高岡市内イベントスケジュール 平成２９年度
日程
7月

8月

7月5日(水)～8月30日(水)
7月7日(金)～11月17日(金)
7月22日(土)～8月27日(日)
7月28日(金)～8月31日(木)
7月29日(土)～10月1日(日)
7月29日(土)～12月24日(日)

イベント名称
万葉おもしろ話「歌でたどる家持の転機」(全6回)
万葉歴史館出前講座「はじめての越中万葉」(全5回)
高岡街なかふしぎアート
写真展-昔の高岡駅地下街と高岡ステーションデパートと高岡駅-

高砂淳二写真展－Ｄｅａｒ Earth－
カメラコレクション展-Ⅱ

8月1日(火)～7日(月)
8月1日(火)

高岡七夕まつり
第192回 高岡市民会館サロンコンサート
8月1日(火)～6日(日)※2日除く 夜町ビアテラス
夜町マルシェ&縁日
8月4日(金)～6日(日)
第66回北日本新聞納涼花火 高岡会場
8月4日(金)
古文書講座「初めての古文書教室」(全６講）第１講
8月4日(金)

8月5日(土)・6日(日)
8月5日(土)・6日(日)
8月5日(土)・6日(日)
8月6日(日)
8月6日(日)
8月7日(月)
8月7日(月)

高岡市ふくおか総合文化センター

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市万葉歴史館

中心市街地
クルン高岡B1
ミュゼふくおかカメラ館
ミュゼふくおかカメラ館

高岡街なかトリックアート実行委員会
TSB商店会
(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館
(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館

高岡市中心商店街

高岡七夕まつり実行委員会

高岡市民会館ロビー
クルン高岡2階テラス
クルン高岡2階エレベーター前
庄川・高岡大橋上流

高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」

高岡市立博物館

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

クルン高岡2F・B1
クルン高岡B1ステージ

TSB商店会
TSB商店会
北日本新聞社

とやま舞台芸術祭実行委員会
TSB商店会
TSB商店会

大仏寺
土屋親水公園

リバーサイドフェスタ2017実行委員会

高岡文化ホール 大ホール

(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

高岡市生涯学習センター 4階ホール

高校生万葉短歌バトル高岡実行委員会

高岡市美術館
高岡大和横@パーク

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市美術館
御旅屋賑わい創出実行委員会

高岡市ふくおか総合文化センター

国宝瑞龍寺とその周辺
坂下町通り

瑞龍寺夜の祈り実行委員会

高岡文化ホール 大ホール

(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

第3回高岡市美術館が街に出ます「やさしい工芸鑑賞入門」 (金工) 高岡大和・セリオ６F

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市美術館

古文書講座「初めての古文書教室」(全６講）第2講 高岡市立博物館

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

県総合運動公園陸上競技場 カターレ富山
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館
大伴家持「剣に歌に、夢が翔ぶ!」演劇ワークショップ① 高岡市民会館

2017J3リーグ カターレ富山公式戦 高岡市の日(VS FC東京U-23)

第193回 高岡市民会館サロンコンサート
国境なき ＵＮＤＯＫＡＩ
街角クラシック in Little Wing
MUSIC STATION
8月23日(水)～10月16日(月) 秋の特別企画展「家持が見た薬草」

8月24日(木)
8月25日(金)
8月26日(土)
8月26日(土)
8月26日(土)・27日(日)

問い合わせ先
高岡万葉遊楽宴実行委員会

とやま舞台芸術祭2017可西晴香プロデュース洋舞公演 高岡文化ホール 大ホール

クルン高岡ワンコインモール
B1こども映画上映会
大仏ごりやくの日
リバーサイドフェスタ2017
佐藤しのぶ～日本舞踊とオペラ・アリア～
高校生万葉短歌バトル2017
8月10日(木)～9月10日(日) 工芸の躍動－東京国立近代美術館工芸館名品展
8月11日(金・祝)・12日(土)クール!OTAYA
夏休み子ども映画祭
8月12日(土)・13日(日)
国宝瑞龍寺夏のライトアップ 夜の祈りと大福市
8月12日(土)・13日(日)
たかおか朝市
8月13日(日)
TAKABUNホールシネマ
8月16日(水)・17日(木)

8月17日(木)
8月18日(金)
8月19日(土)
8月19日(土)
8月20日(日)
8月20日(日)
8月20日(日)
8月20日(日)

開催場所
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

高岡市民会館ロビー
高岡市竹平記念体育館

高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

開進堂楽器

国境なきＵＮＤＯＫＡＩ実行委員会

クルン高岡B1ステージ

TSB商店会

高岡市万葉歴史館

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市万葉歴史館

第3回高岡市美術館が街に出ます「やさしい工芸鑑賞入門」 (漆芸) 高岡大和・セリオ６F

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市美術館

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会
SONGS LittleWing LIVE
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市万葉歴史館
２０１７高岡万葉セミナー「大伴家持歌をよむ Ⅰ」 高岡市万葉歴史館

大伴家持「剣に歌に、夢が翔ぶ!」演劇ワークショップ② 高岡市生涯学習センター 4階ホール (公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館

第19回山町筋土蔵造りフェスタ

山町筋一帯

土蔵造りのある山町筋まちづくり実行委員会

9月

日程
8月27日(日)
8月27日(日)
8月27日(日)
8月27日(日)

イベント名称
たかおか朝市
大仏むすび縁日
第35回高岡薪能（第77回定例能楽大会）
TAKABUN Music Fes 2017

9月1日(金)
9月2日(土)
9月3日(日)
9月6日(水)
9月8日(金)
9月8日(金)
9月9日(土)
9月9日(土)
9月10日(日)
9月10日(日)
9月10日(日)
9月13日(水)
9月15日(金)
9月16日(土)
9月17日(日)
9月17日(日)
9月18日(月・祝)
9月22日(金)
9月22日(金)
9月23日(土・祝)

古文書講座「初めての古文書教室」(全６講）第3講 高岡市立博物館
NHK公開ラジオ収録「ラジオ深夜便」
高岡文化ホール
大仏ごりやくの日
大仏寺

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

矢野沙織withスインギー奥田カルテット ジャズコンサート

高岡文化ホール

(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

SONGS LittleWing LIVE
龍谷大学吹奏楽部特別演奏会in高岡
郷土学習講座（第2講）「加賀藩の測量図」
万葉であそぼ。「重陽の節句 菓子であそぼ。」
たかおか朝市
笑って健康！！爆笑！名人劇場2017
第194回 高岡市民会館サロンコンサート
前田利長公顕彰祭
古文書講座「初めての古文書教室」(全６講）第4講

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

SONGS音創会

9月22日(金)～9月26日(火)
9月22日(金)～9月24日(日)
9月22日(金)～9月24日(日)

9月23日(土)・24日(日)
9月22日(金)～10月22日(日)

9月22日(金)・23日(土)
9月23日(土)・24日(日)
9月23日(土)
9月23日(土)
9月24日(日)
9月24日(日)
9月29日(金)
10月

10月1日(日)
10月7日(土)

開催場所
坂下町通り
大仏寺
瑞龍寺境内

問い合わせ先

高岡文化ホール 大ホール

(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

高岡市民会館
高岡市立博物館
伏木コミュニティセンター
坂下町通り
高岡文化ホール
高岡市民会館ロビー

文化ストック→クラウド事業/「天才たちと何できる?」第2弾

前田利長墓所
高岡市立博物館
高岡市民会館

アートMダンスコンクール

高岡市ふくおか総合文化センター

高岡能楽会

NHK富山放送局

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館
笑って健康！！爆笑！名人劇場2017実行委員会
高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館

宝生流・観世流・和泉流 三派合同「第31回能楽鑑賞大会」 高岡文化ホール 大ホール

アートMダンスコンクール エキシビション公演
SONGS LittleWing LIVE
高岡大仏まつり
第36回 動物園まつり
工芸都市高岡2017クラフト展
高岡クラフト市場街
銅器団地オープンファクトリー
金屋町楽市inさまのこ
大伴家持生誕1300年記念「家持の時代」展
福岡町つくりもんまつり
第34回中田かかしまつり
小野リサ シック・ボッサ・デュオ コンサート
高岡こども生活文化祭2017「お茶会・花展」
たかおか朝市
街角クラシック in Little Wing
古文書講座「初めての古文書教室」(全６講）第5講

大仏ごりやくの日
第195回 高岡市民会館サロンコンサート
10月7日(土)～10月29日(日) けんちゃん－amputee boy－鳥飼祥恵写真展
たかおか朝市
10月8日(日)
大伴家持顕彰祭
10月8日(日)

高岡文化ホール 大ホール
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

大仏寺
高岡古城公園動物園
大和高岡店 4階催事場
中心市街地一帯
戸出銅器団地エリア
金屋町一帯
高岡市美術館
福岡町中心市街地
中田中央公園 他
高岡市生涯学習センター 4階ホール

SONGS音創会
工芸都市高岡クラフトコンペ実行委員会

高岡クラフト市場街実行委員会
高岡銅器団地組合
金屋町楽市inさまのこ実行委員会
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市美術館

福岡つくりもんまつり実行委員会
中田かかしまつり実行委員会
高岡市教育委員会

高岡文化ホール
坂下町通り
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

開進堂楽器

高岡市立博物館

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

大仏寺
高岡市民会館ロビー

高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」

ミュゼふくおかカメラ館
坂下町通り
大伴神社前

大伴家持卿顕彰会

日程
10月8日(日)
10月9日(月・祝)
10月9日(月・祝)
10月13日(金)
10月13日(金)
10月15日(日)(予定)
10月15日(日)
10月21日(土)
10月22日(日)
10月22日(日)
10月22日(日)
10月29日(日)
11月

イベント名称
幌武者祭り
街角クラシック in Little Wing
第11回フラメンコグループ ALEGRIA公演
SONGS LittleWing LIVE
古文書講座「初めての古文書教室」(全６講）第6講
八丁道おもしろ市
金子美勇士ピアノ・リサイタル
ダイヤモンド・プリンセス伏木港寄港
たかおか朝市
万葉アルペジオ 過去・現在・未来

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

開進堂楽器

高岡文化ホール 大ホール アレグリア
SONGS音創会
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館
高岡市立博物館

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

国宝瑞龍寺参道

八丁道おもしろ市実行委員会

高岡文化ホール 大ホール

(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

伏木富山港万葉ふ頭
坂下町通り
高岡市民会館

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

富山マラソン2017

富山マラソン実行委員会

11月1日(水)
11月3日(金・祝)
11月3日(金・祝)
11月3日(金・祝)

大伴家持生誕1300年記念セレモニー
第４２回日本ハンドボールリーグ 高岡大会
高峰譲吉生誕祭
明治節祭
11月3日(金・祝)～12月24日(日) 市橋織江写真展
高岡市立博物館 呈茶の会
11月4日(土)
大仏ごりやくの日
11月5日(日)
第196回 高岡市民会館サロンコンサート
11月5日(日)
森昌子45周年記念コンサート
11月7日(火)
ふいご祭
11月8日(水)
グランプリコンサート２０１７弦楽四重奏
11月8日(水)
SONGS LittleWing LIVE
11月11日(土)
たかおか朝市
11月12日(日)
第２６回高岡フィルハーモニー定期演奏会
11月12日(日)
第３５回県駅伝競走大会
11月12日(日)
2017街角ジャズ
11月19日(日)
郷土学習講座（第3講）「高岡と加賀藩」
11月25日(土)
たかおか朝市
11月26日(日)

高岡市役所前～富山環水公園

勝興寺
竹平記念体育館
高峰公園
有礒正八幡宮(横田町)
ミュゼふくおかカメラ館
高岡市立博物館
大仏寺

(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館

高岡市民会館ロビー

高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」

高岡市民会館
有礒正八幡宮(横田町)

有磯正八幡宮ふいご講

高岡文化ホール 大ホール

(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

SONGS音創会

坂下町通り
高岡市民会館
富山市～高岡市

高岡フィルハーモニー管弦楽団

夢コンサート

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

開進堂楽器

高岡市立博物館
坂下町通り
高岡市民会館
高岡市万葉歴史館

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市万葉歴史館

SONGS LittleWing LIVE
大仏ごりやくの日
上野耕平サクソフォンリサイタル２０１７
SONGS LittleWing LIVE
12月23日(土・祝)・24日(日) バドミントンS/Jリーグ２０１７高岡大会

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

SONGS音創会

1月1日(月)

Uホール(スタート地点)
ミュゼふくおかカメラ館
ミュゼふくおかカメラ館

11月26日(日)

1月

問い合わせ先

(株)山口久乗創立110年記念 室生犀星原作「不思議な魚」 高岡文化ホール 大ホール

大伴家持生誕1300年記念事業 演劇 大友家持「剣に歌に、夢が翔ぶ！」

11月29日(水)～1月22日(月) 正月特別展示

12月

開催場所
戸出野神社周辺 他

12月1日(金)
12月3日(日)
12月9日(土)
12月15日(金)

1月6日(土)～2月4日(日)
1月6日(土)～4月1日(日)

福岡元旦健康マラソン
第６４回ニッコールフォトコンテスト写真展
カメラコレクション展-Ⅲ

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館

大仏寺
高岡文化ホール 大ホール

(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

SONGS音創会

高岡市民体育館

(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館
(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館

日程
1月7日(日)
1月中旬(予定)

イベント名称
万葉であそぼ。「人日の節句 七草であそぼ。」
第32回日本海高岡なべ祭り
1月20日(土)・21日(日) (予定) 第17回山町筋の天神祭
1月24日(水)～3月12日(月) 万葉のふるさと高岡フォトコンテスト入賞作品展
SONGS LittleWing LIVE
1月26日(金)

2月

3月

2月4日(日)
2月9日(金)
2月10日(土)

大仏ごりやくの日
Uホール開館20周年記念 立川志の輔独演会
SONGS LittleWing LIVE
2月10日(土)～2月18日(日) シマタエコ写真展 ココロノモヨウ-卒業SONGS LittleWing LIVE
2月23日(金)
2月24日(土)～4月1日(日) ワンダーフォト写真展

3月4日(日)
3月4日(日)

大仏ごりやくの日
万葉であそぼ。「上巳の節句 お守りであそぼ。」
3月10日(土)・11日(日) (予定) 第18回山町筋のひな祭り
SONGS LittleWing LIVE
3月16日(金)
SONGS LittleWing LIVE
3月30日(金)

開催場所
高岡市万葉歴史館
市内中心市街地
山町筋一帯
高岡市万葉歴史館

問い合わせ先

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市万葉歴史館

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

SONGS音創会

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館

日本海高岡なべ祭り実行委員会
土蔵造りのある山町筋まちづくり実行委員会

大仏寺
高岡市ふくおか総合文化センター Uホール自主事業実行委員会
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

SONGS音創会

ミュゼふくおかカメラ館

(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

SONGS音創会

ミュゼふくおかカメラ館

(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館

大仏寺
高岡市万葉歴史館
山町筋一帯

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市民会館
土蔵造りのある山町筋まちづくり実行委員会

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

SONGS音創会
SONGS音創会

