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■ 高岡万葉まつり「第28回万葉集全20巻朗唱の会」
日時 10月6日(金) 9:30～10月8日(日） 18:00
場所 高岡古城公園（中の島特設水上舞台）ほか
◇ 万葉大茶会

10月7日･8日 9:30～15:00 高岡市民体育館

◇ 万葉歴史館研究員と行く万葉故地めぐりの旅
10月6日～8日10:00～16:00、参加費 3,500円、定員 各20名
申込･問合先 高岡市観光協会 TEL 0766-20-1547

１０月イベント情報
たかおかストリート

末広開発まちづくり事業部より「１０月イベント情報」を
お届けいたします。

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
末広開発株式会社
まちづくり事業部

高岡市御旅屋町1222-2エルパセオ2Ｆ
Tel0766-20-0555 Fax0766-20-0666
E-mail;tmo@p1.coralnet.or.jp

■ オタヤきらきらドーム市
日時 10月15日(日)12:00～16:00
会場 御旅屋通り

■ 大仏ごりやくの日
日時 10月1日（日）10:00～13:00
会場 大仏寺境内

２０１７

■ 第52回 八丁道おもしろ市
日時 10月15日(日) 8:00～15:00
会場 瑞龍寺八丁道参道(雨天決行)
同時開催 日本遺産×Live Art 高岡公演①13:00～、②15:30～
会場 国宝 瑞龍寺法堂、瑞龍寺拝観料が必要

■ たかおか朝市 (本年の最終)
日時 10月8日(日)、22日（日) 5：30～7：30
会場 高岡大仏前坂下町通り一帯

■ 第47回高岡市芸術祭
日時 10月28日(土)～11月11日(日) ※詳細はチラシなど御確認下さい
会場 華道･邦楽･洋楽・茶会(裏千家) 富山県高岡文化ホール

茶道(薮の内流) 繁久寺、(清風の会) 土蔵造りのまち資料館
美術作家連盟展 高岡市美術館

■ すえひろーどキャッシュバック
日時 10月14日(土) 12：00～15:00
会場 すえひろーどインフォメーション
お問合せ先 TEL0766-22-0270

■ 第9回まなびっこフェスティバル
日時：10月7日(土) 10:00～15:00
メロンパン作り、ミニ菅笠作り、屋台他
会場：高岡市二上まなび交流館

■ オタヤオープンカフェ「願い道」
日時：10月7日(土),14日(土) 13:00～15:30
会場 御旅屋通り

■ 鉄道の日 万葉線 電車まつり
日時 10月14日(土) 10:00～15:00、会場 万葉線米島車庫

■ ジャズ･パーク たかおか
日時 10月15日（日) 会場 高岡駅前周辺
・LIVE around takaoka station 13:00～17:00

クルンB1ステージ、２Ｆデッキ、ウイング･ウイング高岡1F
･川嶋哲郎ジャズコンサート 18:30～20:30(開場 18:00)

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)
入場料 前売 2,000円、当日 2,500円

■ 第２回わくわくメルヘンランド
日時 10月15日（日）13：00～16:00
会場 御旅屋通りメルヘン広場
ジャック・オー・ランタン作り体験

■ オタヤこども食堂
日時 10月14日(土)・28日(土) 12:00～15:00
会場 御旅屋セリオ6階
利用料 高校生以下無料、同伴大人 300円

大仏ごりやくの日

高岡万葉まつり

■ 街角クラシック in Little Wing
ぴぺっと 親と子のためのファミリーコンサート
日時 10月9日(月･祝) 開演 14:00 入場料 1,000円、未就学児無料
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)

■ ウイング・ウイング祭 日時 10月20日(金)～21日（土)

会場 ウイング・ウイング高岡 参加無料(一部有料講座あり)
ウイング・ウイング高岡内 各生涯学習施設が合同で文化祭を開催します。

■ 第32回創己祭 (富山大学芸術文化学部学園祭)

日程 10月14日(土)～15日(日)
会場 富山大学高岡キャンパス
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■ 大伴家持生誕1300年記念家持の時代展
会期 9月22日(金)～10月22日(日)

月曜日休館(但し10/9は開館、翌日休館)
開館時間 9:00～17:00(入館は16:30まで)
会場 高岡市美術館
観覧料 一般 800円、大高生 500円、中学生以下無料
・ギャラリーツアー(観覧券が必要)

日時 10月7日(土) 14:00～15:00
会場 美術館1階企画展示室

・高岡市美術館が街に出ます(参加無料)
日時 10月13日(金) 13:30～14:30

会場 大和高岡店･オタヤセリオ6階

■ 高岡市立博物館に親しむ会 呈茶席
日時 10月21日(土)、28日(土) 11:00～15:00
会場 博物館 茶室「松聲庵」掛待合
参加費 300円(お抹茶とお菓子)

■ 鳥飼祥恵写真展 けんちゃん - amputee boy -
会期 10月7日(土)～10月29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 400円、高・大 200円、小・中学生 100円
※土日祝、高校生以下無料

・講座 美術館への誘い(無料 事前申込要)
日時 10月12日(木) 14:00～15:30
会場 ウイング･ウイング 501研修室

・記念講演会②(聴講無料 先着80名)
日時 10月14日(土) 14:00～15:30
会場 美術館地階ビトークルーム

■ SONGS Little Wing LIVE vol 08
日時 10月13日(金) 開演19:45 ※開演時間に注意
入場料 500円、会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)

大北海道展
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■ 室生犀星原作「不思議な魚」
日時 10月22日(日) 開演15:00、開場 14:00
入場料 (前売) 一般 3,000円、高校生以下 1,500円、当日 各500円高
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール

■ 金子三勇士ピアノ･リサイタル
日時 10月15日(日) 開演15:00、開場 14:30
入場料 一般 (前売) 3,000円、(当日)3,500円、高校生以下 1,000円
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール

■ 音の宇宙vol.5 富山県新人演奏会出演者によるコンサート
日時 10月13日(金) 開演19:00、開場 18:30
入場料 一般 (前売) 2,000円、当日 500円高、高校生以下 無料
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール

■ 万葉アルペジオ | 過去・現在・未来
日時 10月22日(日) 開演15:00、開場 14:30
指揮 柳澤寿男、朗読 高橋克典、管弦楽 オーケストラ・アンサンブル金沢
入場料 S席 4,000円、A席 3,000円、２F自由席1,000円(学生500円)、

当日 各500円高
会場 高岡市民会館

■ とやま室内楽フェスティバル2017
日時 10月26日(木) 開演14:30、入場無料、出演 アミクス弦楽四重奏団
会場 富山県高岡文化ホール 多目的小ホール

■ たかまち「おでかけ」ウォーク
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!

■ 第195回高岡市民会館サロンコンサート 合唱団「音楽室」
日時 10月7日(土) 13:30～14:30、入場無料
会場 高岡市民会館 ロビー

■ たかおかウィークエンドマルシェ
日時 10月15日（日）11：00～16:00
会場 御旅屋通り 大和高岡店前
つくる、まなぶ、きれいが集まるハロウィーンタウン

万葉アルペジオ

■ 富山マラソン2017
10月29日(日) 9:00 高岡市役所前スタート
古城公園お堀端～大仏前～山町筋～高岡駅前～駅南
赤祖父～大野～城東～庄川堤防道路～射水市･富山市へ

沿道から13,000人のランナーに元気を送ろう!! ■ 奥の細道サミットin高岡
日程 10月7日(土) 14:00～15:30、参加無料(先着270名)
記念講演 「わたしの『おくのほそ道』」 講師 大高 翔氏
会場 生涯学習センター ホール(ウイング･ウイング高岡4F)

■ 大伴家持生誕1300年記念セレモニー
日程 10月1日(日) 13:30～15:00
会場 重要文化財 勝興寺、※入場には、観覧券が必要(応募は締切済)

こども食堂

こども食堂

※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。


