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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。

■ 第36回日本海高岡なべ祭り
期間 1月15日(土)～1月16日(日) 各日 11:00～14:00
会場 クルン高岡2階デッキ、ウイング･ウイング高岡、@パーク(御旅屋セリオ横) 他
なべ券の販売は(前売･当日とも) ありません。･･現金販売のみ １食 400円(税込)
販売数量及び開催時間短縮し、会場内定員制での開催。
入場の際、検温･消毒の他、連絡先の記入提出が必要。
【会場毎の なべラインナップ】
クルン高岡･･高岡すり身ごっつお鍋、イタリアン海鮮トマト、
立山ポークもつ鍋、富山ジビエしし鍋、飛越能観光物産
ウイング･ウイング高岡･･牛すじスープ、イベリコ豚コラーゲン鍋、
スープカレー
@パーク･･海鮮シチュー鍋、カニ汁(500円での販売)、里芋汁、カキ鍋
レーベン高岡･･山形名物･芋煮
なべ祭り期間中 なべ祭り各会場を巡るデジタルスタンプラリー実施!!

問合先 日本海高岡なべ祭り実行委員会 TEL 0766-20-0555

■

謎解きWALK あみたんと時を超えた利長公 ～金屋町･山町筋の謎～

期間 2021年(令和3年)12月11日(土)～2022年(令和4年)1月31日(月)
エリア 金屋町・山町筋一帯、参加費 無料
謎解きクリアされた方には、抽選で豪華景品をプレゼント
問合先 遊びの郷エデン LINE ID @020omsch

■ ユニークベニュー TAKAOKA オン まちなかステージ
・Vol.88 新春初笑い! アレマーだら～ずお笑いショー
日時 1月9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 アレマー玉井、だら～ず山下
・Vol.89 懐かしい昭和のメロディー
日時 1月23日(土) 開演 14:00、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」
・Vol.90 テンポの良い洋楽を!
日時 1月30日(日) 開演 12:00、会場 Little Wing
出演 Life in a Mafia Family
・Vol.91 大人のアコースティック･ブルース&バラード
日時 1月30日(日) 開演 15:00、会場 Little Wing
出演 SOFT CREAM
※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

■ アコースティック音楽ライブ クルンで歌おう♪
日時 1月9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、スケジュール等 最新情報は、“クルン高岡 イベント情報”で
■ 冬のエピソードクルン光の散歩道
期間 2021年(令和3年)12月10日(金)～2022年(令和4年)1月31日(月)
会場 クルン高岡2階デッキ、点灯時間 16:30～23:00
問合先 クルン高岡(TSB商店会) TEL 0766-22-6767

■

わくわくメルヘンランドまちなか冬のイルミネーション
期間 2021年(令和3年)12月10日(金)～2022年(令和4年)1月31日(月)
会場 御旅屋アーケード&御旅屋メルヘン広場、点灯時間 17:00～2１:00
問合先 御旅屋セリオ賑わい創出委員会 TEL 0766-20-0555

■ 第21回山町筋の天神様祭
日時 1月22日(土)･23日(日) 10:00～17:00 (1/23 16:00まで)
会場 山町筋(重要伝統的建造物群保存地区)
山町筋の各所に展示されている天神様を巡ってみてください。
問合先 土蔵造りのある山町筋まちづくり協議会(事務局)
TEL 090-3886-1558

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

※ 開催日程等が変更の場合があります。最新情報をご確認ください!!

外出時は、防寒対策･感染防止対策をお忘れなく!!
《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 2021年(令和3年)12月11日(土)～2022年(令和4年)1月10日(月･祝)
開館時間 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、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 GEIBUN13
2月11日(金･祝)～2月20日(日)

《高岡市藤子･F･不二雄ふるさとギャラリー》 TEL 0766-20-1170
■ 藤子･F･不二雄 原画展 時間旅行 ～過去･未来～
会期 2021年(令和3年)12月1日(水)～2022年(令和4年)11月27日(日)
開館時間 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
入館料 一般 500円､65歳以上 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 2021年(令和3年)11月20日(土)～2022年(令和4年)1月10日(月･祝)
開館時間 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、入館無料
［次回展］ 館蔵品展「昔の道具とくらし」
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
■ ハービー･山口×鳥飼祥恵写真展－パラアスリートの肖像－
会期 2021年(令和3年)12月11日(土)～2022年(令和4年)2月27日(日)
開館時間 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、1/11･12
入館料 一般 500円､65歳以上 400円、高･大 300円､中学生以下 無料
土･日･祝 高校生以下無料
［同時開催］ 富士フイルムXシリーズ展 1月10日(月･祝)まで
第68回ニッコールフォトコンテスト写真展 １月13日(木)～2月27日(日)
コレクション展 「IJINとCAMERA」展 5月29日(日)まで
［次回展] ワンダーフォトコンテスト写真展／粕谷千春写真展「そして私は空に○を描く」
3月5日(土)～4月17日(日)

《高岡市万葉歴史館》 TEL 0766-44-5511
■ 正月特別展示 －越中万葉かるたに親しもう－
会期 2021年(令和3年)12月22日(水)～2022年(令和4年)1月24日(月)
開館時間 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)、12/29～1/3
入館料 一般 300円、65歳以上 240円、中学生以下 無料
［次回展］ 万葉のふるさと高岡フォトコンテスト入賞作品展 1月26日(水)～3月7日(月)

■ 第10回高岡笑学校 「これからの感染症予防について」
日時 1月15日(土) 開演 13:30 (開場 13:00)
会場 御旅屋セリオ5階 マルチスペースホール
出演 清水和子さん(本日の先生)、母心 関あつし(学級委員長)
入場料 1,000円 御旅屋セリオ1階 おたや銘菓堂で販売、定員 50名
問合先 オタヤ開発(株) TEL 0766-27-1850

■ ユニークベニュー スペシャルコンサート ～輝く富山のミューズたち～
・PART1 真冬のgravaコンサート
日時 1月22日(土) 開演 16:00 (開場 15:30)
出演 grava/小泉こうのすけ(B、Gt)、ヤチシンヤ(Dr)
・PART2 しらたまなコンサート
日時 1月29日(土) 開演 16:00 (開場 15:30)
出演 しらたまな/松浦有里ピアノトリオ
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 各公演 2,000円(全席自由) ※2公演セット券 3,000円(下記問合先のみ販売)
問合先 高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL 0766-20-1560

■ 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 1月8日(土)・22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 1月15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 ［1/18(火)より再開］

■ 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

