高岡のまちと一緒にそだつライブラリー

＠高岡おたや

7/10

日

14：00開演

七夕ハワイアン

高岡発
イベント情報紙
Vol.12

訪れる人が持ち寄った本でつくるまちの図書館です。
会員登録をすれば小学生以上の方は、
どなたでもご利用
いただけます。お気軽にお立ち寄りください。

2022年夏号

場所／御旅屋セリオ6階 フリースペース内 開館時間／10：00〜18：00
休館日／御旅屋セリオの休館日（毎週水曜／繁忙期を除く） 貸出冊数・貸出期間／１冊（30日間）

いよいよ夏本番、ハワイアン音楽とフラの 季 節になりました。皆

さんには、常夏ハワイの雰囲気を味わってもらいましょう。曲目は、
「アウトオンザビーチアットワイキキ」
「ロイヤルハワイアンホテル」
「カレファイミリア」
「 リトルブラウンギャル」
「 ハナレイムーン」など
十数曲で、皆さんをハワイにお誘いします。

※土・日・祝日に会員登録等の手続きをご希望の場合は、事前にオタヤ開発までお問い合わせください。

問 御旅屋セリオ（オタヤ開発株式会社）TEL.0766-27-1850

出演／ワイオナ（演奏）、フラハラウ ケオラロア オ カレフアプアケア（フラダンス） Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

高岡七夕まつり 8/1 月 7 日

夏の風物詩

会場：高岡駅前／中心商店街

7/18

月・祝

13：00開演

中心商店街で恒例の七夕まつりが行われます。大小様々な七夕飾りが夏の夜空
を彩り、また市民の願い短冊や子供たちの願いを描いた行灯も飾られます。

元気に楽しくサンバの夏！

※新型コロナウイルス感染防止に沿って各種対策を施します。
設営・運営は、
状況に
応じて変更又は中止する場合があります。ご理解・ご協力をお願いします。

情熱の弾き語り歌手アントニオをリーダーに、ポルトガル語で歌うボサノヴァや
日本語のオリジナル曲、ジャズやシャンソンなど幅広いレパートリーを持つ
一流プレーヤーたちも参加するアントニオバンド。サンバ・ボサノヴァの魅力で
あるシンプルなリズムと独特なハーモニーを情熱の演奏でお届けします。バンド
メンバーMiwakoの出身地でもある高岡を熱いステージで盛り上げます！北陸
中心に大活躍のドラム、池畑外雄、キーボード飯野ゆいと一緒に演奏します！

問 高岡七夕まつり実行委員会 事務局：末広開発株式会社 TEL.0766-20-0555
高岡市 藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー

万葉のふるさと高岡で、めざせ高校生短歌日本一！
！

御旅屋セリオ５階マルチスペース

出演／アントニオ（vo,gt）、飯野ゆい（kbd）、池畑外雄（ds）、Miwako（as,ﬂ）

第７回 高校生万葉短歌バトルin高岡

原画展

8月27日
（土）10：30より

土

14：00開演

全国の予選を勝ち抜いた高校生チームが、お題に
沿った短歌を詠み合い、自チームの歌を褒め、相手
チームの歌を批評し合う熱いバトル。高校生ならでは
のフレッシュで純粋な歌に思わずキュンとしてしまう
かも。この機会にぜひ、短歌の魅力に触れてみてくだ
さい。対決の様子はYouTubeで生配信するほか、後日、
動画を公開します。こちらも併せてお楽しみください。

日本列島北から南へ歌の旅
琴伝流大正琴Music Box主宰澤田佳子先生のもと、県西部の高岡市、
砺 波 市、小矢 部 市、南 砺 市の大 正琴 を楽しむ仲間が、一年に一度
全員が一堂に会して、お互いの健康や練習の成果を確かめ合います。
旅行に出かけられない昨今、日本列島の北から南へ歌で旅を楽し
んでいます。皆さんもご一緒しませんか。

※新型コロナウイルス感染状況により、オンライン開催となる
可能性があります。
最新の情報はHPをご覧ください。

御旅屋セリオ５階マルチスペース

出演／琴伝流大正琴Music Box K＆H

※詳しくは、 HP

Facebook

地元アマチュアミュージシャンによるアコースティック音楽ライブステージ。フラ、歌謡曲、
フォーク、洋楽など、いろんな音楽が飛び出します！出演ミュージシャンの情報は、随時発表！
Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

クルン高岡2階 デッキテラス
（悪天候時／クルン高岡地下街 憩いの路）

参加
無料

落語家 による
相続セミナー

Instagram

出演者も随時募集中!
HP・Facebook・Instagram
等よりご連絡ください。

BOTホール
会 場 （富山銀行本店ビル２F
高岡市下関町３番 1号）
※日時等、詳細が決まり次第、当行HPに掲載いたします。

立川 志の春 氏

日 時 2022年７月上旬

▲富山銀行ＨＰ

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

高岡市民病院

「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！

〜ご来場されるお客様へ〜

文化芸能館
高岡市美術館
（ 高岡市 藤子・F・不二雄
ふるさとギャラリー）
山町ヴァレー

高岡古城公園

エルパセオ

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。

マスク着用

手指の消毒・検温

2 mほど距離を

おしゃべりは控えて

ご連絡先のご記入

入場制限の実施

富山県
高岡文化
ホール

御旅屋セリオ

高岡市立
博物館

JR
氷見
線

だれでも気軽に演奏していただけます。ピアノを通じて、高岡のまちなかを音楽で
明るく元気に、たくさんの人たちに笑顔をお届けしましょう。

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

Facebook

ûȯȔáǸȢȔȮáüƹƼҰÎ

講師

演奏、鑑賞時はマスクの着用をお願いします。 ● ピアノに触れる前と後で手指消毒を行い、完全に乾いてからの演奏をお願いします。
大声、大音量、他の楽器との合同演奏はお控えください。 ● 演奏の予約、演奏者の活動告知、営利活動はできません。

HP

Instagram を要チェック！

問 高岡市下関町6-1 クルン高岡3F（TSB商店会）TEL.0766-22-6767

設置期間（予定）
／５月13日
（金）
〜８月31日
（水） 利用可能時間／9：00〜18：30

●

毎月第2日曜

企画・運営：Crossover Project

観覧無料

［ 設置場所 ］高岡駅南北自由通路

●

問 高岡市 藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー TEL.0766-20-1170

11：00〜15：00

高岡駅にストリートピアノが設置されました！

使用上の注意点

©Fujiko-Pro

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・大学生500円、高校・中学生300円、小学生・幼児（4歳以上）200円

アコースティック音楽ライブ

ギターの音 色で聴かせるベンチャーズ、グループサウンズ。個々の
活動を経て集結したベテランナイスガイ4人に紅一点女性ボーカル
が昭和歌謡曲、オールディーズで華を添えます。若い世代の方にも
是非聞いてほしい歌ばかりです。一緒に口ずさんでくださいね。

出演／J-クロス

短歌バトルHP

会場

日

開催中

開催中〜11月27日
（日）

【前期】開催中 〜 5月29日
（日）
【後期】6月1日
（水）〜11月27日
（日）

日時

8/21

14：00開演

時間旅行 〜過去・未来〜

期間
（予定）

問 高校生万葉短歌バトル高岡実行委員会事務局
（北日本新聞社西部本社 高岡事業部内）TEL.0766-22-2226

懐かしの曲でタイムスリップ

トラベル

藤子・Ｆ・不二雄作品では、とらえどころのない「時間」
を移動するシーンが多く登場します。今回は、そんな
「時を旅する」ことをテーマに、楽しくて不思議な「時
間」に関する原画を厳選してお届けします。
「ワクワク
…」
「ドキドキ」がいっぱいの時間旅行を、ぜひお楽し
みください。原画は、前期・後期で入れ替えします。

会場／ 高岡市伏木コミュニティセンター 3F多目的ホール

8/20

タイム

ウイング・ウイング
高岡
クルン高岡
高岡駅
JR城端線

あいの風とやま鉄道 線

2022年 6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。

6/5

日

14：00開演

第５回みんなで歌おう1000人の高岡第九

合唱団員を募集します！

邦楽洋楽アラカルト♪

本公演／9月3日
（土）
・4日
（日）
会場／富山県高岡文化ホール大ホール

三味線と沖縄三線、同じ3本の糸が奏でる異なる音色。同時にお聞き

秋の特別企画展「Discovery MANYO
（Ⅰ）東海地方」 館蔵品展「昔の道具とくらし」
［ 応募締切 ］

5月31日
（火）
まで
随時受付中！

いただくと面白いかも？と誕生した前身”三味線アラカルト” 。その後、
ご縁が繋がり、その名も”邦楽洋楽アラカルト♪”。名の通り、邦楽と
洋楽、音楽仲間が集い、非日常のひとときをお届けします。

●出演

出演／細井一（アコースティックギター）
、mini
（沖縄三線）
、胡鈴（胡弓）、
杵屋勝梅寿
（ 三味線）
Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

全席自由／各日一般2,000円・高校生以下1,000円 ／ 当日500円高

日

本多敏良（指揮）、山本有希子（ソプラノ）、広瀬美和（アルト）、
古村勇樹（テノール）、森 雅史（バス）／
みんなで歌おう高岡第九合唱団（市民合唱団約100名）／
高岡フィルハーモニー管弦楽団（市民オーケストラ約70名）

14：00開演

私たちは、それぞれがミュージカルの舞台経験を持つ大学生を中心
とした4人グループです。
今回はディズニーをはじめとしたミュージカルの名曲を歌やダンス
でお送りします。フレッシュなパワーで皆様に元気をお届けします。
皆様のご来場お待ちしております。
出演／はるか

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

申込先／みんなで歌おう1000人の高岡第九実行委員会事務局（高岡市民文化振興事業団事業課内）TEL.0766-20-1560／FAX.0766-20-1562
入場無料

◆ パープルPURPLEサロンコンサート みんなで歌おう高岡第九公演プレコンサート

6/26

日

14：00開演

アロハの心をあなたに

① 5月22日
（日）
13：30開演

私たちは、
「 アロハの心」を大 切に和気藹々とフラを楽しんでいる
ラニ・フラ・ホアです。
コロナやロシア・ウクライナ問題で心を痛める毎日ですが、こんな時
だからこそ、愛のあふれるフラを皆様にお届けしたいと思います。

出演／Lani Hula Hoa（ ラニ・フラ・ホア）

② 6月25日
（土）
13：30開演

高岡フィルハーモニー管弦楽団
女声合唱団「どるちえ」
「リトルウイングでオーケストラ！vol.4」 〜ふるさとに寄す〜
●出演
本多敏良
（指揮）
、
高岡フィルハーモニー
管弦楽団（管弦楽団）
Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

会場／高岡市生涯学習センター1階交流スペース（リトルウイング）

③ 7月18日
（月・祝）
13：30開演

合唱団「音楽室」

日

14：00開演

●出演
長谷部律子
（指揮）、
松村沙織里
（ピアノ）
、
女声合唱団「どるちえ」
（合唱）

夏

の

演奏予定曲／そよ風のように、打上花火、残酷な天使のテーゼ、
見上げてごらん夜の星を 他
出演／正絃社かたかご会

ワークショップ2022

●第１弾
御旅屋セリオ５階マルチスペース

スタンプラリーでめぐる☆

定員：各日40名

会場／高岡市生涯学習センター1階交流スペース（リトルウイング）

お箏 や三味 線などの和楽 器にふれる、日本のおどりに
挑戦する、本物の能舞台でお能を体験するなど、親子で
地域の芸術文化に親しむワークショップを展開します。

●第 2弾

定員：40名

スタンプラリーでめぐる☆

体験型ワークショップ「お能に親しむ」

① 7月10日（日）13：00〜16：30（予定）
箏曲、尺八、民謡、詩吟・剣詩舞

7月31日（日）13：00〜15：00
（予定）

会場／高岡市文化芸能館（研修室ほか）
対象／小学１年生以上の子どもから大人まで
※小学生は保護者の方と参加

会場／高岡市文化芸能館
（3階能舞台ほか）
対象／小学５年生以上の子どもから大人まで
※小学生は保護者の方と参加
内容／
「お能とはなんですか？」
「お能のみかたについて」
「能楽を実際にみましょう」
「能楽を体験しましょう」

お問合せ・申込先／高岡市芸術文化団体協議会事務局（高岡市民文化振興事業団事業課内）TEL.0766-20-1560

※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。

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

リアル（写実）のゆくえ 現代の作家たち
生きること、写すこと

第61回日本伝統工芸富山展
5月27日
（金）
〜 6月12日
（日）
／ 高岡市美術館 企画展示室1・2
人間国宝をはじめとする全国の工芸作家の作品が並ぶ展覧会。

7月29日（金）〜8月31日（水）／高岡市美術館
※8月15日
（月）
臨時開館

観覧料／一般800円（団体・シニア640円）、大学生500円（団体400円）、高校生以下無料
〇団体は20名以上、
シニアは65歳以上対象
〇身体障がい者・精神障がい者保健福祉・療育など各種手帳をお持ちの方、
および付添いの方1名は観覧料半額（受付にて手帳をご提示ください）

近年、あらためて注目される日本
独自の写実表現。その系譜と、新た
なリアル（写実）を模 索する現代
美術のゆくえを探る展覧会です。

■同時開催 「コレクションにみる高岡の金工・漆芸」企画展示室3／観覧無料

観覧料／一般1,000円（団体・シニア700円）、
大学生700円（団体560円）、
高校生500円（団体400円）
、 深堀隆介《桜升 命名 淡紅》2017年 平塚市美術館蔵
中学生以下無料

第28回高岡市民美術展
6月25日（土）〜7月9日（土）／高岡市美術館

高岡市で創作活動を行う人たちを対象とした公募展。日本画、洋画、
〇団体は20名以上、
シニアは65歳以上対象
彫刻、工芸、
書、
写真各部門の入賞・入選作品を展示。
〇身体障がい者・精神障がい者保健福祉・療育など各種手帳をお持ちの方、
および付添いの方1名は観覧料半額（受付にて手帳をご提示ください） 観覧料／無料

松龍＆Ritsuko Matsushitaふたり展
” 私たちはずっと宇宙にいます。”

日本の楽器、日本のおどりに挑戦！①・②
② 7月24日（日）13：00〜16：30（予定）
日舞、琵琶、民踊、小唄

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

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） 問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

令和４年度高岡市芸術文化団体協議会自主事業 ／「子ども地域文化わくわく教室」事業

参加
無料

み たて ばん づけ

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

6月4日（土）〜 7月10日（日）／ミュゼふくおかカメラ館

会場／高岡市文化芸能館・能楽堂

わくわく

すご ろく

（今回の特集展示は「双六・見立番付」）。初公開
となる見立番付「大日本老樹番付」
（大正2年）を
含めた、
計72点の資料を展示しています。

●出演
宮丸 勝（指揮）
、
小山優子（ピアノ）、
合唱団「音楽室」
（合唱）

七夕さらさら 琴の響き
高岡市でお箏の演奏活動をしている正絃社かたかご会です。尺八
の東海煌山氏とコラボもあり、お箏らしい曲から現代のポップスま
で、幅広いラインナップでお送りいたします。癒しの音色を聴きに
いらしてください。

当館収蔵の明治から昭和期にかけての衣・食・住
などに関わる生活道具「民具」を展示し、歴史や
用 途 、人々のくらしにつ いて 紹 介しています

届けたい、
「ありがとう」を 〜春風にのせて希望をあなたに〜

お問合せ／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）
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東海地方の万葉の歌々と故地を紹介します。

問 高岡市万葉歴史館 TEL.0766-44-5511

参加資格／性別、経験、市内在住は問いません。初心者の方も大歓迎！中学生（保護者同伴参加）以上で、合唱練習・リハーサル・
2回の本番に参加できる方。マスク着用練習等感染対策にご理解ご協力いただける方。
練習曲目／ベートーヴェン「交響曲第９番二短調作品125合唱付」ほか
練習日程 ／結団式6月12日（日）13：30〜 ※終了後、第1回練習。
（予定） 以降、
毎週水曜日19：00〜21：00／高岡市生涯学習センターホールを中心に、
約13回の練習を行います。
【リハーサル】9月2日
（金）
20：00〜21：00 ／富山県高岡文化ホール大ホール
【本番】9月3日（土）18：30開演、9月4日（日）14：00開演（2回公演）
／富山県高岡文化ホール大ホール
合唱指導／長谷部律子先生、宮丸 勝先生、梅野靖子先生（ピアノ）ほか
（全席自由2,000円）のご協力お願いいたします。
参 加 料／2,000円（高校生以下無料／楽譜代・マスク代は別途）※参加料は返金不可。※本公演チケット
申込方法／申込用紙（事業課HPよりダウンロードできます）に必要事項をご記入の上、下記までお申込みください。

TAKAOKA MUSICAL LIVE

開催中〜7月10日
（日）
／ 高岡市立博物館 第1企画展示室

開館時間／9：00 〜18：00
（入館は17：15まで）
※11月は、
17：00閉館
（入館は16：15まで）
休館日／火曜
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

募集要項 ［一般公募 ］みんなで歌おう高岡第九合唱団（約100名）
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8月31日
（水）
〜11月28日
（月）
／ 高岡市万葉歴史館

「私たちはいつからここに存在し、どう
なっていくのだろう。」写真家の枠を超
え、現代アーティストとして活動する夫
婦による初の2人展。
入館料／一般500円、高校・大学生300円、
中学生以下無料
撮影：松龍

吉野信写真展「野生の輝き」
7月16日（土）〜 9月25日（日）／ミュゼふくおかカメラ館
野生王国をいろいろと尋ね、野生動物
たちが嬉々として生きる姿を撮り続ける
吉野信の作品展。
「自然は神、野生は友」
をモットーに、自然 界における彼らの
生き方、様々な動き、親子の愛情などを
活写した映像の数々を展示する。

撮影：吉野信

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／9：00〜17：00
（入館は16：30まで）休館日／月曜
（祝・休日の場合は翌日） 問 ミュゼふくおかカメラ館 TEL.0766-64-0550

川久保賜紀＆上原彩子

チケット販売中

佐藤晴真チェロ・リサイタル

5月29日
（日）発売開始

6月19日（日）開演14：00／富山県高岡文化ホール 大ホール

7月28日（木）開演19：00／富山県高岡文化ホール 大ホール

料金／ 一般5,000円
（当日500円高）
、
高校生以下1,000円（当日同額）

料金／ 一般3,500円
（当日500円高）
、
高校生以下1,000円（当日同額）

ともにチャイコフスキー国 際コン
クールで栄光に輝き、活躍を続ける
川久保 賜 紀（ヴァイオリン）と上 原
彩子
（ピアノ）
の実力派2人の演奏会。 川久保賜紀©Yuji Hori

2019年、ミュンヘン国際音楽コンクールチェロ
部門において日本人として初めて優勝して、
一躍
国際的に注目を集めた。
実力・人気を兼ね備えた
若い世代を代表するチェリストの待望の公演。

上原彩子©武藤章

佐藤晴真©ヒダキトモコ

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

SONGS 2022「SONGS PREMIUM LIVE」
7月24日（日）開演19：00／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース
music charge／1,000円
※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。

SONGS 音創会 Facebook ▶

※詳細はこちらから。

問 SONGS 音創会 TEL.090-2830-6411
（前田）

2022年 6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。
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日

14：00開演

第５回みんなで歌おう1000人の高岡第九

合唱団員を募集します！

邦楽洋楽アラカルト♪

本公演／9月3日
（土）
・4日
（日）
会場／富山県高岡文化ホール大ホール

三味線と沖縄三線、同じ3本の糸が奏でる異なる音色。同時にお聞き

秋の特別企画展「Discovery MANYO
（Ⅰ）東海地方」 館蔵品展「昔の道具とくらし」
［ 応募締切 ］

5月31日
（火）
まで
随時受付中！

いただくと面白いかも？と誕生した前身”三味線アラカルト” 。その後、
ご縁が繋がり、その名も”邦楽洋楽アラカルト♪”。名の通り、邦楽と
洋楽、音楽仲間が集い、非日常のひとときをお届けします。

●出演

出演／細井一（アコースティックギター）
、mini
（沖縄三線）
、胡鈴（胡弓）、
杵屋勝梅寿
（ 三味線）
Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

全席自由／各日一般2,000円・高校生以下1,000円 ／ 当日500円高

日

本多敏良（指揮）、山本有希子（ソプラノ）、広瀬美和（アルト）、
古村勇樹（テノール）、森 雅史（バス）／
みんなで歌おう高岡第九合唱団（市民合唱団約100名）／
高岡フィルハーモニー管弦楽団（市民オーケストラ約70名）

14：00開演

私たちは、それぞれがミュージカルの舞台経験を持つ大学生を中心
とした4人グループです。
今回はディズニーをはじめとしたミュージカルの名曲を歌やダンス
でお送りします。フレッシュなパワーで皆様に元気をお届けします。
皆様のご来場お待ちしております。
出演／はるか

Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

申込先／みんなで歌おう1000人の高岡第九実行委員会事務局（高岡市民文化振興事業団事業課内）TEL.0766-20-1560／FAX.0766-20-1562
入場無料

◆ パープルPURPLEサロンコンサート みんなで歌おう高岡第九公演プレコンサート
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日

14：00開演

アロハの心をあなたに

① 5月22日
（日）
13：30開演

私たちは、
「 アロハの心」を大 切に和気藹々とフラを楽しんでいる
ラニ・フラ・ホアです。
コロナやロシア・ウクライナ問題で心を痛める毎日ですが、こんな時
だからこそ、愛のあふれるフラを皆様にお届けしたいと思います。

出演／Lani Hula Hoa（ ラニ・フラ・ホア）

② 6月25日
（土）
13：30開演

高岡フィルハーモニー管弦楽団
女声合唱団「どるちえ」
「リトルウイングでオーケストラ！vol.4」 〜ふるさとに寄す〜
●出演
本多敏良
（指揮）
、
高岡フィルハーモニー
管弦楽団（管弦楽団）
Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

会場／高岡市生涯学習センター1階交流スペース（リトルウイング）

③ 7月18日
（月・祝）
13：30開演

合唱団「音楽室」

日

14：00開演

●出演
長谷部律子
（指揮）、
松村沙織里
（ピアノ）
、
女声合唱団「どるちえ」
（合唱）

夏

の

演奏予定曲／そよ風のように、打上花火、残酷な天使のテーゼ、
見上げてごらん夜の星を 他
出演／正絃社かたかご会

ワークショップ2022

●第１弾
御旅屋セリオ５階マルチスペース

スタンプラリーでめぐる☆

定員：各日40名

会場／高岡市生涯学習センター1階交流スペース（リトルウイング）

お箏 や三味 線などの和楽 器にふれる、日本のおどりに
挑戦する、本物の能舞台でお能を体験するなど、親子で
地域の芸術文化に親しむワークショップを展開します。

●第 2弾

定員：40名

スタンプラリーでめぐる☆

体験型ワークショップ「お能に親しむ」

① 7月10日（日）13：00〜16：30（予定）
箏曲、尺八、民謡、詩吟・剣詩舞

7月31日（日）13：00〜15：00
（予定）

会場／高岡市文化芸能館（研修室ほか）
対象／小学１年生以上の子どもから大人まで
※小学生は保護者の方と参加

会場／高岡市文化芸能館
（3階能舞台ほか）
対象／小学５年生以上の子どもから大人まで
※小学生は保護者の方と参加
内容／
「お能とはなんですか？」
「お能のみかたについて」
「能楽を実際にみましょう」
「能楽を体験しましょう」

お問合せ・申込先／高岡市芸術文化団体協議会事務局（高岡市民文化振興事業団事業課内）TEL.0766-20-1560

※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。

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

リアル（写実）のゆくえ 現代の作家たち
生きること、写すこと

第61回日本伝統工芸富山展
5月27日
（金）
〜 6月12日
（日）
／ 高岡市美術館 企画展示室1・2
人間国宝をはじめとする全国の工芸作家の作品が並ぶ展覧会。

7月29日（金）〜8月31日（水）／高岡市美術館
※8月15日
（月）
臨時開館

観覧料／一般800円（団体・シニア640円）、大学生500円（団体400円）、高校生以下無料
〇団体は20名以上、
シニアは65歳以上対象
〇身体障がい者・精神障がい者保健福祉・療育など各種手帳をお持ちの方、
および付添いの方1名は観覧料半額（受付にて手帳をご提示ください）

近年、あらためて注目される日本
独自の写実表現。その系譜と、新た
なリアル（写実）を模 索する現代
美術のゆくえを探る展覧会です。

■同時開催 「コレクションにみる高岡の金工・漆芸」企画展示室3／観覧無料

観覧料／一般1,000円（団体・シニア700円）、
大学生700円（団体560円）、
高校生500円（団体400円）
、 深堀隆介《桜升 命名 淡紅》2017年 平塚市美術館蔵
中学生以下無料

第28回高岡市民美術展
6月25日（土）〜7月9日（土）／高岡市美術館

高岡市で創作活動を行う人たちを対象とした公募展。日本画、洋画、
〇団体は20名以上、
シニアは65歳以上対象
彫刻、工芸、
書、
写真各部門の入賞・入選作品を展示。
〇身体障がい者・精神障がい者保健福祉・療育など各種手帳をお持ちの方、
および付添いの方1名は観覧料半額（受付にて手帳をご提示ください） 観覧料／無料

松龍＆Ritsuko Matsushitaふたり展
” 私たちはずっと宇宙にいます。”

日本の楽器、日本のおどりに挑戦！①・②
② 7月24日（日）13：00〜16：30（予定）
日舞、琵琶、民踊、小唄

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

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） 問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

令和４年度高岡市芸術文化団体協議会自主事業 ／「子ども地域文化わくわく教室」事業

参加
無料

み たて ばん づけ

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

6月4日（土）〜 7月10日（日）／ミュゼふくおかカメラ館

会場／高岡市文化芸能館・能楽堂

わくわく

すご ろく

（今回の特集展示は「双六・見立番付」）。初公開
となる見立番付「大日本老樹番付」
（大正2年）を
含めた、
計72点の資料を展示しています。

●出演
宮丸 勝（指揮）
、
小山優子（ピアノ）、
合唱団「音楽室」
（合唱）

七夕さらさら 琴の響き
高岡市でお箏の演奏活動をしている正絃社かたかご会です。尺八
の東海煌山氏とコラボもあり、お箏らしい曲から現代のポップスま
で、幅広いラインナップでお送りいたします。癒しの音色を聴きに
いらしてください。

当館収蔵の明治から昭和期にかけての衣・食・住
などに関わる生活道具「民具」を展示し、歴史や
用 途 、人々のくらしにつ いて 紹 介しています

届けたい、
「ありがとう」を 〜春風にのせて希望をあなたに〜

お問合せ／（公財）高岡市民文化振興事業団 事業課 TEL.0766-20-1560（月・祝休）
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東海地方の万葉の歌々と故地を紹介します。

問 高岡市万葉歴史館 TEL.0766-44-5511

参加資格／性別、経験、市内在住は問いません。初心者の方も大歓迎！中学生（保護者同伴参加）以上で、合唱練習・リハーサル・
2回の本番に参加できる方。マスク着用練習等感染対策にご理解ご協力いただける方。
練習曲目／ベートーヴェン「交響曲第９番二短調作品125合唱付」ほか
練習日程 ／結団式6月12日（日）13：30〜 ※終了後、第1回練習。
（予定） 以降、
毎週水曜日19：00〜21：00／高岡市生涯学習センターホールを中心に、
約13回の練習を行います。
【リハーサル】9月2日
（金）
20：00〜21：00 ／富山県高岡文化ホール大ホール
【本番】9月3日（土）18：30開演、9月4日（日）14：00開演（2回公演）
／富山県高岡文化ホール大ホール
合唱指導／長谷部律子先生、宮丸 勝先生、梅野靖子先生（ピアノ）ほか
（全席自由2,000円）のご協力お願いいたします。
参 加 料／2,000円（高校生以下無料／楽譜代・マスク代は別途）※参加料は返金不可。※本公演チケット
申込方法／申込用紙（事業課HPよりダウンロードできます）に必要事項をご記入の上、下記までお申込みください。

TAKAOKA MUSICAL LIVE

開催中〜7月10日
（日）
／ 高岡市立博物館 第1企画展示室

開館時間／9：00 〜18：00
（入館は17：15まで）
※11月は、
17：00閉館
（入館は16：15まで）
休館日／火曜
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

募集要項 ［一般公募 ］みんなで歌おう高岡第九合唱団（約100名）
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8月31日
（水）
〜11月28日
（月）
／ 高岡市万葉歴史館

「私たちはいつからここに存在し、どう
なっていくのだろう。」写真家の枠を超
え、現代アーティストとして活動する夫
婦による初の2人展。
入館料／一般500円、高校・大学生300円、
中学生以下無料
撮影：松龍

吉野信写真展「野生の輝き」
7月16日（土）〜 9月25日（日）／ミュゼふくおかカメラ館
野生王国をいろいろと尋ね、野生動物
たちが嬉々として生きる姿を撮り続ける
吉野信の作品展。
「自然は神、野生は友」
をモットーに、自然 界における彼らの
生き方、様々な動き、親子の愛情などを
活写した映像の数々を展示する。

撮影：吉野信

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／9：00〜17：00
（入館は16：30まで）休館日／月曜
（祝・休日の場合は翌日） 問 ミュゼふくおかカメラ館 TEL.0766-64-0550

川久保賜紀＆上原彩子

チケット販売中

佐藤晴真チェロ・リサイタル

5月29日
（日）発売開始

6月19日（日）開演14：00／富山県高岡文化ホール 大ホール

7月28日（木）開演19：00／富山県高岡文化ホール 大ホール

料金／ 一般5,000円
（当日500円高）
、
高校生以下1,000円（当日同額）

料金／ 一般3,500円
（当日500円高）
、
高校生以下1,000円（当日同額）

ともにチャイコフスキー国 際コン
クールで栄光に輝き、活躍を続ける
川久保 賜 紀（ヴァイオリン）と上 原
彩子
（ピアノ）
の実力派2人の演奏会。 川久保賜紀©Yuji Hori

2019年、ミュンヘン国際音楽コンクールチェロ
部門において日本人として初めて優勝して、
一躍
国際的に注目を集めた。
実力・人気を兼ね備えた
若い世代を代表するチェリストの待望の公演。

上原彩子©武藤章

佐藤晴真©ヒダキトモコ

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

SONGS 2022「SONGS PREMIUM LIVE」
7月24日（日）開演19：00／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース
music charge／1,000円
※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。

SONGS 音創会 Facebook ▶

※詳細はこちらから。

問 SONGS 音創会 TEL.090-2830-6411
（前田）

秋の特別企画展「Discovery MANYO
（Ⅰ）東海地方」 館蔵品展「昔の道具とくらし」
8月31日（水）〜11月28日（月）
／ 高岡市万葉歴史館

開催中〜7月10日
（日）
／ 高岡市立博物館 第1企画展示室

東海地方の万葉の歌々と故地を紹介します。

当館収蔵の明治から昭和期にかけての衣・食・住
などに関わる生活道具「民具」を展示し、歴史や
用 途 、人々のくらしにつ いて 紹 介しています

開館時間／9：00 〜18：00
（入館は17：15まで）
※11月は、
17：00閉館
（入館は16：15まで）
休館日／火曜
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

すご ろく

み たて ばん づけ

（今回の特集展示は「双六・見立番付」）。初公開
となる見立番付「大日本老樹番付」
（大正2年）を
含めた、
計72点の資料を展示しています。
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）
入館料／無料

問 高岡市万葉歴史館 TEL.0766-44-5511

問 高岡市立博物館 TEL.0766-20-1572

リアル（写実）のゆくえ 現代の作家たち
生きること、写すこと

第61回日本伝統工芸富山展
5月27日
（金）
〜 6月12日
（日）
／ 高岡市美術館 企画展示室1・2
人間国宝をはじめとする全国の工芸作家の作品が並ぶ展覧会。

7月29日（金）〜8月31日（水）／高岡市美術館
※8月15日
（月）
臨時開館

観覧料／一般800円（団体・シニア640円）、大学生500円（団体400円）、高校生以下無料
〇団体は20名以上、
シニアは65歳以上対象
〇身体障がい者・精神障がい者保健福祉・療育など各種手帳をお持ちの方、
および付添いの方1名は観覧料半額（受付にて手帳をご提示ください）

近年、あらためて注目される日本
独自の写実表現。その系譜と、新た
なリアル（写実）を模 索する現代
美術のゆくえを探る展覧会です。

■同時開催 「コレクションにみる高岡の金工・漆芸」企画展示室3／観覧無料

観覧料／一般1,000円（団体・シニア800円）、
大学生700円（団体560円）、
高校生500円（団体400円）
、 深堀隆介《桜升 命名 淡紅》2017年 平塚市美術館蔵
中学生以下無料

第28回高岡市民美術展
6月25日（土）〜7月9日（土）／高岡市美術館

高岡市で創作活動を行う人たちを対象とした公募展。日本画、洋画、
〇団体は20名以上、シニアは65歳以上対象
彫刻、工芸、書、写真各部門の入賞・入選作品を展示。
〇身体障がい者・精神障がい者保健福祉・療育など各種手帳をお持ちの方、
および付添いの方1名は観覧料半額（受付にて手帳をご提示ください） 観覧料／無料
開館時間／9：30〜17：00
（入館は16：30まで） 休館日／月曜
（祝・休日の場合は翌平日） 問 高岡市美術館 TEL.0766-20-1177

松龍＆Ritsuko Matsushitaふたり展
” 私たちはずっと宇宙にいます。”
6月4日（土）〜 7月10日（日）／ミュゼふくおかカメラ館
「私たちはいつからここに存在し、どう
なっていくのだろう。」写真家の枠を超
え、現代アーティストとして活動する夫
婦による初の2人展。
入館料／一般500円、高校・大学生300円、
中学生以下無料
撮影：松龍

吉野信写真展「野生の輝き」
7月16日（土）〜 9月25日（日）／ミュゼふくおかカメラ館
野生王国をいろいろと尋ね、野生動物
たちが嬉々として生きる姿を撮り続ける
吉野信の作品展。
「自然は神、野生は友」
をモットーに、自然 界における彼らの
生き方、様々な動き、親子の愛情などを
活写した映像の数々を展示する。

撮影：吉野信

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／9：00〜17：00
（入館は16：30まで）休館日／月曜
（祝・休日の場合は翌日） 問 ミュゼふくおかカメラ館 TEL.0766-64-0550

川久保賜紀＆上原彩子

チケット販売中

佐藤晴真チェロ・リサイタル

5月29日
（日）発売開始

6月19日（日）開演14：00／富山県高岡文化ホール 大ホール

7月28日（木）開演19：00／富山県高岡文化ホール 大ホール

料金／ 一般5,000円（当日500円高）
、
高校生以下1,000円（当日同額）

料金／ 一般3,500円（当日500円高）
、
高校生以下1,000円（当日同額）

ともにチャイコフスキー国 際コン
クールで栄光に輝き、活躍を続ける
川久保 賜 紀（ヴァイオリン）と上 原
彩子
（ピアノ）
の実力派2人の演奏会。 川久保賜紀©Yuji Hori

2019年、ミュンヘン国際音楽コンクールチェロ
部門において日本人として初めて優勝して、
一躍
国際的に注目を集めた。
実力・人気を兼ね備えた
若い世代を代表するチェリストの待望の公演。

上原彩子©武藤章

佐藤晴真©ヒダキトモコ

問 富山県高岡文化ホール TEL.0766-25-4141

SONGS 2022「SONGS PREMIUM LIVE」
7月24日（日）開演19：00／Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース
music charge／1,000円
※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。

SONGS 音創会 Facebook ▶

※詳細はこちらから。

問 SONGS 音創会 TEL.090-2830-6411
（前田）

高岡のまちと一緒にそだつライブラリー

＠高岡おたや

7/10

日

14：00開演

七夕ハワイアン

高岡発
イベント情報紙
Vol.12

訪れる人が持ち寄った本でつくるまちの図書館です。
会員登録をすれば小学生以上の方は、
どなたでもご利用
いただけます。お気軽にお立ち寄りください。

2022年夏号

場所／御旅屋セリオ6階 フリースペース内 開館時間／10：00〜18：00
休館日／御旅屋セリオの休館日（毎週水曜／繁忙期を除く） 貸出冊数・貸出期間／１冊（30日間）

いよいよ夏本番、ハワイアン音楽とフラの 季 節になりました。皆

さんには、常夏ハワイの雰囲気を味わってもらいましょう。曲目は、
「アウトオンザビーチアットワイキキ」
「ロイヤルハワイアンホテル」
「カレファイミリア」
「 リトルブラウンギャル」
「 ハナレイムーン」など
十数曲で、皆さんをハワイにお誘いします。

※土・日・祝日に会員登録等の手続きをご希望の場合は、事前にオタヤ開発までお問い合わせください。

問 御旅屋セリオ（オタヤ開発株式会社）TEL.0766-27-1850

出演／ワイオナ（演奏）、フラハラウ ケオラロア オ カレフアプアケア（フラダンス） Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

高岡七夕まつり 8/1 月 7 日

夏の風物詩

会場：高岡駅前／中心商店街

7/18

月・祝

13：00開演

中心商店街で恒例の七夕まつりが行われます。大小様々な七夕飾りが夏の夜空
を彩り、また市民の願い短冊や子供たちの願いを描いた行灯も飾られます。

元気に楽しくサンバの夏！

※新型コロナウイルス感染防止に沿って各種対策を施します。
設営・運営は、
状況に
応じて変更又は中止する場合があります。ご理解・ご協力をお願いします。

情熱の弾き語り歌手アントニオをリーダーに、ポルトガル語で歌うボサノヴァや
日本語のオリジナル曲、ジャズやシャンソンなど幅広いレパートリーを持つ
一流プレーヤーたちも参加するアントニオバンド。サンバ・ボサノヴァの魅力で
あるシンプルなリズムと独特なハーモニーを情熱の演奏でお届けします。バンド
メンバーMiwakoの出身地でもある高岡を熱いステージで盛り上げます！北陸
中心に大活躍のドラム、池畑外雄、キーボード飯野ゆいと一緒に演奏します！

問 高岡七夕まつり実行委員会 事務局：末広開発株式会社 TEL.0766-20-0555
高岡市 藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリー

万葉のふるさと高岡で、めざせ高校生短歌日本一！
！

御旅屋セリオ５階マルチスペース

出演／アントニオ（vo,gt）、飯野ゆい（kbd）、池畑外雄（ds）、Miwako（as,ﬂ）

第７回 高校生万葉短歌バトルin高岡

原画展

8月27日
（土）10：30より

土

14：00開演

全国の予選を勝ち抜いた高校生チームが、お題に
沿った短歌を詠み合い、自チームの歌を褒め、相手
チームの歌を批評し合う熱いバトル。高校生ならでは
のフレッシュで純粋な歌に思わずキュンとしてしまう
かも。この機会にぜひ、短歌の魅力に触れてみてくだ
さい。対決の様子はYouTubeで生配信するほか、後日、
動画を公開します。こちらも併せてお楽しみください。

日本列島北から南へ歌の旅
琴伝流大正琴Music Box主宰澤田佳子先生のもと、県西部の高岡市、
砺 波 市、小矢 部 市、南 砺 市の大 正琴 を楽しむ仲間が、一年に一度
全員が一堂に会して、お互いの健康や練習の成果を確かめ合います。
旅行に出かけられない昨今、日本列島の北から南へ歌で旅を楽し
んでいます。皆さんもご一緒しませんか。

※新型コロナウイルス感染状況により、オンライン開催となる
可能性があります。
最新の情報はHPをご覧ください。

御旅屋セリオ５階マルチスペース

出演／琴伝流大正琴Music Box K＆H

※詳しくは、 HP

Facebook

地元アマチュアミュージシャンによるアコースティック音楽ライブステージ。フラ、歌謡曲、
フォーク、洋楽など、いろんな音楽が飛び出します！出演ミュージシャンの情報は、随時発表！
Little Wing ウイング・ウイング高岡1階交流スペース

クルン高岡2階 デッキテラス
（悪天候時／クルン高岡地下街 憩いの路）

日 時 2022年７月6日
（水）

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

Instagram

出演者も随時募集中!
HP・Facebook・Instagram
等よりご連絡ください。

BOTホール
会 場 （富山銀行本店ビル２F
高岡市下関町３番 1号）
※申込方法等、詳細が決まり次第、当行HPに掲載いたします。

▲富山銀行ＨＰ

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

高岡市民病院

「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！

〜ご来場されるお客様へ〜

文化芸能館
高岡市美術館
（ 高岡市 藤子・F・不二雄
ふるさとギャラリー）
山町ヴァレー

高岡古城公園

エルパセオ

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。

マスク着用

手指の消毒・検温

2mほど距離を

おしゃべりは控えて

ご連絡先のご記入

入場制限の実施

富山県
高岡文化
ホール

御旅屋セリオ

高岡市立
博物館

JR
氷見
線

だれでも気軽に演奏していただけます。ピアノを通じて、高岡のまちなかを音楽で
明るく元気に、たくさんの人たちに笑顔をお届けしましょう。

立川 志の春 氏

演奏、鑑賞時はマスクの着用をお願いします。 ● ピアノに触れる前と後で手指消毒を行い、完全に乾いてからの演奏をお願いします。
大声、大音量、他の楽器との合同演奏はお控えください。 ● 演奏の予約、演奏者の活動告知、営利活動はできません。

Facebook

ûȯȔáǸȢȔȮáüƹƼҰÎ

講師

［ 設置場所 ］高岡駅南北自由通路

HP

Instagram を要チェック！

問 高岡市下関町6-1 クルン高岡3F（TSB商店会）TEL.0766-22-6767

設置期間（予定）
／５月13日
（金）
〜８月31日
（水） 利用可能時間／9：00〜18：30

高岡駅にストリートピアノが設置されました！

●

毎月第2日曜

企画・運営：Crossover Project

観覧無料

“志の春落語” と
相続セミナー

●

問 高岡市 藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー TEL.0766-20-1170

11：00〜15：00

参加
無料

使用上の注意点

©Fujiko-Pro

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・大学生500円、高校・中学生300円、小学生・幼児（4歳以上）200円

アコースティック音楽ライブ

ギターの音 色で聴かせるベンチャーズ、グループサウンズ。個々の
活動を経て集結したベテランナイスガイ4人に紅一点女性ボーカル
が昭和歌謡曲、オールディーズで華を添えます。若い世代の方にも
是非聞いてほしい歌ばかりです。一緒に口ずさんでくださいね。

出演／J-クロス

短歌バトルHP

会場

日

開催中

開催中〜11月27日
（日）

【前期】開催中 〜 5月29日
（日）
【後期】6月1日
（水）〜11月27日
（日）

日時

8/21

14：00開演

時間旅行 〜過去・未来〜

期間
（予定）

問 高校生万葉短歌バトル高岡実行委員会事務局
（北日本新聞社西部本社 高岡事業部内）TEL.0766-22-2226

懐かしの曲でタイムスリップ

トラベル

藤子・Ｆ・不二雄作品では、とらえどころのない「時間」
を移動するシーンが多く登場します。今回は、そんな
「時を旅する」ことをテーマに、楽しくて不思議な「時
間」に関する原画を厳選してお届けします。
「ワクワク
…」
「ドキドキ」がいっぱいの時間旅行を、ぜひお楽し
みください。原画は、前期・後期で入れ替えします。

会場／ 高岡市伏木コミュニティセンター 3F多目的ホール

8/20

タイム

ウイング・ウイング
高岡
クルン高岡
高岡駅
JR城端線

あいの風とやま鉄道 線

