
■ TAKAOKA春の音楽祭/風と緑の音楽祭2021
･「オープニングファンファーレ」野村小学校ウインドアンサンブル

日時 4月29日(木･祝) 開演 11:00 (開場 10:30)

会場 LittleWing(ウイング･ウイング高岡1階)

出演 野村小学校ウインドアンサンブル

入場料 無料/事前申込必要

･南欧の風にのって「オペラ･アリアの世界」

日時 4月30日(金) 開演 19:00 (開場 18:30)

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 森 雅史(バス/高岡市出身)、山本有希子(ソプラノ/高岡市出身)、

小泉詠子(メゾソプラノ)、田島睦子（ピアノ) 

入場料 一般 2,000円、高校生以下 1,000円 (当日 500円高)

･高岡の歴史と文化に親しむ日「佐渡建洋ピアノリサイタル」
日時 5月1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(ウイング･ウイング高岡4階)

出演 佐渡建洋(ピアノ)

入場料 一般 2,000円、高校生以下 1,000円 (当日 500円高)

･勝興寺本堂 金管五重奏「風と緑と”かがやきブラス”!」
日時 5月2日(日) 開演 14:00 (開場 13:30)

会場 雲龍山勝興寺 本堂

出演 かがやきブラス(金管五重奏)

入場料 一般 1,000円、中学生以下 無料 (当日 500円高)

※中学生以下の場合は、事前申込必要/入場料に勝興寺拝観料含む

問合先 (公財)高岡市民文化振興事業団事業課 TEL 0766-20-1560
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《ミュゼふくおかカメラ館》 TEL 0766-64-0550

■ 星野佑佳写真展「絶景恋愛」
会期 2月20日(土)～5月9日(日) 9:00～17:00 (入館16:30迄) 
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日) 
入館料 一般 800円､高･大 400円､中学生以下 無料

土･日･祝 高校生以下無料

◆ 写真談義 日時 4月11日(日) 14:00～ 、講師 金山館長
会場 カメラ館 多目的ホール、参加費 無料(事前申込要) ※入館料別途必要

■ ユニークベニュー TAKAOKA ｵﾝ まちなかステージ
Vol.62 ～和み音～ 大正琴ソロ演奏

日時 4月18日(日) 14:00～15:00 (開場 13:30)
会場 御旅屋セリオ5階マルチスペース ホール
出演 辻井祐子 (大正琴協会正会員)、入場無料

問合先 (公財)高岡市民文化振興事業団事業課 TEL 0766-20-1560

４月イベント情報
たかおかストリート末広開発まちづくり事業部より 「4月イベント情報」を

お届けいたします。

２０２１年

ごりやく寄席

末広開発株式会社
まちづくり事業部

サテライト営業

※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。
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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

セリオ休業日

※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、.感染予防対策、花粉対策などをお忘れなく!!

《高岡市藤子･F･不二雄ふるさとギャラリー》 TEL 0766-20-1170

■ 開館5周年記念原画展 『ゲラゲラ笑える話』
会期 3月4日(木)～11月28日(日)[予定] 9:30～17:00 (入館16:30迄) 
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日)
入館料 一般 500円､中･高 300円､小･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「昔の道具とくらし」
会期 2月6日(土)～7月11日(日) 9:00～17:00 (入館16:30迄)
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日)、入館無料

◆ 呈茶の会
日時 4月10日(土) 10:00～15:00 (受付 14:30迄)
会場 茶室 松聲庵、参加費 500円(お菓子付)

《高岡市美術館》 TEL 0766-20-1177

■ 高岡市美術館創立70周年記念 笑まふ ほっこりコレクション
会期 4月9日(金)～5月5日(水･祝) 9:30～17:00 (入館16:30迄)
休館日 月曜※5月3日(月･祝)は開館
入館料 一般 500円、高･大 300円、中学生以下 無料

《高岡市万葉歴史館》 TEL 0766-44-5511 ※4月～10月の間 18時閉館

■ 春の特別企画展「かたかご繚乱」
会期 4月1日(木)～6月7日(月) 9:00～18:00 (入館 17:15迄)
休館日 火曜(祝日の場合、翌平日) 
入館料 一般 300円、中学生以下 無料、65歳以上 240円

■ オタヤこども食堂 毎月第２・第４土曜日開催

日時 4月10日(土)・24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

■ 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
※ お子様の安全の為、必ず保護者の方が付添ってください。

■ えき近夕市
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）

■ オタヤ市
日時 毎週木曜 12:00～14:00
会場 御旅屋通りアーケード

令和4年４月に
開催延期

■ ごりやく寄席@御旅屋セリオ
日時 4月4日(日) 10:30～12:00 (開場 10:00)
会場 御旅屋セリオ6階 フリースペース
入場無料(定員を制限して開催)
出演 YASU、川中奈丸、おわら踊り、大仏音頭 ほか
次回開催 ５月2日(日) 10:30～ 、御旅屋セリオ6階
問合先 末広開発(株)まちづくり事業部 TEL 0766-20-0555

■ 蜂の巣ハタチヘ 月亭方正×鈴々舎八ゑ馬 二人会
日時 4月23日(金) 開演 19:00 (開場 18:15)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
出演 月亭方正、鈴々舎八ゑ馬
入場料 全席指定 前売 3,000円、当日 3,500円
問合先 蜂の巣 あうん TEL 0766-63-5048
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■ 音楽友の会第192回 デンハーグピアノ五重奏団
日時 4月29日(水) 開演 15:00 (開場 14:00)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
指揮 デンハーグピアノ五重奏団(6名による特別編成)
入場料 一般 3,000円(当日 500円高)、高校生以下 1,000円
問合先 富山県高岡文化ホール TEL 0766-25-4141
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■ 勝興寺平成の大修理竣工記念事業
・灯りの勝興寺 4月9日(金)～11日(日) 18:00～21:00 (最終入場 20:30)

・映画「RAILWAYS」上映会 ４月9日(金) 18:30～、事前申込必要

・勝興寺ファッションフェスタ2021 4月10日(土) 19:00～、事前申込必要

・勝興寺よ～さるツアー ４月11日(日) 18:00～ いずれも入場無料

問合先 高岡商工会議所 伏木支所 TEL 0766-44-0467

(映画上映会問合先) 北日本新聞社西部本社 TEL 0766-25-7773
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■ たかおか朝市 ４月～10月 (第２･第4日曜日開催)

開催日･時間 ４月11日(日)･25日 5:30～8:00、会場 坂下町通り

地元産の新鮮な農産物、加工食品、手工芸品など販売!!

4/11オープニング(6:15～)で、平米小学校児童の獅子舞披露!!

■ 高岡古城公園 お濠めぐり遊覧船 春季運行
運行期間 3月27日(土)～5月5日(水･祝) 10:00～16:00(最終15:30発)

※ 4月19日(月)～4月23日(金)運休
乗船場 高岡古城公園 池之端展望施設
・料金 大人700円 小人(小学生以下)200円

■ 高岡桜まつり
期間 4月1日(木)～18日(日) ぼんぼり点灯 18:30～21:00
会場 高岡古城公園

公園内での飲食を伴う宴会等は、ご遠慮下さい。

■レンタルサイクル 4月1日～11月30日
利用料金：300円/1回、乗捨料金:300円/1回、利用時間：10:00～16:00
･レンタルサイクルステーション(☆印ステーション相互間のみ乗り捨て可能)

☆高岡駅観光案内所､☆新高岡駅観光交流センター、☆山町筋防災施設､
ウイング･ウイング高岡、三の丸茶屋、市営御旅屋駐車場、まちの駅たかおか龍の門

勝興寺平成の大修理竣工記念事業

方正×八ゑ馬
二人会
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