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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 11月12日(金)～12月6日(月)
抽選日時 12月4日(土)･5日(日)･6日(月) 10:00～14:00
会場 御旅屋セリオ 2階特設会場
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!
問合先 たかまちまちづくり協議会 TEL 0766-20-0555

■ 高岡市中心市街地 プレミアム商品券申込･販売について
申込期間 11月28日(日)まで／WEBからの申込必要
※申込多数の場合、当選の方に購入引換用はがきを送付
販売期間 12月5日(日)～11日(土) 10:00～16:00
会場 御旅屋セリオ 5階特設会場
問合先 たかまちまちづくり協議会 TEL 0766-20-0555

■ 春風亭ぴっかり☆二ツ目最後の高岡独演会
日時 12月4日(土) 開演 14:00 (開場 13:30)
会場 富山県高岡文化ホール 多目的ホール
出演 春風亭ぴっかり☆、木戸銭 2,500円(全席自由)
問合先 たかおか落語ふぁんくらぶ TEL 080-6358-1192

■ ごりやく寄席@御旅屋セリオ
日時 12月5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 だら～ず山下、三遊亭良楽、おわら踊り、大仏音頭 ほか
次回開催 2月6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

■ PURPLEおでかけサロンコンサート
・第228回 ジャズコンサート「The Fireworks」
日時 12月12日(日) 開演 13:30 (開場 13:00)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
出演 The fireworks
・第231回 コーラスカルテット「Vis-à-vis」
日時 12月19日(日) 開演 13:30 (開場 13:00)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
出演 Vis-à-vis 森田礼子(Sop)、杉本朋子(Alt)、
森田節夫(Ten)、浅水清見(Bass)、笹島陽子(Pf)
※各公演とも、入場無料/事前申込必要
問合先 (公財)高岡市民文化振興事業団事業課 TEL 0766-20-1560

■ 青少年わかば公演 第9回たのしい子どもおどりの会
日時 12月12日(日) 開演 12:00 (開場 11:30)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール、入場料 500円
出演 高岡市芸術文化団体協議会邦楽部門
日本舞踊部門会員（25歳以下）
おともだち出演 高岡保育園
問合先 高岡市芸術文化団体協議会事務局 TEL 0766-20-1560

■ アコースティック音楽ライブ クルンで歌おう♪
日時 12月12日(日) 11:00～15:00
会場 クルン高岡地下街 憩いの路、観覧無料
出演者 O-Z倶楽部、HAGINO&ゆめみる、だんかな、彩ら、
島尾の浜ちゃん、辻井祐子、杉 正三、みいすけ
スケジュール等 最新情報は、“クルン高岡 イベント情報”で

■ The Vivid Beaters 冬のミニコンサート
日時 12月26日(日) 開演 13:30 (開場 12:45)
会場 高岡市ふれあい福祉センター 多目的ホール)、入場料 500円
出演 打楽器アンサンブル The Vivid Beaters
問合先 The Vivid Beaters 公式HPまたは、公式LINEで

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～
会期 12月11日(土)～1月10日(月･祝) 9:30～17:00 (入館16:30迄)
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日休館、12/29～1/3休館)、入館無料
［次回展] 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（仮称）

2022年(令和4年)2月～3月(予定)

《高岡市藤子･F･不二雄ふるさとギャラリー》 TEL 0766-20-1170
■ 6周年記念原画展「時間旅行 過去･未来」
会期 12月1日(水)から開始 9:30～17:00 (入館16:30迄)
休館日 月曜(祝日の場合、翌平日休館、12/29～1/3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、12/29～1/3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］ 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－
2月11日(土)～2022年(令和4年)2月6日(日) 12/29～1/3 休館

《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)、12/28～1/4 休館

■ ユニークベニュー TAKAOKA オン まちなかステージ
・Vol.85 Marimba&piano before X’mas
日時 12月5日(日) 開演 14:00、会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
出演 YOUTA、えつこ
・Vol.86 日本列島 北から南へ 歌の旅
日時 12月18日(土) 開演 14:00、会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
出演 琴伝流大正琴 Music Box H&K
・Vol.87 ジミータカギター教室 “大人のクリスマスコンサート”
日時 12月19日(日) 開演 14:00、会場 御旅屋セリオ5階マルチスペース
出演 ジミータカギター教室
※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 Little Wing Live vol.07
日時 12月10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 ハマたく、Rainbow after the Rain“DX”、タウンビーツプロジェクト
問合先 SONGS音創会(前田) TEL 090-2830-6411

■ わくわくメルヘンランド クリスマスパーティー
日時 12月12日(日) 13:00～16:00
会場 御旅屋セリオ 6階 特設会場、参加費 各500円
ミニクリスマスケーキ作り、サンタのマグネット作り、クリスマスリース作り
問合先 御旅屋セリオ賑わい創出実行委員会 TEL 0766-20-0555

■ 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 12月11日(土)・25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 12月11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 (年内最終 12/28)

■ 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

