
おうちでも、現地でも、工芸の秋を楽しもう♪

● 9月18日（土）～
　 オンライン配信開始

● 9月23日（木・祝）～26日（日）
 　市内複数拠点でイベントを開催予定

高岡クラフト市場街

イベントスケジュールなどは、
公式サイトで随時お知らせ
します。

https://ichibamachi.jp/

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

高岡のものづくりを支える職人や工房が主役となり、クラフトやまちの
魅力を発信する秋の恒例イベント。10周年の今年は、YouTubeでのオンラ
イン配信のほか、多彩な現地イベン
トも企画中。どうぞお楽しみに！

日中は高岡古城公園特設水上舞台での朗唱、夜間は応募動画
を高岡ケーブルネットワークと高岡万葉まつりのYouTubeチャン
ネルで放映し、万葉集全4516首をリレー方式で歌いつなぎます。
会場朗唱申込み受付中！お早めにお申込みください。

「工芸都市高岡クラフト
展」も御旅屋セリオにて
同時開催予定！
（9月23日～9月26日）

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

富山銀行は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
※写真は「高岡万葉まつり」をイメージ
　したライトアップ。

富山銀行は、「高岡駅前の賑
わい」創出にも貢献するため、
本店ビルのライトアップを
実施しています！

公式サイト クラフト展HP

いち　　ば　 まち
会場と動画でつなぐ！4516首

「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  ※動画の募集は締め切りました。

問 オタヤ開発株式会社 TEL.0766-27-1850 問 末広開発株式会社まちづくり事業部 TEL.0766-20-0555

放映日 ・高岡ケーブルネットワーク：10月1日（金）～3日（日）
・高岡万葉まつりYouTubeチャンネル：10月1日（金）～

高岡万葉まつり YouTubeチャンネル
高岡市観光
ポータルサイト
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御旅屋セリオ5階ホール（御旅屋マルチスペース）
時間／13：30～14：30（開場13：00）
入場料／1,000円
定員／各回 先着50名

今年も隔月開催予定！！（2021年9月、11月～）
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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

※詳しくは、中面をご確認ください。

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。笑顔溢れるフラで
あなたもSmileに。正絃社かたかご会の皆さんによるお箏の演奏との共演もあります。

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／錦心流薩摩琵琶全国一水会

琵琶のルーツはペルシャあたりで、シルクロードを通って、日本に伝来した
といわれます。戦国時代、薩摩地方で武士の修養・士気高揚を目的に、手を
加えて薩摩琵琶がつくられました。勇壮な語りが多く、また平家物語や能か
ら取り入れたものがあります。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

大正琴の音色を楽しむオータムコンサート ～琴城流大正琴～

出演／琴城流大正琴 アンサンブル風雅

平成18年に結成。大正時代に生まれた大正琴を現代にマッチした音色と選
曲で楽しむグループです。琴城流大正琴の理念である「誰にでもやさしく楽
しく弾ける」から一歩進んだ演奏で、幅広い年代の方々に大正琴の可能性
と楽しさを感じていただけたらと思います。

御旅屋セリオ５階マルチスペース

～PURPLEおでかけサロンコンサート2021～
第229回　合唱団「MiTU」

おらっちゃ人生桜歌隊

出演／おらっちゃ人生桜歌隊

平成11年発足の、県内で一番活躍している素人チンドンです。見る人、聴く人、その場にいる人
“あなたを3分で幸せに”と20年間、いろんなところにおじゃまして、元気をお届けしてきました。
腹の底から楽しく、こころから笑えば、幸せ満タン。日本一バカなチンドン屋、それでいいんです。

クルン高岡(高岡駅)２階ペデストリアンデッキ

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

10/3 日

10/31
14：00開演

日

11/7 日

14：00開演

呉羽狂詩曲は呉羽にあります桐朋オーケストラアカデミー・桐朋学園大学
院大学有志で結成しました。少しでも多くの方に音楽のすばらしさをお伝え
できれば、そして、心が豊かになれればと思い、今回出演を希望しました。
ピアノとヴァイオリンのハーモニーをお楽しみください。

呉羽狂詩曲 ～音のハーモニー～

出演／呉羽狂詩曲

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

11/21
14：00開演

火・祝11/23
14：00開演

私たちは、キッズ・ジュニアから大人まで幅広いメンバーで、高岡市を中心
に、数多くのダンスイベントやボランティア活動に参加しています。アイドルダン
ス・ヒップホップ・ミュージカルダンス・ジャズダンス・モダンダンスなど、いろい
ろなジャンルから、今回は、キッズ・ジュニア・大人を交えて約10曲踊ります。

POWER全開！！ダンス・ダンス・ダンス

出演／ダンシング・ハーツ・サウザンズ

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース
北野裕子（ピアノ） 和田恵理子（ヴァイオリン）

Vol.79　11：00開演

Vol.80　16：00開演

13：30開演

日

入場・観覧無料

10 1
10 3

金

日

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

ハロウィンとクリスマスの季節に、親子で楽しめるワーク
ショップを御旅屋セリオ及び御旅屋通りで開催予定です！！
詳細は、開催告知チラシ及びたかおかストリートでご確認ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、中止となる場合があります。

ハロウィン編（１０月開催予定） クリスマス編（１2月開催予定）

第2回 第3回

高岡古城公園

高岡駅 あいの風とやま鉄道線
JR城端線JR城端線JR城端線

J
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線

山町ヴァレー

御旅屋セリオ
エルパセオ

高岡市民
病院

文化芸能館

ウイング・ウイング
高岡 クルン高岡

富山県
高岡文化
ホール

高岡市立
博物館

高岡市美術館
（高岡市 藤子・F・不二雄

ふるさとギャラリー）

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.09

2021年秋号

「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？

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。



問 たかおかホールサポーターの会 パープル事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）問

ジャズコンサート
「The Fireworks」

特別展  生誕150年記念 筏井竹の門展

筏井竹の門筆《書簡「自画像」》
内島北朗宛（大正12,13年頃） 撮影　岩橋 崇至

開館時間／9：00～18：00（入館は17：15まで）
　　　　　※11月～3月は17：00閉館
休館日／火曜 （祝・休日の場合は翌日）
　　　　［リニューアル工事による臨時休館］
　　　　9月22日（水）～25日（土）
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

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

問 高岡市万葉歴史館 TEL.0766-44-5511 問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

開催中～10月10日（日）／高岡市立博物館 第1・3企画展示室 9月18日（土）～11月７日（日）／ミュゼふくおかカメラ館

9月10日（金）～10月24日（日）／高岡市美術館

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／無料

近代高岡文芸の盟主で俳人・俳画家の筏井竹の門
（1871～1925／現金沢市出身）は、郷土の俳壇の発展に
貢献し、また俳画や短歌にも優れた近代高岡を代
表する文人です。本展では、当館が収集してきた
竹の門の俳句や俳画などの資料を中心に展示し、
誕生150年を迎える竹の門の世界を紹介します。

山岳写真家 岩橋 崇至氏は、本格的に写真を撮り始めて50年余、『わが心の山』
をメインテーマとして追い続けてきました。今回
は北アルプスをはじめ、北海道や東北の山々も
紹介。世界的に高い評価を受け、圧倒的なスケー
ルで表現された山岳写真の数々をお届けします。

ソプラノ歌手の中でも高音域を軽やかに、華や
かに紡ぐハイコロラトゥーラ 。この超絶技巧
を操れる数少ないアーティスト。

秋の特別企画展  万葉のふるさと 憧れの万葉故地へ
8月25日（水）～12月20日（月）／高岡市万葉歴史館
全国万葉故地サミット参加自治体を中心に、それぞれの万葉故地
や関連施設等を紹介します。 デューラー、ドラクロワ、モネ、ルノワールなど、

国立西洋美術館の貴重な絵画や版画、彫刻作品
約110点が、この秋高岡へ！

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・内容変更になる場合がございます。
チケットの発売、参加申込み、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。 田中彩子 ソプラノ・リサイタル2021

～COLORS  OF  COLORATURA～
10月14日（木）19：00開演（18：00開場）／富山県高岡文化ホール 大ホール9月19日（日）［第1部］9：30開演／［第2部］13：30開演

富山県高岡文化ホール 大ホ－ル

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

10月7日（木）19：00開演（18：30開場）／
Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

チケット／3,000円（当日500円高）
●ホールイベント（4階ホール）／30日（土）　ステージ発表
●各種団体作品展示／両日
●おたのしみイベント
　男女平等EXPO高岡2021、図書館まつり、料理講座、映画上映会、
　ミニ講座、体験＆販売、体験教室 ほか

第50回高岡市芸術祭   全体テーマ「煌めきーきらめきー」

出演／田中彩子（ソプラノ）、加藤昌則（ピアノ）
料金／一般4,500円（当日5,000円）
　　　高校生以下1,000円（当日同額）

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

宝生流・観世流・和泉流三派合同
第三十五回記念 能楽鑑賞大会

岩橋崇至 写真展「わが心の山」

令和3年度国立美術館巡回展
国立西洋美術館コレクションによる 高岡で考える西洋美術
　　＜ここ＞と＜遠く＞が触れるとき

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

「能」の宝生流、観世流、「狂言」の和泉流の三
流派が一堂に会し、心と技の真髄を披露する、
全国的に見ても極めて貴重な催しです。

※入場制限があります。 入場無料

宝生流 能楽練習会

問 高岡能楽会事務局 TEL.0766-23-9622・（携帯）090-2036-3334

体験を主としてできるだけ分かり易く謡の基礎的な理論や技能を
習得していただきます。

期間／10月～令和4年3月
　　　毎月3回（水曜19：00～20：00）
場所／高岡市文化芸能館 和室
受講料／事務経費として月1,000円
道具／能楽会のものをお貸しいたします

参加者募集

チケット発売中

◆TAKAOKA西へ東へ。PURPLEおでかけサロンコンサート2021

9/23（木・祝）開演13：30

公演会場／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

西田宏美 大久保リナコ

●｢万葉学習エリア」9月26日（日）オープン

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

開館時間／9：30～17：00（入館は16：30まで）
休館日／月曜 （祝・休日の場合は翌日）
観覧料／一般1,200円、高校・大学生600円、
　　　　小・中学生300円、親子券1,400円

問 ミュゼふくおかカメラ館 TEL.0766-64-0550

二上山より射水川（小矢部川）をのぞむ

ベルト・モリゾ《黒いドレスの
女性（観劇の前）》1875年、油彩
／カンヴァス、国立西洋美術館

公演会場／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

初秋の候 沖縄popsお届けします

出演／彩ら

富山県内で活動しております、アコースティックユニット「彩ら」です。コロナ禍
で随分演奏の機会をなくしましたが、モットーである「夢・癒・愉」を忘れず
に、どなたにも親しんでいただける歌をお届けするべく精進を重ねておりま
す。皆さんに楽しんでいただけるよう心をこめて演奏させていただきます。

御旅屋セリオ５階マルチスペース

スペインの踊りであるフラメンコ。独特のリズムやステップは、ワクワクし、力が湧いてく
る感じがします。多くの方にフラメンコの魅力を知っていただくため、これまで様々な
イベントへの出演や発表会を重ねてきました。現在、コロナ禍で制限も多い中ですが、
楽しい時間を過ごしていただけるよう、華やかな衣装で力強くステージを彩ります！

情熱のFlamenco Live ～島田純子フラメンコ教室ALEGRIA～

出演／島田純子フラメンコ教室ALEGRIA Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

9/5
14：00開演

日

日9/19
14：00開演

10/2 土

どこまでやれるの？手で奏でるオカリナで？日本の名歌 世界の名歌

出演／ハンドオカリナ富山

ハンドフルートと指笛が他の楽器と大きく違う点は、「感情移入が可能で楽譜
が不用、且つ手ぶらで演奏できること」です。特に、ハンドフルートは若者にも
人気ですが、難易度の高さから演奏家は世界でも極めて稀です。此度は国内
唯一無二と思われる二刀流で多彩な曲目を予定しています。

Vol.76　11：00開演

平成9年に結成以来、透明感溢れる歌声・ハーモニーを求め、ヴォイストレーニ
ングによる発声練習を行う。毎年「高岡市芸術祭」、「室崎琴月生誕記念ミニコン
サート」、「みんなで歌おう高岡第九」等に参加。また、老人福祉施設を慰問の際
には、聴く、歌う双方に感動が伝わる場面は、何物にも代え難い喜びを味わう。

女声合唱団こすもす ～秋風に憩う～

出演／女声合唱団こすもす

Vol.77　13：30開演

brosB&Co.がお届けする月一定期公演、歌とダンスのライブイベント【brosB&And.】
がユニークベニュー初登場。MiiMelo（竹内めい、松浦心優）、荒川瑠南ほか。
SHOWROOMでライブ配信予定。

brosB定期公演

出演／MiiMelo（竹内めい、松浦心優）、荒川瑠南 ほか

Vol.78　16：00開演

邦楽、洋楽、華道、茶道、美術の各分野で活動する芸術家たちが、
日頃の成果を披露します。

入場無料

10月23日（土）～11月14日（日）

9月中旬チケット発売予定

◆ 第33回華道展「銅器に生ける」
10月23日（土）・24日（日）両日10：00～17：00／
富山県高岡文化ホール
多目的小ホール・モール・エントランスホール
出品／高岡市華道連盟（9流派10団体）
　　　※高岡市美術作家連盟協力出展　
　　　　　（書5点）

入場無料◆ 高岡市美術作家連盟展
11月6日（土）～14日（日）【11月8日（月）休館】
9：30～17：00（入館は16：30まで）／
高岡市美術館
出品／日本画、洋画、彫刻、工芸、書、
　　　写真（6部門）

◆ 邦楽・洋楽合同特別公演
11月14日（日）12：00開演（11：30開場）／富山県高岡文化ホール 大ホール
入場料／2,000円　出演／高岡市芸術文化団体協議会 邦楽・洋楽部会会員

◆ 茶会

11月3日（水・祝）8：30～14：30受付／富山県高岡文化ホール 和室ほか
【茶道裏千家淡交会高岡支部】 （会員のみ）

11月3日（水・祝）8：30～14：00受付／繁久寺
茶券／2,000円（予定）

【古儀茶道藪内流竹風会高岡支部】

11月3日（水・祝）9：00～14：00受付／
雲龍山勝興寺
茶券／2,000円（予定）

【茶道「清風の会」】

問 高岡市芸術文化団体協議会事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

全席自由／一般3,500円（当日4,000円）
　　　　　高校生以下無料

か ど

～ご来場されるお客様へ～

手指の消毒・検温 ご連絡先の
記入を
お願いします

感染拡大
防止のため
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。

入場・観覧無料

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

2021年9月からのユニークベニューのラインナップが決まりました。

オーケストラ・アンサンブル金沢with
川瀬賢太郎（指揮）＆服部百音（ヴァイオリン）

◆ TAKAOKA未来クリエーション／オーケストラ・アンサンブル金沢高岡公演

邦楽 洋楽

川瀬賢太郎©Yoshinori Kurosawa

オーケストラ・アンサンブル金沢

服部百音©Chihoko Ishii

※客席は間隔を確保した配席（入場制限）にてチケット販売いたします。
※前売券完売の場合は当日券の販売はございません。
※車椅子（２席のみ）のお席は事業課窓口のみのお取扱いとなります。
※未就学児のご入場はできません。

9月20日（月・祝）15：00開演（14：15開場予定）／富山県高岡文化ホール 大ホール
全席指定／一般3,500円・高校生以下2,000円／当日500円高

チケット発売中

第228回 第229回 第230回

合唱団「MiTU」
10/3（日）開演13：30
指   揮：白銀裕子
ピアノ：上嶋規子

Duo Nero
西田宏美（クラリネット）＆
大久保リナコ（マリンバ）
11/28（日）開演13：00

ウイング・ウイング祭　 林家きく磨・田辺いちか 2人会
10月29日（金）・30日（土）／ウイング・ウイング高岡
参加無料（一部有料・要申込のイベント有）

問 次元寄席  TEL.0766-25-2598問 末広開発株式会社 TEL.0766-20-1801

SONGS 2021 「SONGS PREMIUM LIVE」　
10月17日（日）／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

開演／19：00
music charge／1,000円

※詳細はFacebookをご確認ください。
※日程と内容は変更となる場合がございます。
　ご理解ご了承いただ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）

●今後の予定／2022年1月16日（日）

能「巻絹」（写真提供：（公社）宝生会）

SONGS 音創会
Facebook



おうちでも、現地でも、工芸の秋を楽しもう♪

● 9月18日（土）～
　 オンライン配信開始

● 9月23日（木・祝）～26日（日）
 　市内複数拠点でイベントを開催予定

高岡クラフト市場街

イベントスケジュールなどは、
公式サイトで随時お知らせ
します。

https://ichibamachi.jp/

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

高岡のものづくりを支える職人や工房が主役となり、クラフトやまちの
魅力を発信する秋の恒例イベント。10周年の今年は、YouTubeでのオンラ
イン配信のほか、多彩な現地イベン
トも企画中。どうぞお楽しみに！

日中は高岡古城公園特設水上舞台での朗唱、夜間は応募動画
を高岡ケーブルネットワークと高岡万葉まつりのYouTubeチャン
ネルで放映し、万葉集全4516首をリレー方式で歌いつなぎます。
会場朗唱申込み受付中！お早めにお申込みください。

「工芸都市高岡クラフト
展」も御旅屋セリオにて
同時開催予定！
（9月23日～9月26日）

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

富山銀行は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
※写真は「高岡万葉まつり」をイメージ
　したライトアップ。

富山銀行は、「高岡駅前の賑
わい」創出にも貢献するため、
本店ビルのライトアップを
実施しています！

公式サイト クラフト展HP

いち　　ば　 まち
会場と動画でつなぐ！4516首

「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  ※動画の募集は締め切りました。

問 オタヤ開発株式会社 TEL.0766-27-1850 問 末広開発株式会社まちづくり事業部 TEL.0766-20-0555

放映日 ・高岡ケーブルネットワーク：10月1日（金）～3日（日）
・高岡万葉まつりYouTubeチャンネル：10月1日（金）～

高岡万葉まつり YouTubeチャンネル
高岡市観光
ポータルサイト

わくわくメルヘンラ
ンド

母心の関
あつしが

、

学級委員
長になっ

て、

笑って楽し
く学べる

授業を開
催！

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

今年も隔月開催予定！！（2021年9月、11月～）

母
心

(

関
あ
つ
し)

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

※詳しくは、中面をご確認ください。

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。笑顔溢れるフラで
あなたもSmileに。正絃社かたかご会の皆さんによるお箏の演奏との共演もあります。

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／錦心流薩摩琵琶全国一水会

琵琶のルーツはペルシャあたりで、シルクロードを通って、日本に伝来した
といわれます。戦国時代、薩摩地方で武士の修養・士気高揚を目的に、手を
加えて薩摩琵琶がつくられました。勇壮な語りが多く、また平家物語や能か
ら取り入れたものがあります。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

大正琴の音色を楽しむオータムコンサート ～琴城流大正琴～

出演／琴城流大正琴 アンサンブル風雅

平成18年に結成。大正時代に生まれた大正琴を現代にマッチした音色と選
曲で楽しむグループです。琴城流大正琴の理念である「誰にでもやさしく楽
しく弾ける」から一歩進んだ演奏で、幅広い年代の方々に大正琴の可能性
と楽しさを感じていただけたらと思います。

御旅屋セリオ５階マルチスペース

～PURPLEおでかけサロンコンサート2021～
第229回　合唱団「MiTU」

おらっちゃ人生桜歌隊

出演／おらっちゃ人生桜歌隊

平成11年発足の、県内で一番活躍している素人チンドンです。見る人、聴く人、その場にいる人
“あなたを3分で幸せに”と20年間、いろんなところにおじゃまして、元気をお届けしてきました。
腹の底から楽しく、こころから笑えば、幸せ満タン。日本一バカなチンドン屋、それでいいんです。

クルン高岡(高岡駅)２階ペデストリアンデッキ

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

10/3 日

10/31
14：00開演

日

11/7 日

14：00開演

呉羽狂詩曲は呉羽にあります桐朋オーケストラアカデミー・桐朋学園大学
院大学有志で結成しました。少しでも多くの方に音楽のすばらしさをお伝え
できれば、そして、心が豊かになれればと思い、今回出演を希望しました。
ピアノとヴァイオリンのハーモニーをお楽しみください。

呉羽狂詩曲 ～音のハーモニー～

出演／呉羽狂詩曲

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

11/21
14：00開演

火・祝11/23
14：00開演

私たちは、キッズ・ジュニアから大人まで幅広いメンバーで、高岡市を中心
に、数多くのダンスイベントやボランティア活動に参加しています。アイドルダン
ス・ヒップホップ・ミュージカルダンス・ジャズダンス・モダンダンスなど、いろい
ろなジャンルから、今回は、キッズ・ジュニア・大人を交えて約10曲踊ります。

POWER全開！！ダンス・ダンス・ダンス

出演／ダンシング・ハーツ・サウザンズ

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース
北野裕子（ピアノ） 和田恵理子（ヴァイオリン）

Vol.79　11：00開演

Vol.80　16：00開演

13：30開演

日

入場・観覧無料

10 1
10 3

金

日

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

ハロウィンとクリスマスの季節に、親子で楽しめるワーク
ショップを御旅屋セリオ及び御旅屋通りで開催予定です！！
詳細は、開催告知チラシ及びたかおかストリートでご確認ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、中止となる場合があります。

ハロウィン編（１０月開催予定） クリスマス編（１2月開催予定）

第2回 第3回

高岡古城公園

高岡駅 あいの風とやま鉄道線
JR城端線JR城端線JR城端線

J
R
氷
見
線

山町ヴァレー

御旅屋セリオ
エルパセオ

高岡市民
病院

文化芸能館

ウイング・ウイング
高岡 クルン高岡

富山県
高岡文化
ホール

高岡市立
博物館

高岡市美術館
（高岡市 藤子・F・不二雄

ふるさとギャラリー）

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.09

2021年秋号

「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？

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。



問 たかおかホールサポーターの会 パープル事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）問

ジャズコンサート
「The Fireworks」

特別展  生誕150年記念 筏井竹の門展

筏井竹の門筆《書簡「自画像」》
内島北朗宛（大正12,13年頃） 撮影　岩橋 崇至

開館時間／9：00～18：00（入館は17：15まで）
　　　　　※11月～3月は17：00閉館
休館日／火曜 （祝・休日の場合は翌日）
　　　　［リニューアル工事による臨時休館］
　　　　9月22日（水）～25日（土）
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

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

問 高岡市万葉歴史館 TEL.0766-44-5511 問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

開催中～10月10日（日）／高岡市立博物館 第1・3企画展示室 9月18日（土）～11月７日（日）／ミュゼふくおかカメラ館

9月10日（金）～10月24日（日）／高岡市美術館

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／無料

近代高岡文芸の盟主で俳人・俳画家の筏井竹の門
（1871～1925／現金沢市出身）は、郷土の俳壇の発展に
貢献し、また俳画や短歌にも優れた近代高岡を代
表する文人です。本展では、当館が収集してきた
竹の門の俳句や俳画などの資料を中心に展示し、
誕生150年を迎える竹の門の世界を紹介します。

山岳写真家 岩橋 崇至氏は、本格的に写真を撮り始めて50年余、『わが心の山』
をメインテーマとして追い続けてきました。今回
は北アルプスをはじめ、北海道や東北の山々も
紹介。世界的に高い評価を受け、圧倒的なスケー
ルで表現された山岳写真の数々をお届けします。

ソプラノ歌手の中でも高音域を軽やかに、華や
かに紡ぐハイコロラトゥーラ 。この超絶技巧
を操れる数少ないアーティスト。

秋の特別企画展  万葉のふるさと 憧れの万葉故地へ
8月25日（水）～12月20日（月）／高岡市万葉歴史館
全国万葉故地サミット参加自治体を中心に、それぞれの万葉故地
や関連施設等を紹介します。 デューラー、ドラクロワ、モネ、ルノワールなど、

国立西洋美術館の貴重な絵画や版画、彫刻作品
約110点が、この秋高岡へ！

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・内容変更になる場合がございます。
チケットの発売、参加申込み、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。 田中彩子 ソプラノ・リサイタル2021

～COLORS  OF  COLORATURA～
10月14日（木）19：00開演（18：00開場）／富山県高岡文化ホール 大ホール9月19日（日）［第1部］9：30開演／［第2部］13：30開演

富山県高岡文化ホール 大ホ－ル

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

10月7日（木）19：00開演（18：30開場）／
Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

チケット／3,000円（当日500円高）
●ホールイベント（4階ホール）／30日（土）　ステージ発表
●各種団体作品展示／両日
●おたのしみイベント
　男女平等EXPO高岡2021、図書館まつり、料理講座、映画上映会、
　ミニ講座、体験＆販売、体験教室 ほか

第50回高岡市芸術祭   全体テーマ「煌めきーきらめきー」

出演／田中彩子（ソプラノ）、加藤昌則（ピアノ）
料金／一般4,500円（当日5,000円）
　　　高校生以下1,000円（当日同額）

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

宝生流・観世流・和泉流三派合同
第三十五回記念 能楽鑑賞大会

岩橋崇至 写真展「わが心の山」

令和3年度国立美術館巡回展
国立西洋美術館コレクションによる 高岡で考える西洋美術
　　＜ここ＞と＜遠く＞が触れるとき

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

「能」の宝生流、観世流、「狂言」の和泉流の三
流派が一堂に会し、心と技の真髄を披露する、
全国的に見ても極めて貴重な催しです。

※入場制限があります。 入場無料

宝生流 能楽練習会

問 高岡能楽会事務局 TEL.0766-23-9622・（携帯）090-2036-3334

体験を主としてできるだけ分かり易く謡の基礎的な理論や技能を
習得していただきます。

期間／10月～令和4年3月
　　　毎月3回（水曜19：00～20：00）
場所／高岡市文化芸能館 和室
受講料／事務経費として月1,000円
道具／能楽会のものをお貸しいたします

参加者募集

チケット発売中

◆TAKAOKA西へ東へ。PURPLEおでかけサロンコンサート2021

9/23（木・祝）開演13：30

公演会場／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

西田宏美 大久保リナコ

●｢万葉学習エリア」9月26日（日）オープン

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

開館時間／9：30～17：00（入館は16：30まで）
休館日／月曜 （祝・休日の場合は翌日）
観覧料／一般1,200円、高校・大学生600円、
　　　　小・中学生300円、親子券1,400円

問 ミュゼふくおかカメラ館 TEL.0766-64-0550

二上山より射水川（小矢部川）をのぞむ

ベルト・モリゾ《黒いドレスの
女性（観劇の前）》1875年、油彩
／カンヴァス、国立西洋美術館

公演会場／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

初秋の候 沖縄popsお届けします

出演／彩ら

富山県内で活動しております、アコースティックユニット「彩ら」です。コロナ禍
で随分演奏の機会をなくしましたが、モットーである「夢・癒・愉」を忘れず
に、どなたにも親しんでいただける歌をお届けするべく精進を重ねておりま
す。皆さんに楽しんでいただけるよう心をこめて演奏させていただきます。

御旅屋セリオ５階マルチスペース

スペインの踊りであるフラメンコ。独特のリズムやステップは、ワクワクし、力が湧いてく
る感じがします。多くの方にフラメンコの魅力を知っていただくため、これまで様々な
イベントへの出演や発表会を重ねてきました。現在、コロナ禍で制限も多い中ですが、
楽しい時間を過ごしていただけるよう、華やかな衣装で力強くステージを彩ります！

情熱のFlamenco Live ～島田純子フラメンコ教室ALEGRIA～

出演／島田純子フラメンコ教室ALEGRIA Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

9/5
14：00開演

日

日9/19
14：00開演

10/2 土

どこまでやれるの？手で奏でるオカリナで？日本の名歌 世界の名歌

出演／ハンドオカリナ富山

ハンドフルートと指笛が他の楽器と大きく違う点は、「感情移入が可能で楽譜
が不用、且つ手ぶらで演奏できること」です。特に、ハンドフルートは若者にも
人気ですが、難易度の高さから演奏家は世界でも極めて稀です。此度は国内
唯一無二と思われる二刀流で多彩な曲目を予定しています。

Vol.76　11：00開演

平成9年に結成以来、透明感溢れる歌声・ハーモニーを求め、ヴォイストレーニ
ングによる発声練習を行う。毎年「高岡市芸術祭」、「室崎琴月生誕記念ミニコン
サート」、「みんなで歌おう高岡第九」等に参加。また、老人福祉施設を慰問の際
には、聴く、歌う双方に感動が伝わる場面は、何物にも代え難い喜びを味わう。

女声合唱団こすもす ～秋風に憩う～

出演／女声合唱団こすもす

Vol.77　13：30開演

brosB&Co.がお届けする月一定期公演、歌とダンスのライブイベント【brosB&And.】
がユニークベニュー初登場。MiiMelo（竹内めい、松浦心優）、荒川瑠南ほか。
SHOWROOMでライブ配信予定。

brosB定期公演

出演／MiiMelo（竹内めい、松浦心優）、荒川瑠南 ほか

Vol.78　16：00開演

邦楽、洋楽、華道、茶道、美術の各分野で活動する芸術家たちが、
日頃の成果を披露します。

入場無料

10月23日（土）～11月14日（日）

9月中旬チケット発売予定

◆ 第33回華道展「銅器に生ける」
10月23日（土）・24日（日）両日10：00～17：00／
富山県高岡文化ホール
多目的小ホール・モール・エントランスホール
出品／高岡市華道連盟（9流派10団体）
　　　※高岡市美術作家連盟協力出展　
　　　　　（書5点）

入場無料◆ 高岡市美術作家連盟展
11月6日（土）～14日（日）【11月8日（月）休館】
9：30～17：00（入館は16：30まで）／
高岡市美術館
出品／日本画、洋画、彫刻、工芸、書、
　　　写真（6部門）

◆ 邦楽・洋楽合同特別公演
11月14日（日）12：00開演（11：30開場）／富山県高岡文化ホール 大ホール
入場料／2,000円　出演／高岡市芸術文化団体協議会 邦楽・洋楽部会会員

◆ 茶会

11月3日（水・祝）8：30～14：30受付／富山県高岡文化ホール 和室ほか
【茶道裏千家淡交会高岡支部】 （会員のみ）

11月3日（水・祝）8：30～14：00受付／繁久寺
茶券／2,000円（予定）

【古儀茶道藪内流竹風会高岡支部】

11月3日（水・祝）9：00～14：00受付／
雲龍山勝興寺
茶券／2,000円（予定）

【茶道「清風の会」】

問 高岡市芸術文化団体協議会事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

全席自由／一般3,500円（当日4,000円）
　　　　　高校生以下無料

か ど

～ご来場されるお客様へ～

手指の消毒・検温 ご連絡先の
記入を
お願いします

感染拡大
防止のため
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。

入場・観覧無料

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

2021年9月からのユニークベニューのラインナップが決まりました。

オーケストラ・アンサンブル金沢with
川瀬賢太郎（指揮）＆服部百音（ヴァイオリン）

◆ TAKAOKA未来クリエーション／オーケストラ・アンサンブル金沢高岡公演

邦楽 洋楽

川瀬賢太郎©Yoshinori Kurosawa

オーケストラ・アンサンブル金沢

服部百音©Chihoko Ishii

※客席は間隔を確保した配席（入場制限）にてチケット販売いたします。
※前売券完売の場合は当日券の販売はございません。
※車椅子（２席のみ）のお席は事業課窓口のみのお取扱いとなります。
※未就学児のご入場はできません。

9月20日（月・祝）15：00開演（14：15開場予定）／富山県高岡文化ホール 大ホール
全席指定／一般3,500円・高校生以下2,000円／当日500円高

チケット発売中

第228回 第229回 第230回

合唱団「MiTU」
10/3（日）開演13：30
指   揮：白銀裕子
ピアノ：上嶋規子

Duo Nero
西田宏美（クラリネット）＆
大久保リナコ（マリンバ）
11/28（日）開演13：00

ウイング・ウイング祭　 林家きく磨・田辺いちか 2人会
10月29日（金）・30日（土）／ウイング・ウイング高岡
参加無料（一部有料・要申込のイベント有）

問 次元寄席  TEL.0766-25-2598問 末広開発株式会社 TEL.0766-20-1801

SONGS 2021 「SONGS PREMIUM LIVE」　
10月17日（日）／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

開演／19：00
music charge／1,000円

※詳細はFacebookをご確認ください。
※日程と内容は変更となる場合がございます。
　ご理解ご了承いただ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）

●今後の予定／2022年1月16日（日）

能「巻絹」（写真提供：（公社）宝生会）

SONGS 音創会
Facebook



問 たかおかホールサポーターの会 パープル事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）問

ジャズコンサート
「The Fireworks」

特別展  生誕150年記念 筏井竹の門展

筏井竹の門筆《書簡「自画像」》
内島北朗宛（大正12,13年頃） 撮影　岩橋 崇至

開館時間／9：00～18：00（入館は17：15まで）
　　　　　※11月～3月は17：00閉館
休館日／火曜 （祝・休日の場合は翌日）
　　　　［リニューアル工事による臨時休館］
　　　　9月22日（水）～25日（土）
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

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

問 高岡市万葉歴史館 TEL.0766-44-5511 問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

開催中～10月10日（日）／高岡市立博物館 第1・3企画展示室 9月18日（土）～11月７日（日）／ミュゼふくおかカメラ館

9月10日（金）～10月24日（日）／高岡市美術館

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／無料

近代高岡文芸の盟主で俳人・俳画家の筏井竹の門
（1871～1925／現金沢市出身）は、郷土の俳壇の発展に
貢献し、また俳画や短歌にも優れた近代高岡を代
表する文人です。本展では、当館が収集してきた
竹の門の俳句や俳画などの資料を中心に展示し、
誕生150年を迎える竹の門の世界を紹介します。

山岳写真家 岩橋 崇至氏は、本格的に写真を撮り始めて50年余、『わが心の山』
をメインテーマとして追い続けてきました。今回
は北アルプスをはじめ、北海道や東北の山々も
紹介。世界的に高い評価を受け、圧倒的なスケー
ルで表現された山岳写真の数々をお届けします。

ソプラノ歌手の中でも高音域を軽やかに、華や
かに紡ぐハイコロラトゥーラ 。この超絶技巧
を操れる数少ないアーティスト。

秋の特別企画展  万葉のふるさと 憧れの万葉故地へ
8月25日（水）～12月20日（月）／高岡市万葉歴史館
全国万葉故地サミット参加自治体を中心に、それぞれの万葉故地
や関連施設等を紹介します。 デューラー、ドラクロワ、モネ、ルノワールなど、

国立西洋美術館の貴重な絵画や版画、彫刻作品
約110点が、この秋高岡へ！

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・内容変更になる場合がございます。
チケットの発売、参加申込み、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。 田中彩子 ソプラノ・リサイタル2021

～COLORS  OF  COLORATURA～
10月14日（木）19：00開演（18：00開場）／富山県高岡文化ホール 大ホール9月19日（日）［第1部］9：30開演／［第2部］13：30開演

富山県高岡文化ホール 大ホ－ル

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

10月7日（木）19：00開演（18：30開場）／
Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

チケット／3,000円（当日500円高）
●ホールイベント（4階ホール）／30日（土）　ステージ発表
●各種団体作品展示／両日
●おたのしみイベント
　男女平等EXPO高岡2021、図書館まつり、料理講座、映画上映会、
　ミニ講座、体験＆販売、体験教室 ほか

第50回高岡市芸術祭   全体テーマ「煌めきーきらめきー」

出演／田中彩子（ソプラノ）、加藤昌則（ピアノ）
料金／一般4,500円（当日5,000円）
　　　高校生以下1,000円（当日同額）

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

宝生流・観世流・和泉流三派合同
第三十五回記念 能楽鑑賞大会

岩橋崇至 写真展「わが心の山」

令和3年度国立美術館巡回展
国立西洋美術館コレクションによる 高岡で考える西洋美術
　　＜ここ＞と＜遠く＞が触れるとき

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

「能」の宝生流、観世流、「狂言」の和泉流の三
流派が一堂に会し、心と技の真髄を披露する、
全国的に見ても極めて貴重な催しです。

※入場制限があります。 入場無料

宝生流 能楽練習会

問 高岡能楽会事務局 TEL.0766-23-9622・（携帯）090-2036-3334

体験を主としてできるだけ分かり易く謡の基礎的な理論や技能を
習得していただきます。

期間／10月～令和4年3月
　　　毎月3回（水曜19：00～20：00）
場所／高岡市文化芸能館 和室
受講料／事務経費として月1,000円
道具／能楽会のものをお貸しいたします

参加者募集

チケット発売中

◆TAKAOKA西へ東へ。PURPLEおでかけサロンコンサート2021

9/23（木・祝）開演13：30

公演会場／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

西田宏美 大久保リナコ

●｢万葉学習エリア」9月26日（日）オープン

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

開館時間／9：30～17：00（入館は16：30まで）
休館日／月曜 （祝・休日の場合は翌日）
観覧料／一般1,200円、高校・大学生600円、
　　　　小・中学生300円、親子券1,400円

問 ミュゼふくおかカメラ館 TEL.0766-64-0550

二上山より射水川（小矢部川）をのぞむ

ベルト・モリゾ《黒いドレスの
女性（観劇の前）》1875年、油彩
／カンヴァス、国立西洋美術館

公演会場／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

初秋の候 沖縄popsお届けします

出演／彩ら

富山県内で活動しております、アコースティックユニット「彩ら」です。コロナ禍
で随分演奏の機会をなくしましたが、モットーである「夢・癒・愉」を忘れず
に、どなたにも親しんでいただける歌をお届けするべく精進を重ねておりま
す。皆さんに楽しんでいただけるよう心をこめて演奏させていただきます。

御旅屋セリオ５階マルチスペース

スペインの踊りであるフラメンコ。独特のリズムやステップは、ワクワクし、力が湧いてく
る感じがします。多くの方にフラメンコの魅力を知っていただくため、これまで様々な
イベントへの出演や発表会を重ねてきました。現在、コロナ禍で制限も多い中ですが、
楽しい時間を過ごしていただけるよう、華やかな衣装で力強くステージを彩ります！

情熱のFlamenco Live ～島田純子フラメンコ教室ALEGRIA～

出演／島田純子フラメンコ教室ALEGRIA Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

9/5
14：00開演

日

日9/19
14：00開演

10/2 土

どこまでやれるの？手で奏でるオカリナで？日本の名歌 世界の名歌

出演／ハンドオカリナ富山

ハンドフルートと指笛が他の楽器と大きく違う点は、「感情移入が可能で楽譜
が不用、且つ手ぶらで演奏できること」です。特に、ハンドフルートは若者にも
人気ですが、難易度の高さから演奏家は世界でも極めて稀です。此度は国内
唯一無二と思われる二刀流で多彩な曲目を予定しています。

Vol.76　11：00開演

平成9年に結成以来、透明感溢れる歌声・ハーモニーを求め、ヴォイストレーニ
ングによる発声練習を行う。毎年「高岡市芸術祭」、「室崎琴月生誕記念ミニコン
サート」、「みんなで歌おう高岡第九」等に参加。また、老人福祉施設を慰問の際
には、聴く、歌う双方に感動が伝わる場面は、何物にも代え難い喜びを味わう。

女声合唱団こすもす ～秋風に憩う～

出演／女声合唱団こすもす

Vol.77　13：30開演

brosB&Co.がお届けする月一定期公演、歌とダンスのライブイベント【brosB&And.】
がユニークベニュー初登場。MiiMelo（竹内めい、松浦心優）、荒川瑠南ほか。
SHOWROOMでライブ配信予定。

brosB定期公演

出演／MiiMelo（竹内めい、松浦心優）、荒川瑠南 ほか

Vol.78　16：00開演

邦楽、洋楽、華道、茶道、美術の各分野で活動する芸術家たちが、
日頃の成果を披露します。

入場無料

10月23日（土）～11月14日（日）

9月中旬チケット発売予定

◆ 第33回華道展「銅器に生ける」
10月23日（土）・24日（日）両日10：00～17：00／
富山県高岡文化ホール
多目的小ホール・モール・エントランスホール
出品／高岡市華道連盟（9流派10団体）
　　　※高岡市美術作家連盟協力出展　
　　　　　（書5点）

入場無料◆ 高岡市美術作家連盟展
11月6日（土）～14日（日）【11月8日（月）休館】
9：30～17：00（入館は16：30まで）／
高岡市美術館
出品／日本画、洋画、彫刻、工芸、書、
　　　写真（6部門）

◆ 邦楽・洋楽合同特別公演
11月14日（日）12：00開演（11：30開場）／富山県高岡文化ホール 大ホール
入場料／2,000円　出演／高岡市芸術文化団体協議会 邦楽・洋楽部会会員

◆ 茶会

11月3日（水・祝）8：30～14：30受付／富山県高岡文化ホール 和室ほか
【茶道裏千家淡交会高岡支部】 （会員のみ）

11月3日（水・祝）8：30～14：00受付／繁久寺
茶券／2,000円（予定）

【古儀茶道藪内流竹風会高岡支部】

11月3日（水・祝）9：00～14：00受付／
雲龍山勝興寺
茶券／2,000円（予定）

【茶道「清風の会」】

問 高岡市芸術文化団体協議会事務局 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

全席自由／一般3,500円（当日4,000円）
　　　　　高校生以下無料

か ど

～ご来場されるお客様へ～

手指の消毒・検温 ご連絡先の
記入を
お願いします

感染拡大
防止のため
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。

入場・観覧無料

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

2021年9月からのユニークベニューのラインナップが決まりました。

オーケストラ・アンサンブル金沢with
川瀬賢太郎（指揮）＆服部百音（ヴァイオリン）

◆ TAKAOKA未来クリエーション／オーケストラ・アンサンブル金沢高岡公演

邦楽 洋楽

川瀬賢太郎©Yoshinori Kurosawa

オーケストラ・アンサンブル金沢

服部百音©Chihoko Ishii

※客席は間隔を確保した配席（入場制限）にてチケット販売いたします。
※前売券完売の場合は当日券の販売はございません。
※車椅子（２席のみ）のお席は事業課窓口のみのお取扱いとなります。
※未就学児のご入場はできません。

9月20日（月・祝）15：00開演（14：15開場予定）／富山県高岡文化ホール 大ホール
全席指定／一般3,500円・高校生以下2,000円／当日500円高

チケット発売中

第228回 第229回 第230回

合唱団「MiTU」
10/3（日）開演13：30
指   揮：白銀裕子
ピアノ：上嶋規子

Duo Nero
西田宏美（クラリネット）＆
大久保リナコ（マリンバ）
11/28（日）開演13：00

ウイング・ウイング祭　 林家きく磨・田辺いちか 2人会
10月29日（金）・30日（土）／ウイング・ウイング高岡
参加無料（一部有料・要申込のイベント有）

問 次元寄席  TEL.0766-25-2598問 末広開発株式会社 TEL.0766-20-1801

SONGS 2021 「SONGS PREMIUM LIVE」　
10月17日（日）／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

開演／19：00
music charge／1,000円

※詳細はFacebookをご確認ください。
※日程と内容は変更となる場合がございます。
　ご理解ご了承いただ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）

●今後の予定／2022年1月16日（日）

能「巻絹」（写真提供：（公社）宝生会）

SONGS 音創会
Facebook



おうちでも、現地でも、工芸の秋を楽しもう♪

● 9月18日（土）～
　 オンライン配信開始

● 9月23日（木・祝）～26日（日）
 　市内複数拠点でイベントを開催予定

高岡クラフト市場街

イベントスケジュールなどは、
公式サイトで随時お知らせ
します。

https://ichibamachi.jp/

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

高岡のものづくりを支える職人や工房が主役となり、クラフトやまちの
魅力を発信する秋の恒例イベント。10周年の今年は、YouTubeでのオンラ
イン配信のほか、多彩な現地イベン
トも企画中。どうぞお楽しみに！

日中は高岡古城公園特設水上舞台での朗唱、夜間は応募動画
を高岡ケーブルネットワークと高岡万葉まつりのYouTubeチャン
ネルで放映し、万葉集全4516首をリレー方式で歌いつなぎます。
会場朗唱申込み受付中！お早めにお申込みください。

「工芸都市高岡クラフト
展」も御旅屋セリオにて
同時開催予定！
（9月23日～9月26日）

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

富山銀行は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。
※写真は「高岡万葉まつり」をイメージ
　したライトアップ。

富山銀行は、「高岡駅前の賑
わい」創出にも貢献するため、
本店ビルのライトアップを
実施しています！

公式サイト クラフト展HP

いち　　ば　 まち
会場と動画でつなぐ！4516首

「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  ※動画の募集は締め切りました。

問 オタヤ開発株式会社 TEL.0766-27-1850 問 末広開発株式会社まちづくり事業部 TEL.0766-20-0555

放映日 ・高岡ケーブルネットワーク：10月1日（金）～3日（日）
・高岡万葉まつりYouTubeチャンネル：10月1日（金）～

高岡万葉まつり YouTubeチャンネル
高岡市観光
ポータルサイト

わくわくメルヘンラ
ンド

母心の関
あつしが

、

学級委員
長になっ

て、

笑って楽し
く学べる

授業を開
催！

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

今年も隔月開催予定！！（2021年9月、11月～）

母
心

(

関
あ
つ
し)

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

※詳しくは、中面をご確認ください。

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。笑顔溢れるフラで
あなたもSmileに。正絃社かたかご会の皆さんによるお箏の演奏との共演もあります。

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／錦心流薩摩琵琶全国一水会

琵琶のルーツはペルシャあたりで、シルクロードを通って、日本に伝来した
といわれます。戦国時代、薩摩地方で武士の修養・士気高揚を目的に、手を
加えて薩摩琵琶がつくられました。勇壮な語りが多く、また平家物語や能か
ら取り入れたものがあります。

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

大正琴の音色を楽しむオータムコンサート ～琴城流大正琴～

出演／琴城流大正琴 アンサンブル風雅

平成18年に結成。大正時代に生まれた大正琴を現代にマッチした音色と選
曲で楽しむグループです。琴城流大正琴の理念である「誰にでもやさしく楽
しく弾ける」から一歩進んだ演奏で、幅広い年代の方々に大正琴の可能性
と楽しさを感じていただけたらと思います。

御旅屋セリオ５階マルチスペース

～PURPLEおでかけサロンコンサート2021～
第229回　合唱団「MiTU」

おらっちゃ人生桜歌隊

出演／おらっちゃ人生桜歌隊

平成11年発足の、県内で一番活躍している素人チンドンです。見る人、聴く人、その場にいる人
“あなたを3分で幸せに”と20年間、いろんなところにおじゃまして、元気をお届けしてきました。
腹の底から楽しく、こころから笑えば、幸せ満タン。日本一バカなチンドン屋、それでいいんです。

クルン高岡(高岡駅)２階ペデストリアンデッキ

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

10/3 日

10/31
14：00開演

日

11/7 日

14：00開演

呉羽狂詩曲は呉羽にあります桐朋オーケストラアカデミー・桐朋学園大学
院大学有志で結成しました。少しでも多くの方に音楽のすばらしさをお伝え
できれば、そして、心が豊かになれればと思い、今回出演を希望しました。
ピアノとヴァイオリンのハーモニーをお楽しみください。

呉羽狂詩曲 ～音のハーモニー～

出演／呉羽狂詩曲

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

11/21
14：00開演

火・祝11/23
14：00開演

私たちは、キッズ・ジュニアから大人まで幅広いメンバーで、高岡市を中心
に、数多くのダンスイベントやボランティア活動に参加しています。アイドルダン
ス・ヒップホップ・ミュージカルダンス・ジャズダンス・モダンダンスなど、いろい
ろなジャンルから、今回は、キッズ・ジュニア・大人を交えて約10曲踊ります。

POWER全開！！ダンス・ダンス・ダンス

出演／ダンシング・ハーツ・サウザンズ

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース
北野裕子（ピアノ） 和田恵理子（ヴァイオリン）

Vol.79　11：00開演

Vol.80　16：00開演

13：30開演

日

入場・観覧無料

10 1
10 3

金

日

問（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）

ハロウィンとクリスマスの季節に、親子で楽しめるワーク
ショップを御旅屋セリオ及び御旅屋通りで開催予定です！！
詳細は、開催告知チラシ及びたかおかストリートでご確認ください。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては、中止となる場合があります。

ハロウィン編（１０月開催予定） クリスマス編（１2月開催予定）

第2回 第3回

高岡古城公園

高岡駅 あいの風とやま鉄道線
JR城端線JR城端線JR城端線

J
R
氷
見
線

山町ヴァレー

御旅屋セリオ
エルパセオ

高岡市民
病院

文化芸能館

ウイング・ウイング
高岡 クルン高岡

富山県
高岡文化
ホール

高岡市立
博物館

高岡市美術館
（高岡市 藤子・F・不二雄

ふるさとギャラリー）

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.09

2021年秋号

「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？

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。


