高岡市内イベントスケジュール 平成２９年度
7月

イベント名称
日程
開催場所
問い合わせ先
7月7日(金)～11月17日(金) 万葉歴史館出前講座「はじめての越中万葉」(全5回) 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
(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館
7月29日(土)～12月24日(日) カメラコレクション展-Ⅱ
ミュゼふくおかカメラ館

10月

10月28日(土)～11月11日(土) 第47回高岡市芸術祭 撚-より-

11月

11月1日(水)～11月30日(木) 黒部川開発100周年記念写真展～高峰譲吉と山田胖(ゆたか) 高岡市立博物館
第４２回日本ハンドボールリーグ 高岡大会
11月3日(金・祝)
竹平記念体育館
高峰譲吉生誕祭
11月3日(金・祝)
高峰公園
明治節祭
11月3日(金・祝)
有礒正八幡宮(横田町)
高岡市ふくおか総合文化センター
第11回ふくおか産業フェスティバル
11月3日(金・祝)
11月3日(金・祝)～12月24日(日) 市橋織江写真展
ミュゼふくおかカメラ館
高岡市生涯学習センター 4階ホール
森山良子コンサート
11月4日(土)
大仏ごりやくの日
11月5日(日)
大仏寺
第196回 高岡市民会館サロンコンサート
高岡市民会館ロビー
11月5日(日)
森昌子45周年記念コンサート
11月7日(火)
高岡市民会館
ふいご祭
11月8日(水)
有礒正八幡宮(横田町)
高岡文化ホール 大ホール
グランプリコンサート２０１７
11月8日(水)
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)
SONGS PREMIUM LIVE おとなのアメージングライブ
11月11日(土)
ウイング･ウイング高岡
第27回たかおか国際交流フェスタ
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)
高岡市民会館
高岡園遊会2017
11月12日(日)
富山県高岡文化ホール
第３５回県駅伝競走大会
11月12日(日)
富山市～高岡市
2017たかおか食彩フェア
11月19日(日)
高岡テクノドーム
2017街角ジャズ KansasCityBand LIVE in TAKAOKA LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)
11月19日(日)
11月16日(木)～11月30日(木) 国際北陸工芸サミット 高岡に開く工芸の華
高岡市美術館
高岡文化ホール 大ホール
TAKABUNホールシネマ
11月23日(木･祝)
11月25日(土)～11月30日(木) 国際北陸工芸サミット U-50国際北陸工芸アワード ファイナリスト作品展 高岡市美術館
郷土学習講座（第3講）「高岡と加賀藩」
11月25日(土)
高岡市立博物館

11月26日(日)

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

高岡文化ホール、高岡市美術館ほか

高岡市民会館
高岡市万葉歴史館

高岡市芸術文化団体協議会
(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 ミュゼふくおかカメラ館

高岡市生涯学習･文化財課
高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」

夢コンサート
有磯正八幡宮ふいご講
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

SONGS音創会
高岡フィルハーモニー管弦楽団

開進堂楽器
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市美術館
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市美術館
(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 高岡市民会館
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市万葉歴史館

12月1日(金)
12月2日(土)
12月3日(日)
12月3日(日)
12月9日(土)

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会
SONGS LittleWing LIVE
高岡文化ホール 小ホール
たかおか学遊フェスタ
大仏ごりやくの日
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
Uホール開館20周年記念マジック&お笑いオンステージ.
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール
高岡文化ホール 大ホール
上野耕平サクソフォンリサイタル２０１７

12月9日(土)～1月14日(日)

第4回クリエイティブ・たかおか ～未来に輝く 高岡児童生徒作品展～

12月10日(日)
12月15日(金)
12月16日(土)

2017クリスマスこどものつどい
SONGS LittleWing LIVE
比嘉祥人クロマティック・ハーモニカコンサート

高岡市美術館
高岡市民会館

(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

高岡文化ホール 多目的小ホール

(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

1月

日程

イベント名称
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

開催場所
高岡市民体育館

1月1日(月・祝)

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
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

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
万葉であそぼ。「人日の節句 七草であそぼ。」
1月7日(日)
1月13日(土)･14日(日) (予定) 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)
第30回高岡文化ホール 新春フェスティバル
1月27日(土)･28日(日)
1月6日(土)～2月4日(日)
1月6日(土)～4月1日(日)

2月

3月

2月4日(日)
2月4日(日)
2月9日(金)
2月10日(土)

大仏ごりやくの日
そこたらじゅうライブ
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25日(日) GEIBUN -富山大学芸術文化学部卒業・終了製作展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)
ウイング･ウイング高岡寄席 昇太・花禄二人会
2月24日(土)
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
3月16日(金)～5月6日(日) THEドラえもん展 TOKYO2017高岡展(仮称)
SONGS LittleWing LIVE
3月16日(金)
SONGS LittleWing LIVE
3月30日(金)

問い合わせ先

(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

(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
(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

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

大仏寺
ホームタウン実行委員会
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

高岡市美術館
ミュゼふくおかカメラ館

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

高岡市生涯学習センター 4階ホール

SONGS音創会
高岡市生涯学習･文化財課

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
高岡市美術館

(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
(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)

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

