２０１８年

末広開発まちづくり事業部より「２月イベント情報」を
お届けいたします。
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■ 大仏ごりやくの日 2月は豆まき大会開催

日
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日時 2月4日(日) 10:00～13:30 場所 大仏寺
・ごりやく寄席 10:00～12:00／大仏寺本堂
漫談・落語・踊り。今回は「小杉爆笑劇団」が参加
･ごりやく法要 13:00～13:30 ／大仏寺本堂
※ごりやく市は、2月はお休みです
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■ 第14回 高岡市公民館フェスタ
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大和休業日

12

13

14

大和 昇龍道うまいもの巡り
大和水曜営業

19

20

21

おたや市

15

２月

27

28
大和水曜営業

17

18

おしごと博

ドーム市

おたや市

22

23

SONGS

24 こども食堂 25

■ Kikare～Ma そこたらじゅうライブ

昇太･花禄二人会

日時 2月4日（日)
会場 市内店舗 11ヶ所
出演者･入場料は、各店舗によって異なります
詳細スケジュールは、パンフレット等にて確認下さい
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大仏ごりやく

■

おたや市

※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。

■ 第7回たかおか得するまちのゼミナール
期間 2月1日(木)～2月28日(水) 市内事業所･商店(46ヵ所)
全53講座、受講料無料※材料費などが必要な講座あり
申込みは、 講座開催各店まで

■

SONGS PREMIUM LIVE

Little Wing Jazz Night

日時 2月10日（土) 開場 18:30、開演 19:00
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)
出演 Aya and Tricolore Jazz Trio、iBop
入場料 1,000円

■ SONGS Little Wing LIVE vol.12
日時 2月23日(金) 開演 20:00、入場料 500円
出演 穴蔵Bros、クラッカー、Journey
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)

■

ウイング･ウイング高岡寄席昇太･花禄二人会

日時 2月24日(土) 開場 14:30、開演 15:00
会場 高岡市生涯学習センター 4階ホール
(ウイング･ウイング高岡)
※入場券は、完売済

■ GEIBUN 9

日時 2月3日(土)・4日(日)
会場 高岡市生涯学習センター 入場無料
(ウイング・ウイング高岡) 1・4・5階
作品展示・ホール発表・作品展示 他

おたや市

大和休業日

26

16

たかおかストリート

富山大学芸術文化学部卒業・終了製作展

会期 2月10日(土)～25日(日) 月曜休館(祝日の場合翌日)
9:30～17:00(入館は16:30まで)
会場 高岡市美術館 入館無料
・院生展(修士課程1年生による成果展示)
会期 2月17日(土)～25日(日)11:00～19:00(水曜休)
会場 芸文ギャラリー(御旅屋通り)、入場無料

■ 館蔵品展 「昔の道具とくらし」
会期 2月3日(土)～5月6日(日) 月曜休館(祝日の場合翌日)
9:00～17:00(入館16:15まで)

会場 高岡市立博物館、入館無料
・常設展「懐かしのレトロゲーム展」
会期 2月10日(土)～4月15日(日)

■ 大和高岡店・御旅屋セリオ2月の主なイベント
2月8日(木)～14日(水) 昇龍道うまいもの巡りグルメフェスタ(4階ホール)
2月11日(日) 14:00～ 井沢元彦 日本史講座(全3回の1回目) 5階会議室
受講料 3,000円(全3回分)、申込先 オタヤ開発 TEL 0766-27-1850

■ 御旅屋通り商店街2月の主なイベント
･おたや市 毎週木曜日 12:00～
・オタヤきらきらドーム市
2月18日(日) 12:00～

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

Uホール開館20周年記念立川志の輔独演会

日時 2月9日(金) 開場 18:00、開演 18:30
会場 高岡市ふくおか総合文化センター(Uホール)
※入場券は、完売済

■ 土産品開発セミナー
日時 2月8日(木) 14:00～16:00、開場 13:30
場所 富山県高岡文化ホール 多目的小ホール
講師 北村 森氏、参加費無料 事前に申込み下さい
申込先 高岡市観光交流課 TEL 0766-20-1301

■ オタヤこども食堂

毎月第２・第４土曜日開催

日時 2月10日(土)・24日(土) 12:00～15:00
会場 御旅屋セリオ(大和高岡店)6階
高校生以下無料・同伴の大人300円

■ 2018高岡こどもおしごと博
日時 2月18日(日) 11:00～13:00、14:00～17:00
会場 クルン高岡地下街(一部 大和高岡店4階)
参加費 無料 ※事前申込が必要
申込先 高岡商工会議所 FAX 0766-22-6792

■ 万葉のふるさと高岡フォトコンテスト入賞作品展
会期 1月24日(水)～3月12日(月) 9:00～17:00(入館16:15まで)
会場 高岡市万葉歴史館
入館料 一般210円、65歳以上160円、中学生以下無料

■ 第64回ニッコールフォトコンテスト写真展
会期 1月6日(土)～2月4日(日)月曜休館(祝日の場合翌日)
9:00～17:00(入館16:30まで)

会場 ミュゼふくおかカメラ館
入館料 一般300円、高校・大学生200円、小・中100円
土・日・祝は高校生以下無料

■ シマタエコ写真展 ココロ ノ モヨウ-卒業会期 2月10日(土)～18日(日)月曜休館(祝日の場合翌日)
9:00～17:00(入館16:30まで)

会場 ミュゼふくおかカメラ館
入館料 一般400円、高校・大学生200円、小・中100円
土・日・祝は高校生以下無料

■ ワンダーフォト写真展
会期 2月24日(土)～4月15日(日)月曜休館(祝日の場合翌日)
9:00～17:00(入館16:30まで)

会場 ミュゼふくおかカメラ館
入館料 一般300円、高校・大学生200円、小・中100円
土・日・祝は高校生以下無料

■第6回高岡ねがいみち駅伝エントリー受付中
エントリ-締切日4月11日(水)公式サイト、FAXで受付中

開催日 5月13日（日）
高岡古城公園・高岡市中心市街地コース
詳しくは、公式サイトで http://www.wiz-spo.jp/takaoka-ekiden/

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

