
おうちでも、現地でも、工芸の秋を楽しもう♪

● 9月18日（土）～
　 オンライン配信開始

● 9月23日（木・祝）～26日（日）
 　市内複数拠点でイベントを開催予定

高岡クラフト市場街

イベントスケジュールなどは、
公式サイトで随時お知らせ
します。

https://ichibamachi.jp/

高岡クラフト市場街実行委員会 メール：ichibamachi@gmail.com問

高岡のものづくりを支える職人や工房が主役となり、クラフトやまちの
魅力を発信する秋の恒例イベント。10周年の今年は、YouTubeでのオンラ
イン配信のほか、多彩な現地イベン
トも企画中。どうぞお楽しみに！

日中は高岡古城公園特設水上舞台での朗唱、夜間は応募動画
を高岡ケーブルネットワークと高岡万葉まつりのYouTubeチャン
ネルで放映し、万葉集全4516首をリレー方式で歌いつなぎます。
会場朗唱申込み受付中！お早めにお申込みください。

「工芸都市高岡クラフト
展」も御旅屋セリオにて
同時開催予定！
（9月23日～9月26日）

12月開催予定

お問い合わせ／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課  〒933-0023 富山県高岡市末広町1番7号 高岡市生涯学習センター3階
 TEL.0766-20-1560  FAX.0766-20-1562  URL：http://www.takaoka-bunka.com

【実施主体】高岡市／末広開発（株）／（株）高岡ステーションビル／オタヤ開発（株）／（公財）高岡市民文化振興事業団

富山銀行は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
※写真は「クリスマスツリーと雪」を
　イメージしたライトアップ。

富山銀行は、「高岡駅前の賑
わい」創出にも貢献するため、
本店ビルのライトアップを
実施しています！

公式サイト クラフト展HP

いち　　ば　 まち
会場と動画でつなぐ！4516首

「万葉集全20巻朗唱の会」

問 高岡万葉まつり実行委員会事務局（高岡市観光交流課内）
TEL.0766-20-1301  ※動画の募集は締め切りました。

問 末広開発株式会社まちづくり事業部 TEL.0766-20-0555

放映日 ・高岡ケーブルネットワーク：10月1日（金）～3日（日）
・高岡万葉まつりYouTubeチャンネル：10月1日（金）～

高岡万葉まつり YouTubeチャンネル
高岡市観光
ポータルサイト

たかおか
ストリートHP

第3回 わくわくメルヘン
ランド

10 1
10 3

金

日

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

クリスマスの季節に、親子で楽しめるワークショップ
を御旅屋セリオ及び御旅屋通りで開催予定です！
詳細は、開催告知チラシ及びたかおかストリートで
ご確認ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、中止となる場合があります。
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Little Wing　ウイング・ウイング高岡１階交流スペース

懐かしい昭和のメロディー

出演／ハーモニカアンサンブル「四番街のマリー」　

私たちは県西部のハーモニカ認定指導員５名で編成、全日本ハーモ
ニカ連盟・富山県ハーモニカ協会に所属し、東京での演奏会(杉並公
会堂)、福井県ハーモニカに親しむ会、赤羽ホール(金沢)などの演奏
を通じ、幅広いレパートリーで活動しているハーモニカアンサンブ
ルのグループです。地元での各種イベントにも積極的に協力させて
いただいております。

出演／O-Z Club

1970年代からのフォークソングを中心に演奏をしています。アコース
ティックギター、ベース、カホンの3人編成。ライブでは会場の皆さん
と一緒に、懐かしい歌を歌って過ごしたいと思います。

懐かしのフォークソング
14：00開演

Little Wing　ウイング・ウイング高岡１階交流スペース

タイトル

出演／とやまクラリネット友の会

文章はダミーです。文章はダミーです。文章はダミーです。文章はダミー
です。文章はダミーです。文章はダミーです。文章はダミーです。文章は
ダミーです。文章はダミーです。

14：00開演
日

御旅屋セリオ５階マルチスペース

タイトル

出演／ダミーダミーダミー

文章はダミーです。文章はダミーです。文章はダミーです。文章はダミー
です。文章はダミーです。文章はダミーです。文章はダミーです。文章は
ダミーです。文章はダミーです。

14：00開演

Little Wing　ウイング・ウイング高岡１階交流スペース

日1/23
14：00開演 訪れる人が持ち寄った本でつくるまちの図書館です。会員登録を

すれば小学生以上の方は、どなたでもご利用いただけます。
お気軽にお立ち寄りください。

問 御旅屋セリオ（オタヤ開発株式会社） TEL.0766-27-1850

場所／御旅屋セリオ6階 フリースペース内
開館時間／10：00～18：00
休館日／御旅屋セリオの休館日
　　　　（毎週水曜／繁忙期を除く）
貸出冊数・貸出期間／１冊（30日間）

※会員登録等の手続きをご希望の場合は、事前にオタヤ開発まで
　お問い合わせください。

高岡のまちと一緒にそだつライブラリー

＠高岡おたや クリスマスパーティー2021クリスマスパーティー2021
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高岡古城公園

高岡駅 あいの風とやま鉄道線
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山町ヴァレー

御旅屋セリオ
エルパセオ

高岡市民
病院

文化芸能館

ウイング・ウイング
高岡 クルン高岡

富山県
高岡文化
ホール

高岡市立
博物館

高岡市美術館
（高岡市 藤子・F・不二雄

ふるさとギャラリー）

楽しいコト、おもしろいモ
ノ。もちろん、行くちゃ！

高岡発
イベント情報紙

Vol.10

2021年冬号

「特別な会場」という意味で、歴史的建造物や文化施設など、コンサート
や会議などを行うことで特別感を演出できる会場のことです。
高岡では、高岡駅周辺のまちなかの施設を活用して、「ユニーク
べニューTAKAOKA オン まちなかステージ」を展開中です。
さあ、みんなでユニークベニューに行くちゃ！

「ユニークベニュー」って何？

開催状況にご注意ください
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お知らせした内容が中止・延期

となる場合がございます。最新の状況はそれぞれホームページを確認

するか、お問い合わせください。また催しに参加される際はマスク

着用、手指の消毒などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。

仮

未 定 万葉まつり動画配信



WingWing＊RAKUGO！

grava（Vo.布上智子、Vo.高野さおり、Pf.上野聡美）

B.Gt.小泉こうのすけ

Dr.ヤチシンヤ

問 たかおかホールサポーターの会 「パープル」事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

ジャズコンサート
「The Fireworks」

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催延期・中止・内容変更になる場合がございます。
チケットの発売、参加申込み、開催についての最新情報は、事業課HP〈 https://www.takaoka-bunka.com/〉をご確認ください。

第50回高岡市芸術祭関連事業

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

※第228回、第231回は事前申込が必要です（入場制限あり）／定員になり次第締め切ります。

入場無料

館蔵品展  仕切書にみる北前船交易 ～堀田家・八坂家文書から～
11月20日（土）～令和4年1月10日（月・祝）／高岡市立博物館 新館企画展示室

◆TAKAOKA西へ東へ。PURPLEおでかけサロンコンサート2021

12/12（日）開演13：30

公演会場／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

青少年わかば公演

問 お問合せ・チケット予約／高岡市芸術文化団体協議会事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

通常公演は、入場・観覧無料です。

2021年12月からのユニークベニューのラインナップが決まりました。

（第9回たのしい子どもおどりの会）

12月12日（日）12：00開演（11：30開場予定）14：30終演予定／富山県高岡文化ホール 大ホール
全席自由／500円（当日同額）

第228回（延期開催） 第231回 第232回

12/19（日）開演13：30
令和4年3/6（日）開演13：30
指揮：宮丸　勝　　　

合唱団「音楽室」

SONGS 2021 「SONGS PREMIUM LIVE」　
令和4年1月16日（日）／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

開演／19：00
music charge／1,000円

※詳細はFacebookをご確認ください。
※日程と内容は変更となる場合がございます。
　ご理解ご了承いただけますようお願い申し上げます。

問 SONGS 音創会 TEL.090-2830-6411（前田）

SONGS 音創会
Facebook

12/5

12/18 土

12/19

～ご来場されるお客様へ～

おしゃべりは
お控えください
おしゃべりは
お控えください

手指の消毒・検温 ご連絡先の
記入を
お願いします

感染拡大
防止のため
入場制限を
行います

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発熱、体調不良の方はご来場をお控えください。
またご来場される際は下記の事項にご協力・ご理解をお願いいたします。

市内の小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校の児童・生徒
たちが「ものづくり・デザイン科」の授業等で制作した作品を展示
します。

万葉歴史館が生まれ変わりました

富山大学芸術文化学部 大学院芸術文化学研究科
卒業・修了研究制作展 　GEIBUN13

越中万葉かるた屏風

過去の舞台公演の様子

風間杜夫

「売仕切（釧路昆布）」箱館・井村
利平→德衆丸儀助（堀田家持船）、
明治14年、博物館蔵

開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日／月曜 （祝・休日の場合は翌日）、
　　　　年末年始［12月29日（水）～令和4年1月3日（月）］
入館料／無料

開館時間／4月～10月は9：00～18：00、
　　　　　11月～3月は9：00～17：00
　　　　　※入館は閉館の45分前まで

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

問 高岡市万葉歴史館 TEL.0766-44-5511

観覧料／無料

令和4年2月11日（金・祝）～20日（日）／
高岡市美術館、富山大学高岡キャンパス

問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

日本遺産（北前船寄港地）である高岡市伏
木の有力な廻船問屋堀田家、八坂家の古
文書のうち、「仕切書」（船主と各地の問屋
が商品を売買した際の文書）を通して、各
地の特産品や取扱い商品など北前船交易
の一端を紹介します。

日本を代表するオペラ歌手 森麻季と、指揮者、作曲家、ピアニスト、チェンバリスト、オルガニ
ストとして多彩な才能を発揮し、各方面から大きな期待が寄せられている鈴木優人。「旬」の二
人が織りなす、ソプラノとチェンバロ・ピアノの天上の響き。

正月特別展示
12月22日（水）～令和4年1月24日（月）／高岡市万葉歴史館

当館が収蔵する万葉かるた、越中万葉かるた屏風などを展示します。
万葉集を通して正月の雰囲気を味わってください。

新たにリニューアルオープンした「万葉学習エリア」では、万葉集の
基礎知識や歌の魅力、越中国（えっちゅうのくに）などについて、
万葉集の世界になじみのない方にも分かりやすく展示しています。
また、「万葉集 句組み合わせあそび」
や「万葉集◯×クイズ」、「万葉仮名で
名刺を作ろう」などの体験コーナー
では、子どもから大人まで楽しく学ぶ
ことができます。

本公演は、平成24年度から継続して取り組む「たのしい子どもおどりの会」の第9回公演である。
子どもたちが日頃の練習成果を披露する場を設けるとともに、一人でも多くの子どもたちに邦楽
の舞台を鑑賞する機会を提供することで、次世代への継承に繋げていくことを目的に開催する。
おともだち出演として市内保育園の園児らも出演するなど、公演を通じて伝統芸能に親しむ若い
芽を育み、ファン層の拡大を目指すものである。

1949（昭和24）年東京生まれ。59～66年子役として活躍。早稲田大学演劇科、俳小養成所を経て、71年「表現劇場」を旗揚げ。77年
より「劇団つかこうへい事務所」作品に多数出演。82年映画『蒲田行進曲』で人気を博し、83年テレビ『スチュワーデス物語』教官役
で一世を風靡した。以来その演技力に対し高い評価を受けて幅広いジャンルで活躍。舞台・テレビ・映画・声の出演に加えて、1997年
より落語にも取り組み、毎年数多くの高座に上がり独演会を開くなど、華のある実力派俳優として常に第一線を走り続けている。

第８回クリエイティブ・たかおか
～未来に輝く 高岡市児童生徒作品展～

観覧料／無料

12月11日（土）～令和4年1月10日（月・祝）／高岡市美術館

2020年度会場風景

料金／一般5,000円（当日5,500円）、高校生以下1,000円（当日同額）

美術、工芸、デザイン、キュレーションなど、多様な研究・制作に取り
組む富山大学芸術文化学部卒業生および大学院研究科修了生に
よる作品や論文を展示します。

■高岡市美術館コレクション展示
　同時開催（観覧無料）

開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）　休館日／月曜（祝・休日の場合は翌平日）、年末年始［12月29日（水）～令和4年1月3日（月）］

休館日／火曜、年末年始［12月29日（水）～令和4年1月3日（月）］
観覧料／一般300円、65歳以上240円、中学生以下無料、団体（20名以上）240円

鈴木優人（チェンバロ、ピアノ）
＠Marco Borggreve

森麻季（ソプラノ）＠Yuji Hori　

森麻季＆鈴木優人デュオコンサート
12月15日（水）開演19：00（開場18：00）／富山県高岡文化ホール 大ホール

※曲目は都合により変更になる可能性があります　※公演の日時や内容は、都合により変更になる場合があります。

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

●出演 森麻季（ソプラノ）、鈴木優人（チェンバロ、ピアノ）

●曲目 J.S.バッハ=グノー：アヴェ・マリア
ヘンデル：歌劇「エジプトのジューリオ・チェーザレ」より　つらい運命は涙にあふれ
ヘンデル：歌劇「リナルド」より　涙の流れるままに　他

コーラスカルテット
「ヴィ・ザ・ヴィ」

●出演　高岡市芸術文化団体協議会日本舞踊部門会員の弟子（25歳以下）、おともだち出演／高岡保育園

●出演　風間杜夫（俳優） ※トークショー聞き手：さだありさ（富山県出身）

●風間杜夫プロフィール

風間杜夫独演会＆トークショー

※未就学児のご入場はできません（親子室をご利用できます。ご希望の方は、文化振興事業団事業課へお問合せください。）
※前売券完売の場合は当日券の販売はございません。　※車椅子（2席のみ）のお席は事業課窓口のみのお取扱いとなります。

お問合せ・チケット予約／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）問

令和4年2月20日（日）14：00開演（13：30開場予定）／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）
全席指定／3,000円（当日500円高）

［プレイガイド］電話予約できます／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 【発売当日の正午～】TEL：0766-20-1560／座席指定はご一任ください。
　　　　　　　　高岡市生涯学習センター3階サービスカウンター／高岡市ふくおか総合文化センター／
　　　　　　　　アーツナビ（富山県高岡文化ホール、富山県民会館、富山県教育文化会館、新川文化ホール）

［プレイガイド］（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課／高岡市生涯学習センター3階サービスカウンター

12月10日（金）10：00～チケット発売開始

事前申込受付：11/12（金）～ 事前申込受付：11/12（金）～ 事前申込不要（入場制限あり）

し   きり しょ

Marimba&piano before X'mas

出演／YOUTA（ユータ）、えつこ

生まれは違えど、もの心ついた時から音に慣れ親しみ、pianoに出逢い、ク
ラシックの繊細さを学んだ私たちの音に耳を傾けてください。そして一緒に
X'masの雰囲気を楽しみましょう。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

日本列島北から南へ歌の旅

出演／琴伝流大正琴Music Box K＆H

琴伝流大正琴Music Box主宰澤田佳子先生のもと、県西部の高岡市、砺波市、
小矢部市、南砺市の大正琴を楽しむ仲間が、一年に一度全員が一堂に会して、
お互いの健康や練習の成果を確かめ合います。一年間に十曲を練習してきまし
た。コロナで発表する機会がない中、ここで演奏できる幸せを感じ感謝します。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

日

日

14：00開演

14：00開演

ジミータカのアコースティックギター伴奏にあわせ、女性ボーカルを中心に、
昭和～平成の、皆さんおなじみの曲を歌います。ご来場の皆さんと一緒に楽しみ
ましょう。
曲例：真っ赤な太陽、木綿のハンカチーフ、ケセラセラ、糸、 etc ...。

ジミータカギター教室 “大人のクリスマスコンサート”

出演／ジミータカギター教室 御旅屋セリオ５階マルチスペース

14：00開演

富山の輝くミューズたち

問 お問合せ・チケット予約／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

［プレイガイド］（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課／高岡市生涯学習センター3階サービスカウンター／高岡市ふくおか総合文化センター／
　　　　　　　 アーツナビ（富山県高岡文化ホール、富山県民会館、富山県教育文化会館、新川文化ホール）

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）

入場料／各公演2,000円（全席自由）、2公演セット券3,000円（part1、part2の公演がご覧いただけます。）
　　　　セット券は事業課のみのお取り扱いとなります。

令和4年1月22日（土） 16：00開演（15：30開場予定）
出演／grava、小泉こうのすけ、ヤチシンヤ　　　

真冬のgravaコンサート
令和4年1月29日（土） 16：00開演（15：30開場予定）
出演／しらたまな、松浦有里ピアノトリオ

しらたまなコンサート

しらたまな

有料公演

各公演12月11日（土）チケット発売開始ユニークベニュースペシャルコンサート



12月開催予定

第41回 高岡万葉まつり

万葉集全20巻朗唱の会
第32回動画でつなぐ4,516首

お問い合わせ／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課  〒933-0023 富山県高岡市末広町1番7号 高岡市生涯学習センター3階
 TEL.0766-20-1560  FAX.0766-20-1562  URL：http://www.takaoka-bunka.com

【実施主体】高岡市／末広開発（株）／（株）高岡ステーションビル／オタヤ開発（株）／（公財）高岡市民文化振興事業団

問 高岡万葉まつり実行委員会事務局（高岡市観光交流課内） TEL.0766-20-1301

問 末広開発株式会社まちづくり事業部 TEL.0766-20-0555

たかおか
ストリートHP

第3回 わくわくメルヘン
ランド

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

クリスマスの季節に、親子で楽しめるワーク
ショップを御旅屋セリオ及び御旅屋通りで
開催予定です！詳細は、開催告知チラシ及び
たかおかストリートでご確認ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、
　中止となる場合があります。

2/13

2/27

1/23

訪れる人が持ち寄った本でつくるまちの図書館です。会員登録を
すれば小学生以上の方は、どなたでもご利用いただけます。
お気軽にお立ち寄りください。

問 御旅屋セリオ（オタヤ開発株式会社） TEL.0766-27-1850

場所／御旅屋セリオ6階 フリースペース内   開館時間／10：00～18：00
休館日／御旅屋セリオの休館日（毎週水曜／繁忙期を除く）
貸出冊数・貸出期間／１冊（30日間）

※会員登録等の手続きをご希望の場合は、事前にオタヤ開発までお問い合わせください。

高岡万葉まつり YouTubeチャンネル▶

高岡のまちと一緒にそだつライブラリー

＠高岡おたや
クリスマスパーティー2021クリスマスパーティー2021

サ

ンタ
さん

もやってくる！?

1/30

1/30

2021年の高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」は皆さんからの動画で 万葉集全4,516首を
つなぎました。YouTubeで公開しております。ぜひご覧ください。 家持くん

富山銀行は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
※写真は「クリスマスツリーと雪」を
　イメージしたライトアップ。

富山銀行は、「高岡駅前の賑
わい」創出にも貢献するため、
本店ビルのライトアップを
実施しています！

テンポの良い洋楽を！

出演／Life in a Maf  ia Family

高岡発、3人3色が良い感じに一つになったグループです。
洋楽カバーを中心に演奏しています。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

大人のアコースティック・ブルース＆バラード

出演／SOFT CREAM

アコースティックギター、ベース、カホン、ピアノ、キーボード、ブルースハープ
で、ロックギターの神様『エリック・クラプトン』のブルース＆バラードを演
奏します。ちょっと渋めのアコースティック・ロックを楽しんでください。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

toiro まちなか 演遊会

出演／とやまクラリネット友の会♡toiro

高岡のまちなかにいろんな種類のクラリネットが大集合！！パワフルだけど
優しい、大編成のアンサンブルをお楽しみください。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

12：00開演
日

日

日

日

15：00開演

14：00開演

1970年代からのフォークソングを中心に演奏をしています。アコースティック
ギター、ベース、カホンの3人編成。高岡市を拠点に活動しています。いつもは3人
ですが、今回は特別にキーボードとギターを加えてフルバンドで演奏します。
ライブでは会場の皆さんと一緒に、懐かしい歌を歌って過ごしたいと思います。

懐かしのフォークソング

出演／O-Z 倶楽部 Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

14：00開演

出演／ハーモニカアンサンブル「四番街のマリー」　

懐かしい昭和のメロディー
私たちは県西部のハーモニカ認定指導員５名で編成、全日本ハーモニカ連盟・富山県ハーモ
ニカ協会に所属し、東京での演奏会(杉並公会堂)、福井県ハーモニカに親しむ会、赤羽
ホール(金沢)などの演奏を通じ、幅広いレパートリーで活動しているハーモニカアンサン
ブルのグループです。地元での各種イベントにも積極的に協力させていただいております。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

14：00開演
日

日
新春初笑い！アレマーだら～ずお笑いショー

出演／アレマー玉井、だら～ず山下

富山を拠点として活動している高岡在住のマジシャン、アレマー玉井と漫談家、
だら～ず山下がお届けするマジック＆お笑いショー。市民の皆さんと一緒に
2022年の新年初笑い！

御旅屋セリオ５階マルチスペース

1/9
14：00開演

アレマー玉井 だら～ず山下

高岡古城公園

高岡駅 あいの風とやま鉄道線
JR城端線JR城端線JR城端線

J
R
氷
見
線

山町ヴァレー

御旅屋セリオ
エルパセオ

高岡市民
病院

文化芸能館

ウイング・ウイング
高岡 クルン高岡

富山県
高岡文化
ホール

高岡市立
博物館

高岡市美術館
（高岡市 藤子・F・不二雄

ふるさとギャラリー）

楽しいコト、おもしろいモ
ノ。もちろん、行くちゃ！

高岡発
イベント情報紙

Vol.10

2021年冬号

「特別な会場」という意味で、歴史的建造物や文化施設など、コンサート
や会議などを行うことで特別感を演出できる会場のことです。
高岡では、高岡駅周辺のまちなかの施設を活用して、「ユニーク
べニューTAKAOKA オン まちなかステージ」を展開中です。
さあ、みんなでユニークベニューに行くちゃ！

「ユニークベニュー」って何？

開催状況にご注意ください
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お知らせした内容が中止・延期

となる場合がございます。最新の状況はそれぞれホームページを確認

するか、お問い合わせください。また催しに参加される際はマスク

着用、手指の消毒などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。



WingWing＊RAKUGO！

grava（Vo.布上智子、Vo.高野さおり、Pf.上野聡美）

B.Gt.小泉こうのすけ

Dr.ヤチシンヤ

問 たかおかホールサポーターの会 「パープル」事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

ジャズコンサート
「The Fireworks」

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催延期・中止・内容変更になる場合がございます。
チケットの発売、参加申込み、開催についての最新情報は、事業課HP〈 https://www.takaoka-bunka.com/〉をご確認ください。

第50回高岡市芸術祭関連事業

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

※第228回、第231回は事前申込が必要です（入場制限あり）／定員になり次第締め切ります。

入場無料

館蔵品展  仕切書にみる北前船交易 ～堀田家・八坂家文書から～
11月20日（土）～令和4年1月10日（月・祝）／高岡市立博物館 新館企画展示室

◆TAKAOKA西へ東へ。PURPLEおでかけサロンコンサート2021

12/12（日）開演13：30

公演会場／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

青少年わかば公演

問 お問合せ・チケット予約／高岡市芸術文化団体協議会事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

通常公演は、入場・観覧無料です。

2021年12月からのユニークベニューのラインナップが決まりました。

（第9回たのしい子どもおどりの会）

12月12日（日）12：00開演（11：30開場予定）14：30終演予定／富山県高岡文化ホール 大ホール
全席自由／500円（当日同額）

第228回（延期開催） 第231回 第232回

12/19（日）開演13：30
令和4年3/6（日）開演13：30
指揮：宮丸　勝　　　

合唱団「音楽室」

SONGS 2021 「SONGS PREMIUM LIVE」　
令和4年1月16日（日）／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

開演／19：00
music charge／1,000円

※詳細はFacebookをご確認ください。
※日程と内容は変更となる場合がございます。
　ご理解ご了承いただけますようお願い申し上げます。

問 SONGS 音創会 TEL.090-2830-6411（前田）

SONGS 音創会
Facebook

12/5

12/18 土

12/19

～ご来場されるお客様へ～

おしゃべりは
お控えください
おしゃべりは
お控えください

手指の消毒・検温 ご連絡先の
記入を
お願いします

感染拡大
防止のため
入場制限を
行います

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発熱、体調不良の方はご来場をお控えください。
またご来場される際は下記の事項にご協力・ご理解をお願いいたします。

市内の小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校の児童・生徒
たちが「ものづくり・デザイン科」の授業等で制作した作品を展示
します。

万葉歴史館が生まれ変わりました

富山大学芸術文化学部 大学院芸術文化学研究科
卒業・修了研究制作展 　GEIBUN13

越中万葉かるた屏風

過去の舞台公演の様子

風間杜夫

「売仕切（釧路昆布）」箱館・井村
利平→德衆丸儀助（堀田家持船）、
明治14年、博物館蔵

開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日／月曜 （祝・休日の場合は翌日）、
　　　　年末年始［12月29日（水）～令和4年1月3日（月）］
入館料／無料

開館時間／4月～10月は9：00～18：00、
　　　　　11月～3月は9：00～17：00
　　　　　※入館は閉館の45分前まで

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

問 高岡市万葉歴史館 TEL.0766-44-5511

観覧料／無料

令和4年2月11日（金・祝）～20日（日）／
高岡市美術館、富山大学高岡キャンパス

問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

日本遺産（北前船寄港地）である高岡市伏
木の有力な廻船問屋堀田家、八坂家の古
文書のうち、「仕切書」（船主と各地の問屋
が商品を売買した際の文書）を通して、各
地の特産品や取扱い商品など北前船交易
の一端を紹介します。

日本を代表するオペラ歌手 森麻季と、指揮者、作曲家、ピアニスト、チェンバリスト、オルガニ
ストとして多彩な才能を発揮し、各方面から大きな期待が寄せられている鈴木優人。「旬」の二
人が織りなす、ソプラノとチェンバロ・ピアノの天上の響き。

正月特別展示
12月22日（水）～令和4年1月24日（月）／高岡市万葉歴史館

当館が収蔵する万葉かるた、越中万葉かるた屏風などを展示します。
万葉集を通して正月の雰囲気を味わってください。

新たにリニューアルオープンした「万葉学習エリア」では、万葉集の
基礎知識や歌の魅力、越中国（えっちゅうのくに）などについて、
万葉集の世界になじみのない方にも分かりやすく展示しています。
また、「万葉集 句組み合わせあそび」
や「万葉集◯×クイズ」、「万葉仮名で
名刺を作ろう」などの体験コーナー
では、子どもから大人まで楽しく学ぶ
ことができます。

本公演は、平成24年度から継続して取り組む「たのしい子どもおどりの会」の第9回公演である。
子どもたちが日頃の練習成果を披露する場を設けるとともに、一人でも多くの子どもたちに邦楽
の舞台を鑑賞する機会を提供することで、次世代への継承に繋げていくことを目的に開催する。
おともだち出演として市内保育園の園児らも出演するなど、公演を通じて伝統芸能に親しむ若い
芽を育み、ファン層の拡大を目指すものである。

1949（昭和24）年東京生まれ。59～66年子役として活躍。早稲田大学演劇科、俳小養成所を経て、71年「表現劇場」を旗揚げ。77年
より「劇団つかこうへい事務所」作品に多数出演。82年映画『蒲田行進曲』で人気を博し、83年テレビ『スチュワーデス物語』教官役
で一世を風靡した。以来その演技力に対し高い評価を受けて幅広いジャンルで活躍。舞台・テレビ・映画・声の出演に加えて、1997年
より落語にも取り組み、毎年数多くの高座に上がり独演会を開くなど、華のある実力派俳優として常に第一線を走り続けている。

第８回クリエイティブ・たかおか
～未来に輝く 高岡市児童生徒作品展～

観覧料／無料

12月11日（土）～令和4年1月10日（月・祝）／高岡市美術館

2020年度会場風景

料金／一般5,000円（当日5,500円）、高校生以下1,000円（当日同額）

美術、工芸、デザイン、キュレーションなど、多様な研究・制作に取り
組む富山大学芸術文化学部卒業生および大学院研究科修了生に
よる作品や論文を展示します。

■高岡市美術館コレクション展示
　同時開催（観覧無料）

開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）　休館日／月曜（祝・休日の場合は翌平日）、年末年始［12月29日（水）～令和4年1月3日（月）］

休館日／火曜、年末年始［12月29日（水）～令和4年1月3日（月）］
観覧料／一般300円、65歳以上240円、中学生以下無料、団体（20名以上）240円

鈴木優人（チェンバロ、ピアノ）
＠Marco Borggreve

森麻季（ソプラノ）＠Yuji Hori　

森麻季＆鈴木優人デュオコンサート
12月15日（水）開演19：00（開場18：00）／富山県高岡文化ホール 大ホール

※曲目は都合により変更になる可能性があります　※公演の日時や内容は、都合により変更になる場合があります。

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

●出演 森麻季（ソプラノ）、鈴木優人（チェンバロ、ピアノ）

●曲目 J.S.バッハ=グノー：アヴェ・マリア
ヘンデル：歌劇「エジプトのジューリオ・チェーザレ」より　つらい運命は涙にあふれ
ヘンデル：歌劇「リナルド」より　涙の流れるままに　他

コーラスカルテット
「ヴィ・ザ・ヴィ」

●出演　高岡市芸術文化団体協議会日本舞踊部門会員の弟子（25歳以下）、おともだち出演／高岡保育園

●出演　風間杜夫（俳優） ※トークショー聞き手：さだありさ（富山県出身）

●風間杜夫プロフィール

風間杜夫独演会＆トークショー

※未就学児のご入場はできません（親子室をご利用できます。ご希望の方は、文化振興事業団事業課へお問合せください。）
※前売券完売の場合は当日券の販売はございません。　※車椅子（2席のみ）のお席は事業課窓口のみのお取扱いとなります。

お問合せ・チケット予約／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）問

令和4年2月20日（日）14：00開演（13：30開場予定）／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）
全席指定／3,000円（当日500円高）

［プレイガイド］電話予約できます／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 【発売当日の正午～】TEL：0766-20-1560／座席指定はご一任ください。
　　　　　　　　高岡市生涯学習センター3階サービスカウンター／高岡市ふくおか総合文化センター／
　　　　　　　　アーツナビ（富山県高岡文化ホール、富山県民会館、富山県教育文化会館、新川文化ホール）

［プレイガイド］（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課／高岡市生涯学習センター3階サービスカウンター

12月10日（金）10：00～チケット発売開始

事前申込受付：11/12（金）～ 事前申込受付：11/12（金）～ 事前申込不要（入場制限あり）

し   きり しょ

Marimba&piano before X'mas

出演／YOUTA（ユータ）、えつこ

生まれは違えど、もの心ついた時から音に慣れ親しみ、pianoに出逢い、ク
ラシックの繊細さを学んだ私たちの音に耳を傾けてください。そして一緒に
X'masの雰囲気を楽しみましょう。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

日本列島北から南へ歌の旅

出演／琴伝流大正琴Music Box K＆H

琴伝流大正琴Music Box主宰澤田佳子先生のもと、県西部の高岡市、砺波市、
小矢部市、南砺市の大正琴を楽しむ仲間が、一年に一度全員が一堂に会して、
お互いの健康や練習の成果を確かめ合います。一年間に十曲を練習してきまし
た。コロナで発表する機会がない中、ここで演奏できる幸せを感じ感謝します。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

日

日

14：00開演

14：00開演

ジミータカのアコースティックギター伴奏にあわせ、女性ボーカルを中心に、
昭和～平成の、皆さんおなじみの曲を歌います。ご来場の皆さんと一緒に楽しみ
ましょう。
曲例：真っ赤な太陽、木綿のハンカチーフ、ケセラセラ、糸、 etc ...。

ジミータカギター教室 “大人のクリスマスコンサート”

出演／ジミータカギター教室 御旅屋セリオ５階マルチスペース

14：00開演

富山の輝くミューズたち

問 お問合せ・チケット予約／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

［プレイガイド］（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課／高岡市生涯学習センター3階サービスカウンター／高岡市ふくおか総合文化センター／
　　　　　　　 アーツナビ（富山県高岡文化ホール、富山県民会館、富山県教育文化会館、新川文化ホール）

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）

入場料／各公演2,000円（全席自由）、2公演セット券3,000円（part1、part2の公演がご覧いただけます。）
　　　　セット券は事業課のみのお取り扱いとなります。

令和4年1月22日（土） 16：00開演（15：30開場予定）
出演／grava、小泉こうのすけ、ヤチシンヤ　　　

真冬のgravaコンサート
令和4年1月29日（土） 16：00開演（15：30開場予定）
出演／しらたまな、松浦有里ピアノトリオ

しらたまなコンサート

しらたまな

有料公演

各公演12月11日（土）チケット発売開始ユニークベニュースペシャルコンサート



WingWing＊RAKUGO！

grava（Vo.布上智子、Vo.高野さおり、Pf.上野聡美）

B.Gt.小泉こうのすけ

Dr.ヤチシンヤ

問 たかおかホールサポーターの会 「パープル」事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

ジャズコンサート
「The Fireworks」

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催延期・中止・内容変更になる場合がございます。
チケットの発売、参加申込み、開催についての最新情報は、事業課HP〈 https://www.takaoka-bunka.com/〉をご確認ください。

第50回高岡市芸術祭関連事業

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

※第228回、第231回は事前申込が必要です（入場制限あり）／定員になり次第締め切ります。

入場無料

館蔵品展  仕切書にみる北前船交易 ～堀田家・八坂家文書から～
11月20日（土）～令和4年1月10日（月・祝）／高岡市立博物館 新館企画展示室

◆TAKAOKA西へ東へ。PURPLEおでかけサロンコンサート2021

12/12（日）開演13：30

公演会場／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

青少年わかば公演

問 お問合せ・チケット予約／高岡市芸術文化団体協議会事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

通常公演は、入場・観覧無料です。

2021年12月からのユニークベニューのラインナップが決まりました。

（第9回たのしい子どもおどりの会）

12月12日（日）12：00開演（11：30開場予定）14：30終演予定／富山県高岡文化ホール 大ホール
全席自由／500円（当日同額）

第228回（延期開催） 第231回 第232回

12/19（日）開演13：30
令和4年3/6（日）開演13：30
指揮：宮丸　勝　　　

合唱団「音楽室」

SONGS 2021 「SONGS PREMIUM LIVE」　
令和4年1月16日（日）／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

開演／19：00
music charge／1,000円

※詳細はFacebookをご確認ください。
※日程と内容は変更となる場合がございます。
　ご理解ご了承いただけますようお願い申し上げます。

問 SONGS 音創会 TEL.090-2830-6411（前田）

SONGS 音創会
Facebook

12/5

12/18 土

12/19

～ご来場されるお客様へ～

おしゃべりは
お控えください
おしゃべりは
お控えください

手指の消毒・検温 ご連絡先の
記入を
お願いします

感染拡大
防止のため
入場制限を
行います

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発熱、体調不良の方はご来場をお控えください。
またご来場される際は下記の事項にご協力・ご理解をお願いいたします。

市内の小学校・中学校・義務教育学校・特別支援学校の児童・生徒
たちが「ものづくり・デザイン科」の授業等で制作した作品を展示
します。

万葉歴史館が生まれ変わりました

富山大学芸術文化学部 大学院芸術文化学研究科
卒業・修了研究制作展 　GEIBUN13

越中万葉かるた屏風

過去の舞台公演の様子

風間杜夫

「売仕切（釧路昆布）」箱館・井村
利平→德衆丸儀助（堀田家持船）、
明治14年、博物館蔵

開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）
休館日／月曜 （祝・休日の場合は翌日）、
　　　　年末年始［12月29日（水）～令和4年1月3日（月）］
入館料／無料

開館時間／4月～10月は9：00～18：00、
　　　　　11月～3月は9：00～17：00
　　　　　※入館は閉館の45分前まで

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

問 高岡市万葉歴史館 TEL.0766-44-5511

観覧料／無料

令和4年2月11日（金・祝）～20日（日）／
高岡市美術館、富山大学高岡キャンパス

問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

日本遺産（北前船寄港地）である高岡市伏
木の有力な廻船問屋堀田家、八坂家の古
文書のうち、「仕切書」（船主と各地の問屋
が商品を売買した際の文書）を通して、各
地の特産品や取扱い商品など北前船交易
の一端を紹介します。

日本を代表するオペラ歌手 森麻季と、指揮者、作曲家、ピアニスト、チェンバリスト、オルガニ
ストとして多彩な才能を発揮し、各方面から大きな期待が寄せられている鈴木優人。「旬」の二
人が織りなす、ソプラノとチェンバロ・ピアノの天上の響き。

正月特別展示
12月22日（水）～令和4年1月24日（月）／高岡市万葉歴史館

当館が収蔵する万葉かるた、越中万葉かるた屏風などを展示します。
万葉集を通して正月の雰囲気を味わってください。

新たにリニューアルオープンした「万葉学習エリア」では、万葉集の
基礎知識や歌の魅力、越中国（えっちゅうのくに）などについて、
万葉集の世界になじみのない方にも分かりやすく展示しています。
また、「万葉集 句組み合わせあそび」
や「万葉集◯×クイズ」、「万葉仮名で
名刺を作ろう」などの体験コーナー
では、子どもから大人まで楽しく学ぶ
ことができます。

本公演は、平成24年度から継続して取り組む「たのしい子どもおどりの会」の第9回公演である。
子どもたちが日頃の練習成果を披露する場を設けるとともに、一人でも多くの子どもたちに邦楽
の舞台を鑑賞する機会を提供することで、次世代への継承に繋げていくことを目的に開催する。
おともだち出演として市内保育園の園児らも出演するなど、公演を通じて伝統芸能に親しむ若い
芽を育み、ファン層の拡大を目指すものである。

1949（昭和24）年東京生まれ。59～66年子役として活躍。早稲田大学演劇科、俳小養成所を経て、71年「表現劇場」を旗揚げ。77年
より「劇団つかこうへい事務所」作品に多数出演。82年映画『蒲田行進曲』で人気を博し、83年テレビ『スチュワーデス物語』教官役
で一世を風靡した。以来その演技力に対し高い評価を受けて幅広いジャンルで活躍。舞台・テレビ・映画・声の出演に加えて、1997年
より落語にも取り組み、毎年数多くの高座に上がり独演会を開くなど、華のある実力派俳優として常に第一線を走り続けている。

第８回クリエイティブ・たかおか
～未来に輝く 高岡市児童生徒作品展～

観覧料／無料

12月11日（土）～令和4年1月10日（月・祝）／高岡市美術館

2020年度会場風景

料金／一般5,000円（当日5,500円）、高校生以下1,000円（当日同額）

美術、工芸、デザイン、キュレーションなど、多様な研究・制作に取り
組む富山大学芸術文化学部卒業生および大学院研究科修了生に
よる作品や論文を展示します。

■高岡市美術館コレクション展示
　同時開催（観覧無料）

開館時間／9：00～17：00（入館は16：30まで）　休館日／月曜（祝・休日の場合は翌平日）、年末年始［12月29日（水）～令和4年1月3日（月）］

休館日／火曜、年末年始［12月29日（水）～令和4年1月3日（月）］
観覧料／一般300円、65歳以上240円、中学生以下無料、団体（20名以上）240円

鈴木優人（チェンバロ、ピアノ）
＠Marco Borggreve

森麻季（ソプラノ）＠Yuji Hori　

森麻季＆鈴木優人デュオコンサート
12月15日（水）開演19：00（開場18：00）／富山県高岡文化ホール 大ホール

※曲目は都合により変更になる可能性があります　※公演の日時や内容は、都合により変更になる場合があります。

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

●出演 森麻季（ソプラノ）、鈴木優人（チェンバロ、ピアノ）

●曲目 J.S.バッハ=グノー：アヴェ・マリア
ヘンデル：歌劇「エジプトのジューリオ・チェーザレ」より　つらい運命は涙にあふれ
ヘンデル：歌劇「リナルド」より　涙の流れるままに　他

コーラスカルテット
「ヴィ・ザ・ヴィ」

●出演　高岡市芸術文化団体協議会日本舞踊部門会員の弟子（25歳以下）、おともだち出演／高岡保育園

●出演　風間杜夫（俳優） ※トークショー聞き手：さだありさ（富山県出身）

●風間杜夫プロフィール

風間杜夫独演会＆トークショー

※未就学児のご入場はできません（親子室をご利用できます。ご希望の方は、文化振興事業団事業課へお問合せください。）
※前売券完売の場合は当日券の販売はございません。　※車椅子（2席のみ）のお席は事業課窓口のみのお取扱いとなります。

お問合せ・チケット予約／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）問

令和4年2月20日（日）14：00開演（13：30開場予定）／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）
全席指定／3,000円（当日500円高）

［プレイガイド］電話予約できます／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 【発売当日の正午～】TEL：0766-20-1560／座席指定はご一任ください。
　　　　　　　　高岡市生涯学習センター3階サービスカウンター／高岡市ふくおか総合文化センター／
　　　　　　　　アーツナビ（富山県高岡文化ホール、富山県民会館、富山県教育文化会館、新川文化ホール）

［プレイガイド］（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課／高岡市生涯学習センター3階サービスカウンター

12月10日（金）10：00～チケット発売開始

事前申込受付：11/12（金）～ 事前申込受付：11/12（金）～ 事前申込不要（入場制限あり）

し   きり しょ

Marimba&piano before X'mas

出演／YOUTA（ユータ）、えつこ

生まれは違えど、もの心ついた時から音に慣れ親しみ、pianoに出逢い、ク
ラシックの繊細さを学んだ私たちの音に耳を傾けてください。そして一緒に
X'masの雰囲気を楽しみましょう。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

日本列島北から南へ歌の旅

出演／琴伝流大正琴Music Box K＆H

琴伝流大正琴Music Box主宰澤田佳子先生のもと、県西部の高岡市、砺波市、
小矢部市、南砺市の大正琴を楽しむ仲間が、一年に一度全員が一堂に会して、
お互いの健康や練習の成果を確かめ合います。一年間に十曲を練習してきまし
た。コロナで発表する機会がない中、ここで演奏できる幸せを感じ感謝します。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

日

日

14：00開演

14：00開演

ジミータカのアコースティックギター伴奏にあわせ、女性ボーカルを中心に、
昭和～平成の、皆さんおなじみの曲を歌います。ご来場の皆さんと一緒に楽しみ
ましょう。
曲例：真っ赤な太陽、木綿のハンカチーフ、ケセラセラ、糸、 etc ...。

ジミータカギター教室 “大人のクリスマスコンサート”

出演／ジミータカギター教室 御旅屋セリオ５階マルチスペース

14：00開演

富山の輝くミューズたち

問 お問合せ・チケット予約／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

［プレイガイド］（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課／高岡市生涯学習センター3階サービスカウンター／高岡市ふくおか総合文化センター／
　　　　　　　 アーツナビ（富山県高岡文化ホール、富山県民会館、富山県教育文化会館、新川文化ホール）

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）

入場料／各公演2,000円（全席自由）、2公演セット券3,000円（part1、part2の公演がご覧いただけます。）
　　　　セット券は事業課のみのお取り扱いとなります。

令和4年1月22日（土） 16：00開演（15：30開場予定）
出演／grava、小泉こうのすけ、ヤチシンヤ　　　

真冬のgravaコンサート
令和4年1月29日（土） 16：00開演（15：30開場予定）
出演／しらたまな、松浦有里ピアノトリオ

しらたまなコンサート

しらたまな

有料公演

各公演12月11日（土）チケット発売開始ユニークベニュースペシャルコンサート



12月開催予定

第41回 高岡万葉まつり

万葉集全20巻朗唱の会
第32回動画でつなぐ4,516首

お問い合わせ／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課  〒933-0023 富山県高岡市末広町1番7号 高岡市生涯学習センター3階
 TEL.0766-20-1560  FAX.0766-20-1562  URL：http://www.takaoka-bunka.com

【実施主体】高岡市／末広開発（株）／（株）高岡ステーションビル／オタヤ開発（株）／（公財）高岡市民文化振興事業団

問 高岡万葉まつり実行委員会事務局（高岡市観光交流課内） TEL.0766-20-1301

問 末広開発株式会社まちづくり事業部 TEL.0766-20-0555

たかおか
ストリートHP

第3回 わくわくメルヘン
ランド

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

クリスマスの季節に、親子で楽しめるワーク
ショップを御旅屋セリオ及び御旅屋通りで
開催予定です！詳細は、開催告知チラシ及び
たかおかストリートでご確認ください。

※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、
　中止となる場合があります。

2/13

2/27

1/23

訪れる人が持ち寄った本でつくるまちの図書館です。会員登録を
すれば小学生以上の方は、どなたでもご利用いただけます。
お気軽にお立ち寄りください。

問 御旅屋セリオ（オタヤ開発株式会社） TEL.0766-27-1850

場所／御旅屋セリオ6階 フリースペース内   開館時間／10：00～18：00
休館日／御旅屋セリオの休館日（毎週水曜／繁忙期を除く）
貸出冊数・貸出期間／１冊（30日間）

※会員登録等の手続きをご希望の場合は、事前にオタヤ開発までお問い合わせください。

高岡万葉まつり YouTubeチャンネル▶

高岡のまちと一緒にそだつライブラリー

＠高岡おたや
クリスマスパーティー2021クリスマスパーティー2021

サ

ンタ
さん

もやってくる！?

1/30

1/30

2021年の高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」は皆さんからの動画で 万葉集全4,516首を
つなぎました。YouTubeで公開しております。ぜひご覧ください。 家持くん

富山銀行は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
※写真は「クリスマスツリーと雪」を
　イメージしたライトアップ。

富山銀行は、「高岡駅前の賑
わい」創出にも貢献するため、
本店ビルのライトアップを
実施しています！

テンポの良い洋楽を！

出演／Life in a Maf  ia Family

高岡発、3人3色が良い感じに一つになったグループです。
洋楽カバーを中心に演奏しています。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

大人のアコースティック・ブルース＆バラード

出演／SOFT CREAM

アコースティックギター、ベース、カホン、ピアノ、キーボード、ブルースハープ
で、ロックギターの神様『エリック・クラプトン』のブルース＆バラードを演
奏します。ちょっと渋めのアコースティック・ロックを楽しんでください。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

toiro まちなか 演遊会

出演／とやまクラリネット友の会♡toiro

高岡のまちなかにいろんな種類のクラリネットが大集合！！パワフルだけど
優しい、大編成のアンサンブルをお楽しみください。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

12：00開演
日

日

日

日

15：00開演

14：00開演

1970年代からのフォークソングを中心に演奏をしています。アコースティック
ギター、ベース、カホンの3人編成。高岡市を拠点に活動しています。いつもは3人
ですが、今回は特別にキーボードとギターを加えてフルバンドで演奏します。
ライブでは会場の皆さんと一緒に、懐かしい歌を歌って過ごしたいと思います。

懐かしのフォークソング

出演／O-Z 倶楽部 Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

14：00開演

出演／ハーモニカアンサンブル「四番街のマリー」　

懐かしい昭和のメロディー
私たちは県西部のハーモニカ認定指導員５名で編成、全日本ハーモニカ連盟・富山県ハーモ
ニカ協会に所属し、東京での演奏会(杉並公会堂)、福井県ハーモニカに親しむ会、赤羽
ホール(金沢)などの演奏を通じ、幅広いレパートリーで活動しているハーモニカアンサン
ブルのグループです。地元での各種イベントにも積極的に協力させていただいております。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

14：00開演
日

日
新春初笑い！アレマーだら～ずお笑いショー

出演／アレマー玉井、だら～ず山下

富山を拠点として活動している高岡在住のマジシャン、アレマー玉井と漫談家、
だら～ず山下がお届けするマジック＆お笑いショー。市民の皆さんと一緒に
2022年の新年初笑い！

御旅屋セリオ５階マルチスペース

1/9
14：00開演

アレマー玉井 だら～ず山下

高岡古城公園

高岡駅 あいの風とやま鉄道線
JR城端線JR城端線JR城端線

J
R
氷
見
線

山町ヴァレー

御旅屋セリオ
エルパセオ

高岡市民
病院

文化芸能館

ウイング・ウイング
高岡 クルン高岡

富山県
高岡文化
ホール

高岡市立
博物館

高岡市美術館
（高岡市 藤子・F・不二雄

ふるさとギャラリー）

楽しいコト、おもしろいモ
ノ。もちろん、行くちゃ！

高岡発
イベント情報紙

Vol.10

2021年冬号

「特別な会場」という意味で、歴史的建造物や文化施設など、コンサート
や会議などを行うことで特別感を演出できる会場のことです。
高岡では、高岡駅周辺のまちなかの施設を活用して、「ユニーク
べニューTAKAOKA オン まちなかステージ」を展開中です。
さあ、みんなでユニークベニューに行くちゃ！

「ユニークベニュー」って何？

開催状況にご注意ください
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お知らせした内容が中止・延期

となる場合がございます。最新の状況はそれぞれホームページを確認

するか、お問い合わせください。また催しに参加される際はマスク

着用、手指の消毒などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。


