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月に
﹁文化﹂をキーワードにした合同イベントを開催します！
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高知市中心部の文化施設でつくる
﹁お城下ネット﹂
では︑

毎年
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● 文学館

（2019年）

● 高知みらい科学館

● 龍馬の生まれたまち記念館

● オーテピア高知図書館 ● 横山隆一記念まんが館

● 高知城歴史博物館

令和
元年

検索

月 日は︑お城下でいろんな文化を楽しも う！

お城下ネット

11月17日 日

お問い合わせ／高知県立高知城歴史博物館 TEL 088 - 871 - 1600 FAX 088 - 871 - 1619 〒780 - 0842 高知県高知市追手筋2 - 7 - 5
■主催／高知お城下文化施設の会（お城下ネット） ■後援／高知県教育委員会、高知市教育委員会、
（公財）高知県観光コンベンション協会、
（公財）高知市観光協会、高知市商店街振興組合連合会

お城 下ワークショップ
［時間］
10：00〜15：00 申込不要 参加無料
［場所］
高知城歴史博物館 北ステージ

お城下ネットの参加施設が、それぞれのブースで体
験コーナーやワークショップを行います。文化の日
限定企画も多数ありますので、この機会にぜひご来
場ください！

※体験できる人数が限られているものもあります。※雨天
の場合の開催の有無については、高知城歴史博物館まで
お問い合わせください。

令和元年

（2019年）

山内家墓所の伐採木でペンダントや
ブローチなどオリジナルアクセサリー
を作ろう！（先着50名）

自分で難易度を選んで古文書の解読に挑戦してみ
よう！解読成功で景品プレゼント！

オーテピア高知図書館ブース
さがして発見！高知の歴史in高知城
高知城及びその周辺にある銅像や石碑などを講師
とともに巡ります。
①10：30〜11：30（銅像巡り）
②13：30〜14：30（石碑巡り）

かみ まち

※開始時間までオーテピアのブースで受付します。

こ だか さ

本のリサイクル市

上町・小高坂の
古写真展示会
上町・小高坂地域の今昔を
記 録した古 写 真をパネル
展示します。

図書館での役目を終えた本や雑
誌を配布します。
（1人10冊まで・1
回限りのお渡し）
※参加希望者は持ち帰り用の袋を持参してください。
※予定した冊数がなくなれば終了します。

『土佐名鑑』
より

高知みらい科学館ブース

上町・小高坂ゆかりの人物のかるたで遊んでみませ
んか？参加者には記念品をプレゼント！

浮く？沈む？

文学館ブース

ペットボトルを使って、魚が浮い

たり沈 んだりする不思議なおも
ちゃを作りましょう。
※小さなお子さまが参加される場合
は、保護者の同伴をお願いします。

JR高知駅

お城下ワークショップ

（高知城歴史博物館 北ステージ）
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龍馬の生まれたまち記念館

大津バイパス

高知みらい科学館（5F）
オーテピア高知図書館（2・3F）
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●●● オーテピア高知図書館 ●●●

〜プラネタリウムでオーロラ体験〜

高知漫画集団の山北三砂子先生によ
る、似顔絵コーナーです。フクちゃんも
遊びに行くよ！
①10：00〜11：30 ②13：00〜14：30

土佐民話の紙芝居公演です。
①11：00〜11：30 ②13：00〜13：30
③14：30〜15：00

江戸時代の風景を思い描きながら、追手筋や帯
屋町のまちあるきを楽しもう！※10時に博物館1
階北ステージ集合。約2時間。参加無
料。※先着20名（お電話で事前にお
申し込みください）
お問い合わせ／088・871・1600

オーロラ全天上映＆トークライブ

似顔絵コーナー

文学館カルチャーサポーターによる、

城下町散策会

●●● 高知みらい科学館 ●●●

横山隆一記念まんが館ブース

みんなおいでよ！ 土佐民話の紙しばい

●●● 高知城歴史博物館 ●●●

「大道芸研究会」
（東京）
所属・間六口氏による講演
会です。※14：00から約90分、
4階ホールで開催。
無料。※先着100名（事前にメールまたはFAXで
お申し込みください）
。
メール：toiawase@library.kochi.jp
FAX：088・823・9352
お問い合わせ／088・823・4946

ふ ちん し

ワークショップです。
（先着50名）

展示を見ながら楽しい「ことばクイズ」
に挑戦しよ
う。11/17(日)限定、
スペシャルクイズを出題。全
問正解者で、先着50名様にプレゼン
トがあるよ！
※9：00〜16：00、
要観覧券。
お問い合わせ／088・822・0231

〜土佐の寅さんと楽しむ七五調のことば遊び〜

魚の浮沈子を作ろう！

寺田寅彦著作『萬華鏡』にちなんだ

「言葉のチカラ、声の魔法」
展
クイズイベント開催！

大道芸で大笑い！

上町・小高坂の人物伝かるた

あなただけの小宇宙
「万華鏡」を作ろう！

●●● 龍馬の生まれたまち記念館 ●●●

●●● 文学館 ●●●

ミニ古文書教室

龍馬の生まれたまち記念館ブース

※企画内容の詳細は各施設のホームページをご覧
いただくか、
各施設にお問い合わせください。

「武市半平太が獄中で書いた漢詩（真物）」、
「勝海
舟の書」など、特に貴重なものを1日
限定で公開します。※2階常設展ス
ペースで展示。
要入館料。
お問い合わせ／088・820・1115

木のアクセサリーを作ろう！

高知市中心部の文化施設の

月に﹁文化﹂を
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連携組織﹁お城下ネット﹂では︑

毎年

キーワードにした

日は︑お城下で
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合同イベントを開催します！

月

いろんな文化を楽しもう！

11

お城下文化の日は各施設でも限定企画
を行っています。
この日だけの特別な文化
活動にぜひご参加ください！

1日限定！貴重資料を公開

高知城歴史博物館ブース

11月17日 日

各施設の1日限定企画

蓮池町通

オーロラメッセンジャーの中垣哲也さんによる、
オーロラ上映＆トークライブをプラネタリウムで開
催します。
ファミリー向け上映を2回、大人向け上
映を3回行います。
※当日9時より科学館受付ですべて
の回のチケットを販売します。
お問い合わせ／088・823・7767
●●● 横山隆一記念まんが館 ●●●

1日限定特別展示

「漫画集団の“手書き招き猫”公開」

よさこい
情報交流館

はりまや橋
商店街
四国銀行

菜園場町

高知市文化プラザかるぽーと

横山隆一記念まんが館

横山隆一と交流のあったまんが家たち手書きの
招 き 猫 登 場！
「 漫 画 集 団・キャットア ート展 」
(1997)の出展作品を公開。
これまで展示する機
会のなかった作品を特別紹介します。
※かるぽーと３階まんが館受付前に
て展示。無料。
お問い合わせ／088・883・5029

