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６月 イベント情報
たかおかストリート

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

■瑞龍寺ひとつやいと
日時 6月1日（金） 9:00～16:00
会場 国宝瑞龍寺、 料金 500円

■ 御印祭
日程 6月19日（火）･ 20日（水）
場所 金屋町各町内

19日前夜祭(街流し) 18:00～21：30  

■ オタヤきらきらドーム市
日時 6月17日(日)12：00～16:00 会場 御旅屋通りアーケード

２０１８

■ 大仏ごりやくの日
日時 6月3日(日) 10:00～13:00 会場 大仏寺
◎ごりやく市 10:00～13:00/大仏前公園
◎ごりやく寄席10:00～12:00/大仏寺本堂
今回、ごりやく法要は休ませて頂きます。

■ オタヤオープンカフェ「願い道」
日時 6月9日(土) 13:00～15:30
場所 御旅屋通りアーケード、出演 彩ら

■ 「路電の日」万葉線電車まつり
日時 6月9日(土) 10:00～15:00
会場 万葉線米島口車庫
路面電車展示・ミニトラム試乗、万葉線グッズ販売など

御印祭御印祭前夜祭

キャッシュバック

国泰寺開山忌

万葉マラソン

電車まつり

SONGS

祇園祭 ■ たかおか落語祭り2018
日程 6月1日(金)～3日(日)
会場 山町ヴァレー､大仏茶屋､高陵金寿堂他 全6ヵ所
メイン 伏木コミュニティセンター 6月3日(日)13：30～16:00

入場料 前売 2,500円(当日 500円高)

■ すえひろーどキャッシュバック(毎月第２土曜日開催)

日時 6月9日（土）12：00～15::00、会場 すえひろーどインフォメーション

■ オタヤこども食堂 毎月第2・第4土曜日開催
日時 6月9日（土）・23日(土) 12：00～15:00
会場 御旅屋セリオ(高岡大和)6階
高校生までの子ども無料・同伴の大人300円

■ 第54回高岡商業高校吹奏楽部定期演奏会
日時 6月22日(金) 開演 18:00、23日(土)､24日(日) 開演14:00
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール、客演奏者 城宝泰子氏(フルート)
入場料 前売 一般・学生 800円 (当日1,000円) 、未就学児無料

■ 第38回高岡万葉マラソン
日程 6月10日(日) 開会式 8:30、スタート 9:10
スタート・ゴール 高岡市営城光寺陸上競技場

■ CANTOYAMA第2回公演オペラ《ドン･パスクワーレ》
日時 6月3日(日) 開演13:30 (開場 13:00)
場所 富山県高岡文化ホール 大ホール
入場料 2,000円(全席自由)

■ たかおか朝市
日程 6月10日(日)・24日(日) 5:30～7:30 野菜・花・食品 他
場所 坂下町通り一帯

夏越大祓

ひとつやいと

■ えき近夕市
日時 毎週火曜・金曜 14:00～16:00
会場 高岡駅南北通路(万葉ロード） 瑞龍寺口側

えき近夕市

天才たちと何できる

サロンコンサート

■ ｢天才たちと何できる？」第3弾藤重佳久(吹奏楽)
日時 6月30日(土)・7月1日(日)、指導 藤重佳久(長崎活水中学校・高校吹奏楽部監督)
会場 高岡西部中学校、芳野中学校、戸出コミュニティセンター
モデルバンド 高岡西部、芳野、戸出&福岡各中学校吹奏楽部
対象 学生及び吹奏楽部部員及び引率者(保護者、学校関係者)に限定

■ 国泰寺開山忌
日時 6月2日（土）16:00～、3日(日)14:00～
会場 国泰寺

■ オタヤ市 ※出店希望の方は、御旅屋通り商店街へ

日時 毎週木曜 12：00～ 会場 御旅屋通りアーケード

■ 祇園祭 京都 先斗町の芸妓・舞妓による「舞踊奉納」

日時 6月15日（金）15:30～
会場有磯正八幡宮 ※牛頭御弊頒布 1,000円/体

ブラスアンサンブル
BEST

コンプレッサー

末広開発まちづくり事業部より「６月イベント情報」を
お届けいたします。

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
TEL 0766-20-0555 FAX 0766-20-0666
E-mail  tmo@p1.coralnet.or.jp

※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。
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■ 白鳥真太郎写真展貌･KAOⅡ白鳥写真館「これから…」
会期 4月21日(土)～6月24日(日) 9:00～17:00(入館16:30まで)
会場 ミュゼふくおかカメラ館 月曜休館(祝日の場合翌日)
入館料 当日 一般 800円､高・大 400円､小・中 100円
土・日・祝は高校生以下無料

■ 第57回日本伝統工芸富山展
会期 5月25日(金)～6月10日(日) 9:30～17:00(入館16:30迄)
会場 高岡市美術館、月曜日休館
観覧料 一般 800円、シニア 640円、大学生 500円、高校生以下無料
･同時開催 コレクション展 高岡の金工･漆芸 5/11(金)～6/10(日)入場無料
6月1日(金) 14:00～15:00 高岡美術館が街に出ます 御旅屋セリオ(大和高岡店)6階
次回展示、6月23日(土)～7月7日(土) 第24回高岡市民美術展

■ SONGS Little Wing LIVE 2018-2019 vol.03
日時 6月1日(金) 開演 20:00 、入場料 500円
出演 MAMI、バラ図と展開、Naoki Simada、moii moii、

ボブ、21世紀おじさん、シルフの森
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)

■ SONGS Little Wing LIVE 2018-2019 vol.04
日時 6月22日(金) 開演 20:00 、入場料 500円
出演 ハード＆ルース、イノセンス、めるもんど(レコ発)
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)

■ 特別展古写真に見る高岡
会期 6月2日(土)～8月19日(日) 9:00～17:00(入館16:30まで)
会場 高岡市立博物館 月曜休館(祝日の場合翌日)、入館料 無料

■ ROCK TOWN TAKAOKA2018
日時 6月9日(土) 開演 10:30(開場10:00)
会場 高岡市生涯学習センター ホール･Little Wing、電車ライブ
入場料 4,500円

■ PURPLEおでかけサロンコンサート
日時 6月17日(日) 開演 13:30 、入場無料
出演 高岡フィルハーモニー管弦楽団、指揮 本多敏良
曲目 ドボルザーク交響曲第9番「新世界より」第4楽章ほか
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)

■ ブラスアンサンブル・ベスト第5回不定期演奏会
日時 6月17日(日) 開演 18:30 (開場 18:00)
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)
曲目 オリンピックファンファーレ&テーマほか

入場料 前売 一般 2,000円、高校生以下 1,000円 (当日各300円高)

■ 芸暦10周年記念コンプレッサーマジックショー
日時 6月10日(日) 開演 12:30 (開場 12:00)
会場 高岡市ふくおか総合文化センター
出演 コンプレッサー､ともやん､ゲスト 立川志の輔､良鳴竜一(和太鼓)
入場料 指定席 一般 3,500円､中学生以下 1,500円 (当日各500円高)

自由席 一般 3,000円､中学生以下 1,000円 (当日各500円高)

■ 大和高岡店・御旅屋セリオ6月の主なイベント
5月26日(土)～6月3日(日) 初夏の特別ご優待 DPCポイント2倍、10回手数料無料
6月23日(土)～7月3日(火) 夏のクリアランス DPCポイント2倍、10回手数料無料

■ 第6回全国コロッケフェスティバルin高岡
日時 6月24日(日) 10:00～15:30
場所 高岡テクノドーム 全国の30団体が自慢の品をアピール

第54回高岡商業高校吹奏楽部定期演奏会

朝市


