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末広開発まちづくり事業部より「10月イベント情報」を
お届けいたします。
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3
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。

■ 大仏ごりやくの日

■ たかおか朝市

10月6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

第39回高岡万葉まつり
■ 第30回万葉集全20巻朗唱の会

6
大仏ごりやく

第39回高岡万葉まつり

7

たかおかストリート

10月13日(日)･27日(日) 5:30～7:30
会場 坂下町通り
10月が本年の最終開催となります

日時 10月4日(金) 10:00～6日(日) 17:00
会場 高岡古城公園 中の島特設水上舞台
時空を超えて、万葉人に想いを馳せ、万葉集全20巻4,516首を
歌い継ぎます。「令和」出典の万葉集の思いを感じてみては…

■ 万葉トークイベント 令和×万葉×高岡
日時 10月4日(金) 18:00～19:00、入場無料(事前申込必要)
会場 高岡商工ビル(高岡市丸の内1-40)
バネリスト 中西 進氏(高志の国文学館 館長)
坂本信幸氏(高岡市万葉歴史館 館長)
小島ゆかり氏(歌人)

■ 万葉 Music Fes 2019
日時 10月6日(日) 12:00～16:40、入場無料
会場 東洋通信スポーツセンター(高岡市民体育館)
SONGSが選りすぐったアーティストが出演

■ 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）
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

■ PURPLEおでかけサロンコンサート

■ SONGS LIVE 2019-2020 vol.05

・第208回 夢･探･訪 PARTⅡ 合唱団『音楽室』
日時 10月6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
指揮 宮丸 勝、ピアノ 小山優子、合唱 合唱団『音楽室』
・第209回 潘 寅林 ヴァイオリンコンサート -超絶技巧の世界日時 10月8日(火) 開演 13:30
会場 高岡市美術館 地階 ビトークホール、入場無料
演奏 ヴァイオリン 潘 寅林、ピアノ 二日市敬蓉(高岡市出身)

日時 10月4日(金) 開演 20:00
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)
入場料 500円
演奏 (O.A..)ナギサ、J & Kei、チョッキン&ラスカル、BEAT BREAKERS

■ 宝生流･観世流･和泉流三派合同 第33回能楽鑑賞大会
日時 10月5日(土) 開演 第一部 9:30～、第二部 13:30～
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
入場料 前売 3,500円 (当日 500円高)、高校生以下 無料

■ オタヤオープンカフェ「願い道」

■ 2019 街角クラシック in Little Wing

日時 10月12日(土) 13:00～15:30、会場 御旅屋通り
演奏 めぐみ組(ヴィオリラ 5人組)
弓で奏でるバイオリンやチェロに似た魅力的な音色をお楽しみ下さい。

日時 10月5日(土) 開演 14:00
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)
入場料 1,000円、未就学児無料
演奏 ピアノ 般若葉月、フルート 安養美香

■ 山町テラス 空と蔵とマーケット Vol.5

■ 第3回リノベーションスクール＠高岡

日時 10月19日(土) 10：00～16：00(雨天決行)
会場 山町ヴァレー、山町茶屋
山町筋にこだわりのショップやクラフトなどが集まります。お楽しみに!!

日程 10月11日(金)～13日(日)、 会場 西繊ビル
参加費 一般 20,000円、学生10,000円（教材費含む）
公開プレゼンテーション 10月13日(日) 14：00～15：30
会場 御旅屋通り・御旅屋セリオ周辺（予定）

■ 国境なきUNDOKAI 2019
日時 10月20日(日) 競技開始 13:00 (受付開始 12:30)
会場 東洋通信スポーツセンター(高岡市民体育館)
参加無料、 持ち物 室内用上履き、UNDOKAIで国際交流しませんか?

■ わくわくメルヘンランド ハロウィンパーティー
日時 10月22日(火･祝) 13:00～16:00 (最終受付 15:30)
会場 御旅屋通り、御旅屋セリオ1階アトリウム
①ジャック･オー･ランタン作り 参加費 600円/人(仮装 500円に割引)
②ハロウィン ミニパフェ作り 参加費 600円/人(仮装 500円に割引)
③七色に光るミニランタン作り 参加費 300円/人(仮装 200円に割引)
それぞれ事前に申し込みが必要となります。

■ とやま室内楽フェスティバル2019 ロビーコンサート
日時 10月24日(木) 14：30～15：30
会場 富山県高岡文化ホール 多目的小ホール、入場無料
演奏 トリオ デルアルテ（ピアノ三重奏）

■ 第49回高岡市芸術祭 第32回華道展
日時 10月26日(土)・27日(日) 10:00～17:00 ※10/27は、11:00～
会場 富山県高岡文化ホール、入場無料

■ オタヤこども食堂
10月12日(土)・26日(土) 12:00～15:00
会場 御旅屋セリオ6階フリースペース／高校生以下無料・大人300円

■ すえひろーど キャッシュバック
日時 10月12日(土) 12：00～15:00、会場 べっぴんサロン(レーベンアネックス2階)

■ 「鉄道の日」 万葉線電車まつり
日時 10月12日(土) 10：00～15：00
会場 万葉線 米島車庫、万葉線でご来場の方、帰りの乗車券プレゼント
ミニドラえもんトラム運行、運転しシュミレーター、似顔絵コーナーなど

■ 母心独演会 「熟」
日時 10月12日(土) 開演 14:00 (開場 13:30)
会場 高岡市生涯学習センターホール(ウィング･ウイング高岡4階)
入場料 3,000円（全席指定）

■ ユニークベニューTAKAOKA オン まちなかステージ
･VOL.14 魅惑のフラ
日時 10月13日(日) 14:00～15:00
会場 クルン高岡2階ペデストリアンデッキ、入場無料
出演 Lani Hula Hoa(ラニ フラ ホア)、主宰 カキヒラニ久仁
・VOL.15 キッズピアニストによる名曲コンサートNo.1
日時 10月20日(日) 14:00～15:00
会場 Little Wing(ウイング・ウイング高岡1階)、入場無料
演奏 開進堂楽器ピアノ教室生徒

■ 第56回八丁道おもしろ市
日時 10月20日(日) 8:00～15:00 (雨天決行)
会場 国宝瑞龍寺前参道(八丁道)
骨董やクラフト、秋の味覚などの販売、ステージイベントなど盛りだくさん

■ えき近夕市

■ オタヤ市

■ 富山マラソン2019

日時 毎週火曜・金曜 14:00～16:00
会場 高岡駅 南北通路(万葉ロード）

オタヤ市 日時 毎週木曜 12:00～
会場 御旅屋通りアーケード

日時 10月27日(日) 高岡市役所前 9:00スタート
14,000人のランナーをみんなで盛り上げよう!!

これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp
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