
■ 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2021
日時 8月21日(土) 13:00～16:00
会場 御旅屋セリオ5階 マルチスペース ホール
①アイスキャンディー風ハンドソープ作り、②オリジナル バスボム作り
③竹の紙鉄砲･水鉄砲作り (13:00～、13:50～、14:40～、15:30～ 4回開催)
参加料 各 500円/人、定員 各回 8名、所要時間 約30分
※参加希望の方は、事前申込必要。希望者多数の場合は、抽選となります。
問合先 御旅屋セリオ賑わい創出実行委員会 TEL 0766-20-0555

■ ユニークベニュー TAKAOKA ｵﾝ まちなかステージ
Vol.71 大空へ飛べまちなかコンサート2021
日時 8月9日(月･振) 14:00～15:00 (開場 13:30)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
出演 NPO法人大空へ飛べ、入場無料

Vol.72 懐かしい昭和のメロディー
日時 8月29日(日) 11:00～12:00 (開場 10:30)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
出演 ハーモニカアンサンブル「四番街のマリー」、入場無料

Vol.73 The Vivid Beaters 打楽器アンサンブルコンサート
日時 8月29日(日) 15:00～16:00 (開場 14:30)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
出演 The Vivid Beaters、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
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■ 特別公演オペラ「カルメン」 +especially for TAKAOKA
日時 8月28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 石川公美(ソプラノ)、鳥木弥生(メゾソプラノ)、城 宏憲(テノール)、

門田 宇(バリトン)、森 雅史(バス)、清水のりこ(エレクトーン)

第一部 オペラ「カルメン」ハイライト、
第二部 オペラ「滝の白糸」、舞台「大伴家持 剣に歌に、夢が翔ぶ!」より

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

《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』 (第二期展示中)

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、翌平日休館)
入館料 一般 500円､シニア 400円、中･高 300円､小･4歳以上 200円

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

■ 夏の回廊展示「北陸万葉女流書道展」
会期 6月9日(水)～8月23日(月) 9:00～18:00 (入館 17:15迄)
休館日 火曜(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
［次回展］秋の特別企画展「万葉のふるさと憧れの万葉故地へ」 8月25日(水)～12月20日(日)

■ んまつーポス「キリギリスとアリ」
日時 8月1日(日) 開演 14:00 (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 んまつーポス、かえるP、岡村圭祐
入場料 一般 2,000円、小･中･高･大 1,000円、園児無料 (当日500円高)
問合先 (公財)高岡市民文化振興事業団事業課 TEL 0766-20-1560

■ 第227回おでかけサロンコンサート 「どるちえ」ふるさとに寄す
日時 8月22日(日) 開演 14:00 (開場 13:30)
会場 高岡市文化芸能館･能楽堂(旧高岡青年の家)
指揮 長谷部律子、ピアノ 松村沙織里、合唱 女声合唱団「どるちえ」
入場無料、7/23(金)より事前申込受付開始
問合先 (公財)高岡市民文化振興事業団事業課 TEL 0766-20-1560

■ ごりやく寄席@御旅屋セリオ
日時 8月1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、安野家仁楽斎、おわら踊り、大仏音頭ほか
次回開催 9月5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

《ミュゼふくおかカメラ館》 TEL 0766-64-0550

■ 岩合光昭写真展「ねこづくし」
会期 7月17日(土)～9月12日(日) 9:00～17:00 (入館16:30迄) 
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日休館) 
入館料 一般 800円､シニア 640円、高･大 400円､中学生以下無料

土･日･祝・夏休み(7/22～8/31)高校生以下無料
［同時開催］ コレクション展 「画面サイズとカメラ展」 5月15日(土)～11月7日(日)

［次回展] 岩橋崇至写真展「わが心の山」 9月18日(土)～ 11月7日(日)

８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 「8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

※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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えき近夕市

これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp

おたや市

おたや市
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えき近夕市

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

※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、熱中症対策などをお忘れなく!!

《高岡市立博物館》 TEL 0766-20-1572

■ 特別展「生誕150年記念筏井竹の門展」
会期 7月31日(土)～10月10日(日) 9:00～17:00 (入館16:30迄)
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日休館)、入館無料
［次回展］館蔵品展「新資料展(仮)」 11月20日(土)～2022年1月10日(月･祝)

《高岡市美術館》 TEL 0766-20-1177

■ 創立70周年記念 70年のキセキ人生に寄り添うコレクション
会期 7月16日(金)～8月29日(日) 9:30～17:00 (入館16:30迄)
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日休館)
入館料 一般 500円、シニア･高･大 400円、中学生以下無料
［次回展] 国立西洋美術館コレクションによる

高岡で考える西洋美術-〈ここ〉と〈遠く〉が触れるとき 9月10日(金)～10月24日(日)

■ オタヤこども食堂 毎月第２・第４土曜日開催

日時 8月14日(土)・28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下さい。

■ 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
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･伏木港まつり 7月31日(土)～8月2日(月) 【神事以外中止】
・リバーサイドフェスタ 8月1日(日) 【中止】
・北日本新聞納涼花火高岡会場 8月4日(水) 【中止】
・国宝瑞龍寺夏 夜の祈りと大福市 8月中旬 【中止】
・高岡山町筋土蔵造りフェスタ 8月下旬 【中止】
・第6回高校生万葉短歌バトルin高岡 8月22日(日) 【オンライン開催】

8月開催予定で、開催中止等になったイベントの一部

■ たかおか朝市 ４月～10月 (第２･第4日曜日開催)

開催日･時間 8月8日(日)･22日(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!!

※朝市開催時間内は、市営御旅屋駐車場に無料駐車できます!!

■ すえひろ～どキャッシュバック
日時 8月14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)
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■ 高岡七夕まつり
期間 8月1日(日) ～7日(土) (行灯点灯時間 19:00～21:00)
会場 高岡市中心市街地一帯
※本年は、歩行者天国及び集客イベントを開催いたしません。
･大型行灯七夕 末広町通り
･願い短冊の杜 ウイング･ウイング高岡広場
･願い短冊コーナー クルン高岡、御旅屋通り
・児童クラブ行灯展示 御旅屋通り など
問合先 高岡七夕まつり実行委員会

(事務局) 末広開発(株)まちづくり事業部 TEL 0766-20-0555

■ 夏のたかまちガラポン抽選会
配布期間 7月9日(金)～8月2日(月)
開催日 7月31日(土)･8月1日(日)･2日(月)
開催時間 10:00～14:00、会場クルン高岡(高岡駅)2階デッキ
高岡市中心商店街で、お買い物して、お買物券等を当てよう!
8/1(日)～8/7(土) デジタルスタンプラリー開催!! チャンスが２倍!!
問合先 たかまちまちづくり協議会 TEL 0766-20-0555
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