
行事数 行事名 日程 会場 団体名

1 下八賞　40周年記念コンサート 平成28年11月3日（木・祝） 高知県立県民文化ホール・オレンジ 公益財団法人 高知新聞厚生文化事業団

2 下八川圭祐記念　第40回高知音楽コンクール 平成28年11月6日（日） 高知県立県民文化ホール・グリーン 公益財団法人 高知新聞厚生文化事業団

3 伝統文化音楽　地唄・箏曲・尺八本曲演奏会　「日本の四季」より 平成28年11月3日（木・祝） 高知県立歴史民俗資料館 琴古流尺八竹童社藤寿会高知支部

4 第22回日高村文化祭 平成28年11月3日（木・祝） 日高村社会福祉センター 日高村文化推進協議会

5 第7回琴秀麗会チャリティーコンサート 平成28年10月10日（月・祝） 高知県立美術館ホール 琴伝流大正琴高知県支部

6 第24回高知県民謡まつり 平成28年11月13日（日） 高知県立美術館ホール 高知県民謡協会

7 第21回宿毛市オールドパワー文化展と女のまつり 平成28年10月14日（金）～10月16日（日） 宿毛市立宿毛文教センター 宿毛市教育委員会

8 第2回ヤマハジュニアピアノコンクール～四国西南地区 予選会 平成28年11月6日（日） 四万十市立文化センター・大ホール ジュニアピアノコンクール実行委員会

9 エレクトーンステージ2016・発表会　ジョイフルライブ in 四万十 平成28年12月11日（日） 四万十市立文化センター・大ホール ジョイフルライブ実行委員会

10 「長寿の画家たち」展 平成28年9月29日（木）～12月11日（日）　 中土佐町立美術館 中土佐町立美術館

11 放送大学高知学習センター　芸術文化祭2016 平成28年10月29日（土）～10月30日（日）　　 放送大学高知学習センター 放送大学高知学習センター

12 生誕130周年　特別企画展「吉井勇・今戸益喜」～二人の絆～ 平成28年7月27日（水）～12月26日（月） 香美市立吉井勇記念館 香美市立吉井勇記念館

13 高知コーラス合笑団 　第58回定期公演 平成28年11月6日（日） 高知県立県民文化ホール・オレンジ 高知コーラス合笑団

14 アート アワード コレクションより-美の挑戦者たち- 平成28年11月5（土）～12月18日（日） 香美市立美術館 香美市立美術館

15 第70回秋季いけばな県展 平成28年11月12日（土）～11月13日（日）　 高知市文化プラザかるぽーと・7階第1第2展示室 （一社）高知県華道協和会

16 正曲一絃琴白鷺会 秋の演奏会 平成28年11月12日（土） 高知市文化プラザかるぽーと・2階小ホール 正曲一絃琴白鷺会

17 シネマの食堂２０１６　オープニング上映会　映画「モヒカン故郷に帰る」と沖田修一監督トークライブ 平成28年9月30日（金）　 高知県立美術館・中庭 高知県映画上映団体ネットワーク

18 四万十市文化祭 平成28年9月3日（土）～12月25日（日） 四万十市立文化センター、四万十市立中央公民館、その他 四万十市文化祭執行委員会

19 花柳　昌延　芸歴を祝う会　　　　延の会 平成28年10月16日（日） 高知市文化プラザかるぽーと・大ホール 延の会

20 「Takeshi Sato ローラーアートの世界… 2016 in Kochi」 平成28年9月17日（土）～9月19日（月・祝）　 高知市文化プラザかるぽーと7階・市民ギャラリー第3展示室 (公財)高知市文化振興事業団

21 第25回 のいち動物公園写真コンテスト作品展 平成28年9月11日（日）～11月3日（木・祝） 高知県立のいち動物公園・どうぶつ科学館 (公財)高知県のいち動物公園協会

22 夜の動物公園　のいちde ナイト　プロジェクションマッピング   「ヒカルいのちのWA！」 平成28年9月18日（日）・10月9日（日） 高知県立のいち動物公園・どうぶつ科学館 (公財)高知県のいち動物公園協会

23 八代青年奉納歌舞伎 平成28年11月5日（土） 八代八幡宮　回り舞台 八代青年会

24 Dios Anthos Choir 1stコンサート 平成28年10月10日（月・祝） 高知市文化プラザかるぽーと・小ホール Dios Anthos Choir

25 第63回内山時江モダンバレエ公演「アルプスの少女ハイジ」 平成28年12月3日（土） 高知県立美術館ホール 内山時江モダンバレエ研究所

26 第11回黒潮町民大学出演　劇団笛の会第99回公演“いいつたえ” ―昭和南海地震からの伝言1幕― 平成28年10月22日（土） 高知県立ふるさと総合センター（黒潮町入野） 劇団笛の会

27 オペラ四万十 平成28年11月26日（土）～11月27日（日） 窪川四万十会館 オペラ四万十をまもる会

28 公募作品展　第18回OURギャラリー展 平成28年11月19（土）～平成29年1月9日（月・祝） 香美市立やなせたかし記念館・別館 （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

29 喜多流回雪臺 高知栗谷会 　秋の会 平成28年10月16日（日） 高知県立美術館・能楽堂 喜多流回雪臺 高知栗谷会

30 平成28年度第45回　高知県教育文化祭 平成28年10月2日（日）～11月23日（水）
高知県立県民文化ホール・高知市文化プラザかるぽーと・高知
大学・高知県教育センター・高知市立自由民権記念館・土佐リハ
ビリテーションカレッジ　等

高知県教育文化祭運営協議会

31 シネマ・サンライズ第２００回記念上映会　「ヒマラヤ杉に降る雪」　(スコット・ヒックス監督) 平成28年10月23日（日） 高知県立美術館ホール シネマ・サンライズ

32 シネマな夜ＶＯＬ．２０１　「シャトーブリアンからの手紙」　(フォルカー・シュレンドルフ監督) 平成28年11月16日（水） 高知県立美術館ホール シネマ・サンライズ

33 異色映画傑作選③　「あの日のように抱きしめて」　(クリスティアン・ベッツォルト監督) 平成28年11月26日（土） メフィストシアター　（大橋通西詰、喫茶「メフィストフェレス」内） シネマ・サンライズ

34 第48回春野町文化祭 平成28年11月4日（金）～11月6日（日） 高知市春野文化ホール・ピアステージ 高知春野文化協会

35 高知コンサートグループ　第64回定期演奏会 平成28年10月29日（土） 高知県立県民文化ホール・グリーン 高知コンサートグループ

36 和紙と世界のアーティストたち 平成28年10月1日（土）～10月30日（日） いの町紙の博物館 いの町紙の博物館

37 中田耕一墨絵展 平成28年10月22日（土）～11月13日（日） いの町紙の博物館 いの町紙の博物館

38 リチャードアンセル展 平成28年11月2日（水）～11月15日（火）　 いの町紙の博物館 いの町紙の博物館

39 いの町の紙を使って　～マザーテレサ（祝・列・聖）～　～楽・閑・旅（絵葉書的巴里）～　 平成28年11月19日（土）～12月5日（月） いの町紙の博物館 いの町紙の博物館

40 Anointed mass choir    GOSPEL Xmas 2016 平成28年12月3日（土） 高知県立県民文化ホール・オレンジ Anointed mass choir

41 和泉流宗家による 第3回 高知狂言の会 平成28年11月21日（月） 高知県立美術館　能楽堂 狂言　和泉流宗家

42 澤口俊之講演会　「やる気脳を育てる」 平成28年10月2日（日） 高知県立県民文化ホール・グリーン 高知県ピアノ指導者協会

43 連弾を楽しもう！！ 平成28年12月4日（日）　 高知県立美術館ホール 高知県ピアノ指導者協会

44 社交としての音楽の回帰　―華麗なるラテンとジャズの響宴―　 平成28年12月4日（日） 城西館 高知ビッグ・バンド

45 しきなみ短歌の世界（初めての短歌教室） 平成28年11月13日（日） 高知市立自由民権記念館 家庭倫理の会・高知

46 女声合唱団  Coro Belfiore 　第4回定期演奏会 平成28年10月23日（日） 高知市春野文化ホール・ピアステージ Coro Belfiore

47 スズキ・メソード高知支部ヴァイオリン科　第56回定期演奏会　 平成28年10月1日（土） 高知市文化プラザかるぽーと・小ホール スズキ・メソード高知支部

48 高知街ラ・ラ・ラ音楽祭2016 平成28年9月18日（日） 中央公園　他9会場（予定） 高知街ラ・ラ・ラ音楽祭2016実行委員会

49 32回午後の音楽会：声楽レクチャーコンサート 平成28年9月24日（土） 高知県立美術館ホール 高知音楽協会

50 いの混声合唱団 第３７回定期演奏会 平成28年11月12日（土） 高知市文化プラザかるぽーと・大ホール いの混声合唱団

51 まんさい－こうちまんがフェスティバル2016 平成28年10月29日（土）～10月30日（日） 高知市文化プラザかるぽーと他 こうちまんがフェスティバル2016実行委員会

52 四国漢詩連盟 高知大会 平成28年10月16日（日） 高知商工会館 四国漢詩連盟

53 創立5周年記念大会 平成28年度　風雅を楽しむ秋の集い 平成28年11月5日（土） 高知商工会館 鵬翔流吟友会

54 平成28年度高知県高等学校総合文化祭 平成28年11月10日（木）～11月20日（日） 高知市文化プラザかるぽーと、高知県立追手前高校芸術ホール 高知県高等学校文化連盟

55 ヨーロッパ企画第35回公演「来てけつかるべき新世界」 平成28年10月21日（金） 高知県立県民文化ホール・グリーン 高知県立県民文化ホール

56 都山流尺八高知県支部　 平成２８年度　定期演奏会 平成28年11月6日（日） 高知市文化プラザかるぽーと・小ホール 都山流尺八高知県支部

57 長宗我部元親 　風の声コンサート 平成28年10月14日（金） 高知県立美術館ホール 松村紫乃＆グループ琴

58 Modern Ballet Studio SPROUT 発表会 平成28年10月15日（土） 高知県立県民文化ホール・オレンジ Modern Ballet Studio SPROUT 

59 第35回　定期演奏会 平成28年11月5日（土） 高知県立県民文化ホール・オレンジ 高知フライデーウインドアンサンブル

60 第22回潮風のキルト展 平成28年11月11日（金）～11月13日（日） 砂浜美術館（高知県黒潮町・入野松原） 特定非営利活動法人 NPO砂浜美術館

61 第43回いの文化祭 平成28年11月5日（土）・6日（日） いのホール、伊野公民館 伊野地区文化協会

62 第57回室戸市美術展覧会 平成28年10月25日（火）～10月30日（日） 室戸市勤労者体育センター 室戸市美術展覧会

63 浜口さんちの秋祭り 平成28年10月8日（土）・9日（日） 旧浜口邸周辺 一般社団法人さかわ観光協会

64 第9回さかわ酒造ロード劇場2016 平成28年11月19日（土） さかわ酒造の道 一般社団法人さかわ観光協会

65 第11回香美市芸術祭 平成28年10月1日（土）～11月20日（日） 中央公民館、香美市立美術館　ほか 香美市芸術祭実行委員会

66 2016こうちのまんがあれこれ展＆4コマまんが大賞作品展 平成28年10月22日（土）～平成29年1月15日（日） 横山隆一記念まんが館・企画展示室 （公財）高知県文化振興事業団 横山隆一記念まんが館


