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まちなかで、ライブ感あふれる時間を。
出演者募集中!!ユニークベニューTAKAOKA オン まちなかステージ

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

春風にのせて 琴の響き ～水谷佳代お箏教室～

出演／正絃社かたかご会、若柳鶴蓮（香会）

4/5
2000年から社中だけでの演奏活動を始め、先代家元の野村正峰氏より
「正絃社かたかご会」と名を頂きました。市や県の舞台、地元行事の夏の
カーニバル、雅楽会、福祉施設への慰問、小学校や中学校での授業など
を通して、日本伝統文化である箏曲の普及に努めています。今回は子供た
ちを中心とした親しみやすい曲の演奏や日舞、香会の若柳鶴蓮さんとの
コラボレーションもあります。

14：00開演

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

薩摩琵琶の弾き語り ～歴史を弾き語る琵琶の響き～

出演／錦心流琵琶全国一水会

4/11
錦心流琵琶の流祖永田錦心は、明治38年に薩摩琵琶に入門後、明治
41年には薩摩琵琶の節を流麗な節回しに改め、「錦心流琵琶一水会」
を起こし隆盛を極めました。現在では全国に会員が在籍しており、富山
支部でも演奏会などを行い長く活動してきました。今回は呉西在住
女性3名の「琵琶の響」をお楽しみください。

14：00開演

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

シャンソンをあなたとともに ～花水木会コーラスコンサート～

出演／花水木会

5/9
1985年6月、シャンソン愛好者たちが集い「花水木会」を結成、シャンソ
ン歌手の水木ようこが主幹を務めています。花水木会の特色はなんと
いってもコーラスをオリジナルアレンジで歌うことです。今回のステー
ジで最も注目いただきたいのがピアノ連弾の伴奏でドラマチックに展
開する1曲。他の曲ともども是非お楽しみください。

11：30開演

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

タカマチ Flamenco Live

出演／島田純子フラメンコ教室ALEGRIA生徒

5/17
スペインの踊りであるフラメンコをALEGRIA生徒が踊ります。明るく楽
しい曲から暗く少し重い曲まで、そしてコンクール入賞作品もお届けし
ます。フラメンコの独特のリズムやステップ、迫力ある歌を楽しんでくだ
さい。

14：00開演

入場・観覧無料

高岡の「まちなか」をステージとした、すてきなイベントを続々開催中！
気軽に立ち寄れて、出演者との距離が近く、一体感のあるステージで、
心躍る演奏や懐メロ、華やかな踊りなど、ライブ感あふれるひとときを
お楽しみください。

まちなかで、
パフォーマンスしませんか？
一緒に高岡のまちを
盛り上げましょう！ 詳しくはこちら

日

土

土

日



クルン高岡（高岡駅）2階 ペデストリアンデッキ

Vintage Songs of YUMING
～遊民唱歌隊 初夏のワンマンライブ～

出演／遊民唱歌隊

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560

5/24
2008年に、独身時代のユーミン、荒井由実さんの曲をメインに演奏する
バンドを結成しました。その後ユーミンのライブサウンドを目指してダブ
ルキーボード、ダブルパーカッションにフルートも加え、さらにコーラスの
充実を図って現在は13人の世代超え音楽集団として活動しています。
初夏の昼下がりにオープンスペースでユーミンの名曲をお楽しみください。

15：00開演

クルン高岡（高岡駅）2階 ペデストリアンデッキ

The Early American Song Band ライブ

出演／The Early American Song Band

6/14
還暦を過ぎたおじさん3名と高岡・富山の歌姫8名でバンドを結成。
1920年代のアメリカ南東部で歌われていた曲（スコットランド伝承）な
どを中心に演奏活動を行っています。基本、電気音響楽器を使用せず、
生音もしくはピエゾ等を使用して演奏するスタイル。最近バンジョーや
ベースも加わり、さらにパワーアップした演奏をお届けします。

14：00開演

御旅屋セリオ1階 アトリウム

歌って♪踊って♪フルナッツ♥

出演／フルナッツ

6/21
子育てしながらも楽しいことがしたい！という思いから富山市藤園幼稚園
のママたちを中心に2016年から活動しています。子供向けの曲から懐か
しのあの曲までレパートリーも増えてきました！皆さんも是非一緒に歌っ
たり踊ったりしてください。

13：00開演

御旅屋セリオ1階 アトリウム

Alohaの風をたかまちに

出演／H★POWERプロダクション富山ブランチ

6/21
ハワイでは踊ること、すなわちフラで愛する気持ちや美しい風景、人々
の暮らしなどを表現してきました。そのフラの魅力と穏やかな音楽を
お届けします。H★POWERプロダクション富山ブランチの笑顔溢れる
フラであなたもSmileに。

15：00開演

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

ハーモニカアンサンブル 「四番街のマリー」

出演／ハーモニカアンサンブル 四番街のマリー

6/28
私たちは、県西部のハーモニカ認定指導員５名で編成、全日本ハーモニ
カ連盟・富山県ハーモニカ協会に所属し、東京での演奏会（杉並公会
堂）、福井県ハーモニカに親しむ会、赤羽ホール（金沢）などの演奏を通
じ、幅広いレパートリーで活動しているハーモニカアンサンブルのグ
ループです。地元での各種イベントにも積極的に協力させていただいて
おります。

14：00開演

日

日

日

日

日



藤田真央ピアノリサイタル
6月3日（水）19:00開演／高岡市生涯学習センターホール
全席指定 一般3,000円・高校生以下1,500円
※未就学児入場不可  親子室をご利用ください（事前申込要）

2019年第16回チャイコフスキー国際コ
ンクールピアノ部門第2位を獲得、同年
公開映画「蜜蜂と遠雷」では風間塵役
の演奏を担当するなど、今、日本で最
も注目を集める若手ピアニスト・藤田
真央による待望の高岡公演。

広田 泉＆マーセル・ランド　
ヴァイオリンデュオリサイタル
7月18日（土）18:30開演／高岡市生涯学習センターホール
全席自由 一般2,500円・高校生以下1,000円
※未就学児入場不可  親子室をご利用ください（事前申込要）

アメリカ・フォートワース管弦楽団ヴァイ
オリン奏者として活躍する高岡市出身・
広田泉。夫のマーセル・ランドとのふるさ
と凱旋コンサートを開催します。

入場無料

●広田 泉（ヴァイオリン・高岡市出身）、
　マーセル・ランド（ヴァイオリン）、
　高森静香（ピアノ）

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（チケットは、発売日より電話予約できます）
HP http://www.takaoka-bunka.com

音楽祭イメージキャラクター
ガルガンチュア Gargantua

TAKAOKA春の音楽祭
ガルガンチュア

４.２９wed‐５.３sun[４公演]
「世界の音楽、広がる和」

4.29（水・祝）
11:00開演

チケット絶賛発売中！

5/15（金）発売開始！

4/10（金）発売開始！

ウイング・ウイング
高岡広場 ※雨天の場合はLittle Wing

第213回PURPLEおでかけサロンコンサート

Wing＊Wing×Classicシリーズ【春】

勝興寺公演

ロシア民謡と
コサックダンス!!

Wing＊Wing×Classicシリーズ【夏】 チケット発売情報

さあ、音楽の旅に出かけよう―高岡が生んだ海外で活躍する演奏家たち④2020高岡市＆ポーランド共和国文化交流事業（beyond2020プログラム）

「オープニング・ファンファーレ！」
出演／野村小学校ウインドアンサンブル

4.30（木）
19:00開演

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）

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）

世界の国の民族音楽
「ウラジオストク・ロシア民族アンサンブル」

Wing＊Wing×Classicシリーズ【春】

須川展也サクソフォンコンサート「革命児ピアソラの世界」

曲　目／すずらん、トロイカ、カリンカ、カチューシャ、百万本のバラ ほか
入場料／全席自由  一般・高校生以下1,000円
※未就学児入場不可／親子室をご利用ください（事前申込要）

5.2（土）
14:00開演

勝興寺本堂

富山・石川出身メンバーによる金管五重奏
「風と緑と“かがやきブラス”！」
出　演／かがやきブラス（金管五重奏）
 （角 允彦Tp、葉室 晃Tp、安田健太Hr、廣瀬大悟Tb、上森菜未Tub）
曲　目／ヴェルディ：歌劇アイーダより凱旋行進曲、バーンスタイン：ウエスト・サイド・ストーリー ほか
入場料／一般1,000円（工事協力金500円含む）、中学生以下無料（３歳以下入場不可）

5.3（日・祝）
17:00開演

出　演／須川展也（サクソフォン）・小柳美奈子（ピアノ）
内　容／第１部：須川展也＆地元サクソフォン参加者のステージ
  酒井格：「たなばた」（八重奏）・和泉宏隆：「宝島」（全員合奏）
 第２部：須川展也「革命児ピアソラの世界」
入場料／全席自由  一般2,000円・高校生以下1,000円
※未就学児入場不可 親子室をご利用ください（事前申込要）

※いずれも、当日券は500円高になります。

小柳美奈子（ピアノ）

藤田真央（ピアノ）　©EIICHI IKEDA
広田 泉＆マーセル・ランド（ヴァイオリン）

須川展也（サクソフォン）

風と緑の楽都音楽祭2020

ウラジオストク・ロシア民族アンサンブル

野村小学校ウインドアンサンブル

角 允彦（Tp） 葉室 晃（Tp） 安田健太（Hr） 廣瀬大悟（Tb） 上森菜未（Tub）

●ショパン：ワルツ イ短調 Op.34-2、
　ノクターン第18番ホ長調 Op.62-2
　ベートーヴェン：ピアノソナタ第23番
　ヘ短調 Op.57「熱情」  ほか ●ヘンデル：二つのヴァイオリンのためのソナタ ト短調 Op.2  ほか



高岡市美術館創立70周年記念プレ企画展

賜  コレクションのたのしみ

館蔵品展
「昔の道具とくらし」

4月10日（金）～5月6日（水・振休）／高岡市美術館 企画展示室1・2

関 長造《林檎》1970年
高岡市美術館蔵

撮影 宮澤 正明

「背板で馬肥を運ぶ女性たち」
（1933～44年頃） 高岡市立博物館蔵

小川加恵（フォルテピアノ）池田梨枝子（ヴァイオリン）秋葉美佳（ヴァイオリン）

中田美穂（ヴィオラ）山本　徹（チェロ） 角谷朋紀（コントラバス）

第192回
例会コンサート

開館時間／9：30～17：00（入館は16：30まで）
休館日／月曜（祝・休日の場合は翌平日）、
 年末年始（12/29～1/3）
観覧料／一般500円、学生300円、シニア400円
 ※中学生以下無料

★「コレクションにみる高岡の金工・漆芸」同時開催
　企画展示室3  （観覧無料）

問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

問 ミュゼふくおかカメラ館 TEL.0766-64-0550

当館収蔵資料のうち、古い生活道具類「民具」を展示・紹介します。

開館時間／9：00～17：00
  （入館は16：30まで）
休館日／月曜
 （祝・休日の場合は翌日）

●展示説明会［参加無料（申込不要）］
　4月25日（土）14：00～14：30

開催中～7月12日（日）／高岡市立博物館新館 企画展示室

宮澤 正明 写真展「伊勢神話への旅」

伊勢神宮「式年遷宮」の記録を中心に、
長く受け継がれた神事を紹介し、自然への感謝と神話と共に
歩んできた日本人の精神性を伝える写真展です。

開館時間／9：00～17：00
  （入館は16：30まで）
休館日／月曜（祝・休日の場合は翌日）
入館料／一般800円 高校・大学生400円
 中学生以下無料

4月18日（土）～5月31日（日）／ミュゼふくおかカメラ館

5月10日（日）15：00開演／富山県高岡文化ホール

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

開館30周年記念 
春の特別企画展「万葉写真展」
4月22日（水）～5月25日（月）／高岡市万葉歴史館

開館時間／9：00～18：00
    （入館は17：15まで）
休館日／火曜（祝・休日の場合は翌日）
 ※5月5日（火・祝）は開館、
 　5月7日（木）は休館
観覧料／一般300円、65歳以上 240円、
 中学生以下 無料、
 団体（20名以上）240円

万葉を素材とした館蔵写真を中心に展示、紹介します。

問 高岡市万葉歴史館
TEL.0766-44-5511

入場無料PURPLEおでかけサロンコンサート

第214回

5月24日（日）13：30～14：30／
Little Wing ウイング・ウイング高岡
1階交流スペース

●西保 奏詩亜（ピアノ）

●ショパン作曲：ポロネーズ第7番『幻想』
　Op.61CT156 変イ長調
　リスト作曲：『リゴレット』による演奏会用パラフレーズ
　（ヴェルディ）S.434 R.267 変ニ長調 ほか

高岡のライジング★アーティスト①ピアノ
「薫風に優しい音の調べを乗せて」 第215回「リトルウイングでオーケストラ！vol.3」

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560

5月31日（日）13：30～14：30／
Little Wing ウイング・ウイング高岡１階交流スペース

●本多敏良（指揮）、高岡フィルハーモニー管弦楽団（管弦楽）

●モーツァルト：序曲「魔笛」
　ヨハン・シュトラウス：
　アンネン・ポルカ、皇帝ワルツ
　ブラームス：
　交響曲第3番第4楽章 ほか

入館無料

富山県高岡文化ホール音楽友の会 入会のご案内 デンハーグ ピアノ五重奏団

年会費 ・ソロ会員（個人） 15,000円
・グループ会員 14,000円（お一人様）

ご入会は、お早めに
（第1回目の例会コンサートが5月10日、それまでに）
ご入会方法については、高岡文化ホールまでお問合せください。

一般3,000円（当日3,500円）
高校生以下1,000円

音楽友の会会員
ご招待

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

たまもの

年間シート 入会申込時にお好きな座席をお選びいただき、年間
シートでご覧いただけます。

ベートーヴェン生誕250年に当たる今年、当時の楽器フォルテピアノ
と演奏法で、彼の作品とスピリットを伝えます。

西保 奏詩亜（ピアノ）

令和元年度新たに収蔵された作品を中心に、館収蔵
の絵画、彫刻、工芸約70点を展示、紹介します。

木嶋真優ヴァイオリンリサイタルや田中彩子ソプラノリサイタル、
森麻季＆鈴木優人デュオコンサートなど年間6本の多彩な音楽公
演にご招待します。

本多敏良
高岡フィルハーモニー管弦楽団

（2名以上）



発行／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課  〒933-0023 富山県高岡市末広町1番7号 高岡市生涯学習センター3階
 TEL.0766-20-1560  FAX.0766-20-1562  URL：http://www.takaoka-bunka.com

【実施主体】高岡市／末広開発（株）／（株）高岡ステーションビル／オタヤ開発（株）／（公財）高岡市民文化振興事業団

高岡発イベント情報紙 「iku・cha いくちゃ」 Vol.04

高岡御車山祭

お問合せ／
高岡市観光交流課 TEL.0766-20-1301
高岡御車山保存会公式ホームページ http://www.mikurumayama.jp/

お問合せ／たかまち街づくり協議会
 事務局：末広開発（株） TEL.0766-20-0555

第6回 5月2日（土）  第7回 7月12日（日）★今年度も隔月開催予定
（9月、11月、2021年1月）

お問合せ／オタヤ開発株式会社 TEL.0766-27-1850

母心が、学級委員長
になって、

笑って楽しく学べる

授業を開催

5月1日（金）　宵祭  4月30日（木）
高岡市山町筋・片原町周辺

たかまちまつり 第45回
高岡獅子舞大競演会
5月3日（日・祝）13時～（小雨決行）　高岡中心市街地

※一部、ライトアップあり

［ユネスコ無形文化遺産］

母
心

(

関
あ
つ
し)

母
心(

嶋
川
武
秀)
豊臣秀吉から拝領した御所車を、加賀前田家二代当主
前田利長公が町民に与えたのが始まりと伝えられる、由
緒あるお祭り。高岡の伝統工芸である金工・漆工等の技
を集めた日本でも屈指の華やかな山車が町を巡行しま
す。正午に片原町交
差点にて７基の山車
が一堂に会す「勢揃
式」は、祭りのメイン
イベントであり、高岡
の町が一年で最も華
やぐ瞬間です。

名立たる獅子が勢ぞろいする「たかまちまつり第45回
高岡獅子舞大競演会」。市内外から７団体が参加し、迫
力ある獅子舞を披露。地元高岡の園児による獅子舞に
も注目！お子様も喜ぶアミューズメントや駄菓子屋横
丁、地元グルメ
もあり、是非ご
家族でお楽しみ
ください。

お問合せ／大会事務局（ルーツ・スポーツ・ジャパン内）　
TEL.03-3354-2300（平日10：00～17：30）
公式HP http://www.wiz-spo.jp/takaoka-ekiden/

第8回高岡ねがいみち駅伝
5月17日（日）　高岡古城公園及び市街地の公道規制コース

毎年約3,000人の
ランナーが「ネガ
イのリストバンド」
を身につけ、射水
神社から高岡大
仏、関野神社を結ぶ「願道」を駆け抜けます。
駅伝やキッズランなど各種目での参加をお待ちしています。
申込みは大会公式ホームページよりお手続きください。

伏木曳山祭 「けんか山」

お問合せ／高岡市観光交流課　TEL.0766-20-1301
「けんか山」公式ホームページ http://www.kenkayama.jp/

5月15日（金）　宵山ライトアップ ５月14日（木）
高岡市伏木地内・山町一帯

海岸鎮護・海上安全の神である伏木神社の春季例大祭。
昼は美しい花傘を広げた花山車が港町を練り歩き、宵闇
が迫る頃、約360個の提灯で彩られた提灯山車へと姿を
変えます。勇ましい山鹿流出陣太鼓の囃子を合図に、約８
トンの山車同士を
全力でぶつけ合う
「かっちゃ」が一番
の見どころ。目がく
らむような激しい
衝突の瞬間と、熱く
燃え上がる曳き手
の気迫をぜひ体感
してください。

13:30～14:30（開場 13:00）
御旅屋セリオ6階イベントスペース特設ステージ
入場料／1,000円　定員／各回 先着50名

はなやま

や 　  ま

ちょうちんやま

やまがりゅう しゅつじん だいこ

●申込期間／4月15日（水）まで




