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
6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
6月2日(土)～8月19日(日)
6月23日(土)～7月7日(土)

6月30日(土)・7月1日(日)
6月30日(土)～9月2日(日)
6月30日(土)～9月2日(日)

7月

7月1日(日)
7月1日(日)
7月1日(日)
7月1日(日)
7月1日(日)
7月3日(火)～7日(土)

7月7日(土)
7月8日(日)
7月16日(月･祝)
7月20日(金)
7月21日(土)
7月21日(土)
7月21日(土)
7月21日(土)
7月22日(日)
7月27日(金)～9月24日(月･振)

7月28日(土)
7月28日(土)
7月28日～30日(月)
7月29日(日)
7月29日(日)
8月

8月1日(水)～7日(火)
8月1日(水)
8月3日(金)
8月4日(土)
8月4日(土)
8月5日(日)
8月5日(日)
8月5日(日)

開催場所
高岡市藤子･F・不二雄ふるさとギャラリー

特別展「古写真にみる高岡」
第24回高岡市民美術展

高岡市立博物館
高岡市美術館
文化ストック→クラウド事業/「天才たちと何できる?」第3弾 市内各中学校(予定)
新美敬子写真展「ねこと、いぬと、いつまでも―世界で出会ったそれぞれの暮らし―」 ミュゼふくおかカメラ館
カメラ コレクション展 Ⅰ期
ミュゼふくおかカメラ館

問い合わせ先
高岡市藤子･F・不二雄ふるさとギャラリー
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

高岡市民美術展実行委員会
(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 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

瑞龍寺ひとつやいと
大仏ごりやくの日

国宝 瑞龍寺
国宝 瑞龍寺
大仏寺
末広開発
とやま元気ワールド絵本ランド2018 音楽の絵本 ズーラシアンブラス～エレガンス～ 高岡市生涯学習センター4階ホール
とやま元気ワールド実行委員会
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) 開進堂楽器
2018街角クラシック in Little Wing
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 群馬ダイヤモンドペガサス 高岡市営城光寺野球場
富山GRNサンダーバーズ
戸出七夕まつり
戸出町商店街周辺
戸出七夕まつり実行委員会
高岡熱中寺子屋第4期 6回目/全7回
国宝 瑞龍寺
高岡熱中寺子屋運営委員会
たかおか朝市
坂下町通り
たかおか朝市実行委員会
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール
中川ひろたか&鈴木翼 ファミリーコンサート
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
Jスコラーズコンサート「名曲をあなたに」
富山県高岡文化ホール
高岡熱中寺子屋第4期 7回目/全7回
国宝 瑞龍寺
高岡熱中寺子屋運営委員会
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 石川ミリオンスターズ 高岡西部運動公園野球場
富山GRNサンダーバーズ
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会
SONGS PREMIUM LONG VACATION
夏のわくわくワークショップ2018 ①「日本の楽器、日本のおどりに挑戦!」 高岡市青年の家
高岡市芸術文化団体協議会事務局
たかおか朝市
坂下町通り
たかおか朝市実行委員会
本坊修理完成一般公開記念 勝興寺展
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) 開進堂楽器
2018街角クラシック in Little Wing
(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1講/全3講) 「砺波郡の石仏」
高岡市立博物館 3階講堂
伏木港まつり
伏木地区市街地･万葉ふ頭
伏木港まつり実行委員会
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 福井ミラクルエレファンツ 高岡市営城光寺野球場
富山GRNサンダーバーズ
夏のわくわくワークショップ2018 ②「お能に親しむ」
高岡市青年の家
高岡市芸術文化団体協議会事務局
高岡七夕まつり

高岡市中心商店街
高岡西部運動公園野球場
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 滋賀ユナイテッドBC 高岡西部運動公園野球場
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 福井ミラクルエレファンツ 高岡市営城光寺野球場
第67回北日本新聞納涼花火 高岡会場
庄川・高岡大橋上流
大仏ごりやくの日
大仏寺
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)
SONGS LIVE 特別番外編 七夕キラキラライブ
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 信濃グランセローズ 高岡市営城光寺野球場
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 福井ミラクルエレファンツ

高岡七夕まつり実行委員会
富山GRNサンダーバーズ
富山GRNサンダーバーズ
富山GRNサンダーバーズ
北日本新聞社
末広開発
SONGS音創会
富山GRNサンダーバーズ

9月

日程
8月8日(水)
8月11日(土･祝)～13日(月)
8月11日(土)
8月12日(日)
8月15日(水)
8月16日(木)
8月19日(日)
8月19日(日)
8月19日(日)
8月22日(水)
8月24日(金)
8月25日(土)
8月25日(土)･26日(日)
8月26日(日)
8月26日(日)
8月26日(日)
8月29日(水)

問い合わせ先
富山GRNサンダーバーズ
夏の国宝瑞龍寺 夜の祈りと門前市
国宝瑞龍寺とその周辺
瑞龍寺夜の祈り実行委員会
能登泰輝&谷口琴音 ジョイントリサイタル
高岡市生涯学習センター4階ホール
谷口琴音コンサート実行委員会
たかおか朝市
坂下町通り
たかおか朝市実行委員会
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 滋賀ユナイテッドBC 高岡市営城光寺野球場
富山GRNサンダーバーズ
千保川灯籠流し
千保川･横田橋付近
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 石川ミリオンスターズ 高岡西部運動公園野球場
富山GRNサンダーバーズ
富山県高岡文化ホール 多目的小ホール TAKABUN Music Fes実行委員会
TAKABUN Music Fes 2018
MUSIC STATION
高岡駅地下B1ステージ
TSB商店会
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 信濃グランセローズ 高岡西部運動公園野球場
富山GRNサンダーバーズ
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会
SONGS LittleWing LIVE 2018-2019 vol.05
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) 開進堂楽器
2018街角クラシック in Little Wing
第20回山町筋土蔵造りフェスタ
山町筋一帯
土蔵造りのある山町筋まちづくり実行委員会
たかおか朝市
坂下町通り
たかおか朝市実行委員会
第199回パープルおでかけサロンコンサート
万葉歴史館
高岡市民会館ホールサポーターの会「パープル」
第3回高校生万葉短歌バトルin高岡
高岡市生涯学習センター4階ホール
高校生万葉短歌バトル高岡実行委員会
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール
石田泰尚ヴァイオリンコンサート
富山県高岡文化ホール

9月1日(土)
9月2日(日)

市町村サンクスデー高岡市の日 カターレ富山 VS FC東京U-23

イベント名称

開催場所

BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 滋賀ユナイテッドBC 高岡西部運動公園野球場

富山県総合運動公園陸上競技場カターレ富山
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
9月5日(水)～10月22日(月)
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館
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
(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館
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 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
9月8日(土)～1月20日(日) カメラ コレクション展 Ⅱ期
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール
細川千尋ピアノトリオジャズライブ
富山県高岡文化ホール
9月8日(土)
BCリーグ 富山GRNサンダーバーズ VS 新潟アルビレックスBC 高岡市営城光寺野球場
富山GRNサンダーバーズ
9月8日(土)
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市万葉歴史館
2018高岡万葉セミナー「大伴家持歌をよむ Ⅱ」
高岡市万葉歴史館
9月8日(土)
たかおか朝市
坂下町通り
たかおか朝市実行委員会
9月9日(日)
前田利長公顕彰祭
前田利長墓所
前田利長公遺徳顕彰会
9月13日(木)
(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1講/全6講) 「初めての古文書教室」 高岡市立博物館 3階講堂
9月13日(木)
宝生流･観世流･和泉派 三派合同 第32回「能楽鑑賞大会」 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
9月16日(日)
笑って健康!!爆笑!名人劇場2018
富山県高岡文化ホール
笑って健康!!爆笑!名人劇場2018実行委員会
9月17日(月･祝)
高岡大仏まつり
大仏寺
高岡大仏奉賛会
9月23日(日･祝)
たかおか朝市
坂下町通り
たかおか朝市実行委員会
9月23日(日･祝)
(公財)富山県文化振興財団
富山県高岡文化ホール
高岡こども生活文化祭「花展･お茶会」2018
富山県高岡文化ホール
9月23日(日･祝)
福岡町市街地
福岡つくりもんまつり実行委員会
9月23日(日･祝)･24日(月･振) 福岡町つくりもんまつり
中田中央公園 他
中田かかしまつり実行委員会
9月23日(日･祝)･24日(月･振) 第35回中田かかしまつり
第36回 動物園まつり
高岡古城公園動物園
高岡古城公園動物園
9月下旬(予定)
工芸都市高岡2018クラフト展
大和高岡店 4階催事場
工芸都市高岡クラフトコンペ実行委員会
9月21日(金)～25日(火)
中心市街地一帯
高岡クラフト市場街実行委員会
9月21日(金)～24日(月･振) 高岡クラフト市場街
銅器団地オープンファクトリー
戸出銅器団地エリア
高岡銅器団地組合
9月21日(金)･22日(土)
(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2講/全6講) 「初めての古文書教室」 高岡市立博物館 3階講堂
9月27日(木)
TAKAOKA秋の音楽祭「日露交歓コンサート2018」
富山県高岡文化ホール
(公財)高岡市民文化振興事業団
9月29日(土)
大仏ごりやくの日
秋の特別企画展「田村泰秀万葉拓本展」

日程
10月

イベント名称

10月5日(金)

富山県新人演奏会出席者によるコンサート「音の宇宙」
高岡万葉まつり「万葉集全20巻朗唱の会」
大仏ごりやくの日
10月7日(日)
大伴家持顕彰祭
10月8日(日) (予定)
古文書講座(第3講/全6講) 「初めての古文書教室」
10月11日(木)
SONGS LittleWing LIVE 2018-2019 vol.06
10月12日(金)
10月12日(金)～14日(日) 秋季山野草展
10月12日(金)～10月20日(土) 第48回高岡市芸術祭 高岡市美術作家連盟展
幌武者祭り
10月13日(土)
10月13日(土)～11月25日(日) 青木絋二 スポーツ報道写真展
たかおか朝市
10月14日(日)

10月5日(金)～10月7日(日) (予定)

10月14日(日)
10月中旬(予定)
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25日(木)
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

富山県高岡文化ホール
高岡古城公園
大仏寺
大伴神社前
高岡市立博物館 3階講堂

(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

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

高岡おとぎの森公園
高岡市美術館
戸出野神社周辺
ミュゼふくおかカメラ館
坂下町通り

高岡万葉まつり実行委員会
末広開発
大伴家持卿顕彰会
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

(公財)高岡市民文化振興事業団 ミュゼふくおかカメラ館

たかおか朝市実行委員会
(公財)高岡市民文化振興事業団
万葉線米島口車庫
万葉線(株)
高岡おとぎの森公園
高岡おとぎの森公園
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
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
(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
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
坂下町通り
たかおか朝市実行委員会
高岡市役所前～富山環水公園 富山マラソン実行委員会

TAKAOKA秋の音楽祭「第4回みんなで歌おう1000人の高岡第九」 高岡市ふくおか総合文化センター・アリーナ

鉄道の日 万葉線電車まつり
秋のバラ展
TAKAOKA秋の音楽祭「サーカス40周年コンサート」
八丁道おもしろ市
TGRラリーチャレンジin高岡
古文書講座(第4講/全6講) 「初めての古文書教室」
椿絵名品展
たかおか朝市
富山マラソン2018

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)･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)

開催場所

高岡おとぎの森公園
高峰公園
有礒正八幡宮(横田町)
ふくおか総合文化センター
高岡古城公園
高岡大橋下流庄川左岸
有礒正八幡宮(横田町)
大仏寺
富山県高岡文化ホール
高岡スポーツコア
高岡スポーツコア
高岡西部総合公園
高岡市生涯学習センター
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
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
秋の盆栽展
高岡おとぎの森公園
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)
SONGS PREMIUM LIVE
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

高岡おとぎの森公園
高岡市教育委員会
有礒正八幡宮
高岡市産業建設課
高岡商工会議所
庄川鮭まつり実行委員会
有磯正八幡宮ふいご講
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

ねんりんピック富山2018高岡市実行委員会
ねんりんピック富山2018高岡市実行委員会
ねんりんピック富山2018高岡市実行委員会
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
(公財)富山県文化振興財団 富山県高岡文化ホール

(公財)高岡市民文化振興事業団
高岡おとぎの森公園
SONGS音創会
(公財)高岡市民文化振興事業団 高岡市立博物館

富山新聞社

日程
11月18日(日)
11月中旬(予定)
11月22日(木)
11月23日(金･祝)
11月24日(土)
11月25日(日)
11月30日(金)
12月

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5日(水)～1月28日(月)

1月

イベント名称
2018たかおか食彩フェア
第36回富山県駅伝大会
古文書講座(第6講/全6講) 「初めての古文書教室」
第200回パープルおでかけサロンコンサート
郷土学習講座(第2講/全3講) 「堀田一善さんに聞く」
第27回高岡フィルハーモニー管弦楽団 定期演奏会
SONGS LittleWing LIVE 2018-2019 vol.07

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」

福岡元旦健康マラソン
1月1日(火･祝)
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」

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

開催場所
高岡テクノドーム
富山市～高岡市～富山市
高岡市立博物館 3階講堂

問い合わせ先
高岡市農林水産業まつり実行委員会
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

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」

(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
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
(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

Uホール(スタート)
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

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

LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階)

SONGS音創会

富山県高岡文化ホール
ミュゼふくおかカメラ館
ミュゼふくおかカメラ館
高岡市万葉歴史館

(公財)富山県文化振興財団 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
(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 高岡市万葉歴史館

2月

TAKAOKA冬の音楽祭「掘 正文とN響の仲間たち(仮)」
館蔵品展「昔の道具とくらし」
大仏ごりやくの日
SONGS PREMIUM LIVE Dear HANA Flower LIVE
2月下旬～3月3日(日) (予定) 第10回ふくおかひなまつり
GEIBUN10
2月～3月 (予定)

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
高岡市立博物館
大仏寺
末広開発
LittleWing(ウイング・ウイング高岡1階) SONGS音創会
福岡町市街地
ウエルカム福岡
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

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)

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

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

(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

日程

イベント名称

開催場所

問い合わせ先

