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オタヤ市

えき近夕市

第7回クリエイティブ･たかおか～未来に輝く 高岡市児童生徒作品展～

会期 12月12日(土)～1月11日(月･祝) 9:30～17:00 (入館16:30迄)
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日)･12/29(火)～1/3(日)、入館無料
次回展 -GEIBUN12-富山大学芸術文化学部 大学院芸術文化学研究科卒業･修了研究制作展
会期 2月27日(土)～3月7日(日)

街角クラシック

ガラポン抽選会&ふるまい鍋

23

※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。

外出の際は、防寒対策及び感染予防対策をお忘れなく!!
《高岡市美術館》 TEL 0766-20-1177
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※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。

■ 冬のたかまち ガラポン抽選会
配布期間 12月3日(木)～1月18日(月)
開催日
1月16日(土)･17日(日)･18日(月)
開催時間 10:00～14:00、会場 御旅屋セリオ1階 特設会場
高岡市中心商店街で、お買い物して、抽選でお買物券などが当たる!?
※ガラポン抽選会参加の方、土･日は先着300名様に「ふるまい鍋」提供!!

■ SONGS Little Wing LIVE 2020-2021 vol.07
日時 1月22日(金) 開演 20:00
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡1階)
ＭＣ 500円 (定員を制限して開催)
出演 April Nova、O=TA+、Burgers
問合先 SONGS音創会 TEL 090-2830-6411(前田)
■ 第7回高岡笑学校 「失敗も成功も自然が教えてくれる!」
日時 1月23日(土) 13:30～14:30 (開場13:00)
会場 御旅屋セリオ5階マルチスペース ホール
入場料 1,000円(定員50名)、出演 母心(嶋川武秀、関あつし)
先生 藤井ノリチェル氏・野原 謙氏
問合先 オタヤ開発（株） TEL 0766-27-1850

■ 第20回 山町筋の天神様祭
日時 1月23日(土)・24日(日) 10:00～17:00 (24日16:00まで)
会場 山町筋一帯(御馬出町・守山町・木舟町・小馬出町)
山町筋の歴史的建造物で天神様が展示されます
問合先 土蔵造りのある山町筋まちづくり協議会 TEL 090-3886-1558
■ ぼくとわたしのコンサートデビュー ～とやまの演奏家とつなげる笑顔～
日時 1月30日(土) 開演 11:00 (開場 10:15)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
演奏 とやまの演奏家、朗読‣人形 劇団Chocolat☆ショコラ
入場料 一般 1,500円(当日500円高)、小学生以下 500円
問合先 富山県高岡文化ホール TEL 0766-25-4141

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) ※1/3(日)特別開館します
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日) ･12/29(火)～1/2(土)
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》 TEL 0766-20-1572
■ 館蔵品展 「高岡ゆかりの屏風」
会期 11月21日(土)～1月11日(月･祝) 9:00～17:00 (入館16:30迄)
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日)･12/29(火)～1/3(日) 、入館無料
次回展 館蔵品展「昔の道具とくらし」 会期 2月6日(土)～7月11日(日)

《ミュゼふくおかカメラ館》 TEL 0766-64-0550
■ 中西 学 写真展「躍動～Takaoka‘s History and Culture～」
会期 12月19日(土)～1月17日(日) 9:00～17:00 (入館16:30迄)
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日)･12/29(火)～1/3(日)
入館料 一般 500円､高･大 300円､中学生以下 無料
土･日･祝 高校生以下無料
次回展 第67回ニッコール写真展 会期 1月23日(土)～2月14日(日)

《高岡市万葉歴史館》 TEL 0766-44-5511
■

開館30周年記念

※11月～3月の間 17時閉館

正月特別展示

会期 12月2日(水)～1月25日(月) 9:30～17:00 (入館 16:15迄)
休館日 火曜(祝日の場合、翌平日)･12/29(火)～1/3(日)
入館料 一般 300円、中学生以下 無料、65歳以上 240円
次回展 開館30周年特別展示「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27日(水)～3月8日(月)
■ PURPLE設立20周年記念 第222回おでかけサロンコンサート 新春にきらめく調べ
日時 1月11日(月･祝) 開演 13:30 (開場 13:00)
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)
出演 トロイ･グーギンズ (ヴァイオリン･お話)
松村沙織里(ピアノ)
入場無料 ※入場受付終了済
問合先 (公財)高岡市民文化振興事業団事業課 TEL 0766-20-1560

■ 2021街角クラシック in Little Wing ＜ティコティコティン劇場＞
日時 1月17日(日) 開演 11:00 (開場 10:30)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡1階)
出演 礒島由佳子(歌)、米島夕起子(リトミック)、北山知絵子(絵)
入場料 1,000円(小学生以下無料)※当日券のみ(会場入口で販売)
問合先 (株)開進堂楽器 (担当 高畑) TEL 090-3886-1781

■ 桂 宮治 真打昇進1週間前 記念落語会

■ 御旅屋アーケード&御旅屋メルヘン広場イルミネーション

日時 1月31日(日) 開演 13:00 (開場 12:30)
会場 富山県高岡文化ホール 小ホール
出演 桂 宮治、アレマー玉井、木戸銭 2,500円
問合先 たかおか落語ふぁんくらぶ TEL 080-6358-1192

■ オタヤ子ども広場

■ ユニークベニュー TAKAOKA ｵﾝ まちなかステージ
Vol.55 新春初笑い アレマーだら～ずお笑いショー
日時 1月17日(日) 14:00～15:00
会場 御旅屋セリオ5階 マルチスペース ホール
出演 アレマー玉井、だら～ず山下
Vol.56 楽屋姫コンサート
日時 1月31日(日) 14:00～15:00
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡1階)
出演 楽屋姫
※各ステージとも 入場無料。開場時間は、開演 30分前
問合先 (公財)高岡市民文化振興事業団事業課 TEL 0766-20-1560

1月開催予定で、開催中止・延期となったイベント(一部)
・高岡市福岡町元旦健康マラソン(開催中止) 1月1日(金･祝)
・第35回日本海高岡なべ祭り(開催中止) 1月9日(土)･10日(日)
・ホーウルウルの森(開催中止) 1月9日(土)･10日(日)
これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp

日時 11月27日(金)～1月17日(日) 17:00～21:00
会場 御旅屋アーケード･御旅屋メルヘン広場
問合先 末広開発(株)まちづくり事業部 TEL 0766-20-0555
開放日 土･日･祝 (1/1～1/3は、休み) 10:00～16:00
会場 御旅屋セリオ3階、入場無料
※ お子様の安全の為、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 1月9日(土)・23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
日時 1月9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）
※年始再開 1/19(火)～

日時 毎週木曜 12:00～14:00
会場 御旅屋通りアーケード
※年始再開 1/7(木)～

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

