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※ 開催日程等が変更･中止の場合があります。最新情報を確認下さい!!

外出の際は、感染防止対策などお忘れなく!!

《高岡市美術館》 TEL 0766-20-1177

■ バンクシーって誰?展 高岡展
会期 9月11日(日)～12月6日(火)、休館日月曜 (10/10は開館)、10/11休館
開館時間 9:30～17:00 (入館16:30迄)
入館料 当日(土日祝) 一般 2,200円、高･大 2,000円、小･中 1,200円、シニア 2,000円
当日(平日)
一般 2,000円、高･大 1,800円、小･中 1,100円、シニア 1,800円
※未就学児は、無料。開催中止を除き、購入後の観覧券の払戻し･交換不可。
［次回展] 第51回高岡市芸術祭 高岡市美術作家連盟展 12月15日(木)～12月20日(火)

《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 11月27日(日)まで(予定) ※12月より展示替えの予定
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)
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
■ 特別展「没後100年 高峰譲吉記念展蔵品展
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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。

■ サクソフォン四重奏「カルテット*スピリタス」公演
日時 10月1日(土) 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)
演奏 カルテット･スピリタス
入場料 一般 2,000円、高校生以下 1,000円 (全席自由、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

■ ごりやく寄席@御旅屋セリオ
日時 10月2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 大道芸 TANE、落語 川中奈丸、おわら踊り、大仏音頭 等
次回開催 11月6日(日) 11:00開演 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42回高岡万葉まつり 第33回万葉集全20巻朗唱の会
日時 10月7日(金) 9:30～9日(日) 18:00
会場 高岡古城公園 特設水上舞台 (夜間は、動画投稿分で対応)
※会場 朗誦時間 10/7･10/8･･ 17:00まで、10/9･･18:00まで
10/7(金) 9:30～ オープニングセレモニー
高岡ケーブルネットワーク及びYouTubeで、生中継･動画配信を実施!!
問合先 高岡万葉まつり実行委員会事務局 TEL 0766-20-1301

■ 第47回たかまちまつり 高岡獅子舞大競演会
日時 10月8日(土) 13:30～17:00
会場 ウイング･ウイング広場、@パーク(御旅屋セリオ横)、中心商店街
入場無料、たかまちで、高岡･射水の4団体が、勇壮･華麗に舞い踊る!!
問合先 末広開発(株)まちづくり事業部 TEL 0766-20-0555

■ アコースティック音楽ライブ クルンで歌おう♪
日時 10月9日(日) 11:00～15:00
会場 クルン高岡(高岡駅)2階デッキテラス、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
問合先 TSB商店会 TEL 0766-22-6767

■ 第238回おでかけサロンコンサート 合唱団 MiTU
日時 10月9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、入場無料
出演 門田 宇(指揮)、般若葉月(ピアノ)、合唱団 MiTU(合唱)
問合先 高岡市文化振興事業団 事業課 TEL 0766-20-1560

■ ユニークベニュー TAKAOKA ｵﾝ まちなかステージ
Vol.110 薩摩琵琶 ～武士の生き様を語る～
日時 10月2日(日) 14:00～15:00 (開場 13:30)
会場 御旅屋セリオ5階 マルチスペースホール、入場無料
出演 錦心流薩摩琵琶全国一水会
Vol.111 HarBinGer Music presents 打ち込み実験室 高岡出張編
日時 10月8日(土) 14:00～15:00 (開場 13:30)
会場 クルン高岡(高岡駅)2階 デッキテラス、入場無料
出演 櫻井啓一、4580(rap)、鶴田純司(key)、山本剛之(sax)
Vol.112 大正琴で奏でる昭和、平成、令和の名曲
日時 10月10日(月･祝) 14:00～15:00 (開場 13:30)
会場 御旅屋セリオ5階 マルチスペースホール、入場無料
出演 琴城流大正琴アンサンブル風雅
Vol.113 ミュージカルカンパニーWOZ SHOWCASE in TAKAOKA
日時 10月16日(日) 14:00～15:00 (開場 13:30)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)、入場無料
出演 ミュージカルカンパニーWOZ
Vol.114 Plus Band コンサート in 高岡
日時 10月23日(土) 13:00～14:00 (開場 12:30)
会場 クルン高岡(高岡駅)2階 デッキテラス、入場無料
出演 Plus Band
問合先 (公財)高岡市民文化振興事業団事業課 TEL 0766-20-1560

これを見れば元気高岡がわかる!!

https://www.takaoka-st.jp

会期 7月30日(土)～10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)、入館無料
［次回展] 」 館蔵品展「新資料展(仮)」 11月26日(土)～2023年(令和5年)1月15日(日)

《ミュゼふくおかカメラ館》 TEL 0766-64-0550
■ 風景写真祭2022「美しい風景写真100人展」
会期 10月1日(土)～12月4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)
入館料 一般 800円､65歳以上 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 「デビュー!NEWコレクション!!」 6月4日(土)～12月4日(日)
［次回展] 富士フイルムフォトコンテスト入賞作品展、富士フイルムXシリーズ写真展、
高岡市美術作家連盟写真部会作品展
12月10日(土)～2023年(令和5年)2月12日(日)
※Xシリーズ写真展は、2023年(令和5年)1月15日(日)まで

《高岡市万葉歴史館》 TEL 0766-44-5511
■ 秋の特別企画展「Discovery MANYO(１) 東海地方」
会期 8月31日(水)～11月28日(月)
開館時間 9:00～18:00 (入館 17:15迄) 4月～10月の間 18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、65歳以上 240円、中学生以下 無料
［次回展] 正月特別展示 11月30日(水)～2023年(令和5年)1月30日(月)

■ GO FOR KOGEI 高岡･勝興寺会場
会期 9月17日(土)～10月23日(日) 9:00～16:00(入場15:30迄)
会場 雲龍山 勝興寺
個別チケット 1,200円(勝興寺拝観料を含みます)
問合先 認定NPO法人趣都金澤 Mail info@goforkogei.com

■ たかおか落語まつり2022

３師匠の真打披露公演お見逃しなく!!
日時 10月8日(土) ① 12:30～、② 18:00～、10月9日(日) ③ 12:30～
会場 ①福岡にぎわい交流館「フクール」、②富山新聞高岡会館 3階ホール
③伏木コミュニティセンター
木戸銭 前売 3,000円 (当日 500円高) 全席自由
問合先 たかおか落語ふぁんくらぶ(塚田) TEL 080-6358-1192

■ 第62回八丁道おもしろ市
日時 10月16日(日) 8:00～14:00 ※雨天決行
会場 国宝瑞龍寺前参道(八丁道)
八丁道に、食品、骨董、クラフト等の出店に数多く出店します!!
問合先 八丁道おもしろ市実行委員会 TEL 0766-25-2342

■ たかおか朝市

10月23日 本年最終開催となります!!
日時 10月9日(日)･23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!!
問合先 たかおか朝市実行委員会 TEL 090-6811-3137

■ オタヤこども食堂

毎月第２・第４土曜日開催
日時 10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
問合先 オタヤこども食堂 (FBページ等で情報発信中)

■ すえひろ～ど(末広町商店街)のイベント
・キャッシュバックキャンペーン ･･お買い物金額の10%をキャッシュバック(上限1,000円)
日時 10月8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)
問合先 末広町商店街振興組合 TEL 0766-22-0270

■ えき近夕市

■ おたや市

日時 毎週火曜・金曜 14:00～16:00 日時 毎週木曜 12:00～14:00
会場 高岡駅 南北通路(万葉ロード） 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 machizukuri@suehirokaihatu.co.jp

