
■実施団体／旭食品㈱、NPO法人ごめん・なはり線を支援する会、NPO高知市民会議、NPO法人 高知の食を考える会、ウェディングプランナー りぼん、お
きゃくミュージックフェスティバル実行委員会、おびさんマルシェ実行委員会、㈱グランディール、元気な志国の畜産＆競馬まつり2017実行委員会、高知県ウ
オーキング協会、高知県観光特使歓迎委員会、高知県社交飲食業生活衛生同業組合、高知県酒造組合、高知県中華料理生活衛生同業組合、高知県は
し拳協会、高知県旅館ホテル生活衛生同業組合、高知市旅館ホテル協同組合、㈱高知大丸、高知ファイティングドッグス球団㈱、高知街ラ・ラ・ラ音楽祭実
行委員会、こうちまんがフェスティバル（まんさい）実行委員会、ごめんなさいPROJECT、ザ クラウンパレス新阪急高知㈱、サニーマート、サントリービア＆スピリッ
ツ㈱四国支店、㈱四国銀行、四国旅客鉄道㈱、studio.ZONE Ⅴ、スポーツマックス、㈱第一興商高知支店、男性茶道 土佐清風会、土佐御苑、とさでん交通
㈱、南国土佐皿鉢まつり実施運営委員会、日本一の大おきゃく実行委員会、日本航空㈱高知支店、はりまや橋商店街振興組合、ひろめ市場、Belle 
Epoque Tosa、まんが王国・土佐推進協議会、もてなしの心・ふるさとの味まつり実行委員会、陽氣艶、ご当地グルメ屋台村出店各社、土佐の夜楽 昼
楽 深夜楽主催各社
■協力／ＮＴＴ西日本 高知支店、日本銀行高知支店 
■後援／土佐経済同友会、大橋通り商店街振興組合、高知市商店街振興組合連合会、高知商工会議所、高知商工会議所青年部、公益社団
法人 高知青年会議所、高知県経営者協会、高知県中小企業団体中央会、高知県旅館ホテル生活衛生同業組合、高知市旅館ホテル協同組合、
一般財団法人 高知県地産外商公社、四国ツーリズム創造機構、高知県観光誘致連絡協議会、高知新聞社、朝日新聞高知総局、毎日新聞高知
支局、読売新聞高知支局、NHK高知放送局、RKC高知放送、KUTVテレビ高知、KSSさんさんテレビ、エフエム高知、KCB高知ケーブルテレビ、
ほっとこうち

高知市中心街まで

鏡川

江ノ口川

至桟橋

追手筋（日曜市）

帯屋町一丁目・ニ丁目商店街

京町商店街

壱番街商店街

柳町商店街

おびさんロード

はりまや橋

高知警察署

高知中央郵便局 至高知IC

中央公園

ひろめ
市場

高知市役所

至四万十 至高知龍馬空港

大
橋
通
り
商
店
街

高
知
城

高知県庁

県立文学館

高知大丸

JR高知駅

はりまや橋商店街
高知城前

大橋通

堀詰県庁前

総合案内所
［イベント期間中］

丸ノ内緑地

路面電車

路面電車

中
の
橋
商
店
街

新
京
橋

蓮池

高知市
中心街地図

32

32

「こうち旅広場」

東
京

名
古
屋

大
阪

京
都

新幹線+JR特急　 約6時間10分
ANA・JAL　  約1時間10～30分
高速バス　　約11時間40分
新幹線+JR特急　 約4時間25分
FDA　  約1時間
高速バス　　約8時間20分
新幹線+JR特急　 約3時間50分
高速バス　　約5時間10分
新幹線+JR特急　 約3時間35分
ANA　  約45分
高速バス　　約5時間
新幹線+JR特急　 約3時間20分
高速バス　　約4時間
JR特急　 約2時間30分
高速バス　　約2時間30分
JR特急　 約2時間15分
高速バス　　約2時間10分
新幹線+JR特急　 約4時間30分
JAIR　  約1時間10分
高速バス　　約9時間30分
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※ダイヤ改正等で時間が異なる場合があります。
各々の交通機関にて事前にご確認ください。

◎JR高知駅から
路面電車　　約5分　徒歩　  13分
◎高知龍馬空港から
バス　　約40分　タクシー　   約30分
◎高知自動車道高知ICから
クルマ　   約15分

「はりまや橋」までの交通アクセス

高知まで
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NPO法人 高知の食を考える会
高 知 県

（公財）高知県観光コンベンション協会
高 知 市

（公社）高知市観光協会

オフィシャルスポンサー

■お問い合わせ先

土佐の「おきゃく」事務局
高知県高知市本町3-1-1-4F　〒780-0870　　
TEL.088-823-0989　FAX.088-856-6291　メール office@tosa-okyaku.com

■主催  土佐の「おきゃく」2017推進会議
月～金10：00～17：00
祝日・年始・年末を除く

高知市中心街再開発協議会

くわしくは公式ホームページ、
Facebookをご覧ください。

※2016年11月上旬現在のスケジュールです。日程が予告なく変更される場合があります。
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イベントスケジュール
3月

土佐の夜楽 昼楽 深夜楽【期間中複数会場にて実施】

土佐のお座敷体験、土佐の酒肴【3/6～11】

酔って候 ドリンクラリーはしご酒大会【3/6～8】

ごめん・なはり線 SUNTORY COCKTAIL BAR【3/4】

おきゃく電車2017【3/10～11】

土佐の「おきゃく」列車2017【3/11】

土佐のおらんくまつり2017【3/4～5・11～12】

元気な志国の畜産＆競馬まつり2017【3/5】

おびさんマルシェ【3/5】※雨天時3/12に延期

アペリティフの日 in おきゃく【3/8】

第2回アジアンフードマーケット【3/9】

はりまや炭炭（たんたん）サロン【3/10】

ラ・ラ・ラ春まつり【3/4～5】

龍馬と一緒に「ハイ、チーズ !!」【3/4～5】

珊瑚婚式2017【3/5】

飲みもって・食べもって「寄付ぎふと」【3/4～12】

食の祭典 第49回 南国土佐皿鉢祭【3/5】

おきゃく DE ウェディング【3/8】

「こ」まんさい2017～まんが王国・土佐～【3/11～12】

第8回はし拳 土佐の「おきゃく」場所2017【3/8】

出張なんでも「ごめんなさい」【3/11】

ちょっといっぷく【3/5】

あつまれフードファイター！  高知の食に喰らいつけ！ 【3/12】

ニンジャMAX2017【3/11～12】

ジャンピングMAX2017【3/4】

JALウオークin高知2017【3/12】

高知の野球頂上決戦【3/11～12】

土佐のおきゃく「よさこい春の舞」【日程未定】

完唱!! カラオケ STADIUM2017【3/4】

カラオケキングDAM2017【3/11】

よしの先生のはつらつ元気塾【3/11】

おきゃくミュージックフェスティバル【3/10】

高知県観光特使！ちくと一杯【3/4】

土佐の宴
●土佐の酒蔵めぐり【3/6】●とさし新酒祭り2017【3/10】
●第13回もてなしの心・ふるさとの味まつり【3/10】

ご当地グルメ屋台村【3/4～5】

ひろめ de おきゃく【3/4～12】

日本一の大おきゃく放浪記【3/11～12】

土佐のおきゃくで漫画家大会議【3/11】

陽氣艶【3/11】

今年も まんがとコラボ!

県
内23会場
で開催

3月4日
同時開幕

幕末維新博PR隊 土佐おもてなし海援隊

2019年3月31日まで（予定）

2017年3月4日（土）～12日（日）
高知県高知市中心街ほか
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龍馬と一緒に「ハイ、チーズ!!」
［日時］4㊏・5㊐ 9：00～16：00
［場］桂浜、龍馬像の前
龍馬姿のプロカメラマンが、無料で
あなたのカメラのシャッター係に!
問 studio. ZONE V ☎090-9778-0565（井戸）
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
土佐のおらんくまつり2017
［日時］4㊏・5㊐・11㊏・12㊐ 10：00～19：00
［場］高知大丸北店頭
4・5日は杵つき餅やポッポ栗、
11・12日はフルーツトマトやトマトジュース等を販売。
問 ㈱高知大丸　☎088-825-2106
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ちょっといっぷく
［日時］5㊐ 9：30～15：30
［場］県立文学館茶室「慶雲庵」
男性茶人が和菓子と抹茶でお接待。遠来のお客さ
ま大歓迎いたします。
問 土佐清風会 ☎090-4336-8927（松吉）
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
食の祭典 第49回
南国土佐皿鉢祭
［日時］5㊐ 10：00～17：30［場］大橋通り商店街ほか
高知の料理人たちによる皿鉢料理や活け造り、中
華・西洋料理を展示。
問 南国土佐皿鉢まつり実施運営委員会
☎088-823-4016

↓↓事前予約イベント↓↓ ↓↓自由参加イベント↓↓

↓↓自由参加イベント↓↓

宴
参加料
5,000円

宴
参加料
7,000円

宴
参加料
6,000円

宴
参加料
6,000円

宴
参加料
5,000円

宴
参加料
3,500円

宴
参加料
5,000円

ツアー
参加料
6,000円

アート&カルチャー
 参加料・飲食付き6,000円
（観戦のみ・飲食付き4,000円）

ツアー
参加料
5,900円

ツアー
参加料／ビール飲み放題、料理付・カラオケ有、
　　　   男性4,000円・女性3,500円

スポーツ
入場料 大人1,000円、中学生以下無料

スポーツ
参加料／一般1,000円（2日前迄事前申込
500円）、JAL・JMB会員及び小中学生500円

スポーツ
参加料
1,000円

スポーツ
参加料
500円

宴
会費有り

音楽・
踊り

音楽・
踊り

音楽・
踊り

音楽・
踊り

ラリー
前売券 3,000円
当日券 3,500円

平日開催3/4●・5●開催土 日

土佐のお座敷体験、
土佐の酒肴（さけさかな）
［日時］6㊊～11㊏ 18：30～20：30
［場］高知市内各旅館ホテル（5カ所）
はし拳・べく杯・菊の花・しばてん踊りを楽しみなが
ら、土佐の地酒が味わえるスペシャルなプログラ
ム。女性や家族の参加も多く、明るく楽しいお座敷
遊びです。
問高知市旅館ホテル協同組合 ☎088-823-5941 

土佐の夜楽・昼楽・
深夜楽（やがく・ひるがく・しんやがく）
［日］4㊏～12㊐
［場］旅館・ホテル・飲食店等
高知に縁のあるゲストや
アーティストと一緒に楽しむおきゃく。
問 NPO法人 高知の食を考える会
☎088-804-8333

ひろめdeおきゃく
［日時］4㊏～12㊐ 
　　　11：00～22：00
［場］ひろめ市場
　  （営業時間 8：00～23：00、日曜は7：00～）
気が合えば〝おきゃく〟が始まるひろめ市場で、
お店独自のいろいろなサービスが楽しめます。
問 ひろめ市場 ☎088-822-5287

市 
～マーケット～

飲みもって・
食べもって
「寄付ぎふと」
［日］4㊏～12㊐ ※一部店舗3月末まで
［場］県内参加の飲食店各所
飲食代の一部が地域を盛り上げる寄付に。
問 NPO高知市民会議 ☎088-820-1540

ご当地グルメ屋台村
［日時］4㊏・5㊐ 10：00～21：00
※売り切れ次第終了となる小間がございます。
［場］高知市中央公園
スイーツからお肉まで、県内のご当地グルメが
一度に味わえるチャンス!
問 土佐の「おきゃく」事務局 ☎088-823-0989

元気な志国の畜産＆
競馬まつり2017
［日時］5㊐11：00～20：00
［場］高知競馬場
四国唯一の競馬場で、競馬とおいしいお肉を堪能。
問 元気な志国の畜産＆競馬まつり2017実行委員会
☎088-883-8161
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
おびさんマルシェ
［日時］5㊐※雨天時3/12に延期
        11：00～21：00※一部店舗は夕方閉店
［場］おびさんロード商店街全域
高知ならではの「食」と「アート」に特化したお洒落な
蚤の市。夕方からはイルミネーションも。
問 おびさんマルシェ実行委員会
☎088-871-6527（おびさんロード商店街振興組合）

↓↓高知市中央公園ステージイベント↓↓

ラ・ラ・ラ春まつり
［日］4㊏・5㊐
［場］高知市中央公園・帯屋町公園
さまざまなジャンルの音楽が街を包みます♪
問 高知街ラ・ラ・ラ音楽祭実行委員会
☎088-883-5071
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
完唱!! カラオケ
STADIUM2017
［日］4㊏
DAMの人気コンテンツ「完唱! 歌いきりまショー!!」
に挑戦。完唱に失敗したら試練が…!?
問 ㈱第一興商 高知支店　☎088-854-9090
 

ごめん・なはり線　
SUNTORY
COCKTAIL BAR
［日時］4㊏昼頃～18：00頃
［場］ごめん・なはり線 後免駅～奈半利駅往復、奈半利町
列車BARでカクテルと生ビールを飲みながら景色
が楽しめます。地元の食もお楽しみに。
問 土佐くろしお鉄道（株）☎0887-34-8805
（2017年1月10日～予約開始）
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ジャンピングMAX2017
［日時］4㊏14：00～19：00
［場］高知市中央公園北口
※雨天時は帯屋町アーケードで開催
跳び箱30段を制覇するのは誰だ!?
問 スポーツマックス　［HP］spomax.jp  
☎088-803-7112
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
高知県観光特使!
ちくと一杯
［日時］4㊏17：30～19：30
［場］高知市内ホテルを予定
高知県観光特使の皆さんと一緒におきゃく!
問 高知県観光特使歓迎委員会
☎088-823-9609（高知県おもてなし課内）
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
珊瑚婚式2017
［日］5㊐ ［場］高知城本丸御殿
世界シェア1位の珊瑚の聖地・高知で、結婚35周年
を祝う「珊瑚婚式」を開催。
問 高知珊瑚婚実行委員会

↓↓事前予約イベント↓↓ ↓↓自由参加イベント↓↓

［土佐の宴］土佐の酒蔵めぐり
［日時］6㊊ 18：30～20：30
［場］ザ クラウンパレス新阪急高知 
　　2F レストラン「ベニール」
高知の酒蔵「亀泉酒造」を招いての
日本酒の会。趣向をこらした日本料理とご一緒に。
問 ザ クラウンパレス新阪急高知☎088-873-1111
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
第8回はし拳 
土佐の「おきゃく」
場所2017
［日時］8㊌ 18：00～ ［場］土佐御苑
土佐の伝統的な拳遊び「はし拳」の公式戦。団体個
人共に3位までは豪華賞品あり。
問 土佐御苑 高知県はし拳協会 ☎088-822-4491

酔って候 ドリンクラリー
はしご酒大会
［日時］受付：6㊊18：00～、ゴール：8㊌21：00まで
［場］高知市中央公園（受付・ゴール）
ラリーコース表に掲載の飲食店5店舗をはしご酒（1
ドリンク・1チャーム付）。最終日の大抽選会に参加し
よう。2月より前売券販売開始。
問 高知県社交飲食業生活衛生
同業組合 ☎088-822-8640

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
アペリティフの日
inおきゃく
［日時］8㊌ 17：00～22：00  ［場］高知市中央公園
音楽を楽しみながら、料理とワインやカクテルをどうぞ。
問 Belle Epoque Tosa（ベルエポック土佐）
☎088-822-3884
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
おきゃく DE ウェディング
［日時］8㊌ 19：00～19：30［場］高知市中央公園
土佐の「おきゃく」で人前結婚式を開催! 
問 ウェディングプランナー りぼん
☎0120-874-772

「こ」まんさい2017
～まんが王国・土佐～
［日時］11（土）・12（日）10：00～16：00
［場］はりまや橋商店街アーケード西側付近
缶バッジやラミネートカードの手作りやコスプレな
ど、まんがで遊ぼう!
問 こうちまんがフェスティバル実行委員会
☎088-883-5029（横山隆一記念まんが館）
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
土佐のおらんくまつり2017
［日時］11㊏・12㊐ 10：00～19：00
※3/4･5開催のイベントをご覧ください。
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
ニンジャMAX 2017
［日時］11㊏・12㊐ 12：00～17：00
［場］帯屋町1丁目アーケード
全身の運動能力を駆使し、障害物をクリア!
問 スポーツマックス　［HP］spomax.jp  
☎088-803-7112

↓↓高知市中央公園ステージイベント↓↓

よしの先生のはつらつ元気塾
［日］11㊏
第一興商の「DKエルダーシステム」を
使って楽しく健康に♪
問 ㈱第一興商 高知支店　 ☎088-854-9090
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
カラオケキングDAM
2017
［日］11㊏
最強カラオケLIVEDAM STADIUMに搭載の「精密
採点DX-G」で土佐のカラオケキングを目指せ!!
問 ㈱第一興商 高知支店　 ☎088-854-9090
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
出張なんでも「ごめんなさい」
［日］11㊏
詫酒片手に「ごめんなさい」を叫んでみませんか?
問 ごめんなさいPROJECT
☎090-7145-6962（山中）
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
あつまれフードファイター!
高知の食に喰らいつけ!
［日］12㊐  
ご当地グルメの早食い王を決定!
問 NPO法人 高知の食を考える会 ☎088-804-8333

↓↓事前予約イベント↓↓

↓↓事前予約イベント↓↓

［土佐の宴］とさし新酒祭り2017
［日時］10㊎ 18：30開宴（17：30受付）
［場］グランディール 土佐市本店
地元の酒蔵「亀泉」の新酒と現代の
名工 島田和幸の地元食材を使った料理に舌鼓。
問 ㈱グランディール ☎088-852-3150
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
おきゃく電車2017
［日時］10㊎・11㊏ 18：00～19：40
［場］高知市内（電車車内）
高知を走る路面電車内でおきゃくを楽しみましょう。
問 とさでん交通㈱　☎088-833-7120

土佐のおきゃくで
漫画家大会議
［日時］11㊏ 17：30～19:00
［場］高知市中央公園座敷
昨年大好評だった全国漫画家大会議とのコラボイ
ベント。ゲスト漫画家と一緒にお座敷体験で盛り上
がろう! 最新情報は「まんが王国・土佐」ポータルサ
イトでご確認を。
問 第3回 全国漫画家大会議inまんが王国・土佐
☎088-856-6280
　（高知広告センター 全国漫画家大会議係）

土佐の「おきゃく」列車2017
［日時］11㊏11：50～16：30
［場］高知駅～佐川駅往復 司牡丹酒造
列車内でのお座敷体験と酒蔵見学。佐川町の食材
を使った弁当もお楽しみに。
問 四国旅客鉄道㈱ワープ高知支店
☎088-822-8130
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
おきゃく電車2017
［日時］10㊎・11㊏ 18：00～19：40
※平日開催のイベントをご覧ください。

高知の野球頂上決戦!
［日］11㊏・12㊐※雨天中止 ［場］高知市営球場
恒例の四国銀行野球部 VS 高知ファイティングドッ
グスの対決!今回は規模を拡大して2日間開催します!
問 高知ファイティングドッグス球団㈱
☎088-878-0775

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
JALウオークin高知2017
［日時］12㊐ 9:00スタート～12：30
［場］JR高知駅（スタート・ゴール）
龍馬も遊んだ鏡川沿いや高知城、日曜市を巡ります。
問 高知県ウオーキング協会　☎088-821-7608

市 
～マーケット～

市 
～マーケット～

市 
～マーケット～

市 
～マーケット～

市 
～マーケット～

市 
～マーケット～

市 
～マーケット～

第2回アジアンフード
マーケット
［日時］9㊍ 11：30～21：00 ［場］高知市中央公園
中国、ベトナム、タイ、インドネシア、インド、韓国などなど
県内のレストランが集結する食と音楽、文化の祭典!
問 高知県中華料理生活衛生同業組合
☎088-823-2281
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
おきゃくミュージック
フェスティバル
［日時］10㊎ 10：00～21：50 ［場］高知市中央公園
jazzを中心にした、ちょっと大人のステージを
お酒や料理と共にお楽しみ下さい。
問 おきゃくミュージックフェスティバル実行委員会 
☎050-8807-7172
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
［土佐の宴］第13回もてなしの心・
ふるさとの味まつり
［日時］10㊎ 18：00～
［場］高知プリンスホテル 2階
　　ダイヤモンドホール
高知の食材をテーマに講演。伝統の郷土料理、新し
い高知の食、地酒も楽しめます。
問 高知プリンスホテル ☎088-883-2323
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

はりまや炭炭サロン
［日時］10㊎ 11：00～15：00
［場］はりまや橋商店街内「わくわく」広場
七輪の炭火を囲んで高知の食を楽しもう。
問 はりまや橋商店街振興組合 ☎088-882-4174

たんたん

音楽・
踊り

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

3/11●・12●開催土 日

土佐のおきゃく
「よさこい春の舞」
※開催日時は決定次第、土佐の「おきゃく」ホーム
ページにてお知らせいたします。
問 土佐の「おきゃく」事務局 ☎088-823-0989

開催
決定

本家よさこいを代表するチームが、
優美で華麗な舞を披露します。

陽氣艶
［日時］11㊏ 19：30～20：30
［場］高知市中央公園座敷
公園の畳席で気軽にお座敷体験。箸拳や菊の花など
ユーモア溢れる土佐のお座敷遊びを楽しんで。
問 陽氣艶　☎088-837-9353

ようきえん

↓↓自由参加イベント↓↓

2017.3/4（土）～12（日）
高知県高知市中心街ほかで
開催!

食・酒・アート・音楽・スポーツ・まんがなど、期間中に約40イベントを実施。宴会という
言葉では言い尽くせない「おきゃく」の魅力は、一度体験してもらうに限ります。これまで
の〝土佐の「おきゃく」〟の様子は公式HPのギャラリーでご覧になれます。ちょっと、のぞ
いてみてくださいね。  www.tosa-okyaku.com 土佐のおきゃく  　検索

※お酒を味わうイベントの参加は20歳以上の方に限らせていただきます。また、土佐の「おきゃく」では飲酒運転防止に取り組んでいます。
　イベントへの参加は公共交通機関をご利用ください。 
※記載情報は2016年11月上旬現在のものです。実施内容が未確定のイベントや記載されている内容が予告なく変更となるイベントもございます。
　お出かけの際には、最新情報を各イベントの問い合わせ先に必ずご確認ください。

おきゃくを楽しむ情報を掲載!

公式ガイドブック
2017年
1月下旬
配布!無料

A4判

酒国 高知の大祭
「おきゃく」
おきゃくとは土佐弁で宴会のことを言います。
土佐の「おきゃく」は、土佐の酒の神様「べろ
べろの神様」に見守られて、酒食を味わい酒
文化に浸る、年に一度の大きなお祭り。お酒
とごちそうを囲んで、うれしいことたのしいことを
みんなで分かちあう「おきゃく」。皆さんもご一緒
に、酒国 高知でおきゃくしましょう。

長期
開催

健康に楽しく
お酒が飲めま

すように。

美味しいお酒
が飲めますよ

うに。

全国の酒好
きの皆さま

しいお酒が
飲めま

味し
の酒好きの皆

さま
国の

年に一度は
、

べろべろの神
様 詣で。

べろべろの神様は、土佐の酒の神様です。
土佐の「おきゃく」期間中は、高知市中央公園で酒国 高知のおきゃく
を見守っています。

著名な漫画家を高知へ招待し、トークイベントや作画対決、まんがの描き
方教室などを開催する「全国漫画家大会議」。人気漫画家とおきゃくで交
流しよう！ 来高ゲストやイベントの詳細は「まんが王国・土佐」ポータルサ
イト（http://mangaoukoku-tosa.jp）で随時発表！ コラボ内容はお
きゃく公式サイトでもご案内します。

［開催日・場所］ 3/11㊏・12㊐ 
高知市文化プラザ「かるぽーと」ほか
問 高知広告センター 全国漫画家大会議係
☎088-856-6280

一部のイベントは有料・事前予約優先

今年もコラボします!

ⓒデハラユキノリ ⓒ土佐のおきゃく

高知県では、大政奉還150年、明治維新150年に当たる平成29年
から30年にかけて、「志国高知 幕末維新博」を開催します。この機
会に、坂本龍馬をはじめ多くの偉人たちを生んだ志（こころざし）の
国･高知を旅しよう!

問 志国高知幕末維新博推進協議会事務局（高知県観光政策課）
☎ 088-823-9754

知幕末維新博推進協議会事務局（高知県観光政策課）
23-9754

メイン会場

“高知県立
高知城歴史

博物館”

一般オープン
　

「志国高知
 幕末維新博

」

開幕イベント
を

　　　同時
開催!

志国高知 幕末維新博
2017年3月4日、開幕

イベントの詳細は
1月下旬頃から

公式ホームページへ
随時アップします。 写真は2016年のものです

村上もとか

土佐の「おきゃく」2017スタートと同時開幕
！

幕末維新博 検 索

３/４（土） 
第1回「べろべろの神様 川柳コンテスト」開催
酒の効用をテーマにした十七文字の川柳を募集します。大賞の一句は土
佐の「おきゃく」2017で使用する「べろべろの神様お札（ふだ）」に採用!
詳しくは土佐の「おきゃく」HPをチェック!　締切：平成29年1月15日

「おきゃく」の
代名詞となった

人気
イベント

東西約1㎞の中に特色を出したエリアが出現!
ぐるっと放浪してお気に入りのエリアでおきゃくを始めよう。

オトクな前売チケットまたは現金で好きなモノを買って、
空いているお席でお楽しみください。
一部、県外の方の優先席や予約席がございます。

［出店エリア］ 高知市中央公園、はりまや橋商店街、
帯屋町一丁目商店街、帯屋町二丁目商店街、大橋通り商店街 各所
※商店街の中では一部出店のない場所があります。

宴
前売チケット
発売予定

時間帯により県外観光客優先席をご用意
［要予約・当日不可］

期間中は会場となるアーケードでは混雑が予想されます。
各会場とも、通行スペースは確保しております。

おお

日本一の大おきゃく放浪記
（商店街･中央公園）
［日時］11㊏・12㊐ 10：00～21：00 
※売り切れ次第終了となるエリアがございます。
※エリアによって開催時間が異なります。
［場］高知市中心商店街アーケード、中央公園ほか

高知のおもてなしが詰まった
“おきゃく”を体感！

商店街･県外観光客優先席予約：
日本一の大おきゃく事務局 ☎080-6386-7844
中央公園：
土佐の「おきゃく」事務局 ☎088-823-0989

問い合わせ


