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末広開発まちづくり事業部より「11月イベント情報」を
お届けいたします。

11月イベント情報

たかおかストリート

※主催者・出演者・天候等の都合により中止、変更となる場合があります。
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福岡産業フェス

高岡市芸術祭
(邦楽･洋楽、茶会)

大和水曜営業

6

7

8

有礒正八幡宮
ふいご祭

高岡市美術作家連盟展(11/3～11)

14

日時 11月5日（日）入場無料 10:00～12:00
場所 大仏寺 ごりやく寄席、ごりやく市

大仏ごりやくの日

森山良子コンサート サロンコンサート

9

10

11
ＳＯＮＧＳ

■ 宝くじ文化公演 森山良子コンサート

12

日時 11月4日(土) 開演 16:00 (開場15:30)
会場 高岡市生涯学習センターホール(ウイング･ウイング高岡4階)
入場券は完売しています。
当日券の販売もありません

高岡フィル定演
高岡園遊会

ＧＰコンサート

15

■ 大仏ごりやくの日

5

高岡市美術作家連盟展(11/3～11)

オタヤ市

国際交流フェスタ

オタヤ市

大和水曜営業

13

白井貴子
ｉｎオタヤ

日

こども食堂

16

17

18

19

■ 白井貴子 in オタヤ キャンペーンミニライブ

街角ジャズ

たかおか食彩フェア

20

お役立ち講座

大和水曜営業

21

22

オタヤ市

23

24

TAKABUN

25

オタヤ市

大和水曜営業

28

29

30

26
大伴家持 剣に
歌に夢が翔ぶ
わくわくメルヘン

ホールシネマ

27

日時 11月4日(土) 14:00～、観覧無料
会場 御旅屋メルヘン広場
※雨天の場合 大和ウインドー前
出演 白井貴子
オープニングアクト 12:50～ ちいかな、陽楽、Kチルドレン

ドーム市

■ 第196回市民会館サロンコンサート

こども食堂

31

1

日時 11月5日(日) 13:30～14:30
会場 高岡市民会館(ステージonステージ)
出演 ピアノ 福田絵里子

2

街角クラシック

大和水曜営業

オタヤ市

■ グランプリ・コンサート 2017

■ 第47回高岡市芸術祭「撚」-より-

日時 11月8日(水) 開演19:00 (開場18:30)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
出演 アイズリ･カルテット
入場料 一般 3,000円(当日3,500円) 学生1,000円

期間 10月28日(土)～11日(土)
会場 富山県高岡文化ホール、高岡市美術館 他
・第30回華道展
会期 10月28日(土)・29日(日) 10:00～17:00※28日 11:00～
会場 富山県高岡文化ホール、入場無料
・邦楽・洋楽合同公演
日時 11月3日(金・祝) 開演 12:00(開場11:30)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
入場料 2,000円(全席自由)
・茶会
裏千家淡交会高岡支部
日時 11月3日(金・祝) 8:30～14:30(受付)
会場 富山県高岡文化ホール、茶券2,000円(当日2,500円)
古儀茶道藪内流竹風会高岡支部
日時 11月3日(金・祝) 8:30～14:30(受付)
会場 繁久寺、茶券2,000円(当日2,500円)
茶道「清風の会}
日時 11月3日(金・祝) 9:00～14:30(受付)
会場 高岡市土蔵造りのまち資料館、茶券2,000円(当日2,500円)
・高岡市美術作家連盟展
会期 11月3日(金・祝)～11月11日(土) 9:30～17:00(最終入場16:30)※11月6日(月)は休館
会場 高岡市美術館、入場無料
出品 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真(6部門)

■ ふくおか産業フェスティバル

■ ふいご祭り

日時 11月3日（金・祝） 9:00～15:00
会場 福岡総合文化ホール(Uホール)
農産物・特産品販売・鯉なべコーナー 他

日時 11月8日(水) 10：00～
会場 有礒正八幡宮 (横田町)
11:00～鋳造式、みかん・餅振舞い他

■ オタヤこども食堂
日時 11月11日(土)・25日（土）12：00～15:00
会場 高岡大和６階
料金 高校生以下無料、同伴の大人300円

■ 富山県庄川鮭まつり

■ 大伴家持生誕1300年記念 高岡園遊会2017 百花繚乱
日時 11月12日(日) 開演 14:00 (開場 13:30)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
民謡、三味線、詩吟、剣詩舞の各団体出演
入場料 S3,000円、A2,500円(当日 各500円増)

■ 高岡フィルハーモニー管弦楽団

■

「黒部川開発100年記念写真展」-高峰譲吉と山田胖(ゆたか)会期 11月1日(水)～11月30日(木) 月曜休館
開館時間 9：00～17：00（入館は16：30まで）
会場 高岡市立博物館、入場無料

大伴家持剣に歌に､夢が翔ぶ!

日時 11月12日(日) 11:00～15:00
会場 高岡市生涯学習センターホール(ウイング・ウイング高岡 4階)
世界の料理・お茶、ステージ、体験コーナー、展示など

■ 市橋織江写真展「TOWN」
会期 11月3日(金・祝)～12月24日(日) 月曜休館（祝日の場合翌日休館）
開館時間 9：00～17：00（入館は16：30まで）
会場 ミュゼふくおかカメラ館
入場料 一般 800円、高・大 400円、小・中学生 100円
※土日祝、高校生以下無料

■ 万葉線ヌーヴォー・ワイン電車 ■ 第3回わくわくメルヘンランド
日時 11月26日(日) 13：00～16:00
会場 高岡大和6階 特設会場
参加無料(事前申込必要)
カプセル玉を使ったミニ行灯製作

■ 2017街角ジャズ in Little Wing

■ 2017街角クラシック in Little Wing

日時 11月19日(日) 開演 18:00(開場 17:00)
会場 Little Wing(ウイング・ウイング1階)
出演 Kansas City Band、ゲスト 黒船レディ(水林 史)
入場料 2,000円

日時 11月29日(水) 開演 19:00(開場 18:30)
会場 Little Wing(ウイング・ウイング1階)
出演 富川詩子(Vn.)、守護菊野(Vla.)、 山田真吾(Vc.)、
宮本隆一(Cb.) 、森田夏海(Pf.)、入場料 1,000円
5月1日(月)～12月26日(火)水曜休
高岡市中心商店街
•ポイント集めて抽選で500円商品券GET!

日時 11月11日（土） 12:00～15:00
場所 すえひろーどインフォメーション
参加店のレシートをご持参ください。

■ TAKABUNホールシネマ

・たかまち「おでかけ」ウォークお役立ち講座
日時 11月14日(火) 14：00～ ※45分程度
会場 クルン高岡 Ｂ１ステージ
内容 座ってできるリズム体操
講師 PFT認定･NESTA JAPAN認定 青木由美子

■ すえひろーどキャッシュバック ■ オタヤ市

日時 毎週木曜日 12:00～
場所 御旅屋通り商店街アーケード

これを見れば元気高岡がわかる！
「たかおかストリート」www.takaoka-st.jp

大伴家持生誕1300年記念

日時 11月26日(日) 開演15:00 (開場14:00)
会場 高岡市民会館ホール
出演 和泉元彌、とよた真帆、池上季実子ほか
舞踊団 可西舞踊研究所、合唱 高岡市民合唱団
入場料 一般 4,000円、高校生以下 1,000円

■ 第27回たかおか国際交流フェスタ

■ たかまち「おでかけ」ウォーク

第26回定期演奏会

日時 11月12日(日) 開演 14:00 (開場 13:30)
会場 高岡市民会館ホール
指揮 本田敏良、クラリネット 生島 繁.
入場料 一般1,000円 学生500円 全席自由

■

期間 11月16日(木)～18日(土) 3日間
高岡駅発18:40⇒中新湊駅19:25
⇒高岡駅着20:15 (往復運行)
料金 3,500円/人、定員 20名
申込･問合せ先 万葉線

■ 2017たかおか食彩フェア

日時 11月の土・日・祝日
日時 11月19日(日) 8:00～15:00
場所 庄川左岸(高新大橋と高岡大橋の間) 会場 高岡テクノドーム
鮭のつかみ捕り、遡上見学、鮭なべ 他
地元産の農産物、加工品の即売

日時 11月23日(木・祝) 開演15:30 (開場15:00)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール、入場料 500円
上映作品 マンマ･ミーア、監督 フィリダ・ロイド
出演 メリル・ストリーブ、ピアース・ブロスナンほか

■ お濠めぐり遊覧船 秋季特別運行
運航期間 11月3日(金・祝)～11月26日(日)
運航時間 10:00～17:00、乗船場所 池の端
乗船料金 大人700円 子ども200円

末広開発株式会社 高岡市御旅屋町1222-2エルパセオ2Ｆ
Tel0766-20-0555 Fax0766-20-0666
まちづくり事業部 E-mail;tmo@p1.coralnet.or.jp

