土）,19(日)

1.20（木）,21（金）

3.5(土）,6(日)

3.13(日)

3.15（火）～27(日)

3.17（木）

3.21（月）

3.22(火)～27(日)

3.30（水）

4.3(土),4(日)

4.13(火)～6.27(日)

7.17(土)～9.5(日)

8.1(金),14(土),21(土),
22(日),28(土)

10.9(土)～11.7(日)

11.18(木)～2.13(日)

2.26(土)～3.31(木)

4.17(日)

5.28(土)～6.12(日)

6.4（土）

6.5（日）

高知市文化体験プログラム支援事業「文楽・落語を体験しよう 」高知市文化体験

プログラム支援事業「創ってみよう! ミュージカル」　
　観客参加劇「宇宙旅行2」

高知市文化体験プログラム支援事業「ヴォイス・トレーニングに挑戦！」

第144回市民映画会「あなたにも書ける恋愛小説」「サロメ」

バーデン市立劇場オペラ「コシ・ファン・トゥッテ」

高知のアーティスト2004－もっきんバード

文化庁本物の舞台芸術体験事業バレエ公演　松山バレエ団「くるみ割り人形」

アイリッシュ・ダンス・カンパニー「トリニティー」

アイリッシュ・アコーディオン　ジャッキーデイリー

高知市文化プラザ開館3周年・高知市文化振興事業団創立20周年記念事業
「市民が歌う第九シンフォニー」

第145回市民映画会「トスカーナの休日」「ル・ディヴォース～パリに恋して～」

アンデルセン生誕200年記念公演　オペラ人形劇「火打ち箱」

高知市文化体験プログラム支援事業
　「かるぽーと詩と音楽の公開授業　谷川さんと詩で遊ぼう」

第21回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展
　併催：写真コンテスト20周年記念展

亜門版ミュージカル「ファンタスティックス」

高知のアーティスト2004－with the beatles box 2005

市民学校作品展

ミュージック・ストリーム～未来に輝く若き奏者たち～

市民学校（3期124科目，特別教室2期5科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期12科目）

親子ふれあい教室（3回6コース）

高齢者教室（2期8コース）

パソコン講習（4回10コース）

第15回高知出版学術賞受賞3件

まんさい－こうちまんがフェスティバル2004

知る・行く・遊ぶ～日本全国まんが巡り～展

まんがでオリンピック!!～日本漫画家協会展～

夏休みまんが体験イベント
　「めざせ！まんが職人」

あだち充の世界展

タマリンたんまり展

まんが・漫画・マンガ展！2005

　前期：高知漫画集団原画展

　後期：高知漫画グループくじらの会原画展

第57回高知市文化祭開幕行事　詩吟と剣詩舞でつづる「土佐のあけぼの」

第57回高知市展

幻燈劇と石見神楽「やまたのおろち」

高知市文化体験プログラム支援事業　
　美術体感イベント「あなたダビンチぼくピカソ」 

小ホール

大ホール・小ホール

小ホール

大ホール

大ホール

小ホール

大ホール

大ホール

小ホール

大ホール

大ホール

小ホール

小ホール

市民ギャラリー

大ホール

小ホール

市民ギャラリー

大ホール

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

大ホール

市民ギャラリー

大ホール

前広場ほか
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6.18（土）

6.19（日）

6.23（木）,24（金）

7.9（土）

7.28（木）,29（金）

8.1(月)～19(金)

8.20（土）,21(日)

8.21(日)

8.25（木）,26（金）

9.13（火）

9.17（土）

9.23（木）,24（金）

10.4(火)～7(金)

10.20（木）

10.23(日)

11.5（土）

11.13(日)

12.10（土）,11(日)

12.25(日)

1.10（火）～15(日)

1.20(金)～2.27(月)

1.22(日),29(日)

1.24（火）,2.9（木）

1.24(火)～2.24(金)

2.9（木）,10（金）

2.12(日)

2.22(水）～24（金）

2.26(日)

3.4（土）,5(日)

3.9（木）

3.14(火)～19(日)

3.21(火)～26(日)

3.26（日）

わいわい！子ども音楽会

第36回高知市民頭脳スポーツ大会

第146回市民映画会
「モーターサイクル・ダイアリーズ」「イブラヒムおじさんとコーランの花たち」

第4回詩のボクシング高知大会

高知市文化体験プログラム支援事業「声で遊ぼう！小中学生詩のボクシング」

第55回高知市夏季大学

かるぽーと演劇ワークショップ2005
　「自分の軸が見つかれば声も変わる～身体・声編」

かるぽーと演劇ワークショップ2005
　「自分の軸が見つかれば声も変わる～演奏・パフォーマンス編」

高知市文化体験プログラム支援事業　
　演劇ワークショップ「劇で遊ぼう～びっくり島の冒険」

フラメンコ「曽根崎心中」

高知市文化体験プログラム支援事業
　「ヴォイストレーニングに挑戦！中高生ヴォーカルワークショップ」

第147回市民映画会
　「ビヨンドtheシー～夢見るように歌えば」「アイ・アム・デビッド」

かるぽーと演劇ワークショップ2005　学校派遣

アーティストバンクプログラムvol.1 Live Palette

高知市文化体験プログラム支援事業「和楽器」

ミュージックストリーム2005　

高知市文化体験プログラム支援事業「本と遊ぼう 2005」

高知市文化体験プログラム支援事業「神楽体験ワークショップ」

アーティストバンクプログラムvol.2 Live Palette

第1回美術作品コンクール Concours des Tableaux－翔け若き芸術家たち

アーティストバンク学校派遣事業

かるぽーとアートウエーブ計画「歴史－九反田ことはじめ」

南河内万歳一座　大演劇訓練大会高知編「台本書こうぜ!!」

美術中級講座　彫塑スキルアップカリキュラム

第148回市民映画会「ラヴェンダーの咲く庭で」「愛をつづる詩」

南河内万歳一座「仮面軍団」

Noism DANCE WORKSHOP 2006

かるぽーとアートウエーブ計画「食－メルカートピッツァを作ろう」

高知市文化体験プログラム支援事業
　「やってみよう人形劇」／オペラ人形劇「太っちょ子馬」

アーティストバンクプログラムvol.3 Live Palette

第22回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

市民学校作品展

ブラスの祭典 THE BRASS FACTORY

市民学校（3期116科目，特別教室2期7科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期11科目）

親子ふれあい教室（3回6コース）

高齢者教室（2期8コース）

大ホール

中央公民館

大ホール

小ホール

小ホール

県民文化ホール

小ホール

小ホール

小ホール

大ホール

中央公民館

大ホール

高知大学附属中学校

小ホール

大川筋武家屋敷

大ホール

小ホール

小ホール

小ホール

市民ギャラリー

高知市小中学校

九反田界隈

中央公民館

中央公民館

大ホール

大ホール

小ホール

中央公民館

小ホール

小ホール

市民ギャラリー

市民ギャラリー

大ホール

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館
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2006
(平成18)

4.29(金)～6.12(日)

6.24(金)～9.20(火)

7.1(金)～9.25(日)

7.30(土),31(日),8.13(土),
14(日),20(土)

10.1(土)～12.4(日)

11.3(木)

12.17(土)～1.31(火)

3.4(土)～31(金)

4.16（日）

5.6(土)～6.18(日)

5.14(日)

5.27(土)～6.11(日)

6.4(日)

6.18(日)

6.18(日)

6.21（水）～8.9（木）

6.22（木）,23（金）

6.27(火)～7.28(金)

6.29（木）

7.22（土）

8.1(火)～21(月)

8.22（火）～27(日)

8.29(火)

9.2（土）

9.21(木),22(金)

9.27（水）

10.11（水）

10.14(土)～11.19(日)

11.3（金）

11.5（日）

11.26（日）

12.22（金）

1.13(土)～2.25（日）

1.16(火)～2.10(土)

1.18（木）

1.20（土）

1.23（火）～28（日）

1.23(火)～2.28(水)

1.24（水）

1.26（金）～3.9（金）

パソコン講習（3回9コース）

第16回高知出版学術賞受賞3件

まんが甲子園歴代入賞作品展

まんがの日記念・４コマまんが大賞

CLAMP四(Su)　創作の秘密～a secret of creation～

2005夏休みまんが体験イベント
　「めざせ！まんが職人」

くさか里樹展～「ケイリン野郎」とともに～

まんさい－こうちまんがフェスティバル2005

まんがの日記念・４コマまんが大賞作品展

まんが・漫画・マンガ展！2006　
　高知漫画集団・高知漫画グループくじらの会合同原画展

第58回高知市文化祭開幕行事　創作舞踊「蛍火・土佐風流」

かるぽーとミュージカルワークショップ第1期

モネゴイル劇団「ラマシャンへの道」

第58回高知市展

第58回高知市展美術体感イベント「あなたダビンチぼくピカソ」

わいわい！子ども音楽会

第37回高知市民頭脳スポーツ大会

美術中級講座　日本画スキルアップカリキュラム

第149回市民映画会「理想の女」「綴り字のシーズン」

美術中級講座　彫塑スキルアップカリキュラム

アーティストバンクプログラムvol.4 Live Palette

第5回詩のボクシング高知大会

第56回高知市夏季大学

第1回Concours des Tabloux企画展「NO.5 AREA 数奇画展 上田奈保展」

「オペラ映画をあなたに」

ART NPO TACO×CUL-PORT ホリカワアートミーティング

第150回市民映画会「うつせみ」「ウォーク・ザ・ライン」

バーデン市立劇場オペラ「フィガロの結婚」

文化庁本物の舞台芸術体験事業バレエ公演 東京バレエ団「白鳥の湖」

かるぽーとミュージカルワークショップ第2期

かるぽーとアートウエーブ計画「アート九反田くったんだ!? パンで顔をつくろう」

ミュージックストリーム2006

かるぽーとアートウエーブ計画「アート九反田くったんだ!? 九反田ことはじめ」

アーティストバンクプログラムvol.5 Live Palette

かるぽーとミュージカルワークショップ第3期

美術中級講座 陶芸スキルアップカリキュラム

南河内万歳一座 大演劇訓練大会高知編「台本読もうぜ!!」 

南河内万歳一座「百物語」

第2回美術作品コンクールConcours des Tabloux

アーティストバンク学校派遣事業

アーティストバンクプログラムvol.6 Live Plette

美術中級講座 彫塑スキルアップカリキュラム

中央公民館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館

大ホール

高知市内各所

小ホール

市民ギャラリー

前広場ほか

大ホール

中央公民館

中央公民館

大ホール

中央公民館

小ホール

小ホール

大ホール

市民ギャラリー

大ホール

前広場

大ホール

大ホール

大ホール

市内各所

中央公民館

大ホール

かるぽーと周辺

小ホール

高知市内各所

小ホール

中央公民館

大ホール

市民ギャラリー

高知市内小中学校

小ホール

小ホール
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2007
(平成19)

2.9（金）,10（土）

2.25（日）

3.13（火）～18（日）

3.16（金）

3.20（火）～25（日）

4.5(水)～9.5(火)

4.22(土)～6.23(金)

7.15(土)～9.24（日）

7.29(土),3(日)8.12(土),
13(日),19(土)

10.7(土)～12.3（日）

11.3(金)～5（日）

12.16(土)～2.12(月)

3.3(土)～31(土)

4.15（日）

5.12(土)～7.28(土)

5.26(土)～6.10（日）

6.3（日）

6.9（土）

6.17（日）

6.21（木）,22（金）

6.22（金）

7.21(土),22（日）

7.27(金)

7.28(土),29（日）

8.1(水)～15(水)

8.22(水)

8.30（木）

9.15(土),16（日）

9.16（日）

9.20（木）,21（金）

9.25（火）

10.6(土),7（日）

10.28（日）

12.2（日）

12.11(火)～16（日）

第151回市民映画会「戦場のアリア」「幸せのポートレート」

かるぽーとアートウエーブ計画「知られざる『かるぽーと』を探る」

第23回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

アーティストバンクプログラムvol.7 Live Plette

市民学校作品展

市民学校（3期115科目，特別教室2期6科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期12科目）

親子ふれあい教室（3回5コース）

高齢者教室（2期8コース）

パソコン講習（1回3コース）

第17回高知出版学術賞受賞3件

まんがの日記念・４コマまんが大賞

高知のまんがあれこれ展

山田章博展～幻想空間へのいざない～

2006夏休みまんが体験イベント
「めざせ！まんが職人」

矢野徳・功兄弟展

まんさい－こうちまんがフェスティバル2006

2006まんがの日記念・４コマまんが大賞作品展

まんが・漫画・マンガ展！2007
　高知漫画集団・高知漫画グループくじらの会合同原画展

第59回高知市文化祭開幕行事　高知県バレエ協会「スプリングコンサート」

かるぽーとアートウエーブ計画「まるごと・かるぽーとを考える！」

第59回高知市展

第59回高知市展美術体感イベント「あなたダビンチぼくピカソ」

わいわい！子ども音楽会

第38回高知市民頭脳スポーツ大会 

第152回市民映画会「リトル・ミス・サンシャイン」「オーロラ」

キャンドルナイト2007　かるぽーと＆えこらぼ

美術中級講座　彫塑スキルアップカリキュラム

親と子の楽しい音楽会

美術中級講座　洋画スキルアップカリキュラム

第57回高知市夏季大学

第6回詩のボクシング高知大会

JAZZ CHOR FREIBURG in Kochi 2007

ART NPO TACO×CUL-PORT　ホリカワアートミーティング

ホリカワアートミーティング関連事業　ヤミーダンス「ｋNewman」

第153回市民映画会「善き人のためのソナタ」

高知市文化プラザ開館5周年事業　バーデン市立劇場 オペラ「椿姫」

2試合制・選抜式詩のボクシング　全国大会

クーベック・トリオ　ピアノ三重奏「藍のソナタ」初演

ミュージックストリーム2007

市民学校作品展

大ホール

中央公民館

市民ギャラリー

小ホール

市民ギャラリー

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館

大ホール

中央公民館

市民ギャラリー

前広場ほか

大ホール

中央公民館

大ホール

ガレリア

中央公民館

小ホール

中央公民館

大ホール

小ホール

大ホール

前広場・ガレリア

小ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

市民ギャラリー
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2008
(平成20)

12.18(火)～24（日）

1.22（火）～27（日）

1.22（火）,2.8（金）

1.31（木）,2.1（金）

2.9（土）～3.2（日）

2.10（日）,11（月）

2.13(水)～3.19(水)

3.18(火)～23（日）

3.18(火)

4.7(土)

4.7(土)～9.11(火)

4.28(土)～6.17（日）

7.14(土)～9.24(月)

7.28(土),29(日),8.10(金),
11(土),18(土),19(日)

10.6(土)～12.2（日）

11.3(土),4（日）

12.15(土)～2.11(月)

3.1(土)～30（日）

4.13（日）

4.20（日）

5.14(水)

5.24(土)～6.8（日）

6.1（日）

6.7（土）

6.15（日）

6.20（金）

6.21（土）

6.26（木）

7.30（水）

8.1（金）～14（木）

8.16（土）

9.17（水）

9.18（木）,19（金）

9.20（土）

9.21（日）

市民ギャラリー

市民ギャラリー

高知市内小中学校

大ホール

中央公民館

大ホール

中央公民館

市民ギャラリー

小ホール

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館

大ホール

前広場

大ホール

市民ギャラリー

前広場ほか

大ホール

中央公民館

大ホール

ガレリア

大ホール

大ホール

大ホール

小ホール

大ホール

大ホール

小ホール

前広場

第2回Concours des Tableaux企画展 「雨の日－今井美琴・風景画展」

第3回美術作品コンクールConcours des Tableaux

アーティストバンク学校派遣事業

第154回市民映画会「ボルベール＜帰郷＞」「プロヴァンスの贈り物」

美術中級講座　陶芸スキルアップカリキュラム

高知市文化プラザ開館5周年事業　武政英策生誕100年　
　第5回市民ミュージカル「音の旅人」

美術中級講座　日本画スキルアップカリキュラム

第24回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

アーティストバンクプログラムvol.8「吉井美賀ピアノリサイタル」

市民学校（2期78科目，特別教室5科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期8科目）

親子ふれあい教室（2回4コース）

高齢者教室（2期8コース）

第18回高知出版学術賞受賞3件

横山隆一記念まんが館開館５周年記念事業　開館５周年記念無料でえ

第３回まんがの日記念・４コマまんが大賞

2007高知のまんがあれこれ展

横山隆一・手塚治虫二人展～フクちゃんからアトムへ～

2007夏休みまんが体験イベント
　「めざせ！まんが職人」

高新まんが道場20周年記念展～みんな、まんがを描いてみん？～

まんさい－こうちまんがフェスティバル2007

第３回まんがの日記念・４コマまんが大賞作品展

まんが・漫画・マンガ展！2008
　高知漫画集団・高知漫画グループくじらの会合同原画展

第60回高知市文化祭開幕行事　武政英策生誕100年記念 「歌・ありて・こそ」

ART NPO TACO×CUL-PORT　ホリカワアートミーティング 2008 spring

音楽座ミュージカル「リトルプリンス」

第60回高知市展

第60回高知市展美術体感イベント「あなたダビンチ ぼくピカソ」

わいわい！こども音楽会

第39回高知市民頭脳スポーツ大会

美しきイタリア音楽の夕べ　パガニーニ合奏団高知公演

かるぽーと＆えこらぼ　キャンドルナイト2008

第155回市民映画会「4分間のピアニスト」「ディスタービア」

宝くじ文化公演　劇団わらび座ミュージカル「火の鳥 鳳凰編」

第58回高知市夏季大学

第7回詩のボクシング高知大会

バーデン市立劇場オペラ「リゴレット」

第156回市民映画会「その名にちなんで」「サラエボの花」

ホリカワアートミーティング関連企画　CINEMA dub MONKS LIVE

ART NPO TACO×CUL-PORT　ホリカワアートミーティング 2008 autumn

、
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2009
(平成21)

10.18（土）

10.30（木）

11.15(土),16（日）

11.29(土),30（日）

12.9（火）～14（日）

12.16（火）～21（日）

12.19(金)

12.24（水）

12.27（土）

1.20（火）～25（日）

2.10(火)～3.17(火)

2.14（土）～3.8（日）

2.13（金）,14（土）

3.17（火）～22（日）

3.28（土）

4.9(水)～9.12(金)

4.26(土)～6.15（日）

7.19(土)～8.31（日）

7.26(土),27(日),8.9(土),
16(土),17(日)

9.6(土)～11.9（日）

11.2（日）,3(月)

11.29(土)～2.8（日）

2.21(土)～3.28(土)

4.8(水)

4.12（日）

4.19（日）

5.30(土)～6.14（日）

5.31（日）

6.7（日）

6.21（日）

6.23（火）

6.25（木）,26（金）

7.21（火）

7.27（月）～8.7(金)

山海塾「時のなかの時－とき」

ワールドミュージックナイトvol.1～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～WAYNO

美術中級講座　洋画スキルアップカリキュラム

美術中級講座　彫刻スキルアップカリキュラム

市民学校作品展

第3回Concours des Tableaux企画展
　「久保菜月展－KUBO NATSUKI EXHIBITION」

ジョイフルコンサートシリーズコーチ08　スペシャルコンサート「第九」

イッツフォーリーズ　ミュージカル「霧のむこうのふしぎな町」

ミュージックストリーム2008

第4回美術作品コンクールConcours des Tableaux

美術中級講座　日本画スキルアップカリキュラム

美術中級講座　陶芸スキルアップカリキュラム

第157回市民映画会「マンデラの名もなき看守」「悲しみが乾くまで」 

第25回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

ワールドミュージックナイトvol.2
　～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～ティプトン・ヒル・ボーイズ

市民学校（2期66科目，特別教室5科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期8科目）

高齢者教室（2期8コース）

第19回高知出版学術賞受賞3件

第４回まんがの日記念・４コマまんが大賞

2008高知のまんがあれこれ展

隆一 はなこばこ～第２回所蔵品展～

2008夏休みまんが体験イベント
　「めざせ！まんが職人」

少女マンガパワー！－つよく・やさしく・うつくしく－

まんさい－こうちまんがフェスティバル2008

第４回まんがの日記念・４コマまんが大賞作品展

まんが・漫画・マンガ展！2009
　高知漫画集団・高知漫画グループくじらの会合同原画展

が～まるちょば　サイレントコメディーJAPAN TOUR 2009　Glorious Return

第61回高知市文化祭開幕行事「土佐いまむかし」

ART NPO TACO×CUL-PORT　ホリカワアートミーティング 2009 SPRING

第61回高知市展

谷川俊太郎・覚和歌子　詩のライブ＆映画「ヤーチャイカ」上映会

第61回高知市展美術体感イベント「あなたダビンチぼくピカソ」

第40回高知市民頭脳スポーツ大会

ワールドミュージックナイトvol.3
　～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～ミシュコ・プラヴィ

第158回市民映画会「あの日の指輪を待つきみへ」「パリ、恋人たちの2日間」

森麻季　ソプラノリサイタル

第59回高知市夏季大学

大ホール

ガレリア

中央公民館

中央公民館

市民ギャラリー

市民ギャラリー

大ホール

大ホール

大ホール

市民ギャラリー

中央公民館

中央公民館

大ホール

市民ギャラリー

ガレリア

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館

大ホール

大ホール

前広場

市民ギャラリー

小ホール

前広場ほか

中央公民館

3階ガレリア

大ホール

大ホール

大ホール



- 20 -

8.22（土）

9.16(水),17(木)

9.19（土）

9.27（日）

9.27（日）

10.2（金）

11.14(土),15（日）

11.21(土),22（日）

12.1（火）

12.8（火）～13（日）

12.15（火）～20（日） 

12.20（日）

12.23（水）

1.19(火)～24（日）

1.21(木),22(金)

1.21(木)

1.23(土),24（日）

2.6(土),20(土)

2.10(水),11(木)

2.13(土)～3.7（日）

2.18（木）

2.20（土）

2.27（土）

3.6（土）

3.16(火)～21（日）

4.11(土)～5.6(水)

4.17(金)～9.10(木)

5.17（日）～8.30（日）

7.25(土),26(日),8.7(金),
8(土),15(土),16(日),22(土)

9.19(土)～11.29(日)

11.7(土),8（日）

12.19(土)～2.7（日）

2.27(土)～3.31(水)

第8回詩のボクシング高知大会

第159回市民映画会「英国王給仕人に乾杯！」「シリアの花嫁」

月猫えほん音楽会2009

ART NPO TACO×CUL-PORT　ホリカワアートミーティング 2009 AUTUMN

ARTIST BANK FESTIVAL

京ことばで綴る源氏物語「若紫」の巻

美術中級講座　彫刻スキルアップカリキュラム

美術中級講座　洋画スキルアップカリキュラム

ワールドミュージックナイトvol.4
　～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～イーデン・アトウッド

市民学校作品展

第4回Concours des Tableaux企画展「佐竹龍蔵展」

わいわい！こども音楽会

ミュージックストリーム2009

第5回美術作品コンクールConcours des Tableaux

“こころの劇場”劇団四季ミュージカル
　「人間になりたがった猫」（高知市内小学校23校招待公演）

高校生演劇ワークショップ〔講師：内藤裕敬〕

南河内万歳一座「似世物小屋」

美術中級講座　彫刻スキルアップカリキュラム

第160回市民映画会「路上のソリスト」「それでも恋するバルセロナ」

美術中級講座　陶芸スキルアップカリキュラム

公共ホール音楽活性化事業「クインテット・アッシュ　ミニリサイタル」

公共ホール音楽活性化事業「木管五重奏　クインテット・アッシュ」

ハイチ地震救済コンサート「FROM 高知 TO ハイチ」

レクチャーコンサートシリーズ　
　World Music Journey vol.4～ピーター・バラカン他

第26回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

市民学校（2期65科目，特別教室4科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期9科目）

高齢者教室（2期5コース）

第20回高知出版学術賞受賞3件

2009高知のまんがあれこれ展

第５回まんがの日記念・４コマまんが大賞

横山隆一生誕100年記念　大フクちゃん展

2009夏休みまんが体験イベント
　「めざせ！まんが職人」

きんこん・がじゅまる博～村岡マサヒロ・ももココロ二人展～

まんさい－こうちまんがフェスティバル2009

第５回まんがの日記念・４コマまんが大賞作品展

まんが・漫画・マンガ展！2010　
　高知漫画集団・高知漫画グループくじらの会合同原画展

小ホール

大ホール

大ホール

市民ギャラリー

大ホール

小ホール

中央公民館

中央公民館

小ホール

市民ギャラリー

市民ギャラリー

大ホール

大ホール

市民ギャラリー

大ホール

中央公民館

小ホール

中央公民館

大ホール

中央公民館

高知市議事堂

大ホール

3階ガレリア

小ホール

市民ギャラリー

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館
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2010
(平成22)

4.11（日）

5.3（月）

5.7（金）

5.17（月）

5.29(土)～6.13（日）

6.6（日）

6.20（日）

6.25(金),26(土)

6.27（日）

7.26(月)～8.6(金)

8.31(火)

9.15（水）

9.16(木),17(金)

9.23（木）

9.23（木）

10.6(水)

11.13(土),14（日）

11.28（日）

12.7(火)～12（日）

12.7(火)～12（日）

12.8（水）

12.23（木）

1.18（火）～23（日）

1.22（土）

2.9(水),10(木)

2.10(木)

2.18（金）～20（日）

3.7(月),8(火)

3.15(火)～20（日）

3.26(土)

4.16(金)～9.10(金)

4.24(土)～6.27（日）

7.17(土)～9.20(月)

7.31(土),8.1(日),13(金)～15(日)

10.23(土)～11.21(日)

第62回高知市文化祭開幕行事　合唱リリック「であいの春」

ART NPO TACO×CUL-PORT ホリカワアートミーティング 2010 SPRING

GAIA CUATRO Japan Tour 2010「WORLD JAZZ× AURORA DANCE」

ワールドミュージックナイトvol.5
　～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～WAYNO&木曜楽団

第62回高知市展

第62回高知市展美術体感イベント「あなたダビンチぼくピカソ」

第41回高知市民頭脳スポーツ大会

第161回市民映画会「正義のゆくえ」「サンシャイン・クリーニング」

キャンドルナイト「あかりのおと」

第60回高知市夏季大学

Jazzchor Freiburg Japan Tour 2010

ウィーンの森 Buhneバーデン市劇場オペラ「ラ・ボエーム」

第162回市民映画会「ジュリー&ジュリア」「50歳の恋愛白書」

ART NPO TACO×CUL-PORT　ホリカワアートミーティング 2010 Autumn

うたおう！おどろう！アフリカ♪アフリカ♪

宝くじ文化公演　劇団わらび座ミュージカル「アトム」

美術中級講座　洋画スキルアッププログラム

美術中級講座　彫刻スキルアッププログラム

第5回Concours des Tableaux企画展「横田章展　日々  Fairy Tale」

市民学校作品展

ワールドミュージックナイトvol.6
　～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～ダイアン・ハブカ

ミュージックストリーム2010

第6回美術作品コンクールConcours des Tableaux

Concours des Tableaux 5周年記念美術鼎談
　「2010年代アートの行方を絵画から探る」

第163回市民映画会「マイレージ、マイライフ」「小さな命が呼ぶとき」

「こうちのたから音楽祭」オーディションライブ

演劇大学 in こうち

“こころの劇場”劇団四季ミュージカル
　「エルコスの祈り」（高知市内小学校28校招待公演）

第27回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

かるぽーと音楽体験プログラム「それいけ！音楽たんけんたい！」

市民学校（2期66科目，特別教室5科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期8科目）

高齢者教室（2期6コース）

第21回高知出版学術賞受賞3件

第６回まんがの日記念・４コマまんが大賞

2010高知のまんがあれこれ展

西原理恵子博覧会　バラハク

2010夏休みまんが体験イベント「めざせ！まんが職人」

まんが・漫画・マンガ展！2010秋
　高知漫画集団・高知漫画グループくじらの会合同原画展

大ホール

前広場

小ホール

小ホール

市民ギャラリー

前広場ほか

中央公民館

大ホール

３階 ガレリア

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

前広場

小ホール

大ホール

中央公民館

中央公民館

市民ギャラリー

市民ギャラリー

小ホール

大ホール

市民ギャラリー

中央公民館

大ホール

小ホール

大ホールほか

大ホール

市民ギャラリー

市民ギャラリー

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館
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2011
(平成23)

11.6(土),7（日）

12.18(土)～3.13(日)

4.17（日）

4.27(水)

5.28(土)～6.12（日）

5.29（日）

6.1(水)

6.5（日）

6.11(土)

6.19（日）

6.24(金),25(土)

7.2(土)

7.10（日）

7.25(月)～8.5(金)

8.20(土)

8.23(火)

8.24(水)

9.14(水)

9.15(木),16(金)

9.24(土)

9.25（日）

10.22(土)～29(土)

10.23（日）

10.28(金),29(土)

11.19(土),20（日）

12.3(土),8(木)

12.4（日）

12.6(火)～11（日）

12.13(火)～18（日）

12.23(金)

1.17(火)～22（日）

2.4(土)

2.9(木),10(金)

2.16(木)

2.18(土)

2.28(火),29(水)

3.20(火)～25（日）

まんさい－こうちまんがフェスティバル2010

第６回まんがの日記念・４コマまんが大賞作品展

第63回高知市文化祭開幕行事「オペラ四万十」

WAYNO KOCHI genki up LIVE

第63回高知市展

CUL-PORT×ART NPO TACO　ホリカワアートミーティング 2011 spring

フライドプライドと仲間たち「THE PARTY」

第63回高知市展美術体感イベント「あなたダビンチぼくピカソ」

World Music“Brazilian”Night vol.7
　～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～スリー・フォー・ブラジル

第42回高知市民頭脳スポーツ大会

第164回市民映画会「終着駅」「しあわせの雨傘」

京都バッハ合唱団高知公演

MOTTAINAI キッズフリーマーケット

第61回高知市夏季大学

宝くじ文化公演　子供のためのシェイクスピアカンパニー「冬物語」

ヤヒロトモヒロ　パーカッションワークショップ

World Music Night vol.8
　～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～ドス・オリエンタレス

魅惑のメロディー　パガニーニ合奏団高知公演

第165回市民映画会「アメイジング・グレイス」「抱きたいカンケイ」

第9回詩のボクシング高知大会

CUL-PORT×ART NPO TACO　ホリカワアートミーティング Final

ゴスペルワークショップ

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」

かるぽーと北広場大階段「合唱＆ゴスペルコンサート」

美術中級講座　洋画スキルアップカリキュラム

「音の旅人」学校派遣事業

美術中級講座　彫刻スキルアップカリキュラム

第6回Concours des Tableaux企画展「佐竹龍蔵展　他者たちの部屋」

市民学校作品展

ミュージックストリーム2011

第7回美術作品コンクールConcours des Tableaux

World Music Journey vol.5
　～アメリカン・ルーツ・ミュージック～ピーター・バラカン他

第166回市民映画会「親愛なるきみへ」「わたしを離さないで」

公共ホール音楽活性化支援事業　ブラック・ボトム・ブラス・バンド　ミニライブ

公共ホール音楽活性化支援事業　ブラック・ボトム・ブラス・バンド

“こころの劇場”劇団四季ミュージカル
　「はだかの王様」（高知市内小学校32校招待公演）

第28回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

市民学校（2期61科目，特別教室4科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期10科目）

市民ギャラリー

まんが館

大ホール

小ホール

市民ギャラリー

前広場

大ホール

前広場ほか

小ホール

中央公民館

大ホール

大ホール

市民ギャラリー

大ホール

大ホール

小ホール

小ホール

大ホール

大ホール

小ホール

前広場

中央公民館

大ホール

前広場

中央公民館

潮江南小，第六小

中央公民館

市民ギャラリー

市民ギャラリー

大ホール

市民ギャラリー

小ホール

大ホール

高知市議事堂

大ホール

大ホール

市民ギャラリー

中央公民館

中央公民館

中央公民館
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2012
(平成24)

4.15(金)～9.10(土)

4.23(土)～7.3（日）

7.16(土)～9.25（日）

7.31(日),8.13(土),14(日),
20(土),21(日)

10.22(土)～11.20(日)

11.5(土),6（日）

12.3(土)～1.15（日）

2.4(土)～3.31(土)

4.7(土),8（日）

4.7(土),8（日）

4.7(土)～15（日）

4.8（日）

4.8（日）

4.15（日）

4.27(金)～29（日）

5.12(土)

5.26(土)～6.10（日）

6.2(土)

6.17（日）

6.22(金),23(土)

6.28(木)

7.7(土)

7.8（日）

7.25(水)～8.7(火)

8.10(金),11(土)

8.18(土)

8.25(土)

9.9（日）

9.20(木),21(金)

9.26(水)

10.20(土),21（日）

11.4（日）

11.7(水)

11.17(土),18（日）

11.25（日）

12.1(土),2（日）

12.4(火)～9（日）

高齢者教室（2期6コース）

第22回高知出版学術賞受賞3件

第７回まんがの日記念・４コマまんが大賞

2011高知のまんがあれこれ展

アンパンマンとやなせたかし大キャラクター展

2011夏休みまんが体験イベント
　「めざせ！まんが職人」

まんが・漫画・マンガ展！2011
　高知漫画集団・高知漫画グループくじらの会合同原画展

まんさい－こうちまんがフェスティバル2011

第７回まんがの日記念・４コマまんが大賞作品展

生き物イキイキ漫画展（同時開催：隆一どうぶつえん）

スペースダンス・イン・ザ・チューブ

市民学校体験教室

高知市所蔵絵画展

ワールドミュージックフェスティバル

第64回高知市文化祭開幕行事「土佐七色紙伝説」

ガラ・コンサート"ふるさとに贈る珠玉の歌声"～オペラ・アリアから日本の名曲まで～

演出家・俳優養成セミナー2012　演劇大学 in こうち

東京オアシス上映会＆飯島奈美トークライブ

第64回高知市展

「IMPACT from BACH」クラシック音楽とクラブミュージック

第43回高知市民頭脳スポーツ大会

第167回市民映画会「ゲーテの恋」「サラの鍵」

World Music Night vol.9～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～

レクチャーコンサートシリーズ　World Music Journey vol.6
　「ピーター・バラカンの選ぶビートルズの20曲」

MOTTAINAI キッズフリーマーケット

第62回高知市夏季大学

平成24年度文化庁優秀映画鑑賞事業
　市民映画会特別上映会　時代を駆け抜けたアイドルたち

松田弦ギターリサイタル

第10回詩のボクシング高知大会

かるぽーと音楽体験プログラム「それいけ！音楽たんけんたい！」

第168回市民映画会「人生はビギナーズ」「最高の人生をあなたと」

バーデン市劇場オペラ「トスカ」

第6回高知市民ミュージカル「音の旅人」（再演）

ペギー葉山　歌手生活60周年記念コンサート

かるぽーと北広場大階段合唱コンサート

美術中級講座　洋画スキルアップカリキュラム

World Music Night vol.11～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～

美術中級講座　日本画スキルアップカリキュラム

第7回美術作品コンクールConcours des Tableaux企画展
　「ＨＥＡＶＥＮＬＹ　土方佐代香展」

中央公民館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館

小ホール

中央公民館

市民ギャラリー

ガレリア

大ホール

大ホール

大ホールほか

大ホール

市民ギャラリー

小ホール

中央公民館

大ホール

ガレリア

小ホール

市民ギャラリー

大ホール

大ホール

大ホール

小ホール

市民ギャラリー

大ホール

大ホール

大ホール

大ホール

前広場

中央公民館

ガレリア

中央公民館

市民ギャラリー
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2013
(平成25)

12.11(火)～16（日）

12.18(火)

1.22(火)～27（日）

2.7(木),8(金)

2.10（日）,11(月)

2.16(土),17（日）

3.9(土) 

3.19(火)～24（日）

4.7(土),8（日）

4.20(金)～9.8(土)

4.28(土)～6.24（日）

7.16(月)～9.17(月)

7.28(土),29(日),8.12(日),
18(土),19(日)

9.29(土)～11.25(日)

11.3(土),4（日）

12.15(土)～2.11(月)

2.23(土)～3.31（日）

4.7（日）

4.14（日）

4.19(金)

5.25(土)～6.9（日）

6.2（日）

6.7(金)

6.16（日）

6.20(木),21(金)

7.5(金)

7.7（日）

7.11(木)

7.16(火)

7.25(木)～8.7(水)

8.14(水)

8.17(土),18（日）

8.31(土)

9.14(土)

9.19(木),20(金)

市民学校作品展

World Music Night vol.12～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～

第8回美術作品コンクールConcours des Tableaux

第169回市民映画会「マリリン７日間の恋」「だれもがクジラを愛してる。」

高知演劇ネットワーク演会合同公演　内藤裕敬作・演出「雨かしら」

南河内万歳一座「お馬鹿屋敷」

平成24年度公共ホール音楽活性化支援事業　神谷未穂ヴァイオリンコンサート

第29回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

市民学校（2期62科目，特別教室4科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期10科目）

高齢者教室（2期6コース）

第23回高知出版学術賞受賞3件

横山隆一記念まんが館開館10周年記念事業
　10周年ありがとう常設展示無料開放デー

第８回まんがの日記念・４コマまんが大賞

2012高知のまんがあれこれ展

黒潮からのメッセージ～まんがと科学のコラボレーションによる作品展～

2012夏休みまんが体験イベント
　「めざせ！まんが職人」

横山隆一・長谷川町子二人展～フクちゃんとサザエさんの時代～

まんさい－こうちまんがフェスティバル2012

第８回まんがの日記念・４コマまんが大賞作品展

まんが・漫画・マンガ展！2013
　高知漫画集団・高知漫画グループくじらの会合同原画展

コーラスジョイントコンサート「耕さんと四国のゆかいな仲間たち」

第65回高知市文化祭開幕行事「土佐の春、和の競演」

World Music Night vol.13～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～

第65回高知市展

第65回高知市展美術体感イベント「あなたダビンチぼくピカソ」

富士通コンコードジャズフェスティバル2013
　ジャズ・アット・ザ・フィルハーモニック

第44回高知市民頭脳スポーツ大会

第170回市民映画会「シェフ！」「屋根裏部屋のマリアたち」

山海塾「降りくるもののなかで－とばり」

MOTTAINAI キッズフリーマーケット

宝くじ文化公演　仲道郁代×内藤裕敬 共同企画「窓の彼方へ」

アコーディオンの夜

第63回高知市夏季大学

こどものためのアートと音楽「３本の手のスケルツォ」

とさっ子タウン2013

Jazzchor Freiburg Japan Tour 2013

第11回詩のボクシング　高知大会だけど四国大会

第171回市民映画会「アンナ・カレーニナ」「マリーゴールド・ホテルで会いましょう」

市民ギャラリー

小ホール

市民ギャラリー

大ホール

小ホール

小ホール

大ホール

市民ギャラリー

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館

大ホール

大ホール

小ホール

市民ギャラリー

前広場ほか

大ホール

中央公民館

大ホール

大ホール

市民ギャラリー

大ホール

小ホール

大ホール

小ホール

大ホール・小ホール・市民ギャラリー

大ホール

小ホール

大ホール
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10.28(月)

11.23(土),24（日）

11.24（日）

11.30(土),12.1（日）

12.8（日）

12.10(火)～15（日）

12.10(火)～15（日）

12.14(土)

1.9(木)～13(月)

1.21(火)～26（日）

1.31(金)

2.6(木),7(金)

2.22(土)

3.7(金)

3.18(火)～23（日）

3.21(金)

3.25(火)～29(土)

4.18(木)～9.7(土)

4.27(土)～6.16（日）

7.13(土)～9.1（日）

7.27(土),28(日),8.10(土),
11(日),17(土),18(日)

9.21(土)～11.4(月)

11.2(土),3（日）

12.14(土)～1.13(月)

1.25(土)～3.2（日）

3.15(土)～4.13（日）

かるぽーと北広場大階段合唱コンサート

美術中級講座　洋画スキルアップカリキュラム

平成25年度リージョナルシアターモデル事業
　こどものための演劇をつかったコミュニケーションワークショップ

美術中級講座　日本画スキルアップカリキュラム

World Music“お昼だけど”Night vol.14
　～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～

市民学校作品展

第8回美術作品コンクールConcours des Tableaux企画展
　「絵のあるところ　上村菜 子々展」

白Ａ 高知公演

演出家・俳優養成セミナー2013　演劇大学 in こうち

第9回美術作品コンクールConcours des Tableaux

映画「じんじん」上映会

第172回市民映画会「インポッシブル」「ヒッチコック」

平成25年度高知の音楽活性化事業
　大人のCMソングNo.1歌姫 村上ゆきコンサート

World Music Night vol.15～世界の音楽と料理を楽しむ夕べ～

第30回写真コンテスト「高知を撮る」入選作品展

CONNECT 2 CREATE「地域の劇場・アートセンターの未来を探る」

かるぽーと音楽体験プログラム「すすめ！音楽たんけんたい！」

市民学校（2期58科目，特別教室4科目）

高知市民の大学（2期4コース）

市民講座（2期10科目）

高齢者教室～60歳からのセカンド☆ライフ～（2期6コース）

第24回高知出版学術賞受賞3件

第９回まんがの日記念・４コマまんが大賞

2013高知のまんがあれこれ展

隆一 墨にあそぶ～第３回所蔵品展～

2013夏休みまんが体験イベント
「めざせ！まんが職人」

青山剛昌の世界展－デビュー作から名探偵コナンまで－

まんさい－こうちまんがフェスティバル2013

第９回まんがの日記念・４コマまんが大賞作品展

風立ちぬ原画展 同時開催 かぐや姫の物語原画展

まんが・漫画・マンガ展！2014
　高知漫画集団・高知漫画グループくじらの会合同原画展

前広場

中央公民館

中央公民館

中央公民館

小ホール

市民ギャラリー

市民ギャラリー

大ホール

蛸蔵・大ホール・小ホール・中央公民館

市民ギャラリー

大ホール

大ホール

大ホール

小ホール

市民ギャラリー

蛸蔵

中央公民館・3階ガレリア

中央公民館

中央公民館

中央公民館

中央公民館

まんが館

まんが館

まんが館

まんが館

市民ギャラリー

まんが館

まんが館

まんが館


