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２月イベント情報
月

火

28

29

えき近夕市

4

5

末広開発まちづくり事業部より 「２月イベント情報」を
お届けいたします。

水

木
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金
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1
おたや市

大和水曜営業

6

2

えき近夕市

7

土

8

■ 大仏ごりやくの日 2月は豆まき大会開催!!

日

日時 2月3日(日) 10:00～13:30 場所 大仏寺
・ごりやく寄席 10:00～11:30／大仏寺本堂
漫談・落語・踊り。今回は「小杉爆笑劇団」が参加
･ごりやく法要 13:00～13:30 ／大仏寺本堂
※ごりやく市は、2月はお休みです

3

掘正文と
2人のミューズたち

9

Kikare～Ma
大仏ごりやく

10

中西圭三×
五十嵐浩晃ジョイント
コンサート

えき近夕市

11

12

大和休業日

13

おたや市

14

えき近夕市

15

18

えき近夕市

19

大和水曜営業

20

えき近夕市

おたや市

21

日時 2月2日(土) 開演 15:00 (開場 14:30)
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)
出演 掘 正文(ヴァイオリン/高岡市出身)
三又瑛子(ピアノ)、香月 麗(チェロ)
入場料 全席自由 一般 3,000円、学生 1,000円
一般のみ 当日 500円高

17

大和 昇龍道うまいもの巡り

Smileコンサート
ひな人形づくり教室

■ TAKAOKA冬の音楽祭 掘正文と2人のミューズたち

こども食堂

16

22

ドーム市

23

24

劇団P.O.D.
えき近夕市

25

26

SONGS

大和休業日

27

おたや市

えき近夕市

1

28

こども食堂

2

劇団P.O.D.

■ Kikare～Ma そこたらじゅうライブ

3

美術館サテライト
学芸員ミニトーク

えき近夕市

大和水曜営業

おたや市

えき近夕市

大仏ごりやく

※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。

日時 2月9日(土) 開演 14:00 (開場 13:30)
会場 高岡市ふくおか総合文化センター(Uホール)
入場料 全席指定 3,000円

会期 1月26日(土)～2月24日(日)月曜休館(祝日の場合翌日)
9:00～17:00(入館16:30まで)

会場 ミュゼふくおかカメラ館
入館料 一般300円、高校・大学生200円、小・中100円
土・日・祝は高校生以下無料

■ ひな人形作り教室

■ GEIBUN 10 富山大学芸術文化学部卒業・終了製作展
会期 2月9日(土)～24日(日) 月曜休館(祝日の場合翌日)
9:30～17:00(入館は16:30まで)

日時 2月14日(木) 開演 14:00 (開場 13:30)
会場 高岡市立博労公民館、入場無料
出演 平永里恵(マリンバ)、大野由加(ピアノ)

■ 万葉のふるさと高岡フォトコンテスト入賞作品展

■ 高岡市立博物館 館蔵品展 「昔の道具とくらし」

会期 1月30日(水)～3月11日(月) 火曜休館

会期 2月2日(土)～5月6日(月･振)月曜休館(祝日の場合翌日)

9:00～17:00(入館16:15まで)

会場 高岡市万葉歴史館
入館料 一般210円、65歳以上160円、中学生以下無料
■ SONGS PREMIUM LIVE Acoustic LIVE
日時 2月23日 (土) 開演 14:00
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)
出演 Futa、遊弦会社双葉唱会、G&M with Friend
入場料 1,000円

9:00～17:00(入館16:30まで)

会場 高岡市立博物館、入館無料
展示説明会
2月2日(土)、3月23日(土)、4月20日(土)
各日 14:00～14:30、参加無料、申込不要
毎月第２・第４土曜日開催

日時 2月9日(土)・23日(土) 12:00～15:00
会場 御旅屋セリオ(大和高岡店)6階
高校生以下無料・同伴の大人300円

■ 劇団Ｐ.Ｏ.Ｄ.第51回公演 夕 –ゆう-

■ 大和高岡店・御旅屋セリオ2月の主なイベント
2月1日(金)～14日(木) バレンタイン特設売場 （1階アトリウム前）
2月13日(水)～19日(水) 昇龍道うまいもの巡り全国うまいもの大会(4階)
決算特招会7Days DPC Wポイント、10回手数料無料
2月27日(水)～3月5日(火) 春のご優待 DPC Wポイント、10回手数料無料
日時 2月28日(木) 13:30～14:00
会場 6階 高岡市美術館サテライトギャラリー、入場無料

■ 御旅屋通り商店街2月の主なイベント
･おたや市 毎週木曜日 12:00～
・オタヤきらきらドーム市
2月18日(日) 12:00～

日時 2月11日(月･祝) 10:00～15:30
会場 高岡市二上まなび交流館
対象 小学生以上の個人･グループ
参加費 1,600円(材料費、昼食代、保険料等)

■ Smile マリンバコンサート～ピアノとともに～

会場 高岡市美術館 入館無料
・院生展(修士課程1年生による成果展示)
会期 2月7日(木)～19日(火)11:00～19:00(水曜休)
会場 芸文ギャラリー(御旅屋通り)、入場無料

・高岡市美術館サテライトギャラリー 学芸員によるミニトーク

日時 2月3日（日)
会場 市内店舗 12ヶ所
出演者･入場料は、各店舗によって異なります
詳細スケジュールは、パンフレット等にて確認下さい

■ 中西圭三×五十嵐浩晃ジョイントコンサート

■ 第65回ニッコールフォトコンテスト写真展

■ オタヤこども食堂

たかおかストリート

日時 2月23日(土) 開演 18:30 (開場 18:00)
2月24日(日) 開演 14:00 (開場 13:30)
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)
入場料 前売 一般 1,000円、中高生 400円
当日 一般 1,200円、中高生 500円 (全席自由)

■ 第3回交通まちづくり公開講座
日時 2月23日(土) 14:00～ 受講料 無料
会場 高岡市生涯学習センター(ウイング･ウイング高岡)
講演 ①城端線･氷見線の活かし方
講師 富山大学副学長 中川 大氏
②高岡市の公共交通施策について
講師 高岡市担当者

■第7回高岡ねがいみち駅伝エントリー受付中
エントリ-締切日4月10日(水)公式サイト、FAXで受付中

■ クルン高岡、高岡駅 2月の主なイベント
･バレンタインｆａｉｒ 2月1日(金)～14日(木) クルン高岡各テナント
・えき近夕市 毎週 火･金曜 14：00～ 高岡駅万葉ロード

これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp

開催日 5月19日（日）
高岡古城公園・高岡市中心市街地コース
詳しくは、公式サイトで http://www.wiz-spo.jp/takaoka-ekiden/

末広開発株式会社 高岡市御旅屋町1222-2エルパセオ2F
Tel 0766-20-0555､Fax 0766-20-0666
まちづくり事業部 E-mail ; tmo@p1.coralnet.or.jp

