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    主   催   行   事     

 

   第61回高知市文化祭開幕行事 

        「「「「土佐土佐土佐土佐いまむかしいまむかしいまむかしいまむかし」」」」    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

◇日 時  平成２１年４月１２日（日）  開場12:00～  開演12:30～ 

◇場 所  高知市文化プラザかるぽーと 大ホール 

 ◇入場料  前売・当日とも １,０００円    

 ◇主 催  高知市文化祭執行委員会・高知市文化協会 

 ◇主 管  （財）高知市文化振興事業団・高知市教育委員会 

 ◇後 援  高知新聞社・NHK高知放送局・RKC高知放送・KUTVテレビ高知・KSS高知さんさん

テレビ 

◇出 演  土佐山のみなさん・高知県民謡協会・劇団笛の会・美穂川流陽和会・劇団the創・

劇団三十三番地・劇団屋根裏舞台・大利太刀踊り保存会・劇団ゆまにて・高知県

吟剣詩舞道総連盟・高知県漢詩連盟・スガジャズダンススタジオ・藤間流かおる

会・邦楽みすじの会・料亭濱長芸妓連中・高知コーラス合笑団・かがし座 他 

                              総計 ２８６人 

◇入場者   ７７１人 
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             主   催   行   事    
 

                 第第第第66661111回回回回  高知市展高知市展高知市展高知市展  

    

 ◇開催日 平成２１年５月３０日（土）～６月１４日（日） 

 ◇会 場 高知市文化プラザかるぽーと ７階市民ギャラリーほか 

  ◇入場料  前売３００円  当日４００円 （50円の割引ハガキを発行） 

 ◇鑑賞者 ６,９４５名           

 ◇美術体感イベント「あなたダビンチ ぼくピカソ」 

      ６月７日（日）午後１時～４時       

前広場＋公民館施設 （６部門６ブース＋２部門２ブース） 

      フリーパスポート ５００円（３４９枚）・２００円（１３５枚）    

 

◇出品者・出品数・イベント 

 

部  門 出品者 (前回) 出品数 (前回) 

 

  北見市 

 交流作品 
 

美術体感イベント 

参加ブース名 

 

参加者数 

絵 画 ９４  (85) １１３ (101) ４ (4) 「カラフルテント」 １４００ 

日本画 ３４  (33) ４５  (39) ３ (3) 
「エコバッグにお絵 

かき」 
４６０  

書 道 １４２ (164) １４２ (164) １０(10) 「筆と遊ぼう」 ８００  

先端美術 １８  (17) １９  (18) 
 

 
 

  

彫 刻 ２６  (24) ３１  (29) 
 

 「せっこう☆メダル」 ６００  

陶 芸 ７９  (56) １１４  (81) ３ (2) 
「粘土で何かを 

 作ってみよう」 
２１６  

工 芸 ３９  (36) ６０  (61)  (1) 
「和紙を染めて 

みよう」 
６２０  

写 真 ８０  (89) １２７ (142) １０(10)   

ペン字 １１０  (88) １１０  (88)  
「字は楽しく 

書くのが一番」 
２６８  

デザイン ４７  (52) ５１  (55) 
 

 
 

「キーホルダー作り」 ６２０  

合  計 ６６９ (644) ８１２ (778) ３０(30) 
 

 
 

４９８４  
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    参   加   行   事     

 

        文化祭参加行事数文化祭参加行事数文化祭参加行事数文化祭参加行事数・・・・入場者数等集計表入場者数等集計表入場者数等集計表入場者数等集計表    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ）内は前回の実績数 

※「その他」部門への文化祭参加興行映画の入場者数は、この集計には含まれておりません。

          

 

 

部  門 
 

 

行事数 
 

 

入場者数 
 

 

参加行事助成額 
 

 

行事区分 
 

映  像 
  ６ 

（６） 

６８７ 

（９５５） 

１３０,０００ 

（１３０,０００） 

共 催   ４ 

後 援  １ 

名義後援 １ 

演  劇 
  ８ 

（９） 

４,４９０ 

（５,５６３） 

３９７,１００ 

（３８６,３００） 

 

共 催   ６ 

後 援    １ 

名義後援 １ 
 

音  楽 
２５ 

（２３） 

１０,７１４ 

（９,５７０） 

１,０８８,３００ 

（１,１２０,０００） 

共 催 ２１ 

名義共催 １ 

後 援  ２ 

名義後援 １ 

舞 踊 
 ８ 

（１２） 

５,０７５ 

（６,４５４） 

５３６,６００ 

（６６６,６００） 
共 催   ８ 

展 示 
  ５ 

（４） 

７,３１３ 

（８,２５５） 

３２２,３００ 

（３２１,０００） 

共 催    ４ 

名義後援 １ 

文  芸 
  ４ 

（３） 

８０１ 

（６６９） 

２２４,０００ 

（１９５,０００） 

共 催    ２ 

後 援  １ 

委 託    １ 

その他 
  ４ 

（４） 

  ８０５ 

（７５４） 

１７９,８００ 

（１７９,８００） 

共 催    ２ 

後 援    ２ 

合 計 
６０ 

（６１） 

２９,８８５ 

（３２,２２０） 

２,８７８,１００ 

（２,９９８,７００） 

共 催 ４７ 

名義共催 １ 

後 援  ７ 

名義後援 ４ 

委 託  １ 



映像部門

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

高知高知高知高知・・・・民族文化映像研究所民族文化映像研究所民族文化映像研究所民族文化映像研究所のののの映画映画映画映画をみるをみるをみるをみる会第会第会第会第２２２２２２２２期上映会期上映会期上映会期上映会
「「「「シシリムカシシリムカシシリムカシシリムカのほとりでのほとりでのほとりでのほとりで－－－－アイヌアイヌアイヌアイヌ文化伝承文化伝承文化伝承文化伝承のののの記録記録記録記録－」－」－」－」

５月１７日（日） 13:00～17:00・１８日（月） 9:00～13:30

小夏の映画会／田辺浩三

「「「「真昼真昼真昼真昼のののの暗黒暗黒暗黒暗黒」」」」上映上映上映上映とととと裁判員制度裁判員制度裁判員制度裁判員制度のののの講演講演講演講演

５月１０日（日） 10:00～計２回　12:10～講演会
高知新聞に紹介され、多くの観客を見込んだが、1回目
40名、2回目30名で、ゆっくり観れる程度の数でした。来
られた方は、裁判・冤罪・裁判員制度に関心がある方が
ほとんどで、「八海事件」についての質問が多かった。弁
護士の山口剛史先生は、今この事件が起きても、半数
以上の判事は、死刑判決をくだすでしょうとのこと。裁判
員制度の必要性にも納得する。

平和資料館草の家 ７６人

アイヌ文化伝承の記録ということで、岡山･徳島からの参
加がありました。木の皮で織物を織り、石器で丸木舟を
作るなど、自然と共存し、つつましく強く生きるアイヌの
人々の姿をみながら、混迷する世界情勢の時代をどのよ
うに生きていくかを見つめ直す手がかりを示唆する上映
会でした。

17日/自由民権記念館民権ﾎｰﾙ
18日/平和資料館草の家

シネマシネマシネマシネマなななな夜夜夜夜VOLVOLVOLVOL．．．．１１０１１０１１０１１０「「「「エグザイルエグザイルエグザイルエグザイル／／／／絆絆絆絆」」」」

４月２８日（火） 13:30～計４回
当会の参加者には女性、それもシルバー世代の女性層
が多いため、ガンファイト中心のアクションである本作に
は女性の参加者が少なく、今更ながら高知における文化
事業は女性層によって支えられていることを実感する結
果となりました。作品は、ジョニー・トー節とでも言うべき
スタイルと即興性で撮られ、その遊び心を楽しめるかどう
かが評価の分かれ目となる作品でした。

県立美術館ホール １０３人

シネマ・サンライズ／吉川修一

こうちこうちこうちこうちコミュニティシネマコミュニティシネマコミュニティシネマコミュニティシネマ第第第第４１４１４１４１回上映会回上映会回上映会回上映会「「「「画家画家画家画家とととと庭師庭師庭師庭師ととととカンパーニュカンパーニュカンパーニュカンパーニュ」」」」

県立美術館ホール ２２０人

この映画は、子供時代を共に過ごした二人の男が、自然
豊かな故郷の田舎で再会し、現在の職業である画家と
庭師として、お互いの生き方を学び、教え合うという物語
です。自然との関わり、芸術と人との関わり、人生への想
いが愛おしく描かれており、大変感動的な作品として受
け入れられました。これからもこのような作品を、多くの
人に提供していきたいと思います。

５月８日（金） 13:30～計４回

NPOこうちコミュニティシネマ／有光文平

５８人

高知・民族文化映像研究所の映画をみる会／松吉恵子

MOVIE JUNKY MOVIE JUNKY MOVIE JUNKY MOVIE JUNKY 第第第第２０１２０１２０１２０１回上映会回上映会回上映会回上映会「「「「悪夢探偵悪夢探偵悪夢探偵悪夢探偵」「」「」「」「悪夢探偵悪夢探偵悪夢探偵悪夢探偵２２２２」」」」

５月１９日（火）
「悪夢探偵」14:00～計2回　「悪夢探偵2」16:00～計2回

塚本晋也監督作品を上映し続けてきた当団体は、高知
では未上映の「悪夢探偵」第一作と、その続編を併せて
上映した。フィルム・レンタル料が高額という懸念があっ
たが、心残りが晴らせたようで良かったと思う。配給会社
の担当者も2作を一挙上映するのは高知だけとのこと。
それにしても動員の少なさも手伝って大赤字となったの
は、このジャンルの作品を上映する上で課題である。

県立美術館ホール ９０人

MOVIE JUNKY／西川泉

「「「「栄光栄光栄光栄光へのへのへのへの５０００５０００５０００５０００キロキロキロキロ」」」」上映会上映会上映会上映会

６月２１日（日） 10:30～計５回　
今年は、石原裕次郎没23回忌。全国で様々な記念の催
しをしている。高知県では、主演ポスター展と幻の映画
「栄光への5000キロ」の上映会を行った。ただ、40年前の
フィルムなので、色は完全にとんでおり、また、イタリア・
アフリカでのカーレース映画だったのでやたらと外国語
の字幕が多く、白い字幕の色もとんでいて、ほとんど読
みとれなかった。観客には申し訳なかった。

自由民権記念館民権ホール １４０人

小夏の映画会／田辺浩三
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演劇部門（１）

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

喜多流回雪臺高知粟谷会能楽大会喜多流回雪臺高知粟谷会能楽大会喜多流回雪臺高知粟谷会能楽大会喜多流回雪臺高知粟谷会能楽大会

４月１９日（日） 10:30～17:00
58年間、春には必ず能を上演したいとの願望からずっと
続けています。特に今年は、人間国宝・亀井忠雄師(大
鼓)にご出演いただき、直面の能(大曲)「鉢ノ木」に挑戦し
ました。他の会員と謡･仕舞・舞囃子と日頃の研賛の成
果を一生懸命発表出来たと思っております。古典芸能・
能楽(世界文化遺産)に接する機会の少ない高知で、無
料で市民に鑑賞していただきました。

県立美術館能楽堂 ２００人

喜多流回雪臺高知粟谷会／岡部徳治

劇団劇団劇団劇団thethethethe････創公演創公演創公演創公演「「「「のぎくのぎくのぎくのぎく咲咲咲咲くくくく・・・・なずなのなずなのなずなのなずなの道道道道」」」」近藤益雄近藤益雄近藤益雄近藤益雄のののの詩詩詩詩とととと音楽音楽音楽音楽のののの夕夕夕夕べべべべ

５月８日（金）・９日（土） 19:00～20:30
劇団として初めてマンドリン演奏を取り入れた朗読劇。こ
の取り組みは7月に上演する長崎公演のプレ公演だっ
た。予想以上の入場者に、当日はイスを補充したり設営
も色々工夫した。詩と音楽との組み合せが、会場にマッ
チして効果的だった。長崎でも券が売れチトセピアホー
ルは満席だった。障害児教育に生涯をかけた近藤益雄
の魅力が全国に発信できた事はこの上ない喜びである。

自由民権記念館アトリウム ４３０人

劇団the･創／西森良子

演劇集団演劇集団演劇集団演劇集団SSSS....TTTT....HHHH....公演公演公演公演「「「「浦島浦島浦島浦島さんとさんとさんとさんとカチカチカチカチカチカチカチカチ山山山山」」」」

５月２３日（土）・２４日（日）・２９日（金）～３１日（日）
 19:30～21:30

今回初の試みとして、お子さんを持つ年代のお客様にも
家族一緒に観劇して頂けるよう、「ファミリーデー」と題す
る上演日を設定した。予想より多くの来場があり好評
だった。また上演台本の原作も含め、太宰治の文庫本販
売を行った。違った目線で文学に触れる機会を提供でき
たのではないかと思う。今後も様々な方法で舞台芸術に
触れる機会を提供し続けようと思う。

蛸蔵 ３００人

演劇集団S.T.H.／岡村実記

高知市民劇場第高知市民劇場第高知市民劇場第高知市民劇場第２７８２７８２７８２７８回例会回例会回例会回例会ピュアマリーピュアマリーピュアマリーピュアマリー公演公演公演公演「「「「ステッピングステッピングステッピングステッピング････アウトアウトアウトアウト」」」」

５月２８日（木）18:45～　２９日（金）・３０日（土）13:30～
前田美波里・榛名由梨出演のミュージカルということで、
会員の期待が高い例会で参加率も良かったです。内容
は、出演者がタップダンス教室を通して悩みを打ち明け、
支え合いながら解決に向かって「ステッピング・アウト(明
日に向かって一歩踏み出す)」していく物語でした。残念
だったのは、今回も会員を増やすことができなかったこと
です。

オレンジホール ２,９５１人

高知市民劇場／塩田正興

高知市高知市高知市高知市こどもこどもこどもこども劇場高学年例会劇場高学年例会劇場高学年例会劇場高学年例会チカパンチカパンチカパンチカパン公演公演公演公演「「「「リトルピーシーズリトルピーシーズリトルピーシーズリトルピーシーズ」」」」

５月３０日（土） 19:00～20:10
言葉や唄、そして物を使って演じるチカパン独自のマイ
ムスタイル。いくつかのピース（小作品）の中には笑える
もの、奇天烈なもの、時に切なく、また愛らしいもの、バラ
ンス良く構成されていました。言葉にできない思いを身体
と表情で伝える。受けとる側も想像力という自分自身の
フィルターを通してそのメッセージを受けとる。身体表現
によるコミュニケーションといえる空間でした。

かるぽーと小ホール １４０人

特定非営利活動法人高知市こども劇場／武市真寿美

第第第第２１２１２１２１回高知能楽会大会回高知能楽会大会回高知能楽会大会回高知能楽会大会

６月７日（日） 9:00～17:00
観世流3会派･喜多流2会派の会員、日頃は別々に稽古
し発表を続けてはいるが、この会では他の会派の芸に接
することで刺激を受けるし、友好関係もできてくると思う。
各会員は日頃の稽古の積み重ねを充分発表する事がで
きたと思う。なお、この能楽を少しでも広めていきたく、一
層の努力を続けていきたい。

県立美術館能楽堂 ２００人

高知能楽会／岡部徳治

－７－



演劇部門（２）

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

ラボラボラボラボ・・・・パーティパーティパーティパーティ高知地区交流発表会高知地区交流発表会高知地区交流発表会高知地区交流発表会

６月２１日（日） 13:00～16:30
第1部は、親子で参加するという目標が果たせた。第2部
は、高学年と成人による英語・日本語テーマ活動発表が
4つあり、表現豊かな発表にちびっ子たちもグッと引き込
まれていた。合間には、中高大生の実行委員が手遊び
やゲームを楽しく紹介してくれ、まとまりのある会となっ
た。反省としては、初めての会場で、発表する場と、見る
場との区別ができず、事前の調査が必要だと感じた。

五台山ふれあいセンター ６０人

高知ラボ・パーティ／岩本真理

２０９人

劇団ゆまにて／吉本智賀子

劇団劇団劇団劇団ゆまにてゆまにてゆまにてゆまにて第第第第７７７７７７７７回公演回公演回公演回公演「「「「人質人質人質人質」」」」

６月２５日（木）19:00～21:00
主役の心情の変化や、人に対する思いを、前回より前面
に出そうと思いました。セリフ1つ1つにどんな考えや思い
が入って、言葉になるかという点を考えてみました。少し
押さえ気味になったかもしれませんが、大きな声でどなる
ようにするよりもグッとくる感じがあったように思います。
また、観客の方々にも好評で、今までで一番良かったの
ではという評も頂きました。

県立美術館ホール

－８－



音楽部門（１）

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

今回はかなり曲数が多く、従来なら暗転でつなぐのを明
転にし、できる限り幕も閉めず、早めの進行で予定より
50分も早く千秋楽を迎えました。今回の目玉の一つ器楽
合奏では、南の国からを一般会員さん北の国からを名取
以上、また、例年通り「竹韻の調べ」で竹藪を作った所、
客席から最高と言うお誉めを頂きました。これからも、日
本民謡の発展と継承を続けてまいります。

グリーンホール ４７０人

高知民謡おしどり会／高橋輝雄

４月２９日（水） １4:00～16:00
例年に比べ、少し来場者が少なかったので来年に向け
て改善したい。内容は例年通り様々なジャンルの演奏・
演出で楽しんでいただけたと思う。来年以降もしっかりと
演奏会を開催していきたい。オレンジホール ８６４人

土佐中・高等学校吹奏楽部／川﨑仁哉

土佐中土佐中土佐中土佐中････高等学校吹奏楽部第高等学校吹奏楽部第高等学校吹奏楽部第高等学校吹奏楽部第４４４４４４４４回回回回スプリングコンサートスプリングコンサートスプリングコンサートスプリングコンサート

４月１９日（日） 13:30～15:30
香南市出身で「南海の宮沢賢治」と言われた詩人岡本弥
太の詩を10曲と龍馬詠草21首の中から5首を入れた龍
馬挽歌の新曲11曲を演奏しました。これらは郷土の偉人
が作詞したもので、これからも大切に歌い続けてゆきま
す。他に、一絃琴の名曲「泊仙操」や筝曲の「春の曲」
等、内容の充実した会でした。本来の一絃琴に加え低音
琴・弓弾・横笛を奏し皆様に喜んで頂きました。

かるぽーと9階和室

４月１６日（木） 18:00～20:20 
カナダ･ダコタ高校と、上海の中国伝統楽器の仲間、タイ
舞踊のグループ、本校マーチング部、和太鼓部とのジョ
イントに、地元高岡･土佐南中学校の吹奏楽部も友情出
演して下さり、盛況の内に終えました。ただ、入場者数が
前回より少なかったのが残念です。「音楽に国境なし」を
合言葉に、次回はさらに幅広く姉妹校に声を掛け、より
良いコンサートができるよう頑張ります。

オレンジホール ７１０人

明徳義塾中・高等学校／上田恵介

４９人

一絃琴わくら和遊紅会／松本遊紅

高知県高知県高知県高知県ピアノピアノピアノピアノ指導者協会指導者協会指導者協会指導者協会２８２８２８２８年度例会年度例会年度例会年度例会コンサートコンサートコンサートコンサート
「「「「チェロチェロチェロチェロととととピアノピアノピアノピアノによるによるによるによるファンタスティックコンサートファンタスティックコンサートファンタスティックコンサートファンタスティックコンサート」」」」

５月８日（金） 18:00～21:00 
チェロに竹本利郎氏、ピアノに川染雅嗣氏をお招きして
チェロとピアノによるコンサートを開催。来場者は400人を
超えましたが、満席とはいかず観客動員手段を検討しな
くてはなりません。演奏内容はアンサンブルという事でピ
アノの魅力だけでなく、弦楽器のチェロも親しむことがで
き大変好評でした。来年度は今回発生した課題を解決
し、より楽しんでいただけるよう努力していきたい。

グリーンホール ４２０人

高知県ピアノ指導者協会／住友弘一

一絃琴一絃琴一絃琴一絃琴わくらわくらわくらわくら和遊紅会演奏会和遊紅会演奏会和遊紅会演奏会和遊紅会演奏会

高知高知高知高知ポップスポップスポップスポップス・・・・オーケストラコンサートオーケストラコンサートオーケストラコンサートオーケストラコンサート２００９ １０２００９ １０２００９ １０２００９ １０th Anniversary th Anniversary th Anniversary th Anniversary 

４月１１日（土） 18:30～20:40
今回の自主公演は設立10周年ということで、内容を更に
グレードアップしてのぞみました。おかげさまで多くの
方々にご来場いただき好評のうちに終えることができま
した。初めてご来場いただいた方も多く、曲構成、演奏内
容ともに高評価を頂き、今後への期待の声が多くよせら
れました。全編オリジナル編曲というスタイルで今後も更
に研鑽を積み飛躍をはかっていきたいと存じております。

オレンジホール ９１２人

高知ポップス・オーケストラ／池上初枝

明徳義塾中明徳義塾中明徳義塾中明徳義塾中・・・・高等学校第高等学校第高等学校第高等学校第７７７７回国際親善回国際親善回国際親善回国際親善チャリティージョイントコンサートチャリティージョイントコンサートチャリティージョイントコンサートチャリティージョイントコンサート

第第第第３２３２３２３２回回回回おしどりおしどりおしどりおしどり会民謡発表会会民謡発表会会民謡発表会会民謡発表会

４月１９日（日） 12:30～16:00
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音楽部門（２）

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

オレンジホール ７８０人

高知県吹奏楽連盟／小嶋理世

正曲一絃琴白鷺会演奏会正曲一絃琴白鷺会演奏会正曲一絃琴白鷺会演奏会正曲一絃琴白鷺会演奏会

５月１６日（土） 13:00～15:00
今回初めて来ていただいた方が多く、無形文化財保持
団体としてより多くの方々に一絃琴に親しんでいただく
ことが使命なだけに、大きな成果であった。高度な技術
を要する曲目、十三絃とのコラボレーションも好評で多
くのお客様から称賛をいただいた。今後も技術の向上、
会員の拡大と共に演奏機会を増やし、多くの方に知っ
ていただくよう努めていきたい。

かるぽーと小ホール １２０人

正曲一絃琴白鷺会／松尾徹人

４９１人

高知県三曲協会／澤田萬山

グリーンホール ３８５人

郷土民謡土佐ふみの会／黒川二三子

春野町高知市合併記念春野町高知市合併記念春野町高知市合併記念春野町高知市合併記念「「「「三曲演奏会三曲演奏会三曲演奏会三曲演奏会」」」」

高知県吟剣詩舞道総連盟春季競吟大会高知県吟剣詩舞道総連盟春季競吟大会高知県吟剣詩舞道総連盟春季競吟大会高知県吟剣詩舞道総連盟春季競吟大会

四国吹奏楽四国吹奏楽四国吹奏楽四国吹奏楽フェスティバル フェスティバル フェスティバル フェスティバル in in in in 高知高知高知高知

５月１０日（日） 13:00～16：00
出演者312名、関係スタッフ37名、聴衆780名という結果
で順調に終了。四国四県から各1団体、高知県からは
他に高校選抜楽団、及び一般市民で結成されたアニ
バーサリーバンド等、特色ある演奏をお楽しみいただき
ました。RKCTVでの特別番組や告知広告を企画したこ
とが成功の大きな要因と思われます。四国全体の吹奏
楽の普及に大きな役割を果たしたものと思われます。

５月１０日（日） 9:30～16:30
本年度は会場を変更し大会を試みてみました。設備や
駐車場も完備し素晴らしいホールではあったが、周辺
に食堂や交通機関がなく大変でした。毎年のことではあ
るが、連盟会員約1800名が1年間頑張ってきた成果を
競い合い、各ランク毎に優勝旗、個人には優勝カップが
贈られ熱気のうちに終了しました。しかし交通の便の悪
さは、観客動員に結びつきませんでした。

春野文化ホールピアステージ ３７０人

高知県吟剣詩舞道総連盟／柳瀬岳領

第第第第１０１０１０１０回郷土民謡土佐回郷土民謡土佐回郷土民謡土佐回郷土民謡土佐ふみのふみのふみのふみの会発表会会発表会会発表会会発表会

５月９日（土） 12：30～16:00
創立10周年記念演奏会で、ゲストに尺八演奏家の村田
萌山氏と、山中萌風氏をお迎えし素晴らしい竹の音色
を聞くことができました。10周年ということで門下生もが
んばり、踊りでは三里･重倉･鴨部各教室の門下生と友
情出演に貴柳会、また生徒さんのお孫さんにも出演し
ていただき大成功で終わりました。

秀鳳流春季吟詠練成大会秀鳳流春季吟詠練成大会秀鳳流春季吟詠練成大会秀鳳流春季吟詠練成大会

５月１７日（日） 9:00～17：00
生憎の雨模様でしたが、たくさんの会員および一般市
民の方々で、会場は熱気でむせかえるほどの賑わいで
した。吟詠はわが国固有の伝統芸術というだけではな
く、日本人の精神文化の高揚に果たす役割も極めて大
きいものがあります。本大会が会員だけでなく、少しで
も一般市民にご理解いただければ幸いです。来年は60
回大会ですので、さらに頑張っていきたいと思います。

高知プリンスホテル ３４０人

秀鳳流日本吟詠会／野中秀鳳

５月１７日（日） 13:30～15:40
今年は春野町の高知市合併を記念して、地域の人達と
一緒に祝い合えるよう、長年春野で音楽活動を続けて
いる「あじさい合唱団」の方々に特別出演して頂き、そ
れに併せ友情出演という形でソプラニスタ岡本知高さん
の出演が急遽実現、予想をはるかに超える大盛況でし
た。多くの人に三曲演奏への理解を深めていただけた
と感じています。

春野文化ホールピアステージ
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主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時
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主　催

　行事名　

日・時
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　行事名　

日・時
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今回の出演者は、合唱を加えると80名を越し、そのため
演奏時間も非常に長い会となり、如何にしてお客さんを
退屈させないで演奏会をするかに心をくだきました。マイ
クの前で歌詞を忘れる高齢者もいれば、最初から最後ま
でトイレも行かずに聞き入って下さるお客さん、本当に感
謝の気持ちで一杯の大会でした。本年も「生命の基金」
に11万円余りを贈ることができました。

グリーンホール ３８７人

高知桂民謡会／竹内懸一

「「「「TuttiTuttiTuttiTutti」」」」第第第第１１１１１１１１回回回回＆「＆「＆「＆「音音音音のみちのみちのみちのみち」」」」第第第第８８８８回回回回ジョイントコンサートジョイントコンサートジョイントコンサートジョイントコンサート

６月６日 （土） 19:00～21:00　
ソロから室内楽、古典から現代、新作初演等、内容の充
実したコンサートができたと思う。今後もコンサートを通し
て、より多くの方々に私たちの音楽を聴いていただける
ように活動を続けていきたい。自由民権記念館アトリウム ８０人

Tutti，音のみち／川添建太郎

フルートの山下兼司氏が体調不良の為、急遽、尺八演
奏家の渡辺淳氏にゲスト出演を願うことなり、プログラム
も大幅に変更となった。尺八と二十絃筝の渡辺治子、尺
八と三味線の門田綾子、フルートの服部牧人に、ピアノ
の吉井美賀らが出演。アンコール曲の伴奏に尺八もアド
リブで入り、満席の会場が歌声で盛り上がった。満足し
てくださったお客様の笑顔を見送った。

県立美術館ホール ３８９人

グループ「し～ずん」／門田綾子

１２０人

靑峰流至誠吟詠会／佐藤靑絹

邦楽器邦楽器邦楽器邦楽器とととと洋楽器洋楽器洋楽器洋楽器によるによるによるによるアンサンブル グループアンサンブル グループアンサンブル グループアンサンブル グループ「「「「しししし～～～～ずんずんずんずん」」」」コンサートコンサートコンサートコンサート

６月５日（金） 19:00～21:00

第第第第22222222回桂民謡会回桂民謡会回桂民謡会回桂民謡会チャリティーチャリティーチャリティーチャリティー民謡民舞民謡民舞民謡民舞民謡民舞のののの祭典祭典祭典祭典

５月３１日（日） 11:30～16:00

やいろやいろやいろやいろ吹奏楽団第吹奏楽団第吹奏楽団第吹奏楽団第１４１４１４１４回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会

６月６日（土） 18:00～21:00
3部構成の第1部は吹奏楽コンクール課題曲等、2部は
映画音楽を、3部はTV番組のテーマ曲や洋楽を吹奏楽
にアレンジした曲等を演奏し例年以上にお楽しみいただ
きました。吹奏楽に携わってない人でも親しみのある選
曲だったので、分かり易くて楽しめたという声を多数いた
だきました。今後も趣向を凝らして沢山の方に親しんで
いただける様、良い音楽作りを目指していきます。

オレンジホール ７６０人

やいろ吹奏楽団／野町考司

靑峰流至誠吟詠会春季大会靑峰流至誠吟詠会春季大会靑峰流至誠吟詠会春季大会靑峰流至誠吟詠会春季大会

高知市高知市高知市高知市こどもこどもこどもこども劇場低学年例会劇場低学年例会劇場低学年例会劇場低学年例会ロバロバロバロバのののの音楽座公演音楽座公演音楽座公演音楽座公演「「「「らくがきらくがきらくがきらくがきブビビブビビブビビブビビののののコンサートコンサートコンサートコンサート」」」」

５月２１日（木） 18:30～19:50
中世ルネサンス時代の古楽器、世界の民族楽器、そし
て空想楽器と名付けられた不思議な手作り楽器。5人の
楽士たちが次から次へと奏でていきます。素朴で温かく
心地良い音色。なぜか懐かしさを感じた人も多かったよ
うです。音が目に見えてくるような楽しみを味わうことが
できました。舞台上の、みるからに不思議なオブジェも実
は楽器になっているという意外なおもしろさもありました。

かるぽーと大ホール ４２２人

特定非営利活動法人高知市こども劇場／武市真寿美

５月１７日（日） 13:30～16:30
高知市の文化祭に2回目の参加です。当日は生憎の雨
にもかかわらず、会員だけでなく、地域の方々もお見え
になり、会のスローガンである「無聲呼人・至誠一貫」の
精神で本年の春季大会を終了しました。また秋季大会ま
で半年頑張っていきたいと思います。

南部健康福祉センター
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音楽部門（４）

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

土佐一絃琴演奏会土佐一絃琴演奏会土佐一絃琴演奏会土佐一絃琴演奏会

６月２１日（日） 13:30～15:50
一絃琴をより広く知ってもらうため古曲と共に会場のこと
を考慮し、土佐や龍馬に関する曲目を取り上げた。会場
には県外からの観光客や学生もおり、興味を持って聴い
て頂くことができた。会場を椅子席であるホールに移した
ことで行動し易くなったためか、休憩や会の終了後に
は、楽器を観たり説明を聞いたりする場面が多く見られ
た。また来年に向け一層努力していきたい。

龍馬の生まれたまち記念館 ６０人

土佐一絃琴同好会／高木美智

第第第第３６３６３６３６回高知本條会回高知本條会回高知本條会回高知本條会ふるさとふるさとふるさとふるさと民謡民舞三味線発表会民謡民舞三味線発表会民謡民舞三味線発表会民謡民舞三味線発表会

６月１４日（日） 12:00～16:00
当会の歴史は古いが会員数は少なく、今回はいの町の
「虹の会」と鳴り物「びこう会」の応援を求め盛大に行うこ
とができました。会場が日本間という事で日本情緒たっ
ぷりに仕上げ、生の音を重視するためマイク音量を最小
限に抑えた結果、絶賛をいただきました。椅子席が足ら
ず、畳の上に座布団敷きの客席を構えたことが非常に
好評でした。来年に向かって新たな一歩を始めます。

高知プリンスホテル １３０人

高知本條民謡連合会／本條謡朋

第第第第５０５０５０５０回高知県合唱祭回高知県合唱祭回高知県合唱祭回高知県合唱祭

６月２１日（日） 10:00～16:00　
50回全てに出演している団体から、今年連盟に加入した
団体まで、それぞれの団体の特色が良く出た演奏会でし
た。来年の四国支部50年に向けての最初のイベントでし
たが、一致団結の良いきっかけとなりました。かるぽーと大ホール ６４４人

高知県合唱連盟／谷村泰久

混声合唱団混声合唱団混声合唱団混声合唱団PangePangePangePange第第第第６６６６回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会

６月１３日（土） 18:30～20:30
人事異動や就職で団員の入れ替わりが激しく、満足いく
練習がギリギリまでできない、とても苦しい演奏会でし
た。が、個々の団員ができる限りの努力をして、演奏自
体は満足のゆくものとなりました。お客様も毎年楽しみに
してくださっている方が増えてきたようで、来年にむけて
の励ましの言葉もいただき、団員の力になります。

県立美術館ホール ３４８人

混声合唱団Pange／坂本雅代

大正琴大正琴大正琴大正琴アンサンブルアンサンブルアンサンブルアンサンブルあじさいあじさいあじさいあじさい会発表会会発表会会発表会会発表会

６月７日（日） 13：30～16:00　
16回目となります本年も室戸･赤岡・高知の各生徒さん
たちの1年間の練習の成果を発表することができました。
毎回行っています「生命の基金」にも大勢のお客様の御
寄付を頂きました。高齢者が多い中で、この演奏会が唯
一の楽しみですと言ってくださるお客さんも大勢おり、最
後には、紫陽花の花をプレゼントして会場のお客様と大
合唱で締めくくりました。

グリーンホール ３６８人

大正琴あじさい会／川島節子

高知交響楽団第高知交響楽団第高知交響楽団第高知交響楽団第１４２１４２１４２１４２回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会回定期演奏会

６月２１日（日） 14:00～16:00
ヨーロッパで研鑽を積んだ指揮者高橋敏仁氏との2度目
の共演で、氏が得意とするドヴォルザークの交響曲第7
番を中心に据えたプログラムで臨んだ。練習時間が少な
く、指揮者の表現したい音楽を十分に反映できたか不安
であったが、聴衆からはこれまでの高響とはサウンドが
変わったとの声を聞くことができた。一方、入場者数は昨
年よりもやや少なく宣伝面で課題を残した。

オレンジホール ６１５人

高知交響楽団／山下佳邦

－１２－



音楽部門（５）

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

第第第第４０４０４０４０回高知回高知回高知回高知マンドリンマンドリンマンドリンマンドリン土曜日会定期演奏会土曜日会定期演奏会土曜日会定期演奏会土曜日会定期演奏会

６月２７日（土） 18:00～21:00
今回は40回という節目の年にあたり、これまで演奏して
きた曲の中から皆さんにもう一度聞いてもらいたい曲や
弾きたい曲など、お客様に喜んでいただける演奏ができ
たと思います。また今回は、いの町合唱団の賛助をいた
だき合唱とのコラボレーションができ、他の分野の方々と
の交流もできました。これからも50回を目指して会員一
同頑張っていきたいと思います。

オレンジホール ４８０人

高知マンドリン土曜日会／和田健
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舞踊部門（１）

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

６月１３日（土）18:00～21:00　１４日（日）13:00～16:00
2日間満員の観客動員ができ、年々クラシックバレエへ
の関心も高くなったような充実した会でした。出演者の水
準も高くなり、皆様方よりお褒めの言葉も頂きました。反
省する点は、毎年のことながら多くありますが、これから
もこの素晴らしく格調高いクラシックバレエを広めていき
たいと思います。来年も頑張ります。

オレンジホール ２,２００人

立脇千賀子バレエ研究所／立脇千賀子

県立美術館ホール ３５１人

かなるスタジオ／瀬川佳津江

第第第第５４５４５４５４回立脇回立脇回立脇回立脇バレエバレエバレエバレエ発表会発表会発表会発表会

モダンダンスモダンダンスモダンダンスモダンダンス伊野友美子舞踊研究所公演伊野友美子舞踊研究所公演伊野友美子舞踊研究所公演伊野友美子舞踊研究所公演「「「「朝朝朝朝まだきまだきまだきまだき」」」」

第第第第５４５４５４５４回白鷺回白鷺回白鷺回白鷺おどりおどりおどりおどり

５月１７日（日） 11:00～15:30
天候が優れず、また新型インフルエンザの影響もあり例
年に比べ客足は悪く、7･8割の入りであったが、舞台の
方はこの公演にかける意気込みが感じられ、どの演目も
見応えのある出来栄えであった。伝統文化子供教室の
20人も楽しく出演。将来の日舞の発展につながる事を期
待したい。また、若手舞踊家の伸びが著しく、本年の市
長賞･白鷺会賞を若い人達が受賞したことも喜ばしい。

かるぽーと大ホール ８００人

高知県日本舞踊協会／花柳昌延

第第第第５５５５回回回回かなるかなるかなるかなるスタジオカーニバルスタジオカーニバルスタジオカーニバルスタジオカーニバル

５月１７日（日） 14:00～15:45　
今年も観客の方々から「いろんな種目があって楽しい、
時間があっという間に過ぎてしまった」と喜んでもらった。
「もっと見たい」という声も多く聞かれ、実技が伸びている
との評価も多数ありました。出演した子供達も笑顔いっ
ぱいの舞台でした。保護者の方々からも参加させて良
かったとお礼の言葉も頂きました。これからも充実した舞
台になるよう頑張っていきたいと思っています。

６月２７日（土） 18:00～20:00
新しい事を求めず、しかし前進し、立体的な作品は面白
く、時間は静かに流れ、他の芸術活動をされている方に
受け入れられた事に、喜びを感じる。

県立美術館ホール ３００人

モダンダンス伊野友美子舞踊研究所／伊野友美子

第第第第２８２８２８２８回坂東流回坂東流回坂東流回坂東流はなぶさはなぶさはなぶさはなぶさ会舞踊発表会会舞踊発表会会舞踊発表会会舞踊発表会

４月２９日（水） 12:30～16:00
今年ほど盛り上がった発表会は久しぶりです。例年、出
演できなくなる会員さんが目立ちますが、今年は高齢者
が多いにも関わらず、頑張って大勢のお客さんに来て頂
きました。プログラムの他に招待券を会員さんに配って
いただいたおかげだと思っています。残念なのは、某報
道関係の取材が来た時には千秋楽で緞帳がしまってい
たことでした。来年も頑張って発表会を開催いたします。

グリーンホール ４０３人

坂東流英会／坂東英

第第第第３７３７３７３７回内山時江回内山時江回内山時江回内山時江ダンスシアター アダンスシアター アダンスシアター アダンスシアター ア・・・・ナナナナ・・・・タ パートタ パートタ パートタ パート４４４４「「「「追憶追憶追憶追憶」」」」

５月１６日（土）18:00～19:15　１７日（日）15:00～16:15
去年秋に股関節の手術をして臨んだ今回の公演でし
た。痛みを抑えての動きに観客の反応が気になっていま
したが、「動きに無駄が無く、思いがダイレクトに伝わって
きた」という感想を頂き、胸を撫で下した次第です。内山時江モダンバレエ研究所 ９３人

内山時江モダンバレエ研究所／内山時江
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舞踊部門（２）

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

浜田悦子浜田悦子浜田悦子浜田悦子バレエバレエバレエバレエ研究所第研究所第研究所第研究所第３７３７３７３７回発表会回発表会回発表会回発表会

６月２８日（日） 13:00～15:40　
当初は踊りも沢山あって難しく、練習時間も充分とれな
い日が続いておりましたが、少しずつ前進してきました。
課題は残ったものの、それぞれがベストを尽くし良い経
験をさせて頂きました。お客様からも、「オーソドックスな
クラシックの作品をベースに、子供たちの創作バレエや
大人のコンテンポラリー作品まで楽しく、引き込まれて一
気に見てしまった」と、有り難いご意見を頂きました。

かるぽーと大ホール ８００人

浜田悦子バレエ研究所／浜田悦子

高知社交高知社交高知社交高知社交ダンスダンスダンスダンス愛好会演技発表会愛好会演技発表会愛好会演技発表会愛好会演技発表会

６月２８日（日） 13:00～16:00
今回は創立30周年の意義を込めて「あなたが主役」の
テーマをかかげて開催し、参加者も小学生から80才以上
の方々まで年齢を感じさせない若々しい発表会でした。
我々役員も、30周年の歴史を感じながら楽しく文化祭に
参加できた喜びを踊りに実現させることができ、近年に
ない盛り上がりを感じました。来年も皆さんにもっと喜ん
で頂ける内容にしたいと決意しています。

旭文化センター １２８人

高知社交ダンス愛好会／尾﨑比佐子
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展示部門

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

今回は会員65名が出品し、ペン字作品53点･毛筆作品
28点の計81点を展示。ペン字の縦45ｃｍ 横240ｃｍの
大作5点は、ペン字にもこんなに大きな作品があることを
知って頂け有意義だったと思います。また、割り箸等の
筆具外作品に興味を示された方々が多く、硬筆の幅の
広さが理解されて良かったと思います。これを機に、今
後もレベルアップのために尽力したいと思っています。

高新画廊 ４８８人

５月１日（金）～３日（日） 10:00～18:00（最終日は16時）
展示花数が568本と昨年(464本)を上回り、花の出来映
えも例年より評価が高かった。また会場が広くなり、資材
や写真展示、ばらの演出コーナーが充実し内容が深
まった。レイアウトの評判も良かった。今後一層、レイア
ウトや演出に工夫を凝らしていきたい。開催が例年より1
週間早まり、連休に重なったことで、ばらの開花時期の
調節や集客に苦労した。

かるぽーと7階第4展示室 ８４０人

高知ばら会／森岡清

第第第第２３２３２３２３回双雲社書展回双雲社書展回双雲社書展回双雲社書展

春春春春のばらのばらのばらのばら展展展展２００９２００９２００９２００９

書道研究双雲社／岡﨑六泉

高知県華道協和会／岩井寿夫　　

春春春春のいけばなのいけばなのいけばなのいけばな展展展展

４月２４日（金）～２６日（日） 10:00～18:00（最終日は16時）
加盟22流派の会員協力で、大作18･普通作170･子供作
19を展示。出品者それぞれの趣が来館者の目を楽しま
せ、寛ぎの一刻を満喫して頂けたものと思う。問題点は、
会員の高齢化で出品者が減少傾向にある事と、大作の
豪華さが薄らいだ事。また、前回より入場者が500名弱
減少した。伝統芸術の重さを自覚しつつも、耐えなけれ
ばいけない時代かもしれない。

かるぽーと7階第1・2展示室 ３,１６５人

４月１０日（金）～１３日（月） 9:30～18:00（最終日は16時）

第第第第３３３３３３３３回回回回さつきさつきさつきさつき花季展覧会花季展覧会花季展覧会花季展覧会

５月２１日（木）～２４日（日） 9:00～17:00（最終日は16時）
昨今の異常気象で花の開花が心配されましたが、盛況
の内に展覧会を終えることができました。今回は、会員
が1年間丹精込め手入れした63鉢の出品があり、5名の
先生による審査の結果、県知事賞･市長賞他、各賞が決
定しました。審査員の先生方も年々の樹格向上に感心し
ておられました。会期中は大勢のギャラリーの方々に鑑
賞していただき賑わいのある展覧会になりました。

県立牧野植物園 ２,７００人

高知県さつき愛好会／斎藤俊和

ボトルフラワーボトルフラワーボトルフラワーボトルフラワー作品展作品展作品展作品展

６月３０日（火）～７月５日（日） 9:30～17:30（最終日は15時）
当初、体験会を予定していましたが、会場の都合ででき
なくなり、お客様に御迷惑をおかけしました。後日、改め
て日程と場所を決め、行うことができました。NHKのアナ
ウンサーに、花のつけこみから、ボトルの体験を行っても
らい、放送してもらったところ、たくさんの方々に興味を
持ってもらい、「初めて見せてもらった」等と、たくさんの
感想をいただき有り難く思っています。

ＮＨＫハートプラザギャラリー １２０人

ボトルアレンジメントフラワーAssociation／竹内志津子
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文芸部門

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

第第第第３８３８３８３８回高知県俳句大会回高知県俳句大会回高知県俳句大会回高知県俳句大会

５月３１日（日） 9:00～16:30
毎年実施している高知県俳句大会は会員の減少に伴い
115名の参加であったが、日頃の研鑽を示しあい親睦を
深めた。午前は募集句のうち、優秀作品の表彰と講評を
行い、午後は参加者全員の互選句会と選評等、顕彰を
行った。会員の高齢化等の事情により、年々会員及び応
募句も少なくなっており、運営が厳しくなってきている。会
員の増加と俳句文化の向上に努めたい。

高新文化ホール １１５人

高知県俳句連盟／橋田憲明

第第第第８８８８回高知県漢詩大会回高知県漢詩大会回高知県漢詩大会回高知県漢詩大会

６月１４日（日） 13:30～16:00
課題詩を「名所旧跡」「自由題」とし会員が作った詩を紹
介、「大土佐漢詩風土記」では古典的な漢詩ではなく身
近な風光や、土佐の名所･古跡を詠む等、土佐ならでは
の漢詩を味わいました。また、構成剣詩舞「土佐を詠む」
では水心流弘道館に舞を披露していただく等、土佐の自
然と風土にこだわってみました。この中から、四国大会・
全国大会に出場する方を推薦したいと思っています。

高知プリンスホテル １２０人

高知県漢詩連盟／野中秀鳳

第第第第３９３９３９３９回総合文芸展回総合文芸展回総合文芸展回総合文芸展

５月１２日（火）～１７日（日） 10:00～17:00（最終日は16:30）
会員の作品を中心に短歌･俳句･詩･川柳45点が展示。
また今回は、戦時中、米潜水艦の魚雷により3700人もの
犠牲者を出した富山丸の悲劇を再現した切り絵とイラス
トも展示され注目された。陳列ケースには、会員の著書･
同人誌･「高知文芸年鑑」と「会報」の他、椋庵文学賞･県
出版文化賞･寺田寅彦記念賞･高知出版学術賞の各受
賞図書も展示。鑑賞者も450人を超え成功であった。

かるぽーと第5展示室 ４５８人

高知ペンクラブ／高橋正

平成平成平成平成２１２１２１２１年度帆傘川柳大会年度帆傘川柳大会年度帆傘川柳大会年度帆傘川柳大会（（（（復刊帆傘復刊帆傘復刊帆傘復刊帆傘６０６０６０６０周年記念周年記念周年記念周年記念））））

６月２８日（日） 10:00～17:30
帆傘川柳社が復刊帆傘を発行しはじめて60周年にあた
る年であり、県内はもとより四国四県から例年を上回る
参加があり盛況であった。県外の選者と県内の選者との
バランスを考え、他柳社の選者も指名して幅広い選と
なった。出席者には、別に作成した「帆傘60周年合同句
集」を配布した。トラブルもなく、なごやかな会であった。

文教会館5階ホール １０８人

帆傘川柳社／小笠原望
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その他部門
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日・時
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　行事名　

日・時

会　場 入場者

主　催

参加興行映画参加興行映画参加興行映画参加興行映画

５月９日～６月３０日　全４作品
文化祭に相応しい作品として、日本映画の、「余命1ヶ月
の花嫁」（5/9～）、「劒岳点の記」（6/20～）、外国映画か
らは、「天使と悪魔」（5/15～）、「愛を読むひと」（6/19～）
の計4本を参加作品とした。TOHOシネマズ高知 ３３,４００人

高知県興行生活衛生同業組合／友永雄一

第第第第３５３５３５３５回高知市教育長杯回高知市教育長杯回高知市教育長杯回高知市教育長杯かるたかるたかるたかるた大会大会大会大会

６月２８日（日） 10:00～15:00
昭和50年に始まり今年で35回を迎える伝統ある大会、
本年も20名の参加で開催しました。しかし、高知県では
中学高校に競技かるた部が存在しない上に、指導者も
いません。高知かるた会としては、競技人口がなくならな
いように、大会の開催や練習会を通して、競技かるたの
普及と競技者の育成に努めていきたいと考えています。

南部健康福祉センター ３０人

高知かるた会／吉本健二

第第第第１３１３１３１３回三里友回三里友回三里友回三里友のののの会文化祭会文化祭会文化祭会文化祭

５月２４日～６月２８日　全４行事
文化祭は、恒例となり盛会のうちに終えることができまし
た。しかし、高齢化により年々友の会からの脱会が増
え、会費収入減少により財政も厳しくなり、今回の文化
祭に出場できなかった会も出てきました。来年の開催も
危ぶまれます。

三里文化会館 ７１５人

三里文化推進友の会／坂本美代子

香香香香をををを楽楽楽楽しむしむしむしむ

４月２６日（日） 10:00～12:00・13:00～15:00
前日の雨が心配されましたが、この会を待っていて下さ
る方もあり、清新な空気の中で、残花香を楽しんでいた
だきました。今後も微力ながら、伝統文化を伝えていくた
めに会員一同努力していきたいと思います。寺田寅彦記念館 ６０人

香道古心流土佐伽羅の会／藤本淑峰
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