土佐の「おきゃく」２０１９
NO

実施イベント一覧（予定）

イベントタイトル

宴 1 土佐の夜楽・昼楽・深夜楽

2 土佐のおきゃくで漫画家大会議！

※記載情報が変更になる場合があります。ご了承ください。詳細は各イベントの問合先へご確認をお願いいたします。

2土 3日 4月 5火 6水 7木 8金 9土 10日
期間中/会場各店舗による

4〜9の内5日間開催

5 第15回もてなしの心・ふるさとの味まつり

ツ
ア

●

6 日本一の大おきゃく放浪記

●

●

7 陽氣艶（ようきえん）

●

●

8 酔って候 ドリンクラリーはしご酒

● ● ●

実施団体名

旅館・ホテル・飲食店などに豪華ゲストを迎えて宴を開催。食事とお酒、トーク
NPO法人 高知の食を考える会
が堪能できます。

問合先・申込先

参加料/定員ほか

088-804-8333（高知の食を考え
プログラム発表後 各店へ事前予約
る会 事務局）

3/2（土）18：00〜ゲスト漫画家と一緒に人気のお座敷体験で盛り上がろう! 最 第5回 全国漫画家大会議inまんが 088-856-6280
新情報は「まんが王国・土佐」ポータルサイトでご確認ください。
王国・土佐

チケット事前販売有り

18：30～20：30

高知県内各地の酒蔵の銘柄を、日本料理「七福」海庵調理長の趣向を凝らし
ザ クラウンパレス新阪急高知 2Ｆ日本 た料理とともに楽しむ日本酒の会。県内に散在する蔵元に協力を仰ぎ、月代
ザ クラウンパレス新阪急高知
料理「七福」店内
わり形式で酒蔵を招いて開催し、第18回目にあたる会を、「おきゃく」とコラボ。
酒蔵は「南酒造場」です。

18：30～20：30

高知市内旅館ホテル 5会場

高知のお酒と土佐の料理、高知県ならではの「お座敷遊び」を一緒に楽しんで 高知市旅館ホテル協同組合、高知 088-823-5941（高知市旅館ホテ 会場日程が決定後、各会場へ事前予約
ル協同組合）
制・1会場 6,000円
いただくイベントです。
県酒造組合

18：00～20：00

高知プリンスホテル

第一部は高知の食をテーマにした講演、第二部では地産地消交流パーティー もてなしの心・ふるさとの味まつり実 088-883-2323（高知プリンスホテ 事前予約制・5,000円・定員120名
ル）
を開催します。
行委員会

中央公園会場10：00～17：00、
商店街11：00〜21：00（エリアに 商店街アーケード、中央公園
より異なる）

（検討中）

088-873-1573（日本料理 七福
直通）

事前予約制・定員40名・料金7,000円

共通チケット事前販売有り（1,100円分使え
るお得なチケット/販売1,000円、1月下旬頃
発売）、県外からのお客様に限定優先席
有り（1月以降〜）

商店街アーケードと中央公園を会場に、趣向凝らした横丁があちこちに出現し
日本一の大おきゃく実行委員会
ます。

080-6386-7844

べく杯や菊の花、はし拳など楽しいお座敷遊びを体験してみよう。土佐のお座
陽氣艶実行委員会
敷唄と踊りも披露される。「日本一の大おきゃく放浪記」とコラボ開催予定。

088-837-9353（有限会社アクティ
事前予約制
ブ）

スタート4日18：00～、最終ゴー
ル6日21：00（引き続き大抽選 中央公園
会開催）

土佐の酒場を巡り歩く、酒豪におすすめの高知県らしいイベント。中央公園
で、ドリンクラリーチケットをコース表と交換したら、記載されている5店舗を3日
高知県社交飲食業生活衛生同業組 088-822-8640
間で飲み歩こう！各店舗１ドリンク１チャーム付き。期間中に集めた５店舗の
合
スタンプを、3/6（水）21時までに中央公園に設置されたゴールポストに投函し
て、大抽選会に参加しよう！

チケット事前販売有り・前売り 3,000円・当
日 3,500円 ※チケット発売日・販売場所
は、追ってお知らせします

●

11：30～15：30

高知駅⇔佐川駅/司牡丹酒造

おきゃく会場に変身した列車で、高知駅から佐川駅へ。行きは佐川の食材を
ふんだんに使った郷土料理のお弁当と土佐の名酒 司牡丹をお楽しみくださ 四国旅客鉄道株式会社 ワープ高 088-822-8130
知支店
い。佐川では、司牡丹酒造の酒造見学と試飲。佐川駅からの帰りの車内で
は、はし拳やベく杯などの土佐のお座敷遊びをご堪能ください。

事前予約制・料金 6,000円・定員24名

10 ごめん・なはり線 SUNTORY COCKTAIL BAR

●

12：00頃～18：00頃

ごめん・なはり線列車内～高知県東部

車両をサントリーバーに仕立てて、列車で景色を楽しみながらカクテルと生
ビールが味わえます。東部地域の目的地で「おきゃく」を実施予定。

事前予約制・料金 6,000円・定員20組40
名、お申し込みは事前予約のみ（予約開
始日は追って発表）

● ●

17：00～18：45

高知市内（電車車内）

路面電車でおきゃく。ビール飲み放題、ウーロン茶、料理付、カラオケあり。飲 とさでん交通(株) 〈協力／キリン
食物の持込可。途中乗車・下車も可能（事前連絡）。車内での調理は不可。 ビール(株)高知支店〉

事前予約制/1週間前迄・男性 4,000円/女
性 3,500円）・定員18～24名（定員になり
088-833-7120（とさでん交通 電
次第締切。定員割れは運行中止） ※支
車企画課）
払い方法は当日現金払い。小人料金につ
いては要相談

●

10：00～16：00

ごめん・なはり線沿線

特別貸切の土佐くろしお鉄道に乗り、美しい太平洋を見ながら、高知県東部
の辛口淡麗な日本酒や地域の名産を味わおう。

株式会社JTB高知支店

088-823-2331

ひろめ市場テナント会

088-822-5287

12 土佐くろ酒（しゅ）お列車

市
マ

実施各店舗

イベント内容

9 土佐の「おきゃく」列車2019

11 おきゃく電車2019

ケ

開催希望場所

大会議/2日18：00〜20：00
PR/2日13：00～20：00、3日10： 中央公園
00～17：00（予定）

●

4 土佐のお座敷体験、土佐の酒肴（さけさかな）

ラ
リ

参加店舗による

● ●

3 土佐の酒蔵めぐり

実施時間

13 ひろめdeおきゃく

14 土佐のおらんくまつり2019

● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

●

● 8：00～22：30

ひろめ市場内 各店の営業時間に準ず 知り合ったばかりでも気が合えば「おきゃく」の始まり！期間中、各店舗で割
る
引・値引等でおもてなしをします。

土佐くろしお鉄道（株）

0887-34-8805

高知大丸 本館北アーケード

前半は杵つき餅やぽっぽ栗販売など「四万十西土佐 春の味覚市」、後半は池
(株)高知大丸
一菜果園のフルーツトマトやトマトジュースの試飲販売します。

088-825-2106

中央公園

前半土日に中央公園で開催。高知の東西から美味いもんが「おきゃく」に集
結。

088-823-0989

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。オープンカフェ、
高知ならではの食材、イラストレーション、アクセサリー、陶器、雑貨、ガラクタ
おびさんマルシェ実行委員会
などなど。お気に入りのアイテムを捜しにきてください！夕方からはケヤキ並
木のイルミネーションが点灯します。

088-871-6527

土佐市高岡商店街

大正から平成のおひな人形と、土佐市の特産品 文旦で作ったぶんたんひな
人形を展示。また、土佐市の2酒蔵のお酒の飲み比べや、うまいものテントの （一社）土佐市観光協会
出店などを開催予定。

088-881-3359

11：00～20：00

高知競馬場

四国で唯一の競馬場で、四国の自慢のお肉の食べ比べや、振る舞い鍋をお
元気な志国の畜産＆競馬まつり
こないます。牛乳のプレゼント、もち投げ、射的コーナーなど楽しいイベント満
2019実行委員会
載。

088-883-8161

（調整中）

高知市中央公園

中国料理をはじめ、ベトナム、タイ、インドネシア、韓国などアジア各国と高知
高知県中華料理生活衛生同業組合 088-823-2281
の料理、雑貨が大集合！

（調整中）

中央公園

高知の味自慢ラーメン店が集結。行ってみたかったお店の味を堪能してくださ
株式会社キングダム
い。

088-856-8287

（調整中）

（調整中）

人気クラフトビールTOSACOが、おきゃく期間中「べろべろの神様限定品」750 合同会社高知カンパーニュブルワ
本を販売します。
リー

0887-53-4111（香美市商工会）

中央公園ステージ、各アーケード他

期間中、しばてんダンサーズが出没し、しばてん踊りで土佐の「おきゃく」を盛
ＫSＢしばてんダンサーズ
り上げます。2018年以上に大勢を盛り上げていくぜよ！

090-1962-7061（坂本）

● 各日10：00～17：00

事前予約制・料金10,000円・定員30名

ト
15 ご当地グルメ屋台村

● ●

16 おびさんマルシェ

10：00～21：00

●

17 土佐市でひなおきゃく（仮）

● 11：00～19：00

●

18 元気な志国の畜産＆競馬まつり2019

10：00～16：00

●

19 第4回アジアンフードマーケット

●

20 ラーメン戦国時代inおきゃく

● ●

21 TOSACO べろべろの神様

音
楽 22 みんなぁでちゃっちゃ♬しばてん踊り 平成あり
がとう場所
・
踊
り
23 ラ・ラ・ラ春まつり

24 カラオケKINGDAM2019

● ●

● ●

（平日は夕方〜）

● ●

● ●

プロ、アマチュアによる音楽祭。秋に開催される高知街ラ・ラ・ラ音楽祭のお
きゃくバージョン。

高知街ラ・ラ・ラ音楽祭実行委員会 088-883-5071

観覧自由

●

（調整中）

通信カラオケDAM搭載コンテンツを使ったカラオケ大会です。

（株）第一興商高知支店

当日参加受付・定員20〜30人

●

●

27 ラテンミュージックフェスタ

（調整中）

● 10：00～17：00

ア

31 珊瑚婚式2019

● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

● ●

●

32 ちょっといっぷく

中央公園ステージ

●

●

中央公園ステージ

通信カラオケDAM搭載コンテンツを使ったカラオケ大会です。

帯屋町公園

ラテンパーカッションバンド「花山海」とコラボしたobrigado花山海の主催イベン
ト。ブラジルの陽気な音楽とビールやワイン片手に、春の訪れを楽しもう。雨 obrigado花山海
天時は中止（おびさんマルシェに準ずる）。

（株）第一興商高知支店

桂浜 龍馬像前で、龍馬に扮したプロカメラマンが無料でカメラのシャッターを
押す、おもてなしイベントです。

9：00～16：00（予定）

桂浜、龍馬像の前

10：00～16：00

毎年11月に行われる四国最大級のまんがの祭典「まんさい」が、今年も土佐
はりまや橋商店街アーケード西口付近 のおきゃくに出張します！オリジナルまんがグッズづくりやガラガラ抽選会な
ど、まんがの楽しさをギュッと詰め込んだ2日間をお楽しみください。

090-9778-0565（井戸）

当日参加

事前申込・参加料 夫婦1組1万5千円・定員
20組40名

090-4336-8927（松吉）

当日参加・料金 500円・定員70名

9：30～15：30

県立文学館茶室「慶雲庵」

高知城下の趣のある茶室で、男性茶人が和菓子と抹茶でお接待。初めての
お客様も大歓迎。お気軽にどうぞ

観光土佐の名物として知られる皿鉢料理の知名度をさらに高め、また伝統を
受け継ぐとともに、新感覚の皿鉢料理の創作を目指して開催します。県内の 南国土佐皿鉢まつり実施運営委員 088-823-4016
旅館、ホテル、料亭、レストランなどの料理人による皿鉢料理と活け造り、高 会
知の食材を使った中華、西洋料理を展示します。

土佐清風会

昼・夜2部制

昼の部：JR高知駅前[こうち旅広場]、 2回目の成人式を行います。昼の部は親子参加型、夜の部は交流会とし、「再 2回目の成人式2019in高知53年度
夜の部：ザ クラウンパレス新阪急高知 会」「感謝」を同い年同士で再確認し、仲間と高知の未来の発展をつくります。 実行委員会

（開催日時調整中）

中央公園ステージ

午前中：予選会 昼頃：ステー
中央公園ステージとブース
3/10（予定） ジにてＰＲイベント（予定）

●

088-856-6290

高知城本丸御殿

●

（調整中）

当日参加・参加料 50円

14：00～16：00

34 2回目の成人式2019in高知 53年度

37 第10回はし拳 土佐の「おきゃく」場所2019

088-883-5029

古くから高知で採取・加工が行われてきた宝石珊瑚。世界シェア1位の珊瑚の
聖地・高知から、結婚35周年を祝う「珊瑚婚」を広く発信。富と幸運をもたらす
珊瑚婚式実行委員会
とされる宝石珊瑚にあやかり、今後のご夫婦の幸せを願う「珊瑚婚式」を実施
します。

高知市大橋通り商店街

ス
ポ 38 ジャンピングMAX2019四国大会

090-2785-2547（obrigado花山海
代表者）

こうちまんがフェスティバル実行委
員会

10：00～16：00

36 日本縦断ウルトラクイズ

当日参加受付・定員20〜30人

studio.ZONE V

●

（調整中）

088-854-9090

寄付つきメニュー提供協力店舗の各所 飲食店でお酒を飲んだり食事した代金の一部が高知県の社会的課題を解決 認定特定非営利活動法人NPO高知 088-820-1540
参加店舗の営業時間に準ずる
在地で実施
するNPOの活動資金となります。3月末まで参加店舗にて実施。
市民会議

33 食の祭典 第51回南国土佐皿鉢祭

35 出張！なんでもごめんなさい

088-854-9090

15：00〜17：00 商店街、16：00
「よさこい祭り」の昨年度の受賞チームを中心に、よさこい祭りの本家であり商
土佐のおきゃく「よさこい春の舞」実 088-824-8830（高知市商店街振 観覧自由
〜18：00中央公園（時間は予 高知市中央公園ステージ、帯屋町2丁
店街チームが集結。本番を除いたよさこいの中では五指に入る規模で見応え
興組合連合会・伊藤）
行委員会
定。変更になる場合がありま 目アーケード、京町アーケード
十分！多くの皆さまのご来場をお待ちしています。
す）

26 カラオケSTAGE2019

30 「こ」まんさい2019～まんが王国・土佐～

当日参加（各会場でご購入ください）

11：00～17：00頃、11：00～21：
中央公園・帯屋町公園
00 （時間は予定。調整中）

25 土佐のおきゃく「よさこい春の舞」2019

28 飲みもって食べもって「寄付ぎふと」
ト
＆
カ
29 龍馬と一緒に「ハイ、チーズ!!」
ル
チ

土佐の「おきゃく」事務局

080-5666-0214（西森）

観覧自由

（参加料など後日案内）

普段、私たちは「ごめんなさい」を言えているでしょうか？ 「ごめんなさい」とい
う言葉は魔法の言葉。勇気を持ってこの言葉を言うことで言った方も言われた ごめんなさいＰＲＯＪＥＣＴ実行委員 090-7145-6962（山中）
方も救われた気持ちになれるのです。シラフでは言えなかった事も、お酒の勢 会
いで、素直な気持ちで心の底から「ごめんなさい」を叫んでみませんか。

当日参加

江戸時代以前の天守閣が残る自治体と組んで、「現存12天守」の魅力を伝え
福井県坂井市役所シティセールス
る活動を実施。春に開催する丸岡城の本選に向けた予選会とPRを実施しま
推進課
す。

0776-50-2082

当日参加

088-822-4491

事前申込（観戦のみは当日可）・料金
6,000円（観戦のみ 4,000円）

088-803-7112

事前申込制・参加料2,000円・定員60名・観
戦自由

18：00受付、18：30開会

土佐御苑

土佐の酒席には欠かせない伝統的な遊び「はし拳」の公式戦を開催。3名1
チームによるはし拳大会。団体戦・個人戦ともに3位まで豪華賞品あり。参加
土佐御苑
はできないけど見てみたいという方のために、飲食付きの観戦プランもご用意
しました。迫力のある「はし拳」をお楽しみください。

14：00～19：00

中央公園北側

幼児から大人までが対象の、跳び箱大会

● 9：00～17：00（予定）

高知市営球場

大学生、社会人、プロチームを集めての野球の対抗戦を実施。試合以外にも
高知ファイティングドッグス球団
高知のグルメやお酒の販売もあります！

088-878-0775

チケット販売有り（前売 800円・当日 1,000
円） 予定

帯屋町1丁目アーケード

アーケード商店街に出現した約10種類の障害物。すべての〝運動脳力〟を
駆使して、制限時間内に完全制覇

088-803-7112

当日参加・参加料500円

株式会社ドリームメーカー スポー
ツマックス

ツ
39 高知県野球プロアマ対抗戦

40 ニンジャMAX2019

●

● 12：00～17：00

株式会社ドリームメーカー スポー
ツマックス

