２０１９年

末広開発まちづくり事業部より「３月イベント情報」を
お届けいたします。

３月イベント情報
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■大仏ごりやくの日 3月は大抽選会開催!!

日

日時 3月3日（日）10:00～13:30
会場 大仏寺 入場無料
・ごりやく寄席 10：00～11:30
だら～ず山下、才川五六、越中おわら踊り
・ごりやく市 10:00～13:00 名物大仏焼き、野菜、骨董など
・ごりやく法要 13:00～13:30
ミニ大仏様お身拭い、参加料 500円
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ドーム市

日時 3月3日(日) 13:00～17:00
会場 クルン高岡地下街、入場無料
一部事前予約、実験材料費が必要な講座あり

23 こども食堂 24 ちびっこ

■ 第30回 アンサンブルKS研究演奏会

のど自慢
Mステ

日時 3月3日(日) 開演 15:00 (開場 14:30)
会場 富山県高岡文化ホール
入場料 一般 1,000円、学生500円
歌曲、協奏曲等、幅広いジャンルより演奏

えき近夕市

オタヤ市

28

大和水曜営業

えき近夕市

オタヤ市

29

オタヤ市

30

31

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。

■ 第22回 Uの祭典
日時 3月9日(土)・10日(日) 9:30～17:00 (10日15:00まで)
会場 高岡市ふくおか総合文化センター(Uホール) 入場無料
作品展示 9日(土)・10日(日)、イベントは10日(日)のみ開催
※ワークショップ、お茶席など一部有料となります

■第18回高岡山町筋のひなまつり
日時 3月9日(土）・10日（日） 10:00～17:00 (10日16:00まで)
講演会・茶会他、各種イベントが開催
会場 御馬出町・守山町・木舟町・小馬出町
(重要伝統的建造物群保存地区)

■ ひなフェス in 山町ヴァレー
日時 3月10日(日) 12:00～16:00
会場 山町ヴァレー、入場無料
ライブ出演 毛利未央、状況劇団、高岡西高校合唱部
高岡西部中学校吹奏楽部
甘酒、コーヒー、ドーナツなどの販売、ワークショップなど開催

■ 富山新聞文化センターカルチャー祭り2019
日時 3月9日(土)・10日(日) 10:00～17:00
会場 富山県高岡文化ホール
入場料 2日間共通 500円
作品展示・ホール発表・体験 他
※ワークショップ、お茶席など一部有料となります

■ フラメンコ公演 Comienzo
日時 3月9日(土) 開演 19:30 (開場 19:00)
会場 高岡市生涯学習センター 4階 ホール
入場料 前売 4,500円、当日 5,000円、
中学生以下2,000円 (全席自由)
出演 島田純子、ALEGRIA舞踊団

■ 第8回まなぶん合同発表会
日時 3月16日(土)・17日(日) 9:30～18:00 (17日17:00まで)
会場 高岡市生涯学習センター
入場無料、作品展示・ホール発表・体験 他
※ワークショップ、お茶席など一部有料となります

■ 高岡好きの音楽パーティー Mステ
日時 3月24日(日) 開演 12:00 (開場 11:40)
会場 高岡市生涯学習センター 1階 Little Wing
入場無料
出演 地元のアマチュアミュージシャン、ゲスト 寅

■ 第4回わくわくメルヘンランド ちびっこのど自慢
日時
会場
司会
対象

たかおかストリート

3月24日(日) 10:30～12:30
御旅屋セリオ(大和高岡店) 6階 特設会場
アレマー玉井
小学生以下 ※参加は、事前申し込みが必要

■ オタヤこども食堂

毎月第２・第４土曜日開催
日時 3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

■ 第28回 高岡つばき展
日時 3月9日(土)・10日(日) 9:00～17:00 (10日 15:30まで)
会場 高岡おとぎの森館、入場無料
オーケストラアンサンブル金沢30周年記念

■ オーケストラ×吹奏楽の祭典
日時
会場
指揮
演奏

3月21日(木・祝) 開演 14:00 (開場 13:30)
富山県高岡文化ホール 大ホール
藤岡幸夫
オーケストラアンサンブル金沢
高岡工芸高等学校吹奏楽部、高岡高等学校吹奏楽部
入場料 一般 3,000円、学生 1,000円(当日 一般 500円高)

■ 劇団「喜び」公演 智恵子抄
日時 3月21日(木・祝) 開演 14:00
会場 高岡市生涯学習センター 1階 Little Wing
入場料 前売 一般 2,000円、中高生 1,000円(当日各500円高)

■ 万葉のふるさと高岡フォトコンテスト入賞作品展

会期 1月30日(水)～3月11日(月) 9:00～17:00 (入館16:15まで)
火曜休館
会場 高岡市万葉歴史館
■ 館蔵品展 「昔の道具とくらし」
会期 2月2日(土)～5月6日(月・振) 9:00～17:00 (入館 16:30まで) 入館料 一般210円、65歳以上160円、中学生以下無料
月曜休館(祝日の場合翌日)
■ アール・ブリュット◎高岡4 気の実 生のまま
会場 高岡市立博物館、入館無料
会期 3月9日(土)～3月17日(日) 9:30～17:00 (入館 16:30まで)
3月11日(月)休館日
■ 大和高岡店・御旅屋セリオ3月の主なイベント
会場 高岡市美術館 地下 市民ギャラリー
3月 5日(火) まで 春のご優待 DPC Wポイント、10回手数料無料
観覧無料
3月20日(水)～26日(火) 春の大和祭 DPC Wポイント、10回手数料無料
3月21日(木)～26日(火) 春を生ける北日本 いけばな展 4階ホール
■ ワンダーフォト写真展 2018-2019

■ 3月の朝市・夕市
御旅屋通り商店街
・おたや市 毎週木曜日 12:00～
・オタヤきらきらドーム市 3月17日(日) 12:00～
あいの風とやま鉄道 高岡駅 万葉ロード
・えき近夕市 毎週火・金曜日 14:00～

これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp

会期 3月2日(土)～4月14日(日) 9:00～17:00 (入館 16:30まで)
月曜休館
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

■ 第7回高岡ねがいみち駅伝 参加エントリー受付中!!

末広開発株式会社
まちづくり事業部

高岡市御旅屋町1222-2 エルパセオ2F
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E-mail tmo@p1.coralnet.or.jp

