
いけばな展示
県内12流派と一般公募を合わせた223作品（296人）を展示（予定）
《出品流派》池坊、池坊敬月流、小原流、古流華盛会、古流松藤会、古流柏葉会、

嵯峨御流、星月古流松峰派、草月流、未生流、大和花道、龍生派
※いけばなワークショップで制作した作品も展示（予定）

美術作品展示
日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の約160作品を展示（予定）
■第一線で活躍中の県内作家の作品　　約60作品
■第43回富山県青少年美術展入賞作品 約20作品
■海外の子どもによる美術作品　　　　 約80作品
大伴家持・越中万葉コーナー
大伴家持や越中万葉をテーマとした短歌、美術、いけばなの約60作品を展示（予定）
お茶会の開催
県内3流派による茶会を開催
■9月15日（土）　　林義牧派遠州流茶道（県内美術作家制作茶碗を展示）
■9月16日（日）　　茶道裏千家淡交会魚津支部（県内美術作家制作茶碗を展示）
■9月17日（月・祝）　古儀茶道藪内流竹風会魚津支部（県内美術作家の制作した茶碗を使用したお茶会）
※いずれの日も、受付開始は9：30、受付終了は15：00です。　茶券は一席500円です。

※順不同　※各公演時間は、10分程度です。　※都合により、出演者が変更になる場合があります。

祝 儀 舞
■邦楽・日舞／長唄 稀音の会、富山県日本舞踊協会

開会式典
パフォーマンス
■洋　　舞／和田朝子舞踊研究所
■洋　　舞／可西舞踊研究所
■洋　　舞／フェアリーバレエシアター
■洋　　舞／津田 ゆず香
■詩吟・剣詩舞／今城 栄龍、寺田 穂月、経沢 志月
■民謡民舞／北陸秀城会 立山楓、原城 愉巳子

国際交流公演
■プラハ芸術大学音楽舞踊学部非言語学科

音楽公演
■声　　楽／内山 太一
■声　　楽／森川 有紀
■吹 奏 楽／富山県立魚津高等学校吹奏楽部
■オーケストラ／とやまレディースオーケストラOASIS

フィナーレ
ふるさと富山をテーマとし、子どもから大人まで愛唱できる「ふるさとの空」を出演者全員で合唱

協 賛 事 業
第67回富山県芸術祭

総合フェスティバル
●オープニングフェスティバル
●生活文化展
地域文化フェスティバル
●第8回富山国際現代美術展「2018ART/X/TOYAMA」（魚津市）
●平成30年度 学びの森音楽祭（魚津市）
●スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド2018（南砺市）
●「こども地域文化わくわく教室」事業（高岡市）
●浄瑠璃教室・三味線教室（砺波市）
●湯の街ふれあい音楽祭モーツァルト＠宇奈月（黒部市）
●万葉集全20巻朗唱の会（高岡市）
●第4回みんなで歌おう「1000人の高岡第九」公演（高岡市）
●コラーレ・ワールドフェスティバル「Earth Moving」（イタリア）（黒部市）
●オリジナルミュージカル（砺波市）
●庵唄のふるさと・・・江戸芸能の風景2（南砺市）

日 時
会 場
申込方法

申込受付
入場券発送

記載例

入場無料

入場者
募集

富山県民芸術文化祭実行委員会事務局
〒930-8501（住所は記載不要です）  県庁文化振興課内
TEL／076-444-9616　FAX／076-444-4438
URL／http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1718/index.html

●申込み・お問合せ

「オープニングフェスティバル」
入場券希望の場合
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：9月15日（土）14：00～16：30
：新川文化ホール 大ホール
：希望する枚数（3枚以内）、代表者の郵便番号、住所、氏名、
電話番号をご記入のうえ、郵送又はFAXでお申し込み
ください。
：8月24日（金）まで。郵送の場合は、当日消印有効
：9月上旬。なお、応募者多数の場合は抽選になります。
発表は、発送をもってかえさせていただきます。
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：9月15日（土）～17日（月・祝）
：新川文化ホール
：住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、郵送又はFAXでお申し
込みください。
出品料は不要です。（花器、花材はご持参ください。）
：8月8日（水）まで。郵送の場合は、当日消印有効
：35名
先着順となりますので、お早めにお申し込みください。

「オープニングフェスティバル」には、入場券が
必要です。多数のご応募をお待ちしています。
なお、「生活文化展」は、入場券は不要です。

「生活文化展」のいけばな出品者を募集します。
彩り溢れる芸術空間に、あなたも花を添えてみませんか。

　富山県民芸術文化祭は、平成8年の「国民文化祭とやま」
の開催で得た多くの成果を継承し、発展させるため、「県民の
文化の祭典」として平成9年から開催しています。
　多くの県民の方々の幅広い参加のもと、芸術文化団体、
行政、ボランティアの方々などが一体となって、県内一円で
多彩な文化事業が繰り広げられています。
　第22回目となる「県民芸術文化祭2018」は、「元気とやま」の
創造に資するとともに、県民の方々の文化活動が一層
活発となるよう、開催するものです。

64事業の実施

　県民芸術文化祭2018のオープニングを飾り、多くの県民の方々が参加し、文化交流の輪が広がる華やかな
楽しいステージを繰り広げます。

県民芸術文化祭2018

富山県民芸術文化祭シンボルマーク
デザイン：永井 一正

「第11回国民文化祭とやま‘96」のマスコットとして大活躍した
「とや丸」。引き続き、「富山県民芸術文化祭」のシンボルマーク
として県内各地を飛びまわります。

主 催 事 業
県民芸術文化祭2018の事業

文芸作品の創作
詩、短歌、俳句の作家が会場に訪れ、その場で感じとった思いなどを、詩、短歌、俳句に託して、「県民芸術文化祭
2018記録集」で紹介します。

富山の文化施設コーナー 
今年、大伴家持生誕1300年をむかえることから、ふるさと文学の拠点施設である「高志の国文学館」を紹介する
ほか、昨年８月に全面開館した「富山県美術館」などを中心に県内の文化施設を紹介します。

　様々な分野の団体が、垣根を越えて他の異なる分野との融合を目指す祭典を開催します。

平成30年9月15日（土）～17日（月・祝）10：00～17：00
新川文化ホール
平成30年9月15日（土）9：30～　新川文化ホール やまなみロビー

※順不同　※各公演時間は、10分程度です。　※都合により、出演者が変更になる場合があります。

日 時日 時

会 場会 場

開会式開会式

内 容内 容

入場無料

舞台公演
9月16日（日）13：00～（予定）
生田流箏曲 よもの会（邦楽）
滑川市立早月中学校吹奏楽部（吹奏楽）
上市町立上市中学校吹奏楽部（吹奏楽）
アンサンブル“Figaro”（オーケストラ）
コール・あい（合唱）
藤間流華松会（日舞）
藤間流藤顕会（日舞）
和田朝子舞踊研究所（洋舞）
可西舞踊研究所（洋舞）
大川都バレエ教室（洋舞）
ニシムラヤスコダンスファクトリー（洋舞）
田中バレエ研究所（洋舞）
中川モダンバレエアカデミー（洋舞）　
谷井よう子舞踊研究所（洋舞）
渋川流剣詩舞道椿剣扇会、渋川流剣詩舞道美真会、渋川流剣詩舞道剣真会、
（公社）日本詩吟学院認可渓流吟詠会（剣詩舞及び詩吟）
ラブ・ハープ（大正琴）
黒部大正琴の会（グループ樹）（大正琴）
プラハ芸術大学音楽舞踊学部非言語学科（国際交流）

9月17日（月・祝）13：00～（予定）
生田流正派邦楽会 弥生乃会（邦楽）
松崎 加代子（声楽）
富山県宝生会（能楽）
北アルプス吹奏楽団（吹奏楽）
黒部マンドリンアンサンブル（音楽）
魚津郭声会（民謡）
魚津蜃気楼節保存会（民謡）
新川相撲甚句会（民謡）
黒部市布施谷節保存会（民謡）
ほたるいか音頭保存会（民謡）

〈第３5回富山県青少年音楽コンクール受賞者〉
小林 莉子（ピアノ）　　　 大田 実夢（ピアノ）
鞍馬 颯（ピアノ）　　　　 吉澤 舞友名（声楽）
ゾロツキヒナ リリアナ（声楽）　早川 萌音（ヴァイオリン）
藤田 菜月（クラリネット）
グループ「伽羅」＆「ハニー＆パディ」（歌（シャンソン）とピアノ）

平成30年9月15日（土）14：00～16：30日 時日 時

会 場会 場

開会式開会式

新川文化ホール 大ホール
※入場券が必要です（最終面をご参照ください）。

入場無料

「オープニングフェスティバル」入場者募集

「生活文化展」のいけばな出品者募集

総合フェスティバルオープニングフェスティバル総合フェスティバルオープニングフェスティバル
県民芸術文化祭2018

総合フェスティバル生活文化展総合フェスティバル生活文化展
県民芸術文化祭2018

やまなみロビー
展示ホール

201会議室

和室

やまなみロビー

小ホール

やまなみロビー
展示ホール

＜毎日運行＞ 魚津市民バス時刻表
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交通のご案内（あいの風とやま鉄道でお越しのお客様）

15日（土）に限り、約30分間隔で運行します。（予定）
■無料シャトルバス（魚津駅↔新川文化ホール）

■魚津市民バス（料金200円【小・中学生、高校生100円】）
時刻表は下記のとおりです。

※この時刻表は9月1日に予定しているダイヤ改正後のものです。時刻は変更になる可能性があります。

※９月16日（日）には、子ども（小・中
学生以下）がお茶を点てるなど
茶道を体験できる催しも実施
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番
号 

○
○
○
○-

○
○-

○
○
○
○

：9月15日（土）～17日（月・祝）
：新川文化ホール
：住所、氏名、電話番号をご記入のうえ、郵送又はFAXでお申し
込みください。
出品料は不要です。（花器、花材はご持参ください。）
：8月8日（水）まで。郵送の場合は、当日消印有効
：35名
先着順となりますので、お早めにお申し込みください。

「オープニングフェスティバル」には、入場券が
必要です。多数のご応募をお待ちしています。
なお、「生活文化展」は、入場券は不要です。

「生活文化展」のいけばな出品者を募集します。
彩り溢れる芸術空間に、あなたも花を添えてみませんか。

　富山県民芸術文化祭は、平成8年の「国民文化祭とやま」
の開催で得た多くの成果を継承し、発展させるため、「県民の
文化の祭典」として平成9年から開催しています。
　多くの県民の方々の幅広い参加のもと、芸術文化団体、
行政、ボランティアの方々などが一体となって、県内一円で
多彩な文化事業が繰り広げられています。
　第22回目となる「県民芸術文化祭2018」は、「元気とやま」の
創造に資するとともに、県民の方々の文化活動が一層
活発となるよう、開催するものです。

64事業の実施

　県民芸術文化祭2018のオープニングを飾り、多くの県民の方々が参加し、文化交流の輪が広がる華やかな
楽しいステージを繰り広げます。

県民芸術文化祭2018

富山県民芸術文化祭シンボルマーク
デザイン：永井 一正

「第11回国民文化祭とやま‘96」のマスコットとして大活躍した
「とや丸」。引き続き、「富山県民芸術文化祭」のシンボルマーク
として県内各地を飛びまわります。

主 催 事 業
県民芸術文化祭2018の事業

文芸作品の創作
詩、短歌、俳句の作家が会場に訪れ、その場で感じとった思いなどを、詩、短歌、俳句に託して、「県民芸術文化祭
2018記録集」で紹介します。

富山の文化施設コーナー 
今年、大伴家持生誕1300年をむかえることから、ふるさと文学の拠点施設である「高志の国文学館」を紹介する
ほか、昨年８月に全面開館した「富山県美術館」などを中心に県内の文化施設を紹介します。

　様々な分野の団体が、垣根を越えて他の異なる分野との融合を目指す祭典を開催します。

平成30年9月15日（土）～17日（月・祝）10：00～17：00
新川文化ホール
平成30年9月15日（土）9：30～　新川文化ホール やまなみロビー

※順不同　※各公演時間は、10分程度です。　※都合により、出演者が変更になる場合があります。

日 時日 時

会 場会 場

開会式開会式

内 容内 容

入場無料

舞台公演
9月16日（日）13：00～（予定）
生田流箏曲 よもの会（邦楽）
滑川市立早月中学校吹奏楽部（吹奏楽）
上市町立上市中学校吹奏楽部（吹奏楽）
アンサンブル“Figaro”（オーケストラ）
コール・あい（合唱）
藤間流華松会（日舞）
藤間流藤顕会（日舞）
和田朝子舞踊研究所（洋舞）
可西舞踊研究所（洋舞）
大川都バレエ教室（洋舞）
ニシムラヤスコダンスファクトリー（洋舞）
田中バレエ研究所（洋舞）
中川モダンバレエアカデミー（洋舞）　
谷井よう子舞踊研究所（洋舞）
渋川流剣詩舞道椿剣扇会、渋川流剣詩舞道美真会、渋川流剣詩舞道剣真会、
（公社）日本詩吟学院認可渓流吟詠会（剣詩舞及び詩吟）
ラブ・ハープ（大正琴）
黒部大正琴の会（グループ樹）（大正琴）
プラハ芸術大学音楽舞踊学部非言語学科（国際交流）

9月17日（月・祝）13：00～（予定）
生田流正派邦楽会 弥生乃会（邦楽）
松崎 加代子（声楽）
富山県宝生会（能楽）
北アルプス吹奏楽団（吹奏楽）
黒部マンドリンアンサンブル（音楽）
魚津郭声会（民謡）
魚津蜃気楼節保存会（民謡）
新川相撲甚句会（民謡）
黒部市布施谷節保存会（民謡）
ほたるいか音頭保存会（民謡）

〈第３5回富山県青少年音楽コンクール受賞者〉
小林 莉子（ピアノ）　　　 大田 実夢（ピアノ）
鞍馬 颯（ピアノ）　　　　 吉澤 舞友名（声楽）
ゾロツキヒナ リリアナ（声楽）　早川 萌音（ヴァイオリン）
藤田 菜月（クラリネット）
グループ「伽羅」＆「ハニー＆パディ」（歌（シャンソン）とピアノ）

平成30年9月15日（土）14：00～16：30日 時日 時

会 場会 場

開会式開会式

新川文化ホール 大ホール
※入場券が必要です（最終面をご参照ください）。

入場無料

「オープニングフェスティバル」入場者募集

「生活文化展」のいけばな出品者募集

総合フェスティバルオープニングフェスティバル総合フェスティバルオープニングフェスティバル
県民芸術文化祭2018

総合フェスティバル生活文化展総合フェスティバル生活文化展
県民芸術文化祭2018

やまなみロビー
展示ホール

201会議室

和室

やまなみロビー

小ホール

やまなみロビー
展示ホール

＜毎日運行＞ 魚津市民バス時刻表

至黒部至直江津 至黒部I.C.

魚津I.C.
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至富山至富山 至富山I.C.

北
陸
自
動
車
道

●コメリ

●住吉小学校

●
米三

ローソン●

アピタ●

魚
津
駅

あ
い
の
風
と
や
ま
鉄
道

上村木 吉島西

警察署前 本江東

友道

角川

住吉
慶野

出
川緑

友道東 ミラージュホール前

電鉄
新魚津駅

電鉄
西魚津駅

電鉄
魚津駅

新川文化ホール

会場案内図

西回り
魚津駅前発

新川文化ホール前
魚津駅前着

  9：20
  9：40
10：14

10：20
10：40
11：14

11：20
11：40
12：14

発 着 時 刻
13：20
13：40
14：14

14：20
14：40
15：14

15：20
15：40
16：14

16：20
16：40
17：14

東回り
魚津駅前発

新川文化ホール前
魚津駅前着

  8：50
  9：22
  9：44

  9：50
10：22
10：44

10：50
11：22
11：44

発 着 時 刻
12：50
13：22
13：44

13：50
14：22
14：44

14：50
15：22
15：44

15：50
16：22
16：44

坪野ルート（15日のみ）
魚津駅前発

新川文化ホール前
魚津駅前着

  9：58
10：14
̶

̶
10：55
11：16

11：27
11：43
̶

発 着 時 刻
̶

13：45
14：03

14：27
14：45
̶

̶
15：30
15：50

16：17
16：37
̶

交通のご案内（あいの風とやま鉄道でお越しのお客様）

15日（土）に限り、約30分間隔で運行します。（予定）
■無料シャトルバス（魚津駅↔新川文化ホール）

■魚津市民バス（料金200円【小・中学生、高校生100円】）
時刻表は下記のとおりです。

※この時刻表は9月1日に予定しているダイヤ改正後のものです。時刻は変更になる可能性があります。

※９月16日（日）には、子ども（小・中
学生以下）がお茶を点てるなど
茶道を体験できる催しも実施



氷見市ふれあいスポーツセンター
会議室10/10～14第56回氷見市美術展覧会 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、

氷見市芸術文化団体協議会

いのくち椿館、井口中学校、
井口小学校

2019/
3/23～24第29回南砺いのくち椿まつり 0763-64-2211南砺いのくち椿まつり実行委員会

砺波市文化会館2019/2/17新垣　隆  トーク＆コンサート 0763-33-5515公益財団法人砺波市花と緑と文化の財団、
公益財団法人黒部市国際文化センター　

南砺市立福光美術館2019/
1/19～2/17第17回なんと版画年賀状公募展 0763-52-7576南砺市

氷見市教育文化センター
4階ホール2019/1/6第36回新春邦楽大会 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、

氷見市芸術文化団体協議会

滑川市立博物館12/1第32回俳句大会 076-474-9200滑川市教育委員会、滑川市立博物館

松村外次郎記念庄川美術館11/23～12/24かがやき☆はんが―2018in庄川展― 0763-82-3373公益財団法人砺波市花と緑と文化の
財団、松村外次郎記念庄川美術館

クロスランドおやべ11/18第39回小矢部市合唱祭 0766-67-0250小矢部市民合唱団

クロスランドおやべ11/18第43回映像フェスティバル 0766-67-0622小矢部小型映画友の会

茶道館  磯波風11/18第39回合同茶会 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、
氷見市芸術文化団体協議会

朝日町文化体育センター
サンリーナ11/18第22回あさひ芸能文化祭 0765-83-1838朝日町、朝日町教育委員会、一般財団

法人朝日町文化・体育振興公社

オーバード・ホール11/18桐朋アカデミー・オーケストラ
第57回定期演奏会 076-434-6800桐朋オーケストラ・アカデミー、桐朋学園大学、桐朋学園大学院大学、公益

財団法人富山市民文化事業団、富山市、富山市教育委員会、北日本新聞社

南砺市立福光美術館11/17～25第14回南砺市美術展 0763-52-7576南砺市、南砺市美術展実行委員会

富山県立高岡工芸高等学校
附属青井記念館美術館11/15～12/2第25回青井中美展 0766-21-1630富山県立高岡工芸高等学校、青井記念

館美術館はぐくみ会 ほか

砺波市文化会館  大ホール11/11第44回富山の太鼓・第21回日本太鼓ジュニア
コンクール富山県大会 090-4326-7450富山県太鼓協会

（日本太鼓財団富山県支部）

福野文化創造センター「芝水庵」11/11第29回福野文化茶会 0763-22-1125福野茶道連盟

小矢部市農村環境改善センター11/11総合茶会 0766-67-1088裏千家  静和会

11/11第39回氷見市総合芸能大会 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、
氷見市芸術文化団体協議会

11/10第18回となみキャンパスフェスティバル 0766-61-2020富山県立となみ野高校、富山県民生涯
学習カレッジ砺波地区センター

アートハウスおやべ11/3～11富山県 今日の工芸展 0766-67-0154小矢部市芸術文化連盟

アートハウスおやべ11/3～11小矢部作家展 0766-67-0154小矢部市芸術文化連盟

新川文化ホール
展示ホールほか11/3～9第58回魚津市美術展 0765-23-1123公益財団法人富山県文化振興財団新川

文化ホール、魚津市、魚津市教育委員会

県 民 芸 術 文 化 祭 2 0 1 8

協 賛 事 業
事 業 名 開催期日 開催場所月
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8

10

10
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主 催 者 お問合せ

事 業 名 開催期日 開催場所月 主 催 者 お問合せ 事 業 名 開催期日 開催場所月 主 催 者 お問合せ

　地域の特色ある文化の継承・発展、県民参加による新しい文化の創造、地域間の文化交流・連携の取組みを支援します。 　（一社）富山県芸術文化協会加盟の各団体が、音楽、舞踊、演劇などの公演や
美術展などの展覧会、文芸祭など多彩な催しを県内各地で展開します。

事前会期 平成30年6月1日（金）～8月23日（木）
本 会 期 平成30年8月24日（金）～26日（日）
事後会期 平成30年8月27日（月）～11月15日（木）
南砺市福野文化創造センターほか
国内外のアーティストによるコンサート、ワークショップ
等、世界の「今」を知ることのできるプログラムからな
る「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド2018」を開催

お問合せ スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド実行委員会
TEL 0763-22-1125
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11
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第66回富山県合唱の祭典
6月3日（日）
富山市婦中ふれあい館
■主 催：富山県合唱連盟
お問合せ／090-2375-5367

松村外次郎記念庄川美術館
企画展示室、第２展示室６/２～７/22藤森兼明展～果てなき祈りの旅～ 0763-82-3373

アートハウスおやべ11/3～4小矢部市芸術文化連盟陶芸教室作品展 090-8967-6603小矢部市芸術文化連盟陶芸教室

南砺市井波総合文化センター11/3～4第43回井波地域文化祭 0763-82-5885井波文化協会

城端伝統芸能会館
じょうはな座11/3城端文化祭  第37回芸能大会 0763-62-0203城端芸能協会　

11/3雄峰高校学園祭・県民カレッジ
富山地区センター学遊祭 076-441-0301富山県立雄峰高等学校、富山県民生涯

学習カレッジ富山地区センター

氷見市いきいき元気館
3階ホール11/3氷見市吟道大会 0766-74-8271

圓照寺11/3氷見市謡曲大会 0766-74-8271

氷見市海浜植物園11/2～4第28回氷見市菊花大会 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、
氷見市芸術文化団体協議会
氷見市、氷見市教育委員会、
氷見市芸術文化団体協議会
氷見市、氷見市教育委員会、
氷見市芸術文化団体協議会

富山市民プラザ
アンサンブルホール11/1～2桐朋オーケストラ・アカデミー

第46回室内楽定期演奏会 076-434-6800桐朋オーケストラ・アカデミー、桐朋学園大学、桐朋学園大学院大学、公益
財団法人富山市民文化事業団、富山市、富山市教育委員会、北日本新聞社

南砺市立福光福祉会館、旧福光図書館、
JA福光中央会館、福光公民館、栖霞園

10/20、10/29、11/3～4
11/11、11/23第21回福光芸術文化祭 0763-52-3022福光文化協会

氷見市いきいき元気館
3階ホール10/28第32回民謡民舞まつり 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、

氷見市芸術文化団体協議会

砺波市美術館 1階企画展示室
2階常設展示室2、310/27～12/2松尾敏男展 0763-32-1001公益財団法人砺波市花と緑と文化の財団、

砺波市美術館、富山新聞社、北國新聞社

アートハウスおやべ10/27～28小矢部市大華道展 0766-68-0142小矢部市華道連合会

富山県民生涯学習カレッジ新川地区センター、
富山県立新川みどり野高等学校10/27第18回新川キャンパスフェスティバル 0765-22-4001富山県民生涯学習カレッジ新川地区センター、

富山県立新川みどり野高等学校

福野文化創造センター
ヘリオス10/21第43回福野芸能祭 0763-22-1125福野芸能協会

新川文化ホール  大ホール、
小ホール、展示ホール ほか10/20～21魚津市民文化祭2018 0765-23-1123公益財団法人富山県文化振興財団新川文化ホール、

魚津市、魚津市教育委員会、魚津市文化協会

ウイング・ウイング高岡10/19~20ウイング・ウイング祭 0766-22-5787ウイング・ウイング祭実行委員会

オーバード・ホール10/19桐朋学園大学院大学  桐朋アカデミー・オーケストラ
協奏曲の夕べ 076-434-6800

クロスランドおやべ10/14邦楽五選会 0766-67-0622小矢部市芸術文化連盟

松村外次郎記念庄川美術館10/13～11/11第8回全国ろくろ木工芸展 0763-82-3373公益財団法人砺波市花と緑と文化の
財団、松村外次郎記念庄川美術館

福野文化創造センター
アートスペース・データスペース10/13～14第29回福野華道連合会いけばな展 0763-22-5269福野華道連合会

砺波郷土資料館展示室10/12～11/25第42回郷土先人展「砺波の獅子舞展（仮題）」 0763-32-2339砺波郷土資料館

富山県民会館  美術館10/11～14第48回富山県教職員美術展 076-432-1252一般財団法人富山県教職員厚生会
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スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド2018（南砺市）

平成30年5月13日（日）
平成30年8月1日（水）～31日（金）
平成30年12月2日（日）～平成31年3月3日（日）
新川学びの森天神山交流館、新川文化ホール、
児童センターほか
音楽セミナーや演奏会、地元ジュニア合唱団の指導
などを実施
学びの森音楽祭実行委員会
TEL 0765-31-7001

平成30年度 学びの森音楽祭（魚津市）

平成31年3月2日（土）～3日（日）
黒部市国際文化センターコラーレ
外国（今回はイタリア）の音楽、舞踊、映画等の文化を
紹介するとともに、各分野の体験教室等を開催

お問合せ 公益財団法人黒部市国際文化センター　
TEL 0765-57-1201

コラーレ・ワールドフェスティバル
「Earth Moving」（イタリア）（黒部市）

平成30年10月5日（金）～7日（日）
高岡古城公園
万葉集全20巻4,516首を3昼夜リレー方式で朗唱する
市民参加型のイベントを開催

万葉集全20巻朗唱の会（高岡市）

平成30年9月15日（土）～17日（月・祝）
宇奈月温泉街全体
街角で６０回以上のミニコンサートを行うほか、ホールに
おいてオペラや室内楽、オーケストラ公演を開催
黒部市宇奈月国際会館内音楽祭事務局
TEL 0765-62-2000

湯の街ふれあい音楽祭
モーツァルト＠宇奈月（黒部市）

平成30年4月28日（土）～5月6日（日）
新川文化ホール
現代美術展をはじめ、アートシンポジウム、アート
セッション、子どもたちの国際絵画展、子どものための
ワークショップ、文化講演会を実施

第8回富山国際現代美術展
「2018ART/X/TOYAMA」（魚津市）

富山国際現代美術展実行委員会
TEL 0765-24-9830

お問合せ

平成30年10月14日（日）
高岡市ふくおか総合文化センター
市民合唱団を中心に、県内出身・在住の声楽家、
演奏家による公演を開催

第4回みんなで歌おう
「1000人の高岡第九」公演（高岡市）

みんなで歌おう高岡「第九」実行委員会
TEL 0766-20-1560

お問合せ

平成31年3月2日（土）～3日（日）
砺波市文化会館
「となみミュージカルキッズ」によるオリジナルミュージ
カルを上演

オリジナルミュージカル（砺波市）

砺波市文化会館
TEL 0763-33-5515

お問合せ

平成30年8月30日（木）～9月3日（月）、11月下旬
砺波市出町子供歌舞伎曳山会館
浄瑠璃及び三味線の本場「文楽」より指導者を招き、
太夫及び三味線奏者の育成と技術力向上を図る
ための教室を開催

浄瑠璃教室・三味線教室（砺波市）

砺波子供歌舞伎曳山振興会
TEL 0763-33-2109

お問合せ

平成30年7月～平成31年2月（随時）
高岡市青年の家、高岡市内小学校
子ども向けに、高岡の芸術文化（特に日本舞踊や
能楽、箏曲などの邦楽）に関するワークショップや
出張公演・出前講座を実施

「こども地域文化わくわく教室」事業（高岡市）

高岡市芸術文化団体協議会事務局
TEL 0766-20-1560

お問合せ

お問合せ

高岡万葉まつり実行委員会
TEL 0766-20-1301

お問合せ

平成31年3月9日（土）
南砺市城端伝統芸能会館じょうはな座
邦楽の世界に演劇的手法を融合させた邦楽ドラマ
「松廼家おけい」を上演

庵唄のふるさと・・・江戸芸能の風景2（南砺市）

一般社団法人じょうはな伝統芸能・文化を護る会
TEL 0763-62-5050

お問合せ

お問合せ

地域文化フェスティバル地域文化フェスティバル
県民芸術文化祭2018

第67回富山県芸術祭第67回富山県芸術祭
県民芸術文化祭2018

公益財団法人砺波市花と緑と文化の財団、
松村外次郎記念庄川美術館、北日本新聞社

ミュゼふくおかカメラ館６/30～９/２新美敬子写真展「ねこと、いぬと、いつまでも
―世界で出会ったそれぞれの暮らし―」 0766-64-0550ミュゼふくおかカメラ館（公益財団法人

高岡市民文化振興事業団）
氷見市ふれあいスポーツセンター
会議室7/12～16第15回県展（第72・73回）氷見市入賞入選者展 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、氷見市芸術

文化団体協議会、氷見市美術協会
砺波民具展示室、砺波市立庄
東小学校ランチルーム7/28平成30年度  民具デー 0763-32-2339砺波郷土資料館

滑川市立博物館7/28～9/2米騒動100年 076-474-9200滑川市教育委員会、滑川市立博物館

富山県民会館、
富山県教育文化会館8/19第23回富山県中学校文化祭 076-466-2125富山県中学校文化連盟

富山市ファミリーパーク8/25～26悠久の森2018  森につどおう 076-434-1234悠久の森実行委員会

砺波市美術館　8/25～9/23郷土作家シリーズ14  堀田 清  塑造展 0763-32-1001公益財団法人砺波市花と緑と文化の
財団、砺波市美術館、北日本新聞社

松村外次郎記念庄川美術館9/1～30日本画 燦々―2018in庄川展― 0763-82-3373公益財団法人砺波市花と緑と文化の
財団、松村外次郎記念庄川美術館

9/7～11/18平成30年度  障害者文化芸術育成支援事業
地域障害者作品展 076-444-0213富山県

富山県高岡文化ホール
大ホール9/16宝生流・観世流・和泉流三派合同

「第三十二回 能楽鑑賞大会」 0766-25-4141公益財団法人富山県文化振興財団富山県高岡文化
ホール、第三十二回能楽鑑賞大会実行委員会

9/20～22平成30年度  富山県障害者絵画展開催事業 076-444-0213富山県身体障害者団体協議会

オーバード・ホール9/22桐朋アカデミー・オーケストラ  特別演奏会 076-434-6800

滑川市立博物館9/22～23滑川市小・中学校科学展覧会、
小学校創意工夫展覧会 076-475-0281滑川市教育委員会

富山県高岡文化ホール  多目的小ホール、
エントランスモール、和室、ギャラリー9/23高岡こども生活文化祭「花展・お茶会」  2018 0766-25-4141公益財団法人富山県文化振興財団

富山県高岡文化ホール

高岡文化ホール 大ホール9/29日露交歓コンサート2018  高岡公演 0766-20-1560高岡市、公益財団法人高岡市民文化
振興事業団、高岡市教育委員会

一般財団法人百河豚美術館
本館2階展示室

10/2～
2019/3/31開館35周年記念「ザ・コレクション」後期展 0765-83-0100一般財団法人百河豚美術館

富山県教育文化会館10/6～7県民カレッジ30周年「記念式典」
及び「第30回県民カレッジ本部学遊祭」 076-441-8401富山県民生涯学習カレッジ、富山県生涯学習

団体協議会、県民カレッジ友の会「雷鳥会」

滑川市立博物館10/6～14第65回滑川市美術展 076-474-9200滑川市、滑川市教育委員会

氷見市教育文化センター
４階ホール10/7～8第39回合同華道展 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、

氷見市芸術文化団体協議会

第26回富山県連句シンポジウム
芭蕉の流れ
8月26日（日）
富山県民生涯学習カレッジ富山地区センター
■主 催：富山県連句協会
お問合せ／076-436-06７7

第67回富山県芸術祭 洋舞合同公演
11月24日（土）
富山県教育文化会館 ホール
■主 催：富山県洋舞協会
お問合せ／090-6814-1188

第49回富山県造形教育作品展
11月17日（土）～12月2日（日）
富山県教育記念館
■主 催：富山県造形教育連盟
お問合せ／076-454-3512 第21回富山県造形教育シンポジウム

11月25日（日）
パレブラン高志会館
■主 催：富山県造形教育連盟
お問合せ／076-454-3512

第45回富山県児童文学祭
10月8日（月・祝）
射水市大島絵本館
■主 催：富山県児童文学協会
お問合せ／076-491-8102

第63回富山県華道展
10月4日（木）～9日（火）
大和富山店 ６Ｆ催事ホール
■主 催：富山県華道連合会
お問合せ／076-421-3377

第67回富山県芸術祭秋季俳句大会
10月6日（土）
北日本新聞ホール
■主 催：富山県俳句連盟
お問合せ／076-437-9796

第45回富山県こども美術祭
❶10月18日（木）～20日（土）
　高岡文化ホール　
❷10月26日（金）～28日（日）
　大谷芸術交流館
■主 催：富山県児童美術研究会
お問合せ／076-425-4111

第60回記念富山県短歌大会兼
2018日本歌人クラブ北陸ブロック短歌大会
10月21日（日）
富山県民会館
■主 催：富山県歌人連盟
お問合せ／076-441-0751

平成30年度・演劇公開セミナー
「ワークショップ」
11月（予定）
富山市民芸術創造センター
■主 催：富山県演劇団体連絡協議会
お問合せ／090-5686-3486

日本舞踊の会「日本のおどり」
10月21日（日）
富山県教育文化会館
■主 催：富山県日本舞踊協会
お問合せ／076-431-0588

秋季能楽大会
10月7日（日）、11月25日（日）
富山能楽堂
■主 催：富山県能楽団体連絡協議会
お問合せ／0765-22-3502

室内楽アンサンブルコンサート
10月28日（日）
黒田講堂（富山大学五福キャンパス内）
■主 催：富山県オーケストラ連盟
お問合せ／090-2833-5148

第67回富山県民謡民舞大会
ふるさと民謡民舞まつり
11月10日（土）
アイザック小杉文化ホール ラポール
■主 催：富山県民謡民舞連盟
お問合せ／076-444-3456

富山県高等学校文化連盟
吹奏楽専門部演奏会
10月27日（土）
富山県民会館 大ホール
■主 催：富山県学校吹奏楽連盟
お問合せ／0766-64-5275

邦楽鑑賞会
9月23日（日）
富山県教育文化会館
■主 催：富山県邦楽協会
お問合せ／076-432-9855

第53回日本北陸書道院展
11月10日（土）～12日（月）
富山県民会館
■主 催：日本北陸書道院
お問合せ／076-421-8468

平出隆氏の講演会
11月4日（日）
ホテルグランテラス富山
■主 催：富山県詩人協会
お問合せ／090-6274-3324

秋のふれあいブラスコンサート
11月4日（日）
富山市婦中ふれあい館
■主 催：富山県社会人吹奏楽連盟
お問合せ／076-445-3355

とやま同人誌会文学シンポジウム
11月11日（日）
富山県教育文化会館
■主 催：とやま同人誌会
お問合せ／0763-32-1020

2018にっぽん/とやま民謡万華鏡
11月23日（金・祝）
北アルプス文化センター
■主 催：とやま民謡民舞団体協議会
お問合せ／076-445-3355

第67回富山県芸術祭 美術連合展
11月24日（土）～27日（火）
富山県民会館
■主 催：富山県美術連合会
お問合せ／080-3741-0853

第61回富山県高等学校演劇研究発表大会
11月17日（土）～18日（日）
富山県民会館
■主 催：富山県高等学校演劇研究協議会
お問合せ／076-424-4274

第7回富山県大正琴フェスティバル
11月24日（土）
砺波市文化会館 
■主 催：富山県大正琴連盟
お問合せ／076-445-3355 平成30年度舞台技術に関する講習会（仮称）

12月（予定）
富山市民芸術創造センター（予定） 
■主 催：富山県舞台技術研究会
お問合せ／0765-23-1123

第8回ニューイヤー・オペラ・ガラ・コンサート
平成31年１月26日（土）
富山県教育文化会館
■主 催：富山県オペラ協会
お問合せ／090-1633-6974

2019年

氷見市プラファショッピングセンター、入善ショッピングセンター
コスモ21、アートハウスおやべ、富山市大沢野ウィンディ

富山県総合福祉会館サンシップ
とやま2階県民サロン

富山県立雄峰高等学校、富山県民
生涯学習カレッジ富山地区センター

富山県立となみ野高校、富山県民
生涯学習カレッジ砺波地区センター
氷見市ふれあいスポーツセンター
サブアリーナ
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6月
第16回造形教材研究会
8月7日（火）
富山大学人間発達科学部附属小学校
■主 催：富山県造形教育連盟
お問合せ／076-454-3512

8月

第24回富山県川柳大会
ジュニア・ペア川柳大会　
9月9日（日）
富山県民共生センター・サンフォルテ 2階大ホール
■主 催：富山県川柳協会
お問合せ／076-421-2403

9月

7月
第67回富山県芸術祭茶会
❶7月22日（日）
　高岡地区 射水神社
❷9月30日（日）
　新川地区 ホテルグランミラージュ
❸10月21日（日）
　富山地区 富山美術倶楽部・本丸亭佐藤美術館
■主 催：富山県茶道連盟
お問合せ／0766-24-3119

10月

第67回富山県詩吟剣詩舞大会
10月8日（月・祝）
新川文化ホール 大ホール
■主 催：富山県詩吟剣舞連盟
お問合せ／076-493-4306

第65回草月星秀会展
10月20日（土）～21日（日）
富山県民会館 地下展示室 
■主 催：草月星秀会
お問合せ／076-437-4100

11月
12月

1月

桐朋オーケストラ・アカデミー、桐朋学園大学、桐朋学園大学院大学、公益
財団法人富山市民文化事業団、富山市、富山市教育委員会、北日本新聞社

桐朋オーケストラ・アカデミー、桐朋学園大学、桐朋学園大学院大学、公益
財団法人富山市民文化事業団、富山市、富山市教育委員会、北日本新聞社



氷見市ふれあいスポーツセンター
会議室10/10～14第56回氷見市美術展覧会 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、

氷見市芸術文化団体協議会

いのくち椿館、井口中学校、
井口小学校

2019/
3/23～24第29回南砺いのくち椿まつり 0763-64-2211南砺いのくち椿まつり実行委員会

砺波市文化会館2019/2/17新垣　隆  トーク＆コンサート 0763-33-5515公益財団法人砺波市花と緑と文化の財団、
公益財団法人黒部市国際文化センター　

南砺市立福光美術館2019/
1/19～2/17第17回なんと版画年賀状公募展 0763-52-7576南砺市

氷見市教育文化センター
4階ホール2019/1/6第36回新春邦楽大会 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、

氷見市芸術文化団体協議会

滑川市立博物館12/1第32回俳句大会 076-474-9200滑川市教育委員会、滑川市立博物館

松村外次郎記念庄川美術館11/23～12/24かがやき☆はんが―2018in庄川展― 0763-82-3373公益財団法人砺波市花と緑と文化の
財団、松村外次郎記念庄川美術館

クロスランドおやべ11/18第39回小矢部市合唱祭 0766-67-0250小矢部市民合唱団

クロスランドおやべ11/18第43回映像フェスティバル 0766-67-0622小矢部小型映画友の会

茶道館  磯波風11/18第39回合同茶会 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、
氷見市芸術文化団体協議会

朝日町文化体育センター
サンリーナ11/18第22回あさひ芸能文化祭 0765-83-1838朝日町、朝日町教育委員会、一般財団

法人朝日町文化・体育振興公社

オーバード・ホール11/18桐朋アカデミー・オーケストラ
第57回定期演奏会 076-434-6800桐朋オーケストラ・アカデミー、桐朋学園大学、桐朋学園大学院大学、公益

財団法人富山市民文化事業団、富山市、富山市教育委員会、北日本新聞社

南砺市立福光美術館11/17～25第14回南砺市美術展 0763-52-7576南砺市、南砺市美術展実行委員会

富山県立高岡工芸高等学校
附属青井記念館美術館11/15～12/2第25回青井中美展 0766-21-1630富山県立高岡工芸高等学校、青井記念

館美術館はぐくみ会 ほか

砺波市文化会館  大ホール11/11第44回富山の太鼓・第21回日本太鼓ジュニア
コンクール富山県大会 090-4326-7450富山県太鼓協会

（日本太鼓財団富山県支部）

福野文化創造センター「芝水庵」11/11第29回福野文化茶会 0763-22-1125福野茶道連盟

小矢部市農村環境改善センター11/11総合茶会 0766-67-1088裏千家  静和会

11/11第39回氷見市総合芸能大会 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、
氷見市芸術文化団体協議会

11/10第18回となみキャンパスフェスティバル 0766-61-2020富山県立となみ野高校、富山県民生涯
学習カレッジ砺波地区センター

アートハウスおやべ11/3～11富山県 今日の工芸展 0766-67-0154小矢部市芸術文化連盟

アートハウスおやべ11/3～11小矢部作家展 0766-67-0154小矢部市芸術文化連盟

新川文化ホール
展示ホールほか11/3～9第58回魚津市美術展 0765-23-1123公益財団法人富山県文化振興財団新川

文化ホール、魚津市、魚津市教育委員会

県 民 芸 術 文 化 祭 2 0 1 8

協 賛 事 業
事 業 名 開催期日 開催場所月

6

8

10

10

7

主 催 者 お問合せ

事 業 名 開催期日 開催場所月 主 催 者 お問合せ 事 業 名 開催期日 開催場所月 主 催 者 お問合せ

　地域の特色ある文化の継承・発展、県民参加による新しい文化の創造、地域間の文化交流・連携の取組みを支援します。 　（一社）富山県芸術文化協会加盟の各団体が、音楽、舞踊、演劇などの公演や
美術展などの展覧会、文芸祭など多彩な催しを県内各地で展開します。

事前会期 平成30年6月1日（金）～8月23日（木）
本 会 期 平成30年8月24日（金）～26日（日）
事後会期 平成30年8月27日（月）～11月15日（木）
南砺市福野文化創造センターほか
国内外のアーティストによるコンサート、ワークショップ
等、世界の「今」を知ることのできるプログラムからな
る「スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド2018」を開催

お問合せ スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド実行委員会
TEL 0763-22-1125

9

11

11

第66回富山県合唱の祭典
6月3日（日）
富山市婦中ふれあい館
■主 催：富山県合唱連盟
お問合せ／090-2375-5367

松村外次郎記念庄川美術館
企画展示室、第２展示室６/２～７/22藤森兼明展～果てなき祈りの旅～ 0763-82-3373

アートハウスおやべ11/3～4小矢部市芸術文化連盟陶芸教室作品展 090-8967-6603小矢部市芸術文化連盟陶芸教室

南砺市井波総合文化センター11/3～4第43回井波地域文化祭 0763-82-5885井波文化協会

城端伝統芸能会館
じょうはな座11/3城端文化祭  第37回芸能大会 0763-62-0203城端芸能協会　

11/3雄峰高校学園祭・県民カレッジ
富山地区センター学遊祭 076-441-0301富山県立雄峰高等学校、富山県民生涯

学習カレッジ富山地区センター

氷見市いきいき元気館
3階ホール11/3氷見市吟道大会 0766-74-8271

圓照寺11/3氷見市謡曲大会 0766-74-8271

氷見市海浜植物園11/2～4第28回氷見市菊花大会 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、
氷見市芸術文化団体協議会
氷見市、氷見市教育委員会、
氷見市芸術文化団体協議会
氷見市、氷見市教育委員会、
氷見市芸術文化団体協議会

富山市民プラザ
アンサンブルホール11/1～2桐朋オーケストラ・アカデミー

第46回室内楽定期演奏会 076-434-6800桐朋オーケストラ・アカデミー、桐朋学園大学、桐朋学園大学院大学、公益
財団法人富山市民文化事業団、富山市、富山市教育委員会、北日本新聞社

南砺市立福光福祉会館、旧福光図書館、
JA福光中央会館、福光公民館、栖霞園

10/20、10/29、11/3～4
11/11、11/23第21回福光芸術文化祭 0763-52-3022福光文化協会

氷見市いきいき元気館
3階ホール10/28第32回民謡民舞まつり 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、

氷見市芸術文化団体協議会

砺波市美術館 1階企画展示室
2階常設展示室2、310/27～12/2松尾敏男展 0763-32-1001公益財団法人砺波市花と緑と文化の財団、

砺波市美術館、富山新聞社、北國新聞社

アートハウスおやべ10/27～28小矢部市大華道展 0766-68-0142小矢部市華道連合会

富山県民生涯学習カレッジ新川地区センター、
富山県立新川みどり野高等学校10/27第18回新川キャンパスフェスティバル 0765-22-4001富山県民生涯学習カレッジ新川地区センター、

富山県立新川みどり野高等学校

福野文化創造センター
ヘリオス10/21第43回福野芸能祭 0763-22-1125福野芸能協会

新川文化ホール  大ホール、
小ホール、展示ホール ほか10/20～21魚津市民文化祭2018 0765-23-1123公益財団法人富山県文化振興財団新川文化ホール、

魚津市、魚津市教育委員会、魚津市文化協会

ウイング・ウイング高岡10/19~20ウイング・ウイング祭 0766-22-5787ウイング・ウイング祭実行委員会

オーバード・ホール10/19桐朋学園大学院大学  桐朋アカデミー・オーケストラ
協奏曲の夕べ 076-434-6800

クロスランドおやべ10/14邦楽五選会 0766-67-0622小矢部市芸術文化連盟

松村外次郎記念庄川美術館10/13～11/11第8回全国ろくろ木工芸展 0763-82-3373公益財団法人砺波市花と緑と文化の
財団、松村外次郎記念庄川美術館

福野文化創造センター
アートスペース・データスペース10/13～14第29回福野華道連合会いけばな展 0763-22-5269福野華道連合会

砺波郷土資料館展示室10/12～11/25第42回郷土先人展「砺波の獅子舞展（仮題）」 0763-32-2339砺波郷土資料館

富山県民会館  美術館10/11～14第48回富山県教職員美術展 076-432-1252一般財団法人富山県教職員厚生会
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スキヤキ・ミーツ・ザ・ワールド2018（南砺市）

平成30年5月13日（日）
平成30年8月1日（水）～31日（金）
平成30年12月2日（日）～平成31年3月3日（日）
新川学びの森天神山交流館、新川文化ホール、
児童センターほか
音楽セミナーや演奏会、地元ジュニア合唱団の指導
などを実施
学びの森音楽祭実行委員会
TEL 0765-31-7001

平成30年度 学びの森音楽祭（魚津市）

平成31年3月2日（土）～3日（日）
黒部市国際文化センターコラーレ
外国（今回はイタリア）の音楽、舞踊、映画等の文化を
紹介するとともに、各分野の体験教室等を開催

お問合せ 公益財団法人黒部市国際文化センター　
TEL 0765-57-1201

コラーレ・ワールドフェスティバル
「Earth Moving」（イタリア）（黒部市）

平成30年10月5日（金）～7日（日）
高岡古城公園
万葉集全20巻4,516首を3昼夜リレー方式で朗唱する
市民参加型のイベントを開催

万葉集全20巻朗唱の会（高岡市）

平成30年9月15日（土）～17日（月・祝）
宇奈月温泉街全体
街角で６０回以上のミニコンサートを行うほか、ホールに
おいてオペラや室内楽、オーケストラ公演を開催
黒部市宇奈月国際会館内音楽祭事務局
TEL 0765-62-2000

湯の街ふれあい音楽祭
モーツァルト＠宇奈月（黒部市）

平成30年4月28日（土）～5月6日（日）
新川文化ホール
現代美術展をはじめ、アートシンポジウム、アート
セッション、子どもたちの国際絵画展、子どものための
ワークショップ、文化講演会を実施

第8回富山国際現代美術展
「2018ART/X/TOYAMA」（魚津市）

富山国際現代美術展実行委員会
TEL 0765-24-9830

お問合せ

平成30年10月14日（日）
高岡市ふくおか総合文化センター
市民合唱団を中心に、県内出身・在住の声楽家、
演奏家による公演を開催

第4回みんなで歌おう
「1000人の高岡第九」公演（高岡市）

みんなで歌おう高岡「第九」実行委員会
TEL 0766-20-1560

お問合せ

平成31年3月2日（土）～3日（日）
砺波市文化会館
「となみミュージカルキッズ」によるオリジナルミュージ
カルを上演

オリジナルミュージカル（砺波市）

砺波市文化会館
TEL 0763-33-5515

お問合せ

平成30年8月30日（木）～9月3日（月）、11月下旬
砺波市出町子供歌舞伎曳山会館
浄瑠璃及び三味線の本場「文楽」より指導者を招き、
太夫及び三味線奏者の育成と技術力向上を図る
ための教室を開催

浄瑠璃教室・三味線教室（砺波市）

砺波子供歌舞伎曳山振興会
TEL 0763-33-2109

お問合せ

平成30年7月～平成31年2月（随時）
高岡市青年の家、高岡市内小学校
子ども向けに、高岡の芸術文化（特に日本舞踊や
能楽、箏曲などの邦楽）に関するワークショップや
出張公演・出前講座を実施

「こども地域文化わくわく教室」事業（高岡市）

高岡市芸術文化団体協議会事務局
TEL 0766-20-1560

お問合せ

お問合せ

高岡万葉まつり実行委員会
TEL 0766-20-1301

お問合せ

平成31年3月9日（土）
南砺市城端伝統芸能会館じょうはな座
邦楽の世界に演劇的手法を融合させた邦楽ドラマ
「松廼家おけい」を上演

庵唄のふるさと・・・江戸芸能の風景2（南砺市）

一般社団法人じょうはな伝統芸能・文化を護る会
TEL 0763-62-5050

お問合せ

お問合せ

地域文化フェスティバル地域文化フェスティバル
県民芸術文化祭2018

第67回富山県芸術祭第67回富山県芸術祭
県民芸術文化祭2018

公益財団法人砺波市花と緑と文化の財団、
松村外次郎記念庄川美術館、北日本新聞社

ミュゼふくおかカメラ館６/30～９/２新美敬子写真展「ねこと、いぬと、いつまでも
―世界で出会ったそれぞれの暮らし―」 0766-64-0550ミュゼふくおかカメラ館（公益財団法人

高岡市民文化振興事業団）
氷見市ふれあいスポーツセンター
会議室7/12～16第15回県展（第72・73回）氷見市入賞入選者展 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、氷見市芸術

文化団体協議会、氷見市美術協会
砺波民具展示室、砺波市立庄
東小学校ランチルーム7/28平成30年度  民具デー 0763-32-2339砺波郷土資料館

滑川市立博物館7/28～9/2米騒動100年 076-474-9200滑川市教育委員会、滑川市立博物館

富山県民会館、
富山県教育文化会館8/19第23回富山県中学校文化祭 076-466-2125富山県中学校文化連盟

富山市ファミリーパーク8/25～26悠久の森2018  森につどおう 076-434-1234悠久の森実行委員会

砺波市美術館　8/25～9/23郷土作家シリーズ14  堀田 清  塑造展 0763-32-1001公益財団法人砺波市花と緑と文化の
財団、砺波市美術館、北日本新聞社

松村外次郎記念庄川美術館9/1～30日本画 燦々―2018in庄川展― 0763-82-3373公益財団法人砺波市花と緑と文化の
財団、松村外次郎記念庄川美術館

9/7～11/18平成30年度  障害者文化芸術育成支援事業
地域障害者作品展 076-444-0213富山県

富山県高岡文化ホール
大ホール9/16宝生流・観世流・和泉流三派合同

「第三十二回 能楽鑑賞大会」 0766-25-4141公益財団法人富山県文化振興財団富山県高岡文化
ホール、第三十二回能楽鑑賞大会実行委員会

9/20～22平成30年度  富山県障害者絵画展開催事業 076-444-0213富山県身体障害者団体協議会

オーバード・ホール9/22桐朋アカデミー・オーケストラ  特別演奏会 076-434-6800

滑川市立博物館9/22～23滑川市小・中学校科学展覧会、
小学校創意工夫展覧会 076-475-0281滑川市教育委員会

富山県高岡文化ホール  多目的小ホール、
エントランスモール、和室、ギャラリー9/23高岡こども生活文化祭「花展・お茶会」  2018 0766-25-4141公益財団法人富山県文化振興財団

富山県高岡文化ホール

高岡文化ホール 大ホール9/29日露交歓コンサート2018  高岡公演 0766-20-1560高岡市、公益財団法人高岡市民文化
振興事業団、高岡市教育委員会

一般財団法人百河豚美術館
本館2階展示室

10/2～
2019/3/31開館35周年記念「ザ・コレクション」後期展 0765-83-0100一般財団法人百河豚美術館

富山県教育文化会館10/6～7県民カレッジ30周年「記念式典」
及び「第30回県民カレッジ本部学遊祭」 076-441-8401富山県民生涯学習カレッジ、富山県生涯学習

団体協議会、県民カレッジ友の会「雷鳥会」

滑川市立博物館10/6～14第65回滑川市美術展 076-474-9200滑川市、滑川市教育委員会

氷見市教育文化センター
４階ホール10/7～8第39回合同華道展 0766-74-8271氷見市、氷見市教育委員会、

氷見市芸術文化団体協議会

第26回富山県連句シンポジウム
芭蕉の流れ
8月26日（日）
富山県民生涯学習カレッジ富山地区センター
■主 催：富山県連句協会
お問合せ／076-436-06７7

第67回富山県芸術祭 洋舞合同公演
11月24日（土）
富山県教育文化会館 ホール
■主 催：富山県洋舞協会
お問合せ／090-6814-1188

第49回富山県造形教育作品展
11月17日（土）～12月2日（日）
富山県教育記念館
■主 催：富山県造形教育連盟
お問合せ／076-454-3512 第21回富山県造形教育シンポジウム

11月25日（日）
パレブラン高志会館
■主 催：富山県造形教育連盟
お問合せ／076-454-3512

第45回富山県児童文学祭
10月8日（月・祝）
射水市大島絵本館
■主 催：富山県児童文学協会
お問合せ／076-491-8102

第63回富山県華道展
10月4日（木）～9日（火）
大和富山店 ６Ｆ催事ホール
■主 催：富山県華道連合会
お問合せ／076-421-3377

第67回富山県芸術祭秋季俳句大会
10月6日（土）
北日本新聞ホール
■主 催：富山県俳句連盟
お問合せ／076-437-9796

第45回富山県こども美術祭
❶10月18日（木）～20日（土）
　高岡文化ホール　
❷10月26日（金）～28日（日）
　大谷芸術交流館
■主 催：富山県児童美術研究会
お問合せ／076-425-4111

第60回記念富山県短歌大会兼
2018日本歌人クラブ北陸ブロック短歌大会
10月21日（日）
富山県民会館
■主 催：富山県歌人連盟
お問合せ／076-441-0751

平成30年度・演劇公開セミナー
「ワークショップ」
11月（予定）
富山市民芸術創造センター
■主 催：富山県演劇団体連絡協議会
お問合せ／090-5686-3486

日本舞踊の会「日本のおどり」
10月21日（日）
富山県教育文化会館
■主 催：富山県日本舞踊協会
お問合せ／076-431-0588

秋季能楽大会
10月7日（日）、11月25日（日）
富山能楽堂
■主 催：富山県能楽団体連絡協議会
お問合せ／0765-22-3502

室内楽アンサンブルコンサート
10月28日（日）
黒田講堂（富山大学五福キャンパス内）
■主 催：富山県オーケストラ連盟
お問合せ／090-2833-5148

第67回富山県民謡民舞大会
ふるさと民謡民舞まつり
11月10日（土）
アイザック小杉文化ホール ラポール
■主 催：富山県民謡民舞連盟
お問合せ／076-444-3456

富山県高等学校文化連盟
吹奏楽専門部演奏会
10月27日（土）
富山県民会館 大ホール
■主 催：富山県学校吹奏楽連盟
お問合せ／0766-64-5275

邦楽鑑賞会
9月23日（日）
富山県教育文化会館
■主 催：富山県邦楽協会
お問合せ／076-432-9855

第53回日本北陸書道院展
11月10日（土）～12日（月）
富山県民会館
■主 催：日本北陸書道院
お問合せ／076-421-8468

平出隆氏の講演会
11月4日（日）
ホテルグランテラス富山
■主 催：富山県詩人協会
お問合せ／090-6274-3324

秋のふれあいブラスコンサート
11月4日（日）
富山市婦中ふれあい館
■主 催：富山県社会人吹奏楽連盟
お問合せ／076-445-3355

とやま同人誌会文学シンポジウム
11月11日（日）
富山県教育文化会館
■主 催：とやま同人誌会
お問合せ／0763-32-1020

2018にっぽん/とやま民謡万華鏡
11月23日（金・祝）
北アルプス文化センター
■主 催：とやま民謡民舞団体協議会
お問合せ／076-445-3355

第67回富山県芸術祭 美術連合展
11月24日（土）～27日（火）
富山県民会館
■主 催：富山県美術連合会
お問合せ／080-3741-0853

第61回富山県高等学校演劇研究発表大会
11月17日（土）～18日（日）
富山県民会館
■主 催：富山県高等学校演劇研究協議会
お問合せ／076-424-4274

第7回富山県大正琴フェスティバル
11月24日（土）
砺波市文化会館 
■主 催：富山県大正琴連盟
お問合せ／076-445-3355 平成30年度舞台技術に関する講習会（仮称）

12月（予定）
富山市民芸術創造センター（予定） 
■主 催：富山県舞台技術研究会
お問合せ／0765-23-1123

第8回ニューイヤー・オペラ・ガラ・コンサート
平成31年１月26日（土）
富山県教育文化会館
■主 催：富山県オペラ協会
お問合せ／090-1633-6974

2019年

氷見市プラファショッピングセンター、入善ショッピングセンター
コスモ21、アートハウスおやべ、富山市大沢野ウィンディ

富山県総合福祉会館サンシップ
とやま2階県民サロン

富山県立雄峰高等学校、富山県民
生涯学習カレッジ富山地区センター

富山県立となみ野高校、富山県民
生涯学習カレッジ砺波地区センター
氷見市ふれあいスポーツセンター
サブアリーナ
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6月
第16回造形教材研究会
8月7日（火）
富山大学人間発達科学部附属小学校
■主 催：富山県造形教育連盟
お問合せ／076-454-3512

8月

第24回富山県川柳大会
ジュニア・ペア川柳大会　
9月9日（日）
富山県民共生センター・サンフォルテ 2階大ホール
■主 催：富山県川柳協会
お問合せ／076-421-2403

9月

7月
第67回富山県芸術祭茶会
❶7月22日（日）
　高岡地区 射水神社
❷9月30日（日）
　新川地区 ホテルグランミラージュ
❸10月21日（日）
　富山地区 富山美術倶楽部・本丸亭佐藤美術館
■主 催：富山県茶道連盟
お問合せ／0766-24-3119

10月

第67回富山県詩吟剣詩舞大会
10月8日（月・祝）
新川文化ホール 大ホール
■主 催：富山県詩吟剣舞連盟
お問合せ／076-493-4306

第65回草月星秀会展
10月20日（土）～21日（日）
富山県民会館 地下展示室 
■主 催：草月星秀会
お問合せ／076-437-4100

11月
12月

1月

桐朋オーケストラ・アカデミー、桐朋学園大学、桐朋学園大学院大学、公益
財団法人富山市民文化事業団、富山市、富山市教育委員会、北日本新聞社

桐朋オーケストラ・アカデミー、桐朋学園大学、桐朋学園大学院大学、公益
財団法人富山市民文化事業団、富山市、富山市教育委員会、北日本新聞社


