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■ ユニークベニュー TAKAOKA オン まちなかステージ
開催日 10月2日(土)、会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)

・Vol.76  どこまでやれるの?手で奏でるオカリナで?日本の名歌 世界の名歌

開演 11:00、出演 ハンドオカリナ富山

・Vol.78 brosB定期公演

開演 16:00、出演 MiiMelo(竹内めい、松浦心優)、荒川瑠南ほか

開催日 10月3日(日)、会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)

・Vol.79 おらっちゃ人生桜歌隊 ※会場 クルン２階デッキより変更

開演 11:00、出演 おらっちゃ人生桜歌隊

・Vol.74 仲秋の候 沖縄popsお届けします

開演 13:30、出演 彩ら

・Vol.80 Alohaの風をたかまちに

開演 16:00、出演 H★POWERプロダクション 富山ブランチ、共演 正絃社かたかご会

開催日 10月31日(日)、会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)

・Vol.81  薩摩琵琶の弾き語り ～歴史を語る琵琶の響き～

開演 14:00、出演 錦心流薩摩琵琶全国一水会

※各公演とも 入場無料、開場は開演30分前

問合先 高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL 0766-20-1560

■ SONGS Premium LIVE 2021 秋の饗演会
日時 10月17日(日) 開演 19:00 (開場 18:30)

会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)、MC 2,000円

出演 銘歌ゆりもと、WILD CHILLUN

問合先 SONGS音創会(前田) TEL 090-2830-6411

《高岡市万葉歴史館》 TEL 0766-44-5511

■ 秋の特別企画展「万葉のふるさと憧れの万葉故地へ」
会期 9月13日(月)～12月20日(月) 9:00～18:00 (入館 閉館 45分前迄) 

4月～10月の間 18時閉館、11月～3月の間、17時閉館
休館日 火曜(祝日の場合、翌平日休館) 、9/22(水)～25(土)臨時休館
入館料 一般 300円、中学生以下 無料、65歳以上 240円

［次回展］ 正月特別展示 12月22日(水)～2022年(令和4年)1月24日(月)

・万葉集全20巻朗唱の会 10月1日(金)～3日(日)/収録･動画投稿配信
・ユニークベニュー Vol.77 女声合唱団 こすもす 10月2日(土)/中止
･第229回おでかけサロンコンサート 合唱団「MiTU」 10月3日(日) /中止
・第60回八丁道おもしろ市 10月中旬/中止
・鉄道の日 万葉線電車まつり 10月中旬/中止

10月 イベント情報

これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp

２０２１

こども食堂

※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。

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。

たかおかストリート

末広開発株式会社
まちづくり事業部

朝市

SONGS
Premium LIVE.

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

※ 開催日･会期変更のものがあります。最新情報をご確認ください!! 

外出時は、ワクチン接種済の方も感染予防対策を忘れずに!!

10月開催予定で、開催中止・延期などのイベント(一部)

■ オタヤこども食堂 毎月第２・第４土曜日開催

日時 10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
感染拡大防止の為、テイクアウト方式の場合あり
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 
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、閉鎖の場合あり
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。

■ すえひろ～どキャッシュバック
日時 10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
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

ユニーク
ベニュー

すえひろ～ど
キャッシュバツク

えき近夕市

オタヤ市セリオ休業 ごりやく寄席

たかおか落語祭り2021

えき近夕市

えき近夕市

えき近夕市

えき近夕市

田中彩子
リサイタル

(戸出)

セリオ休業

《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3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

《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)～10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)～12月5日(日)
［次回展] 岩橋崇至写真展「わが心の山」 10月23日(土)～ 12月5日(日)

《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31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(令和4年)1月10日(月･祝)

《高岡市美術館》 TEL 0766-20-1177 

■ 高岡で考える西洋美術 -〈ここ〉と〈遠く〉が触れるとき

会期 9月14日(金)～10月31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 1,200円、シニア900円、高･大 600円、

小･中 300円、親子券 1,400円(大人１名+小･中2名)
［次回展] 第50回高岡市芸術祭 高岡市美術作家連盟展 11月6日(土)～14日(日)

■ 高岡クラフト市場街2021
市場街TVとして、10月16日(土)からオンライン配信開始
市内の拠点での体験型イベント 10月22日(金)～24日(日) 開催
工場・工房見学、ものづくり体験、職人との交流会等
最新状況は、HP、SNSで確認ください。 「クラフト市場街」で検索

■ 工芸都市高岡2021クラフト展
会期 10月22日(金)～24日(日) 10:00～18:00 (最終日 17:00まで)
会場 御旅屋セリオ 2階 フリースペース特設会場、入場無料
問合先 工芸都市高岡クラフトコンペ実行委員会

事務局（高岡商工会議所内） TEL 0766-23-5002

■ たかおか朝市(10月までの第2･第4日曜日開催)
日時 10月10日(日) ･24日(日) 5:30～8:00 ※10月24日(日) 今季最終

会場 坂下町通り

※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!!

問合先 たかおか朝市実行委員会 TEL 090-6811-3137

■ 田中彩子ソプラノ･リサイタル2021
日時 10月14日(水) 開演 19:00 (開場 18:00)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
演奏 田中彩子(ソプラノ)、加藤昌則(ピアノ)
問合先 富山県高岡文化ホール TEL 0766-25-4141

わくわくメルヘン
ランド

朝市

こども食堂

セリオ休業

セリオ休業

セリオ休業

オタヤ市

オタヤ市

オタヤ市

オタヤ市

えき近夕市

えき近夕市

えき近夕市

えき近夕市

えき近夕市

万葉集朗唱の会(収録放送･動画投稿)

■ ごりやく寄席@御旅屋セリオ
日時 10月3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
出演 雷鳥、ぷう風亭みるみる、おわら踊り、大仏音頭 ほか
次回開催 11月7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

■ 謎解きWALK あみたんと失われた活気
開催期間 10月1日(金)～31日(日)、参加無料
スマホを片手に、高岡の街の謎を解きながら、魅力を再発見しよう!!
マップのポイントを巡って謎を解いてください!!
本イベント参加･応募には、LINEの友だち追加が必要です。
問合先 遊びの郷エデン LINE ID. @020omsch

ユニーク
ベニュー

ユニーク
ベニュー

クラフト市場街･2021クラフト展

■ たかおか落語祭り2021(戸出場所･伏木場所)
(戸出)日時 10月23日(土) 開演 17:30  (開場 17:00)

会場 戸出コミュニティセンター
(伏木)日時 10月24日(日) 開演 13:00  (開場 12:30)

会場 雲龍山 勝興寺
出演 金原亭馬玉、桂 宮治、三遊亭良楽(伏木のみ)、

アレマー玉井、林家つる子(戸出のみ) 、三遊亭美よし
木戸銭 各会場 3,000円(当日 500円高) ※(伏木)勝興寺拝観料含む
問合先 たかおか落語ふぁんくらぶ TEL 080-6358-1192

■ わくわくメルヘンランド ハロウィンパーティー2021
日時 10月30日(土) 13:00～16:00 ※申込必要、多数の場合抽選

会場 御旅屋セリオ内特設会場 、参加費 各600円/人

内容 ジャック･オー･ランタン作り、ハンドソープ作り、バスボム作りなど

問合 末広開発(株) まちづくり事業部 TEL 0766-20-0555

あみたん

(伏木)


