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浅井愼平写真展(12/1～1/20)

大晦日

1

元日
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■ 大坂昌彦スペシャル･ユニット ジャズライブ
日時 12月7日(金) 開演 19:00 (開場 18:30)
入場料 前売 一般 3,000円(当日500円高)、高校生以下 1,000円
会場 富山県高岡文化ホール大ホール
日時 12月8日(土) 10:00～16:00 (雨天決行)
会場 山町ヴァレー、(サテライト会場 山町茶屋2階)
約20の雑貨･フード･スウィーツなどのお店が出店

■ JTB バドミントン S/Jリーグ2018 高岡大会

大和水曜営業
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会期 12月1日(土)～1月20日(日)
休館日月曜日(祝日の場合､翌日)、年末年始(12/29～1/3)
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 800円、高・大 400円、小・中学生 100円
※土日祝、高校生以下無料

■ 山町テラス 空と蔵とマーケットvol.3

浅井愼平写真展(12/1～1/20)

24

12月2日(日)に開催予定の大仏ごりやくの日は、諸般の事情により、
お休みとなりました。次回開催は、来年2月3日(日)です。

■ 浅井愼平写真展｢HŌBŌ｣｢星の片隅｣より

浅井愼平写真展(12/1～1/20)

浅井愼平写真展(12/1～1/20)

たかおかストリート

浅井愼平写真展(12/1～1/20)

大和初売

※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。

■ 椿絵名品展 つばき咲く-光琳、大観、夢二など会期 10月26日(金)～12月9日(日) 月曜休館
開館時間 9：30～17：00（入館は16：30まで）
会場 高岡市美術館
入場料 一般 1,000円、高・大 700円、中学生以下無料
＜次回展＞ 12月15日(土)～1月20日(日)
第5回クリエイティブ･高岡～未来に輝く 高岡市児童生徒作品展

■ 第27回高岡つばき展
日時 12月8日(土)･9日(日) 入場無料
9:00～17:00(9日は15:30まで)
会場 おとぎの森公園 アトリウムガーデン他

■ ストリート ダンス バトル DANCE TRAIN
日時 12月9日(日) 12:00～ 観戦無料
会場 クルン高岡地下 B1ステージ
チーム･個人によるダンスバトルが展開!!

■ 2018クリスマスこどものつどい 高岡会場
日時 12月15日(土)午前の部 11:00～、午後の部 14:00～
会場 富山県高岡文化ホール
入場料 入場整理券が必要(北日本新聞などで配布)

■ 御旅屋メルヘン広場イルミネーション
期間 11月22日(木)～1月15日(火) 17:00～21:00
会場 御旅屋メルヘン広場(高岡大和横)
12月4日(火)まで 冬のご優待7DAYS Wポイント､10回手数料無料
12月15日(土)～24日(月) 歳末スペシャル Wポイント､10回手数料無料

■ たかまちお買物ラリー
12月1日(土)～1月31日(木)
高岡市中心商店街加盟店でお買物･ご飲食して、
抽選で合計450名に賞品が当る!!

■ オタヤこども食堂
12月8日(土)・22日(土) 12:00～15:00
会場 御旅屋セリオ(大和高岡店)6階
料金 高校生以下無料・大人300円

日時 12月8日(土) 13:30～、入場無料
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)
ぴぺっとのクリスマスコンサート、お子様に、プレゼントを用意
出演 西野有香(トランペット)､中沖いくこ(ピアノ)

■ 第3回わくわくメルヘンランドクリスマスパーティー
日時 12月9日(日) 12:00～17:00
会場 御旅屋セリオ、御旅屋メルヘン広場
①ミニクリスマスケーキ作り､②スノードーム作り(①､②は予約要)
③おにいさん､おねえさんと遊そぼう
④サンタさんからプレゼントをもらおう

■ ジャズ･パーク たかおか
日時 12月9日(日) 11:00～20:00
会場 高岡市生涯学習センター4階 ホール、スタジオ405
入場料無料、県内活動バンドがノンストップLIVEを展開

■ THE FIREWORKS 十二尺玉ライブ

日時 12月9日(日) 開演 14:00 (開場 13:30)
会場 高岡市ふくおか文化ホール(Uホール)
入場料 一般 1,500円(当日300円高)、中･高1,000円(当日200円高)
ゲスト 布上智子(ボーカル)
日時 12月14日(金) 開演 20:00、入場料 500円
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)

■ 第19回次元寄席
日時 12月15日(土) 開演 19:00 (開場 18:30)
会場 和風カフェ 次元、入場料 前売 3,000円、当日 3,500円
出演 柳家さん生、三遊亭良楽

■ TAKAOKA冬の音楽祭 森 雅史バス･リサイタル
日時 12月22日(土) 開演 16:00 (開場 15:30)
入場料 一般 4,000円(当日 500円高)、学生 2,000円
会場 高岡市生涯学習センター4階 ホール

■ SONGS特別番外編 ドラ娘Ⅱ
日時 12月23日(日･祝) 開演 17:00、入場料 1,000円
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)

■ たかまち「おでかけ」ウォーク
12月25日(火)で本年の「おでかけ」ウォーク終了です!!
高岡市中心商店街をまわって、ポイントGET
抽選で500円商品券がもらえます!!

日時 12月16日(日) 12:00～
場所 御旅屋通り商店街

■ ウイング･ウイング 2018クリスマス会

■ SONGS Little Wing LIVE 2018-2019 vol.08

■ 大和高岡店・御旅屋セリオ12月の主なイベント

■ OTAYAきらきらドーム市 ■ オタヤ市

日時 12月8日(土)・9日(日) 第1試合開始 11:00
入場料 特別アリーナ 5,000円(1コート30席限定、当日先着順)
一般 2,000円、高校生1,000円、小･中学生 700円
会場 高岡市民体育館
地元トナミ運輸3連覇へ向けて、みんなで応援サポートしよう!!

＜１月イベント予告＞

■ 第33回 日本海高岡なべ祭り
※1/3は休み

日時 毎週木曜日 12:00～
場所 御旅屋通り商店街

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

日時 2019年1月12日(土)・13日(日) 11:00～16:00
すり身ごっつお鍋･海鮮シチュー鍋･ご当地自慢鍋ほか
前売券2枚セット 600円 12/1より発売!! チケットぴあPコード(992-037)
(当日券は、1枚350円 前売券でお得になべ祭りを楽しもう!!)

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

