
■ ごりやく寄席@御旅屋セリオ
日時 2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 マジック 友蔵、安野家仁楽斎、越中おわら踊り、大仏音頭 ほか
次回開催 3月5日(日) 10:30～ 、御旅屋セリオ6階にて
問合先 末広開発(株)まちづくり事業部 TEL 0766-20-0555
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■ とやま舞台芸術祭2022 洋舞公演 「幻櫻 オルフェ～2022」
日時 2月4日(土) 開演 18:00 (開場 17:30)

2月5日(日) 開演 14:00 (開場 13:30)  

会場 富山県高岡文化ホール 大ホール

第1部 邦楽とバレエによる「人魚姫」他

第2部 「幻櫻 オルフェ～2022」

入場料 各日 2,000円(全席指定)

問合先 とやま舞台芸術祭実行委員会 TEL 076-441-8635(内線 123)

■ ユニークベニュー TAKAOKA オン まちなかステージ
・Vol.122 山口裕佳理～愛しのピアノ名曲コンサート～

日時 2月12日(日) 開演 14:00

、会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)

出演 山口裕佳理

・Vol.123 この星空を見せたくて

日時 2月23日(木･祝) 開演 14:00

会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)

出演 ｗａｔａｒｕ

・Vol.124 愛してjazz

日時 2月26日(日) 開演 14:00

会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)

出演 上野JAZZステーション

※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 2022-2023 Vol.08
日時 2月17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 Musica Amicus、能越兄弟、伊呂波
問合先 SONGS音創会 (前田) TEL 090-2830-6411

■ 第18回高岡市公民館フェスタ･第62回高岡市公民館研究大会
日時 2月4日(土) 10:00～16::00 (公民館研究大会は、12:00迄)
会場 高岡市生涯学習センター 1･4･5階
[公民館研究大会] オープニング公演、公民館活動事例発表 他
[作品展示] 書道、俳句、クラフトバンド、螺鈿、草木染め、手芸 等
［ホール発表］ 合唱、フラダンス、剣詩舞、詩吟、日本舞踊、大正琴 他
［公民館PRコーナー］ 公民館の活動紹介
問合先 高岡市公民館フェスタ実行委員会事務局 TEL 0766-20-1456

■ ユニークベニュー スペシャルコンサート
・ Tomomiコンサート

日時 2月11日(土･祝) 開演 16:00 (開場 15:30)

出演 Tomomi ほか

・ CHIKOコンサート

日時 2月19日(日) 開演 16:00 (開場 15:30)

出演 CHIKO ほか

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 全席自由 各公演 2,000円、2公演セット券 3,000円

※セット券は、高岡市民文化振興事業団 事業課のみ取扱い

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 2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、スケジュール等 最新情報は、“クルン高岡 イベント情報”で

《高岡市万葉歴史館》 TEL 0766-44-5511

■ 高岡･射水合同企画展 「古代のものづくりと寺院」
会期 2022年(令和4年)10月19日(水)～2023年(令和5年)3月27日(月)
開館時間 9:00～17:00 (入館 閉館 45分前迄/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、65歳以上 240円、中学生以下 無料

２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

２０２３

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 「2月イベント情報」を
お届けいたします。 掲載月前月20日現在の情報から抜粋掲載

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

※ 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!!

■ オタヤこども食堂 毎月第２・第４土曜日開催

日時 2月11日(土･祝)・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

■ 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。

■ #御旅屋いさま
日時 2月19日(日) 10:30～14:00 会場 御旅屋通りアーケード
応援ランチ、相談コーナー、ワールドマルシェ、キッズコーナー等
活動支援ボランティア募集中!!(当日会場･問合先へ連絡) 
問合先 #御旅屋いさまプロジェクト TEL 070-5063-2348 (やしろ)

■ オタヤ市
日時 毎週木曜 12:00～
会場 御旅屋通りアーケード

デザインセミナー

《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 「ピンチ･トラブル･ハプニング!!」
会期 11月26日(日)まで (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

《ミュゼふくおかカメラ館》 TEL 0766-64-0550

■ 第60回富士フイルムフォトコンテスト入賞作品展
第41回高岡市美術作家連盟写真部会作品展

会期 2月12日(日)まで
秋山庄太郎写真集「花妖」より １月17日(火)～2月12日(日)

休館日 月曜(祝日の場合、翌平日休館)
入館料 一般 300円、65歳以上 240円、高･大 200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 「シネカメラ･ショー」 6月11日(日)まで
［次回展] ワンダーフォトコンテスト写真展 2月18日(土)～3月26日(日)

《高岡市美術館》 TEL 0766-20-1177 

■ 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GEIBUN14
会期 2月11日(土･祝)～2月19日(日)
開館時間 9:30～17:00 (入館16:30迄)
休館日 2月13日(月)、入館無料
［第2会場] 富山大学高岡キャンパス(高岡市二上町180番地)

問合先 富山大学人社事務部芸術芸術系系総務･学務課 TEL 0766-25-9139

幻櫻オルフェ

こども食堂 ユニークベニュー

SONGS

■ 赤ちゃんと一緒ぬくもりシェアコンサート
日時 2月18日(土) 開演 11:00   (開場 10:15)

会場 富山県高岡文化ホール 多目的小ホール

出演 デュオ ナチュレル ほか

対象 マタニティママ、パタニティパパ、0･1歳児ママ･パパ

おじいちゃん･おばあちゃんもご一緒に

入場料 大人 1,000円、0･1歳の赤ちゃん無料

問合先 富山県高岡文化ホール TEL 0766-25-4141

クルンで歌おう♪

ぬくもりシェア
コンサートオタヤ市
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次元寄席
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#御旅屋いさま
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セリオ休業

サテライト休業
セリオ休業

サテライト休業
セリオ休業

《高岡市立博物館》 TEL 0766-20-1572

■ 館蔵品展「昔の道具とくらし
会期 2月4日(土)～7月9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)、入館無料

■ 富山･ミラノデザイン交流倶楽部デザインセミナー「ささいな」三澤遥
日時 2月10日(金) 18:00～19:30
会場 高岡市生涯学習センター(ウイング･ウイング高岡)501研修室
講師 三澤 遥(デザイナー) 、聴講無料(事前申込要)
問合先 富山･ミラノデザイン交流倶楽部 TEL 0766-63-7140

公民館フェスタ

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

サテライト休業
セリオ休業

ユニークベニュー

ごりやく寄席

■ 第50回次元寄席
日時 2月16日(木) 開演 19:00 (開場 18:30)
会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)
出演 三遊亭わん丈、三遊亭良楽
木戸銭 前売 3,000円、当日 3,500円 (全席自由)
チケット販売 らぁめん次元･和風カフェ次元
［特典］ らぁめん次元又は、和風カフェ次元で使えるドリンクチケットプレゼント

問合先 らぁめん次元 TEL 0766-25-2598

節分


