
■ CHIKO SPRING CONCERT2023
日時 3月11日(土) 開演 14:00 (開場 13:30)
会場 高岡市ふくおか総合文化センター(Uホール)
出演 CHIKO(vo)、廣井謙次(gt)、西村悟志(ds)、武田悟(b)、nocci(key)
入場料 2,500円 (全席指定)
問合先 高岡市ふくおか総合文化センター TEL 0766-64-1030
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■ ごりやく寄席@御旅屋セリオ
日時 3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 ともやん、川中奈丸、越中おわら踊り、大仏音頭 ほか
次回開催 4月2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

■ ユニークベニュー TAKAOKA オン まちなかステージ
・Vol.125 トヤマ･フィルハーモニア･ムジクス 春のミニコンサート

日時 3月12日(日) 開演 14:00 (開場 13:30)

会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)

出演 トヤマ･フィルハーモニア･ムジクス、入場無料(先着定員制)

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.09
日時 3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 調整中
問合先 SONGS音創会 (前田) TEL 090-2830-6411

■ 第29回春を生ける 北日本いけばな展
会期 3月3日(金)～6日(月) 10:00～18::00 (4日 16時迄、6日 17時迄)

前期 3月3日(金)･4日(土)、後期 3月5日(日)･6日(月)
会場 御旅屋セリオ 5階 マルチスペース
問合先 北日本新聞社西部本社 TEL 0766-22-2226
［同時開催］ manabun 2023スプリングコンサート

日時 3月4日(土)･5日(日) 10:30～15:30 (5日 14:30迄)
会場 御旅屋セリオ 1階 アトリウム

■ アコースティック音楽ライブ クルンで歌おう♪
日時 3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

問合先 クルン高岡(TSB商店会) TEL 0766-22-6767

《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

［次回展] 春の特別企画展「牧野富太郎と万葉集」 4月12日(水)～6月12日(月)
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これを見れば元気高岡がわかる！

www.takaoka-st.jp
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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 「3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

CHIKOコンサート

※ 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!! 
外出の際は、感染防止対策等をお忘れなく!!

■ オタヤこども食堂 毎月第２・第４土曜日開催

日時 3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

■ 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 3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

御旅屋人
マーケット

《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

■ ワンダーフォトコンテスト写真展
会期 2月18日(土)～3月26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] 川島小鳥写真展 「たくさんの今たち」 4月1日(土)～6月11日(日)

《高岡市美術館》 TEL 0766-20-1177 

■ ウィリアム･モリス 英国の風景とともにめぐるデザインの軌跡

会期 3月18日(土)～5月7日(日)
開館時間 9:30～17:00 (入館16:30迄) ※3/18 10:30から入場可能
休館日 月曜日(5/1は、臨時開館)
入館料 一般 1,200円､65歳以上 900円、高･大 700円､中学生以下 無料

･講演会「ウィリアム･モリスの足跡を訪ねて」 4/16(日) 14:00～15:00
講師 織作峰子氏(写真家･大阪芸術大学教授) ※申込が必要

･担当学芸員によるトークショー 4/22(日) 14:00～15:00 ※申込が必要

■ 第23回山町筋のひなまつり
日時 3月11日(土)･12日(日) 10:00～17:00 (3/12 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のお雛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
・太田衣代SDGs箏演奏会 3/11(土)･12(日) 13:00～ 会場 太田家

・フードマルシェ、和服の着付けなど 3/11(土)･12(日) 会場 1970西繊ビル
・ ひなフェスin山町ヴァレー&サカサカ･･音楽イベント･マルシェ など

3/11(土)･12(日) 10:00～16:00 会場 山町ヴァレー、サカサカ

御旅屋通り いろどりマルシェ

こども食堂

SONGS

■ あなたの大切な人のために 亡き人を偲ぶコンサート
日時 3月12日(日) 開演 14:00   (開場 13:30)

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) 

出演 金尾香織、田代 司、高信由記子、大畑理博、清水美和子ほか

入場料 2,000円 (当日 500円高) 全席自由

問合先 アトリエコンサート実行委員会 TEL 090-2128-9575 (清水)

クルンで歌おう♪

谷村新司
ココロの学校

オタヤ市

オタヤ市

オタヤ市

オタヤ市

偲ぶコンサート

第23回山町筋のひなまつり

ユニークベニュー
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《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

サロンコンサート

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
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■ 御旅屋人(おたやじん)マーケット
日時 3月19日(日) 11:00～18:00
会場 御旅屋通りアーケード、御旅屋セリオB1、メルヘン広場

御旅屋エリアの魅力を発信する飲食･物販の定期マーケット
問合先 高岡市商業雇用課 TEL 0766-20-1289 ※毎月第3日曜開催予定

■ 桂 宮治独演会
日時 3月15日(水) 開演 18:00 (開場 17:00)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
出演 桂 宮治、(前座)桂 伸ぴん、(色物)桂 小すみ［音曲］
入場料 4,000円(当日 500円高/全席指定)
問合先 ラジオたかおか TEL 0766-28-7000

■ 谷村新司 トーク&ライブキャラバン ココロの学校
日時 3月23日(木) 開演 19:00 (開場 18:00)
会場 富山県高岡文化ホール 大ホール
出演 谷村新司
入場料 一般 6,000円(当日 500円高)、学生 3,000円 (全席指定)
問合先 富山県高岡文化ホール TEL 0766-25-4141

■ 第240回サロンコンサート歌とギターで時を超えて名曲を
日時 3月11日(土) 開演 13:30 (開場 13:00)

会場 Little Wing(ウイング･ウイング高岡 1階)

入場料 無料/先着定員制、出演 和田理名(vo)、和田敬三(gt)

問合先 高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL 0766-20-1560

第29回春を生ける 北日本いけばな展

北日本
いけばな展

■ 春の御旅屋通り いろどりマルシェ
日時 3月4日(土)･5日(日) 11:00～16:00
会場 御旅屋通りアーケード(御旅屋セリオ前)

テイクアウトグルメ、アイテムショップなどSDGsな お店が大集合!

問合先 御旅屋賑わい創出実行委員会 TEL 0766-21-0636 (協和総商)


