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１月イベント情報
月
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末広開発まちづくり事業部より「１月イベント情報」を
お届けいたします。
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ぼくとわたしの
コンサートデビュー

大和初売り
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■ 高岡市藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー 特別開館
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えき近夕市 大和水曜営業
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オタヤ市

SONGS

山町筋の天神様祭
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全国お取り寄せグルメフェスタ
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日時 1月5日(土) 9:00～
9:00～ 検閲･分列行進･特別演技 / 市役所前
10:15～ 一斉放水 / 池之端

えき近夕市 大和水曜営業

えき近夕市

1

31
オタヤ市

2

日時 1月3日(木) 13:30～ 弓道(一般･中学のみ)/弓道場
4日(金) 13:30～ 開会式､柔道､剣道/武道館
空手道､銃剣道､少林寺拳法､合気道/芳野中学
弓道(一般･中学) /弓道場

■ 平成31年高岡市消防出初式

27

文化ホール
新春ﾌフェスティバル
オタヤ市

えき近夕市 大和休業日

28

こども食堂

■ 新春武道稽古始め

日時 1月4日(金) 11:00～、入場無料、お琴の演奏
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)

コンサート

えき近夕市

日時 1月3日(木) 9:30～17:00(入場は16:30まで)
一般・大学生500円、中・高校生300円、小学生・4歳以上200円
※高岡市美術館は休館日(ふるさとギャラリーのみ開館)

■ ウイング･ウイング2019年新年を祝う会

19 おでかけ 20

全国お取り寄せグルメフェスタ

たかおかストリート

■

3

えき近夕市

※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。

0才からOK!! ぼくとわたしのコンサートデビュー
日時 1月6日(日) 開演 11:00、(開場 10:30)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
入場料 一般 1,500円(当日 500円高)、小学生以下 500円
出演 (指揮)橘 直貴、(管弦楽)東京室内楽管弦楽団
(うた)大森智子&クリスタント

■第33回日本海高岡なべ祭り
日時 1月12日（土）･13日（日）11：00～16：00、(オープニング 12日(土) 10:30～ @パーク)
場所 クルン高岡、ウイング･ウイング高岡、＠パーク、メルヘン広場、御旅屋通り他
1月13日(日)限定 プレミアム鍋 能登ふぐ汁 (@パーク前にて、数量限定発売) プレミアム鍋は、1杯につき、なべ券2枚必要です !!
【クルン高岡会場】 すり身ごっつお鍋 (信州須坂ひんのべ汁､八戸せんべい汁､ふくおか鯉こく､とり野菜､カモうどん､ジビエ料理しし鍋､
立山ポークもつ鍋、飛越能観光物産)
【ウイング･ウイング高岡会場】 ご当地自慢鍋 (イベリコ豚のコラーゲン鍋､松坂牛すじスープ､クリームシチュー､ブラジルトマトチキン､カニ汁)
【＠パーク会場】 海鮮シチュー鍋 (カキ鍋､福光里いも汁､海鮮イタリアントマト､大和屋台村､高岡特産品広場) ・カニ汁はなべ券に100円加算必要です!!
【メルヘン広場】 高岡グルメ横丁 (ととまる､昆布飯､グリーンラーメン）、紅白なべ（ミネストローネ・クラムチャウダー）、カレーちゃんぽん
【ホテルニューオータニ高岡】 ホテルメイドスープ 他
・各鍋は数量限定の提供になります。お好みの鍋が食べられない場合や売り切れの場合などでも、なべ券の払い戻しはできません。予めご了承ください。
なべ券前売り券は市役所､商工会議所､生涯学習センター､大和高岡店､イオンなどの他、各コンビニエンスストアなどで購入できます。
(セブンイレブン・ファミリーマートで購入する際のチケットぴあ「P-コード」992-037)
①無料シャトルバス イオンモール高岡と高岡駅瑞龍寺口の間で30分ごと運行 (注意)スポーツコアからの運行はありません
②万葉線 志貴野中学校前・広小路電停から会場へ乗車の方には、降車の際、お帰り用の無料乗車券を配布
③あいの風とやま鉄道 イベント往復乗車券(1,000円)でご来場の方に、なべ券を前売券価格で販売

■ 第11回 ホーウルウルの森
日時：1月12日(土)・13日(日) 10:00～16:00
会場 ウイング・ウイング高岡1階
ウルウルブレスを象徴に、福祉､アーティスト､商店がジョイント!!

■ 山町筋の井戸端会議～正月の遊び編～
日時 1月6日（日） 13:00～17:00 (餅つき 15:00～)
会場 山町ヴァレー 、参加無料

■ 山町筋の天神様祭
日時 1月19日（土）・20日（日）
会場 山町筋一帯(御馬出町・守山町・木舟町・小馬出町)

■ SONGS Little Wing LIVE vol.09
日時 1月18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)

■ 大和高岡店・御旅屋セリオ1月の主なイベント
1月2日(水)･3日(木) 初売(全館)、1月7日(月)・8日(火) 食品ギフト処分(4階)
1月4日(金)～8日(火) 新春5Days ポイント2倍、10回手数料無料
1月16日(水)～22日(火) 全国お取り寄せグルメフェスタ(4階)
1月16日(水)～22日(火) 冬のご優待7Days ポイント2倍、10回手数料無料
１月12日(土)･26日(土) 12:00～15:00 オタヤこども食堂(6階)

■ 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、応募下さい!!
抽選で合計450名に賞品をプレゼント!!

■ すえひろーどキャッシュバック ■ オタヤ市
日時 1月12日（土） 12:00～15:00
日時 毎週木曜日 12:00～
場所 すえひろーどインフォメーション ※1月3日(木)は開催ありません
参加店のレシートをご持参ください。
場所 御旅屋通り商店街

これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp

■ MUSIC STATION
日時 1月13日(日) 開演 12:00、観覧無料
会場 クルン高岡地下街 B1ステージ

■ 戸出ふれあいなべまつり
日時 1月14日(月･祝) 11:00～14:00
会場 戸出コミュニティーセンター

■ 第201回 PURPLEおでかけコンサート
日時 1月19日(土) 開演 13:30、入場無料
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)
出演 四十谷 亮(フルート)、西田宏美(クラリネット)、角口圭都(サックス)

■ 第5回 クリエイティブ･たかおか
会期 12月9日(土)～1月20日(日) 9:30～17:00(入館最終16:30)
休館日 月曜･年末年始(12/29-1/3)、1/15 (1/14は開館)
会場 高岡市美術館、入場無料、次回展 GEIBUN10 2/9(土)～

■ 浅井愼平写真展｢HŌBŌ｣｢星の片隅｣より
会期 12月1日(土)～1月20日(日) 9：00～17：00（入館最終 16：30）
休館日 月曜･年末年始(12/29-1/3)、1/15 (1/14は開館)
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
次回展 第65回ニッコールフォトコンテスト写真展 1/26(土)～

■ 第31回 富山県高岡文化ホール新春フェスティバル
日時 1月26日(土)・27日(日)、会場 富山県高岡文化ホール
・舞台公演 1月27日(日) 開演 12:00 (終演15:30予定)
入場料 一般 1,000円、3歳～小学生 500円
・華道展/書道展 1月26日(土)・27日(日) 9:00～17:00
・お茶会/呈茶会 1月27日(日) 10:00～15:00(受付14:30まで)

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

