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※主催者・出演者・天候等の都合などにより中止、変更となる場合があります。

■ ごりやく寄席@御旅屋アーケード
日時 8月2日(日) 13:30～15:00 (開場 13:00)
会場 御旅屋通りアーケード、入場無料(定員を制限して開催)
出演 バルーン YASU、落語 川中奈丸、おわら踊り ほか
当日は、御旅屋通りで 日曜市開催(予定) 12:00～15:00
■ たかおか朝市(10月までの第2･第4日曜日開催)
日時 8月9日(日)、23日(日) 5:30～8:00
会場 坂下町通り ※市営御旅屋駐車場 5:30～8:30 駐車無料
万葉線朝市電車(米島口 5:31発)でご来場の方にサービス券進呈

■ 第5回高校生万葉短歌バトルin高岡
開催日 8月23日(日） [メイン会場と参加校を結ぶオンライン開催]
メイン会場 富山銀行BOTホール ※非公開で開催(一般入場できません)
本戦の「お題」･･ 1回戦「夢」、準決勝「月」、決勝「挑む」
富山県内出場校･･高岡向陵高校
※大会の模様は、後日You Tubeで公開(予定)

■

サロコン×高岡CATV 「AMABIE」

THE FIREWORKS

放送日時 8月3日(月)～9日(日)
放送時間 7:00～、11:00～、15:00～ (1日3回)
出演 THE FIREWORKS(ファイヤーワークス)
放送ch 高岡ケーブルネットワーク 091ch

■

ユニークベニュー×高岡CATV

※新型コロナウイルス感染状況により、開催中止･延期等の場合あり。
主催者が発表する最新の情報をご確認ください。

外出の際には、感染予防対策及び熱中症対策をお忘れなく!!
《高岡市美術館》
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12

たかおかストリート

放送日 7月27日(月)～8月2日(日)
高岡Lovers③ 出演 Life in a Mafia Family
放送日 8月10日(月)～16日(日)
放送時間 7:00～、11:00～、15:00～ (1日3回)
放送ch 高岡ケーブルネットワーク 091ch
※放送予定は、変更となる場合があります

■

ドラえもん50周年記念 学年別ドラえもん展
後期展示 7月21日(火)～2021年(令和3年)2月28日(日)
開館時間
9:30～17:00 (入館16:30迄)
月曜日休館(祝日の場合、翌平日休館)
入館料 一般 500円､中･高 300円､小学生･4歳以上 200円、4歳未満 無料

《高岡市立博物館》

■

高岡市立博物館開館50周年記念特別展「高岡のお宝展」
会期 8月1日(土)～10月11日(日) 9:00～17:00 (入館16:30迄)
月曜日休館(祝日の場合、翌平日休館)、入館無料
※ 8月1日(土) 開催予定の展示説明会は、開催中止

《ミュゼふくおかカメラ館》

■ 木原盛夫 写真展「とやま、祭り彩時季」
会期 8月1日(土)～9月27日(日) 9:00～17:00 (入館16:30まで)
月曜日休館(祝日の場合、翌平日休館)
入館料 一般 500円､高･大 300円､中学生以下 無料
土･日･祝･夏休み 高校生以下無料
【連携開催】 木原盛夫 写真展 「たかおか彩時季」
会期 8月7日(金)～16日(日) 10:00～18:00、会場 御旅屋セリオ5階、入場無料

《高岡市万葉歴史館》

■ 夏の回廊展示「犬養先生の思い出」
会期 8月30日(日)まで、 開館時間 9:30～17:00 (入館16:15迄)
火曜日休館(祝日の場合、翌平日休館)
入館料 一般 300円、中学生以下 無料 65歳以上 240円
【特別展示】 「再現 聖武天皇･光明皇后の礼服」 会期 8月30日(日)まで

■ Uホール夏休み子ども映画上映会「ナッツジョブ」
日時 8月9日(日) 上映 14:00～15:30 (開場 13:00)
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
上映作品 「ナッツジョブ」 ※感染防止の為、定員100名に制限

■ 第1回わくわくメルヘンランド 夏の親子でワークショップ

8月開催予定で、開催中止・延期となったイベント(一部)
【開催中止】
8月1日(土)～7日(金)
8月1日(土)～3日(月)
8月2日(日)
8月2日(日)
8月4日(火)
8月8日(土)～10日(月･祝)
8月22日(土)･23日(日)

日時 8月30日(日) 13:00～16:00 ※事前申込必要
会場 御旅屋セリオ6階 フリースペース 参加費 500円
体験内容 ①泡ハンドソープ作り、②星のペンダント作り、③木工貯金箱作り

■ オタヤ子ども広場
開放日 土･日･祝 10:00～16:00
会場 御旅屋セリオ3階、入場無料
※託児施設ではないので、必ず保護者の方が付添ってください。

■ オタヤこども食堂

毎月第２・第４土曜日開催

日時 8月8日(土)・22日(土) 12:00～15:00
会場 御旅屋セリオ6階 フリースペース
幼児から高校生まで無料･同伴の大人300円

■ すえひろ～どキャッシュバック
8月16日(日)
8月23日(日)

【開催延期】
・岩合光昭写真展「ねこづくし」
7月18日(土)～9月13日(日) ⇒ 2021年(令和3年)夏頃 開催予定

これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp

《高岡市藤子･F･不二雄ふるさとギャラリー》

日時 8月7日(金) 開演 20:00 (開場 19:30)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)、チャージ 500円
出演 KINYA、MINT、Happy Blue Hearts
※事前申込必要、感染防止の為、定員40名に制限

高岡Lovers

(音楽系イベント)
・TAKABUN Music Fes 2020
・第217回 おでかけサロンコンサート”ふるさとに寄す”

会期 7月25日(土)～8月30日(日) 9:30～17:00 (入館16:30迄)
月曜日休館(祝日の場合、翌平日休館)
入館料 一般 1,000円､高・大 500円､小･中 300円、未就学児 無料
親子券 1,100円(保護者1名＋中学生まで2名 入場可能)
【関連 講演会･講座】 いずれも、事前申込(先着順)が必要
①村上館長講演会 8月8日(土) 14:00～
②学芸員による展示作品紹介 8月22日(土) 14:00 ～

■ SONGS Little Wing LIVE 2020-2021 vol.03

高岡Lovers② 出演 侍ロックス

(主要イベント)
・高岡七夕まつり
・伏木港まつり
・大仏ごりやくの日
・リバーサイドフェスタ 2020
・北日本新聞社納涼花火 高岡会場
・20’夏 国宝瑞龍寺 －夜の祈りと大福市・第22回高岡山町筋土蔵造りフェスタ

■ 歌川広重 二つの東海道五拾三次

日時 8月8日（土) 12:00～15:00 会場 末広町商店街事務所
(レーベン高岡MD アネックス２階/高岡信用金庫駅前支店向い)

■ えき近夕市

■ オタヤ市

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）

日時 毎週木曜 12:00～
会場 御旅屋通りアーケード

末広開発株式会社
まちづくり事業部

高岡市御旅屋町101 御旅屋セリオ6階
TEL 0766-20-0555 FAX 0766-20-0666
E-mail tmo@p1.coralnet.or.jp

