高岡市内イベントスケジュール (平成30年度)
※各イベントは、主催者、出演者、天候その他の事情により、中止･変更となる場合があります。

5月
9月

10月

イベント名称
日程
5月29日(火)～11月30日(金) 原画展「F-GIRLSコレクション展」 後期

高岡市藤子･F・不二雄ふるさとギャラリー

開催場所

問い合わせ先
高岡市藤子･F・不二雄ふるさとギャラリー

高岡市万葉歴史館

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市万葉歴史館

9月5日(水)～10月22日(月)
9月8日(土)～11月25日(日)

企画展「堀田一族と伏木 ～堀田善衛(よしえ)生誕100年記念」 高岡市立博物館

9月8日(土)～10月8日(月･祝)

牧野貞之万葉集写真展／富士フイルムフォトコンテスト入賞作品展

9月8日(土)～1月20日(日)

カメラ コレクション展 Ⅱ期

秋の特別企画展「田村泰秀万葉拓本展」

10月5日(金)～10月7日(日)
10月5日(金)～10月7日(日)
10月6日(土)
10月7日(日)
10月11日(木)
10月12日(金)
10月12日(金)～14日(日)
10月12日(金)～20日(土)
10月13日(土)
10月13日(土)
10月13日(土)
10月13日(土)・14日(日)
10月13日(土)・14日(日)
10月13日(土)・14日(日)

高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」
2018万葉まつりMusic Fes
大伴家持顕彰祭
大仏ごりやくの日
古文書講座(第3講/全6講) 「初めての古文書教室」
SONGS LittleWing LIVE 2018-2019 vol.06
秋季山野草展
第48回高岡市芸術祭 高岡市美術作家連盟展
幌武者祭り
鉄道の日 万葉線電車まつり
タカマチ復活祭 懐かしのお子様ランチ&ワークショップ
タカマチ復活祭 映画デンサン試写会
タカマチ復活祭 おたや落語会
第33回創己祭
10月13日(土)～11月25日(日) 青木絋二 スポーツ報道写真展
タカマチ復活祭 手打ちおろしそば おたや庵
10月14日(日)
たかおか朝市
10月14日(日)

10月14日(日)
10月14日(日)
10月20日(土)･21日(日)
10月20日(土)･21日(日)
10月21日(日)
10月21日(日)
10月21日(日)
10月21日(日)
10月21日(日)
10月21日(日)
10月21日(日)
10月21日(日)
10月23日(火)
10月25日(木)

TAKAOKA秋の音楽祭「第4回みんなで歌おう1000人の高岡第九」

国境なきUNDO KAI 2018
秋のバラ展
第29回高岡法科大学 大学祭
タカマチ復活祭 おたやで寺子屋を体験しよう!
タカマチ復活祭 タカマチ文化芸術作品展・国際交流活動報告!

タカマチ復活祭 美術館のもうひとつの楽しみ方を教えます!
タカマチ復活祭 わくわくメルヘンランド ジャック･オー･ランタン作り

TAKAOKA秋の音楽祭「サーカス40周年コンサート」
SONGS JAZZ Style カンザスシティバンド 高岡でも UPROAR!!

八丁道おもしろ市
TGRラリーチャレンジin高岡
高橋 敦トラッンペットリサイタル2018
古文書講座(第4講/全6講) 「初めての古文書教室」

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

ミュゼふくおかカメラ館
ミュゼふくおかカメラ館

(公財)高岡市民文化振興事業団 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

高岡古城公園
高岡市民体育館
大伴神社前
大仏寺
高岡市立博物館 3階講堂

高岡万葉まつり実行委員会
万葉まつりMusic Fes実行委員会
大伴家持卿顕彰会
末広開発

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

高岡おとぎの森公園
高岡市美術館
戸出野神社周辺
万葉線米島口車庫
御旅屋セリオ6階
御旅屋セリオ6階
御旅屋セリオ6階
富山大学高岡キャンパス
ミュゼふくおかカメラ館
御旅屋セリオ6階
坂下町通り

(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

SONGS音創会
高岡おとぎの森公園
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市美術館
高岡市商工会
万葉線(株)
タカマチ復活祭実行委員会
タカマチ復活祭実行委員会
タカマチ復活祭実行委員会
富山大学芸術文化学部創己祭実行委員会
(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館

タカマチ復活祭実行委員会
たかおか朝市実行委員会
高岡市ふくおか総合文化センター・アリーナ (公財)高岡市民文化振興事業団
高岡市民体育館
国境なきUNDO KAN 実行委員会
高岡おとぎの森公園
高岡おとぎの森公園
高岡法科大学
高岡法科大学
御旅屋セリオ6階
タカマチ復活祭実行委員会
御旅屋セリオ6階
タカマチ復活祭実行委員会
御旅屋セリオ6階
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市美術館
御旅屋通り
末広開発
高岡市生涯学習センター4階ホール
(公財)高岡市民文化振興事業団
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会
国宝瑞龍寺参道
八丁道おもしろ市実行委員会
高岡市役所～市内各所
高岡市生涯学習センターホール (株)グローバル.
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館
高岡市立博物館 3階講堂

日程
10月26日(金)～12月9日(日)

10月28日(日)
10月28日(日)
11月

11月1日(木)～5日(月)
11月3日(土・祝)
11月3日(土・祝)
11月3日(土・祝)

問い合わせ先
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市美術館
たかおか朝市実行委員会
富山マラソン実行委員会

高岡おとぎの森公園
高岡おとぎの森公園
高峰公園
高岡市教育委員会
有礒正八幡宮(横田町)
有礒正八幡宮
ふくおか総合文化センター
高岡市産業建設課
高岡古城公園
高岡商工会議所
高岡大橋下流庄川左岸
庄川鮭まつり実行委員会
有礒正八幡宮(横田町)
有磯正八幡宮ふいご講
大仏寺
末広開発
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール
富山県高岡文化ホール
高岡スポーツコア
ねんりんピック富山2018高岡市実行委員会
高岡スポーツコア
ねんりんピック富山2018高岡市実行委員会
高岡西部総合公園
ねんりんピック富山2018高岡市実行委員会
高岡市生涯学習センター
ねんりんピック富山2018高岡市実行委員会
(公財)高岡市民文化振興事業団
高岡市立博物館
高岡市立博物館 3階講堂
クワチュオール･ザイール サクソフォンカルテットコンサート 富山県高岡文化ホール
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール
とやま室内楽フェスティバル ロビーコンサート
富山県高岡文化ホール 小ホールとやま室内楽フェスティバル実行委員会
TAKAOKA未来クリエーション「劇団四季～こころの劇場」王様の耳はロバの耳 射水市高周波文化ホール
(公財)高岡市民文化振興事業団
秋の盆栽展
高岡おとぎの森公園
高岡おとぎの森公園
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会
SONGS 100th SPECIAL LIVE
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館
高岡市立博物館 呈茶の会 松聲庵
高岡市立博物館
高岡園遊会2018
富山県高岡文化ホール
富山新聞社
2018たかおか食彩フェア
高岡テクノドーム
高岡市農林水産業まつり実行委員会
第36回富山県駅伝大会
富山市～高岡市～富山市
読売新聞北陸支社
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館
古文書講座(第6講/全6講) 「初めての古文書教室」 高岡市立博物館 3階講堂
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) 高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」
第200回パープルおでかけサロンコンサート
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館
郷土学習講座(第2講/全3講) 「堀田一善さんに聞く」 高岡市立博物館 3階講堂
第27回高岡フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会 高岡市生涯学習センター4階ホール
高岡フィルハーモニー管弦楽団
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会
SONGS LittleWing LIVE 2018-2019 vol.07

12月1日(土)～1月20日(日) 淺井愼平写真展 星の片隅―HŌBŌより
大仏ごりやくの日
12月2日(日)
12月7日(金)
12月8日(土)･9日(日)
12月14日(金)

正月特別展示
「スタンダード･バスターズ」JAZZライブ
第27回早咲き高岡つばき展
SONGS LittleWing LIVE 2018-2019 vol.08

12月15日(土)～1月20日(日)

第5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～

12月22日(土)

TAKAOKA冬の音楽祭「森 雅史リサイタル」

(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館
ミュゼふくおかカメラ館
大仏寺
末広開発
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市万葉歴史館
高岡市万葉歴史館
富山県高岡文化ホール 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
高岡おとぎの森公園
高岡おとぎの森公園
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会
高岡市美術館
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市美術館
高岡市生涯学習センター4階ホール
(公財)高岡市民文化振興事業団

1月1日(火･祝)

福岡元旦健康マラソン

Uホール(スタート)

12月5日(水)～1月28日(月)

1月

開催場所
高岡市美術館
坂下町通り
高岡市役所前～富山環水公園

高岡菊花大会
高峰譲吉生誕祭
明治節祭
第12回ふくおか産業フェスティバル
11月3日(土･祝)～11月25日(日) 秋の高岡古城公園お濠めぐり遊覧船
11月3日～25日の土・日・祝 庄川鮭まつり
ふいご恵比寿講祭
11月4日(日)
大仏ごりやくの日
11月4日(日)
稲垣潤一コンサート2018
11月4日(日)
ねんりんぴっく富山2018(ソフトテニス)
11月4日(日)･5日(月)
ねんりんぴっく富山2018(ゲートホール)
11月4日(日)･5日(月)
ねんりんぴっく富山2018(グラウンド･ゴルフ)
11月4日(日)･5日(月)
ねんりんぴっく富山2018(川柳)
11月4日(日)･5日(月)
古文書講座(第5講/全6講) 「初めての古文書教室」
11月8日(木)

11月8日(木)
11月8日(木)
11月8日(木)･9日(金)
11月9日(金)～11日(日)
11月10日(土)
11月17日(土)
11月18日(日)
11月18日(日)
11月中旬(予定)
11月22日(木)
11月24日(土)
11月24日(土)
11月25日(日)
11月30日(金)
12月

イベント名称
椿絵名品展 つばき咲く -光琳、大観、夢二などたかおか朝市
富山マラソン2018

高岡市福岡教育行政センター

日程

イベント名称
1月12日(土)･13日(日) (予定) 第33回日本海高岡なべ祭り
戸出ふれあい鍋まつり
1月14日(月･祝) (予定)
ジョージ･リー ピアノコンサート
1月16日(水)
第18回山町筋の天神祭
1月19日(土)･20日(日)
第40回越中万葉かるた大会
1月20日(日) (予定)
SONGS LittleWing LIVE 2018-2019 vol.09
1月25日(金)
第31回富山県高岡文化ホール 新春フェスティバル
1月26日(土)･27日(日)
1月26日(土)～2月24日(日) 第65回ニッコールフォトコンテスト写真展
1月26日(土)～4月14日(日) カメラ コレクション展 Ⅲ期
1月30日(水)～3月11日(月) 特別展示「万葉のふるさと高岡フォトコンテスト入賞作品展」

開催場所
市内中心市街地
戸出コミュニティセンター
富山県高岡文化ホール
山町筋一帯
ふくおか総合文化センター

問い合わせ先
日本海高岡なべ祭り実行委員会
戸出商店街連盟
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

土蔵造りのある山町筋まちづくり実行委員会
高岡古城ライオンズクラブ
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール
富山県高岡文化ホール
(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館
ミュゼふくおかカメラ館
(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館
ミュゼふくおかカメラ館
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市万葉歴史館
高岡市万葉歴史館

2月

2月2日(土)
2月2日(土)～5月6日(月･祝)
2月3日(日)
2月9日(土)～2月24日(日)
2月23日(土)
2月24日(日)

TAKAOKA冬の音楽祭「堀正文と２人のミューズたち」 高岡市生涯学習センター4階ホール
(公財)高岡市民文化振興事業団
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館
館蔵品展「昔の道具とくらし」
高岡市立博物館
大仏ごりやくの日
大仏寺
末広開発
GEIBUN10 富山大学芸術文化学部 卒業・修了研究制作展（仮称） 高岡市美術館
(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
SONGS PREMIUM LIVE Dear HANA Flower LIVE
第201回パープルおでかけサロンコンサート
高岡市生涯学習センター 4階 高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」
福岡町市街地
ウエルカム福岡
2月下旬～3月3日(日) (予定) 第10回ふくおかひなまつり

3月

3月2日(土)～4月14日(日)
3月3日(日)
3月9日(土)
3月9日(土)･10日(日)
3月9日(土)･10日(日)
3月21日(木･祝)
3月29日(金)

ワンダーフォト写真展
大仏ごりやくの日
郷土学習講座(第3講/全3講) 「氷見獅子について」
第28回高岡つばき展
第19回山町筋のひなまつり
TAKAOKA冬の音楽祭「オーケストラ×吹奏楽の祭典」
SONGS LittleWing LIVE 2018-2019 vol.10

ミュゼふくおかカメラ館
大仏寺
高岡市立博物館 3階講堂
高岡おとぎの森公園
山町筋一帯
富山県高岡文化ホール

(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館

末広開発
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

高岡おとぎの森公園
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
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会

