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ふるさとギャラリー）

「特別な会場」という意味で、歴史的建造物や
文化施設など、コンサートや会議などを行う
ことで特別感を演出できる会場のことです。
高岡では、高岡駅周辺のまちなかの施設を
活用して、「ユニークべニューTAKAOKA 
オン まちなかステージ」を展開中です。
さあ、みんなでユニークベニューに行くちゃ！

「ユニークベニュー」
って何？

楽しいコト、おもしろいモ
ノ。もちろん、行くちゃ！

高岡発
イベント情報紙

Vol.05

2020年秋号

　
心
に
う
る
お
い
を
、

明
日
に
え
が
お
を
。



9/13
14：00開演

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

秋風にのせて  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）

9/21
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。

13：30開演

御旅屋セリオ５階ホール（御旅屋マルチスペース）

御旅屋セリオ５階ホール（御旅屋マルチスペース）

フォークの軌跡 We shall overcome やぎたこ

出演／やぎたこ

9/19
『やなぎ』と『辻井 貴子』によるアコースティックデュオ。古きよきアメリ
カンフォーク&トラッドの世界をいろいろな楽器（ギター、フィドル、バン
ジョー、アパラチアンダルシマー、オートハープetc.）を駆使してお届けす
る極上のタイムトラベル。アメリカンルーツミュージックにご興味のあ
る方は是非！

14：00開演

入場・観覧無料

日

月祝

藤永賢人×マリンバアンサンブル

出演／牛丸綾乃、大瀧里美、梶智徳、菊池雅之、藤永賢人

普段は打楽器アンサンブルグループThe Vivid Beatersとして活動する
メンバーの協力によって結成された期間限定のグループで、マリンバを
主に使用したアンサンブルで演奏します。マリンバは音程のある大きな
鍵盤打楽器で、その音色は柔らかくまろやかです。マリンバの1番の魅
力である、ぬくもりある優しい豊かな音色をどうぞお楽しみください。

土

令和２年度
文化庁 文化芸術創造拠点形成事業

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

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。

15：30開演
9/21 月祝

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560

～ご来場されるお客様へ～

おしゃべりは
お控えください
おしゃべりは
お控えください

ご連絡先の
記入を
お願いします

入場制限を
行います

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、発熱、体調不良の方はご来場をお控えください。
またご来場される際は下記の事項にご協力・ご理解をお願いいたします。



御旅屋セリオ６階イベントスペース

10/31
14：00開演

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

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

10/4
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。

14：00開演
日

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

呉羽狂詩曲 ～ヴァイオリン、ピアノで奏でるメロディー～ 

出演／呉羽狂詩曲

呉羽にある桐朋オーケストラアカデミー、桐朋学園大学院大学の有志メ
ンバーで結成した「呉羽狂詩曲」。今回はヴァイオリンとピアノのアンサン
ブルで、クラシックを中心に誰でも一度は耳にしたことがある曲をお届
けします。生演奏の迫力、そして美しい音色をお楽しみください。
★呉羽狂詩曲 公式Twitter&Instagram「@kureharhapsody」
★YouTubeチャンネル “ヴァイオリン和田恵理子”で検索！

土

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

The Vivid Beaters パーカッションアンサンブル

出演／The Vivid Beaters（ザ ビビッド ビーターズ） 

10/25
打楽器アンサンブルをご存知ですか？木琴やドラムセットなどを用いて
様々なジャンルの曲を演奏します。
これまで病院や美術館、小学校などさまざまな施設で演奏してきました。
子どもから大人まで楽しめる演奏で、打楽器の魅力をお届けします！

14：00開演

土

9/22
15：30開演

火祝

日

チャンネル登録もよろしくお願いします！

幼いころ親しんだ 懐かしい歌の世界に

出演／琴伝流大正琴Music Box Kinyu&Hiro

音楽なら何でも大好き、大正琴の演奏が大好きな私たちです。介護施
設や公民館祭、県内各種イベントでの演奏、また琴伝流大正琴主催演
奏会（富山県大会・北陸大会・全国大会）にも参加しております。
“うさぎ追いしかの山”　　　“春が来た　春が来た　どこに来た”
“松原遠く消ゆるところ”　　“秋の夕日に照る山もみじ”
童謡・唱歌＆懐かしのメロディを大正琴のアンサンブルでお届けします。

和田恵理子（ヴァイオリン） 中島悠莉（ピアノ）

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

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。

9/22
13：00開演

火祝

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560



藤田真央ピアノリサイタル
12月13日（日）15:00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

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。
2020高岡市＆ポーランド共
和国文化交流事業として
ショパン・プログラムを中
心に、藤田真央のピアノの
世界を存分に満喫できるリサイタルを開催します。

街なかの気ガルなコンサートから世界の第一線で活躍する
音楽家たちまで、北陸３県で繰り広げる音楽祭！
中止となった春の音楽祭４公演のうち、２公演を「冬の陣」
と題して、魅力あふれるプログラムでお届けします！

弦楽カルテット「The 4 Players Tokyo」

1日目：10月17日（土）18:00～19：00
2日目：10月18日（日）14:00～15：00
※途中休憩ありません。※未就学児入場不可

高岡市生涯学習センターホール
全席指定（150席限定）　  ／
一般2,000円・高校生以下1,000円
〈2日間2回共通チケット（一般のみ／事業課窓口のみ販売）3,000円〉

国内有数のオーケストラの
主要メンバーによる珠玉
の弦楽カルテットが、指揮
者・藤岡幸夫の軽快なトー
クとともに贅沢なひととき
をお届けします。

●The 4 Players Tokyo（弦楽カルテット）
　戸澤哲夫 （東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団コンサートマスター）
　遠藤香奈子（東京都交響楽団第２ヴァイオリン首席奏者）
　中村洋乃理（ＮＨＫ交響楽団ヴィオラ次席奏者）
　矢口里菜子（山形交響楽団チェロ首席奏者）

●1日目 ショスターコヴィッチ：弦楽四重奏曲第7番
 田中カレン：At the Grave of Beethoven（日本初演）
　2日目 モーツァルト：弦楽四重奏曲第17番K.458「狩」
　〈両日とも〉 ボロディン：弦楽四重奏曲第2番

9月25日（金）発売開始8月21日（金）発売開始

Wing＊Wing×Classicシリーズ コンサート情報
藤岡幸夫プロデュース／スペシャルコンサートin高岡 2020高岡市＆ポーランド共和国文化交流事業

（beyond2020プログラム）

…客席は、前後左右1席空けの市松模様でお座りいただきます。

藤田真央（ピアノ）　©EIICHI IKEDA

お話：藤岡幸夫 ©shin Yamagishi

●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
 舟歌 嬰ヘ長調 Op.60  ほか

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、開催延期・中止になる場合がございます。
チケットの発売、開催についての最新情報は、事業課HP  https://www.takaoka-bunka.com/をご確認ください。

入場無料PURPLEおでかけサロンコンサート

12/13（日）開演13:00、開場12:00
Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース 申し込み書はホームページからダウンロード可。

先着順で定員になりしだい締め切ります
※当選者には、当選ハガキで通知しますので、
　当日は入場整理券としてハガキをご持参下さい。

●世界にひとつだけの花、青い山脈、
　ホワイトクリスマス ほか

コーラスカルテット「ヴィ・ザ・ヴィ」「ハーモニーで綴るあなたへのエール」

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（いずれもチケット予約承ります）

2日間2回特別公演 各150名様限定

180名様限定

各公演 300名様限定

音楽祭イメージキャラクター
ガルガンチュア

TAKAOKA冬の音楽祭
12.２1MON‐12.25FRI ［2公演］

「冬の陣」開催決定！
冬にまた会えるガル～！

10月9日（金）発売開始

風と緑の楽都音楽祭2020

12/21 MON
富山県高岡文化ホール
19:00開演

12/25 FRI
富山県高岡文化ホール

（予定）
18:30開演

東京楽所・洋遊会

雅楽公演 「雅楽と大相撲」～驚きの関係～、「雅楽・源氏物語」
出演／東京楽所・洋遊会
入場料／全席指定 一般2,500円、高校生以下1,000円（当日500円高／未就学児入場不可）

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」
出　演／須川展也（サクソフォン）・小柳美奈子（ピアノ）
内　容／須川展也＆地元サクソフォン参加者によるステージ（予定）
入場料／全席指定 一般2,000円、高校生以下1,000円（当日500円高／未就学児入場不可）

須川展也（サクソフォン）

★事前申し込みが必要です。（11/13 受付開始）



傘寿記念
「大澤光民の世界」  ―人間国宝としての歩み―

高岡市立博物館開館50周年記念  特別展
「高岡のお宝展」

9月11日（金）～10月18日（日）／高岡市美術館

大澤光民 《鋳ぐるみ花器「宙擁（ちゅうよう）」》
2015年、個人蔵

高岡市立博物館 全景（昭和45～46年頃）

冕服（べんふく）   唐風の天皇衣装

開館時間／9：30～17：00
 　（入館は16：30まで）
休館日／月曜
 （祝・休日の場合翌日）
観覧料／一般1,000円
 （前売・団体・シニア800円）
　　　　高校・大学生500円
 （団体400円）
 中学生以下無料

問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

問 高岡市万葉歴史館 TEL.0766-44-5511

令和2年（2020）は、博物館が開館して50周年の年にあたります。
本展では、当館がこれまで収蔵してきた資料より厳選した「お宝」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）

●［予定］展示説明会（申込不要）
　9月5日（土）、10月3日（土） 
　各日14:00～14:30

開催中～10月11日（日）／博物館 企画展示室

9月20日（日）
10：00～12：30（途中、休憩2回有り）
富山県高岡文化ホール・大ホ－ル

入場無料（入場整理券が必要です。）

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

入館無料

第三十四回 能楽鑑賞大会

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

コロナ禍の中、従来の宝生流、観世流、和泉流三派
合同「能楽鑑賞大会」の規模を縮小して、高岡を中
心とした県内の能楽関係者や高岡市生涯学習セ
ンターの「能楽講座」で学ぶ子どもたちが日頃の練
習の成果を発表します。
日本が世界に誇る伝統文化の魅力をお楽しみくだ
さい。

「人間の手がなせる技と美で、
人に生きる勇気を与えるほどの作品を作りたい」
人間国宝認定後、10年余りの軌跡を含めた回顧展を初開催！

開館30周年記念 秋の特別企画展 「山口千代子 万葉衣装展」
9月2日（水）～11月30日（月）／高岡市万葉歴史館

開館時間／9：00～18：00
  （入館は閉館時間の45分前まで）
  ※11月～3月は17：00閉館
休館日／火曜日（祝・休日の場合翌日）
 ※8月31日（月）は展示替えのため
 　臨時休館
観覧料／一般300円、65歳以上240円
 中学生以下無料、団体240円

古代衣装研究家・山口千代子氏が製作した
万葉びとの衣装を、
万葉歌とともに展示します。

SONGS 2020
「SONGS PREMIUM LIVE」
9月26日（土） LONG VACATION

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース
※有料
※詳細はFacebookをご確認ください。

※日程は変更となる場合がございます。
　ご理解ご了承頂けますようお願い申し上げます。

問 SONGS 音創会 TEL.090-2830-6411（前田）

高岡市生涯学習センター「能楽講座」受講生(前回大会より)

●今後の予定／10月18日 （日）
 11月  8日 （日）
 11月21日 （土）

「スポーツに魅せられて」
ー日本スポーツ写真協会報道写真展ー

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

10月3日（土）～11月15日（日）／ミュゼふくおかカメラ館

問 ミュゼふくおかカメラ館 TEL.0766-64-0550

スポーツの世界。そこには勝者の喜びと同時に多くの敗者の悲しみ
や悔しさも存在しています。一瞬一瞬のドラマを切り取った作品か
ら、スポーツの持つ様々な想いをご覧いただく展示です。

9月12日（土）14：00～
高岡市万葉歴史館 ラウンジ

〈関連イベント〉
万葉衣装ファッションショー
万葉衣装の高岡万葉大使と記念撮影会

※ショーをご覧の方は、要観覧料。

※新型コロナウイルス感染予防・拡大防止の
　ため、 入場制限する場合がございます。

SONGS 音創会
Facebook



お問い合わせ／（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.05

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

母
心

(

関
あ
つ
し)

母
心(

嶋
川
武
秀)

13:30～14:30（開場 13:00）
御旅屋セリオ5階ホール（御旅屋マルチスペース）
入場料／1,000円　定員／各回 先着50名

『第40回たかおか朝市』は 下記日程で開催を予定しております。
 マスクを着用し、マイバッグを持ってお越しください。
皆様のご来場お待ちしております。

国内有数の工芸都市である高岡市で2011年から開催している
高岡クラフト市場街。今年は感染症拡大防止の観点から、初の
オンライン配信で開催することとなりました。
２週にわたり、YouTubeチャンネル等により、オンラインだか
らこそ見学が可能となる工場でのものづくりの様子や、職人と
の交流会、音楽ライブイベント、クラフトのオンラインショップ
などのコンテンツの配信を予定しています！
コロナに負けず、高岡のクラフトを楽しもう！

第40回

たかおか朝市

2020年 工芸の秋はおうちでも楽しめる！

- 400年以上の歴史を持つ高岡の街から初のオンライン配信 -

〈10月〉
17日（土）・18日（日）
24日（土）・25日（日）

高岡クラフト市場街 #市場街TV

開催時期：10月までの毎月第2・第4日曜日  朝5：30～8：00
場　　所：坂下町通り（大仏前交差点～坂下町交差点）

※9月13日（日）は、40周年記念朝市を開催します。
※駐車場は高岡市営御旅屋駐車場をご利用ください。
　朝市のお客様は、5:30～8:30まで無料で駐車できます。

※イベント配信スケジュールなどは、８月中旬以降に
　公式サイトで随時お知らせいたします

公式サイト  https://ichibamachi.jp/summary/

問 たかおか朝市実行委員会 TEL.090-6811-3137

高岡クラフト市場街実行委員会 メール：ichibamachi@gmail.com問

9月5日（土） ★今年度も隔月開催予定
　（11月、2021年1月、3月）

～開催状況にご注意ください～
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、お知らせした内容が中止・延期となる場合がございます。
最新の状況はそれぞれホームページを確認するか、お問い合わせください。
また催しに参加される際はマスク着用、手指の消毒などの感染防止対策にご協力をお願いいたします。

公式サイト

高岡万葉まつり
「万葉集全20巻朗唱の会」

問 高岡万葉まつり実行委員会事務局（高岡市観光交流課内）
TEL.0766-20-1301

放映日 ・高岡ケーブルネットワーク（9チャンネル）
 10月2日（金）・3日（土）・4日（日）
・高岡万葉まつりYouTubeチャンネル
 10月２日（金）から

万葉歌人・大伴家持ゆかりの地にちなんだ祭り。
メーンイベントの「万葉集全20巻朗唱の会」は、今年は、古城
公園特設水上舞台での朗唱を行いません。
皆さんからご応募いただいた朗唱動画により、万葉集全4516
首をつなぎます。家族や友人と、皆さんの朗唱動画をお寄せ
ください。

詳しくは、高岡市観光ポータル
サイト「たかおか道しるべ」へ。


