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末広開発まちづくり事業部より「11月イベント情報」を
お届けいたします。
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ごりやく寄席

※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。

■ 第50回高岡市芸術祭「煌めき」
・高岡市美術作家連盟展
会期 11月6日(土)～14日(日) 9:30～17:00 (最終入場 16:30) ※月曜休館
会場 高岡市美術館、入場料 無料
出品 日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真(6部門)
・茶会 茶道「清風の会」
日時 11月3日(日・祝) 9:00～13:00(受付)
会場 雲龍山勝興寺 お茶券 2,000円
・邦楽・洋楽合同公演
日時 舞台公演 11月14日(日) 開演 12:00 (開場 11:30)
音楽公演 11月14日(日) 開演 16:00 (開場 15:30)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール、入場料 各 1,500円(全席指定)
問合先 高岡市芸術文化団体協議会事務局 TEL 0766-20-1560

■ BE! JAZZ ORCHESTRA LIVE 2021.11.6
日時 11月6日(土) 開演 17:00 (開場 16:30)
会場 富山県高岡文化ホール 多目的ホール
演奏 Be! Jazz Ocrhestra、入場料 1,000円
問合先 Be! Jazz Ocrhestra(酒井) TEL 090-7089-9306

■ ごりやく寄席@御旅屋セリオ

※開演時間変更になっています
日時 11月7日(日) 11:00～12:30 (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 だら～ず山下、川中奈丸、おわら踊り、大仏音頭 ほか
次回開催 12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

■ 第13回たかまちフラフェスタ
日時 11月7日(日) 開演 11:30 (開場 11:00)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)、入場無料
出演 Hula O Kapua Linohana、Kei Welina Hula、ハラウ ラウレア ほか
問合先 たかまちフラフェスタ実行委員会(神島) TEL 090-2123-1867

■ SONGS Little Wing Live vol.06
日時 11月19日(金) 開演 19:30 (開場 19:00)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)、MC 500円
出演 Twintail、カーナーズ、Mai BAND
問合先 SONGS音創会(前田) TEL 090-2830-6411

■ 池坊高岡支部創立80周年記念花展
日時 11月27日(土)･28日(日) 10:00～18:00 (28日 17:00迄)
会場 御旅屋セリオ 5階 マルチスペース、入場無料
問合先 池坊高岡支部 https://ikenobo.jp/

■ 第230回おでかけサロンコンサート Duo Nero
日時 11月28日(日) 開演 13:00 (開場 12:30)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
演奏 西田宏美(クラリネット.)、大久保リナコ(マリンバ.)
入場無料/事前申込必要、受付開始 11月6日(土)
問合先 (公財)高岡市民文化振興事業団事業課 TEL 0766-20-1560

■ 高岡古城公園お濠めぐり遊覧船 秋季運行
運航期間 11月6日(土)～28日(日) 10:00～16:00 最終 15:30
運航時間 乗船場所 池の端展望施設
乗船料金 大人700円(中学生以上) 子ども200円
高岡商工会議所 TEL 0766-23-5000

11月開催予定で、開催中止・延期などのイベント(一部)
・庄川鮭まつり 11月中の土･日･祝/中止
・ふくおか産業フェスティバル 11月3日(水･祝)/中止
･2021たかおか食彩フェア
11月中旬 /中止

これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp

たかおかストリート

※ 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!!
《高岡市美術館》 TEL 0766-20-1177
■ 第50回高岡市芸術祭 高岡市美術作家連盟展
会期 11月6日(土)～11月14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)、入館無料
［次回展] 第8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～
2021年(令和3年)12月11日(土)～2022年(令和4年)1月10日(月･祝)

《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

《高岡市立博物館》 TEL 0766-20-1572
■ 館蔵品展 仕切書にみる北前船交易～堀田家･八坂家文書から～
会期 11月20日(土) ～2021年(令和4年)1月10日(月･祝) 9:00～17:00 (入館16:30迄)
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日休館)、入館無料
［次回展］館蔵品展「昔の道具とくらし」
2022年(令和4年)2月5日(土)～3月31日(木)/次年度継続

《ミュゼふくおかカメラ館》 TEL 0766-64-0550
■ 岩橋崇至写真展「わが心の山」
会期 10月23日(土)～12月5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 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] ハービー･山口×鳥飼祥恵 写真展－パラアスリートの肖像
12月11日(土)～2022年(令和4年)2月6日(日)

《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) 9:00～17:00 (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
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)

■ ユニークベニュー TAKAOKA オン まちなかステージ
・Vol.82 大正琴の音色を楽しむオータムコンサート～琴城流大正琴～
日時 11月7日(土) 開演 14:00、会場 御旅屋セリオ 5階 マルチスペース
出演 琴城流大正琴 アンサンブル風雅
・Vol.83 POWER全開!! ダンス･ダンス･ダンス
日時 11月21日(日) 開演 14:00、会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
出演 ダンシング･ハーツ･サウザンズ
・Vol.84 楽屋姫コンサート
日時 11月23日(火･祝) 開演 15:00、会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
出演 楽屋姫／岩谷英樹(Vo.&Gt.)、寺島和紀(Ba)、松谷康晴(Gt.)
※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

■ 室内楽×名曲 続 音楽で楽しむ 世界旅行
日時 11月10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 徳永慶子(Vn.)、芝村 崇(Vc.)、小田裕之(Pf.)
入場料 一般 3,000円(当日 500円高)、高校生以下 1,000円(当日同額)
問合先 富山県高岡文化ホール TEL 0766-25-4141

■ ソーゾーシー JAPAN TOUR 2021 富山公演
日時 11月13日(土) 開演 15:00 (開場 14:30)
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)
入場料 前売 3,500円 (全席自由/チケット番号順の入場) ※当日 300円高
出演 春風亭昇々、瀧川鯉八、玉川太福(浪曲)･玉川みね子(曲師)、立川吉笑
問合先 次元寄席 TEL 080-5853-7220

■ 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
※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 11月13日(土)・27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 11月13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

