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末広開発まちづくり事業部より「９月イベント情報」を
お届けいたします。

イベント情報
水

木

27 えき近夕市 28

金

土

29 オタヤ市 30 えき近夕市 31
ユニークベニュー

日

1 大仏ごりやく

たかおかストリート

工芸都市 高岡の秋。2019
約300名の作家、約100会場、約30,000点の作品が一堂に!

■ 工芸都市高岡2019クラフト展
2

3

えき近夕市

4

5

オタヤ市

6 えき近夕市 7
SONGS.

9

10 えき近夕市 11

17 えき近夕市 18

OEK特別公演

日時 9月21日(土)～23日(月･祝) 10:00～18:00
(最終日23日は15:00まで)
会場 御旅屋セリオ6階 特設会場
2019クラフトコンペ入選作の展示･販売

朝市

ユニークベニュー
名人劇場2019
高岡城下町
フェスタ2019

■ 高岡クラフト市場街
日時 9月21日(土)～23日(月・祝)
会場 山町筋中心に高岡駅周辺、御旅屋通りなど
街を散策して様々な切り口で高岡の魅力を満喫下さい

12 オタヤ市 13 えき近夕市 14 こども食堂 15

９月

大和 高岡サテライト
ショップオープン

16

8

利長公顕彰祭

オープンカフェ
夜音茶屋.

19 オタヤ市 20 えき近夕市 21

■ ミラレ金屋町
日時 9月21日(土)・22日(日)
会場 金屋町石畳通り周辺
「金屋町」のリアルを体験してミラレ

朝市
22エルパセオ・
カルナバル

工芸都市 高岡の秋。2019
TAKABUN
ホールシネマ

23

こども生活文化祭
工芸都市 高岡の秋

24 えき近夕市 25

つくりもんまつり
中田かかし祭

つくりもんまつり

30

1

えき近夕市

26 オタヤ市 27 えき近夕市 28 こども食堂 29

ユニークベニュー

澤山晶子ソプラノ
コンサート

2

ユニークベニュー
中田かかし祭

3 オタヤ市

4

えき近夕市

おでかけコンサート
北日本新聞
カルチャー教室
発表会

5

ミューザ高岡
コンサート

6

大仏ごりやく

■ 福岡つくりもんまつり

■ 第36回中田かかし祭

日時 9月23日(月･祝)・24日(火）
場所 福岡町中心部一帯

日時 9月22日(日)・23日(月・祝)
会場 中田中央公園ほか

■ 前田利長公顕彰祭

■ 第38回動物園まつり

日時 9月13日（金) 10:00～
日時 9月23日(月･祝) 10:00～16:00
場所 前田利長墓所
会場 高岡古城公園動物園
顕彰祭、墓所一般公開、茶会(繁久寺) 動物ふれあいコーナーやクイズなど

■ SONGS LIVE Little Wing 2019-2020 vol.04
※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。

■ 大仏ごりやくの日

■ たかおか朝市

9月1日（日） 場所；大仏寺
◎ごりやく市 10:00～13:00
◎ごりやく寄席 10:00～11:30

9月8日(日)･22日(日) 5:30～7:30
会場 坂下町通り

■ 明治金工の威風-高岡の名品 同時代の名工
会期 9月20日(金)～10月20日(日) 月曜休館（祝日の場合、翌日休館)
開館時間 9:30～17:00（入館は16:30まで）
会場 高岡市美術館
入場料 一般 1,000円、高・大 500円、中学生以下無料

■ 安珠 写真展 ～少年少女の世界～「ビューティフルトゥモロウ」
会期 9月7日(土)～11月4日(月・振) 月曜休館（祝日の場合、翌日休館)
開館時間 9:00～17:00（入館は16:30まで） ※9月24日(火)臨時開館
会場 ミュゼふくおかカメラ館
入場料 一般 800円、高・大 400円、中学生以下 無料

■

高岡開町410周年記念 高岡城下町フェスタ2019

日時 9月8日(日) 10:00～15:00 (入場行進 関野神社10:00出発～本丸広場)
会場 高岡古城公園 本丸広場 モザイクアートで創る～幻の高岡城
ステージイベント、体験ブース、飲食ブースも用意してお待ちしています!!

■ 西村 歩@夜音茶屋
日時 9月14日(土) 開演 19:00 (開場 18:30)
会場 山町茶屋、チャージ 2,000円(1ドリンク別)
出演 西村 歩、(O.A.)ルミ

■ 高岡こども生活文化祭「花展･お茶会」2019
日時 9月23日(月･祝)
会場 富山県高岡文化ホール、入場無料
花展 9:30～16:00
茶会 10:00～15:00 (受付 9:30～14:00) 、お茶券 400円/1席

■ 青少年わかば公演 第八回たのしい子どもおどりの会
日時 9月23日(月･祝) 開演 12:00 (開場 11:30)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール、入場料 500円(全席自由)
出演 高岡市芸術文化団体協議会 日本舞踊部門 他 おともだち出演

■ 北日本新聞 県西部カルチャー教室 合同発表会
日時 9月28日(土)･29日(日)
会場 富山県高岡文化ホール、入場無料
舞台発表 9/28 9:50～16:30、9/29 10:30～14:50、 大ホール
展示
9/28 9:30～17:00、9/29 9:00～16:00、エントランス･展示ホール 他
茶席
9/28･9/29 9:30～15:00 (受付 9:30～14:00)、茶券 500円/1席

■ オタヤこども食堂
日時 9月14日(土)・28日(土) 12:00～15:00
会場 御旅屋セリオ6階／高校生以下無料・大人300円

■ 末広町商店街9月の主なイベント
･すえひろ～どキャッシュバック 9月14日（土) 12:00～15:00

■ 朝市・夕市
御旅屋通り
･おたや市 毎週木曜

高岡駅万葉ロード
12:00～

・えき近夕市 毎週 火・金曜 14:00～

これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp

日時 9月6日(金) 開演 20:00
会場 高岡市生涯学習センター Little Wing(ウイング･ウイング高岡1階)
MC 500円

■ オーケストラアンサンブル金沢 高岡特別公演 with 合唱団OEKとやま
日時 9月7日(土) 開演 15:00 (開場 14:30)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール ※未就学児入場不可
入場料 一般 前売 4,500円、高校生以下 1,500円(当日 各500円高)
指揮 山下一史、演奏 オーケストラ･アンサンブル金沢
ソリスト 金川睦美、高野百合絵、近藤洋平、渡辺洋輔、合唱 合唱団OEKとやま

■ ユニークベニュー TAKAOKA ｵﾝ まちなかステージ
vol.11 9月 8日(日) 14:00～ 昭和の歌謡曲とポップス
会場 クルン高岡2階デッキ
vol.12 9月22日(日) 14:00～ エレクトーンによるマーブルコンサート
会場 クルン高岡2階デッキ
vol.13 9月29日(日) 15:00～ The Early American Songs Band
会場 クルン高岡2階デッキ
いずれも、入場無料

■ 笑って健康!爆笑!名人劇場2019
日時 9月8日(日) 開演 13:00 (開場 12:30)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
入場料 3,000円（全席自由）
出演 堺すすむ、東 京太･ゆめ子、田渕岩夫、幸助･福助 他

■ オタヤオープンカフェ「願い道」
日時 9月14日(土) 13:00～15:30、入場無料
出演 Kiyo & Luci (キヨ アンド ルーシー)／会場 御旅屋通り

■ TAKABUN ホールシネマ
日時 9月21日(土) 開演 ①13:30～、②17:00～
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
作品 アメージング･グレイス、入場料 500円

■ INGRESS MISSION DAY 高岡

(デジタル式スタンプラリー)
日時 9月21日(土) 10:30～18:00
集合 高岡市生涯学習センター(ウイング･ウイング高岡) 1階 交流スペース
高岡の街中を歩いてもらい、歴史とものづくりの街の魅力に触れて下さい。
参加費 無料、事前にMISSION DAY サイトにて、参加登録必要。

■ エルパセオ･カルナバル
日時 9月22日(日) 11:00～16:00
会場 エルパセオ パサージュ広場
ピザ制作体験、飲食ブース、弾き語りのミニLIVE など

■ 澤山晶子(ソプラノ)&OEKメンバーによるコンサート
日時 9月27日(金) 開演 18:30 (開場 18:00)
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 一般 前売 2,000円(当日2,500円) 、高校生以下 1,000円
■ 第207回おでかけサロンコンサート 合唱団MiTU 「忘れない歌、だから歌う」
日時 9月29日(日) 開演 13:30
会場 高岡市生涯学習センター1階 Little Wing、入場無料
出演 合唱団MiTU (指揮 白金裕子、ピアノ 般若葉月)

■ ミューザ高岡クラリネットアンサンブル ホールdeコンサート vol.5
日時 9月29日(日) 開演 14:00 (開場 13:30)
会場 高岡市ふくおか総合センター(Uホール)
入場料 一般 1,000円、高校生以下 500円、未就学児 無料

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
TEL 0766-20-0555 FAX 0766-20-0666
E-mail tmo@p1.coralnet.or.jp

