


チケットのご購入は、アーツナビをご利用ください。
新川文化ホール、富山県民会館、富山県教育文化会館、富山県高岡文化ホール
https://www.arts-navi.com/
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開館時間  9:00～22:00
休館日  毎週火曜日（休日の場合は翌平日）
〒937-0853 富山県魚津市宮津110番
TEL（0765）23-1123　FAX （0765）23-0534
e-mail  info@miragehall.jp
http://www.miragehall.jp　

●あいの風とやま鉄道　魚津駅から約4km
●北陸自動車道　魚津I.Ｃ.から約2km

●富山地方鉄道　電鉄魚津駅から約2km
●富山地方鉄道　電鉄西魚津駅から約1.5km

●魚津市街地巡回バス1乗車200円（未就学児無料）

交通のご案内

2022 .8
Event Guide

ミラージュギャラリー

利用者募集！

・ 申込は11ヶ月前より受付けています。
・ 全館利用等に伴い、ご利用いただけない期間もあります。

基本1週間（水曜日～月曜日）

ミラージュギャラリーの空き日をお電話
または窓口等でご確認ください。

※2週間連続利用も可。予めご相談ください。
会　　　期

お申込方法

やまなみ
土曜コンサートミュージックランチ♪

出演者募集！

＊イベントの状況でご利用いただけない日があります。

空き日をお電話または窓口等でご確認ください。

新川文化ホール1階ロビーで、土曜日正午
から約30分間、グループや個人で発表会
をしてみませんか？合唱､ピアノ演奏､
弦楽器､管楽器その他楽器の演奏等々
音楽の発表をしてみませんか？
参加者を募集しています。

ミライの「公教育」がここにある
激動のAI 時代に対応するため、2020年度から教育指導要領が「アク
ティブラーニング（自主的探求学習）」に大きく舵を切り日本の公教育が
揺れています。そんな中、30年前から「体験学習」を実践している先進
的な学校があります。
宿題がない、テストがない、「先生」がいない「きのくに子どもの村学園」
です。この学校のスローガンは、「まずは子どもをしあわせにしよう。すべ
てはそのあとに続く」。子どもの主体性を信じ、ひとりひとりの個性を尊
重した“日本で最も楽しい学校”です。
この学園を見学した脳科学者の茂木健一郎さんは、「人工知能時代に
ふさわしい脳のOSを育てる、ここは“ミライの学校”だ！」と驚き、この
学習方法とイキイキとした表情の子どもたちを絶賛しています。
本作には、“自由な公立学校”も登場します。
60年以上成績通知表がない「総合学習」を続ける長野県・伊那市立伊
那小学校。（理念は、“子どもは自ら求め、自ら決め、自ら動き出す力を
持っている”）
校則、定期テストをやめた、東京都・世田谷区立桜丘中学校。（西郷孝
彦元校長が考える“たったひとつの校長ルール”、それは子どもたちが、
学校で幸せな3年間を送ること。）
公立、私立を含めた“公教育のミライ”を考える映画です。ワクワクする
シーンの連続、童心に帰ったような初々しい感動。希望あふれる“教育改
革ドキュメンタリー”の誕生です。

監督からの言葉（抜粋）
この映画で「現状の公教育とは異なる学校の姿」を見てほしい、知って
ほしい。ボクらは公教育を選択した歴史を持たず、公教育を自ら選択で
きることすら知らないままだから。この子どもたちのいきいきとした顔
と、自由で夢のある授業を見てください。子どもたちに、もっと自由を。
子どもは、ミライだ！

お申込方法

クルー会員様には…
●「新川文化ホールイベントガイド」、先行購入方法や会員特典などをお知らせする「かわら版」を毎月送付いたします。
●お問い合わせは、新川文化ホールまで　☎ 0765-23-1123　 e-mail：Info@miragehall.jp

シャトルタクシー〈要予約〉

ご存知です
か。

ShuttleTaxi
開演・終演時刻連動 JR

黒部宇奈月温泉駅
あいの風とやま鉄道

魚津駅新川文化ホール

片道1,500円 片道 500円
便利な ※新川文化ホール主催事業の中で

　指定する公演開催時のみの
　運行となります。
詳しくはお問合せください。

好評発売中!
大ホール

【全席指定】
一　　　般 4,000円 
クルー会員 3,000円 

※未就学児入場不可

（1会員2枚まで）

魚津市制施行70周年記念事業

2022年

9月11日● 14時開演（13時開場）

※当日同額

日

シャトルタクシー
あり

ドラマ『下町ロケット』殿村経理部長役で出演
するなど俳優としても大活躍中の談春師匠が、
いよいよ新川文化ホールに登場します！
とにかくここで一度お聴きいただきたい。
貴重な富山県初公演をお見逃しなく！

立川談春独演会
富
山
で
は
初
め
て
の
公
演
と
な
り
ま
す
。

新川文化ホールミラージュギャラリーを
ご存知ですか？吹き抜けに面した2階の
通路壁面（約20m）を利用して、平面作品
等を無料で展示していただけます。

小ホール

①10:30～（開場10:00）
②14:30～（開場14:00）

91分（2回上映）
8月27日土

【全席指定】 （当日同額）
一　　　般  1,000円
クルー会員　  500円

※3歳以下ひざ上無料

上映時間

新川シネマプラス
ほとり座Select

（1会員2枚まで）

30年前から先進的な教育を続ける
「日本で最も楽しい学校」。

わくわくがとまらない希望あふれる
“教育変革ドキュメンタリー”

出演：堀 真一郎、茂木 健一郎、尾木 直樹、高橋 源一郎、
辻 信一、西郷 孝彦 ほか

(c)まほろばスタジオ



2023年8月分の施設利用受付は、
8月31日㊌ 15時から行います。   

利用受付2㊋・9㊋・16㊋・23㊋・30㊋
6㊋・13㊋・20㊋・27㊋

8月：
9月：

8月・9月休館日

会期 催し物 会場 入場方法 開催時間 主催者名・問合せ

展示 等  

催し物の内容は都合により変更になることがあります。
詳しくは各主催者へお問い合わせください。

日 催し物 会場 開演 終演 入場方法 主催者名・問合せ

公演 等  

印はアーツナビでチケットを取り扱っています。是非ご利用ください。

2022年8月～9月上旬2022年8月～9月上旬

＊＊＊やまなみロビー お花の展示＊＊＊
毎 週

土・日曜日
（原則）

魚津市文化協会華道部によるボランティア展示です。

新川文化ホール ☎0765ｰ23 1ー123　毎週火曜休館（休日の場合は翌平日休館）問合せ先

入場無料
全席自由
（要整理券）

UO！JAZZ 2022
（雨天時のみ） 魚津まつり実行委員会

0765-22-1200

開場60分前
16:00～20:00大ホール

※晴天時は海の駅蜃気楼「風の地平線 蜃気楼」モニュメント前にて開催

/68 土

入場無料
令和4年度
魚津市戦没者追悼式

魚津市
0765-23-1005
（魚津市社会福祉課）

開場30分前
10:30～11:20小ホール/108 水

全席自由
前売600円
当日700円

第55回 滑川高等学校吹奏楽部
定期演奏会

富山県立滑川高等学校
吹奏楽部
076-475-0164

開場30分前
14:00～16:00大ホール/118 木

㊗

入場無料
なつのおんがくかい
vol.27《おんがくの時間》

あさいやすえ音楽教室
0765-22-7281

開場15分前
9:50～12:00小ホール/118 木

㊗

入場無料
第26回 わたしたちの音楽会 
おととも ～いつも音と共に～

まちのおんがくやさん
牧 直美ピアノ教室
0765-22-8665

開場30分前
14:15～16:00小ホール/118 木

㊗

入場無料
第52回
グループ・ドルチェ ピアノコンサート

グループドルチェ
0765-24-0080（林）

開場30分前
12:30～16:00小ホール/138 土

入場無料魚津水族館フォーラム
魚津市・魚津市教育委員会
0765-23-1067
（魚津市企画政策課 徳道）

開場60分前
14:00～16:00小ホール/39 土

/39 土

4 日

有料 500円
県民カレッジ委託
新川地区教養講座
第7回講座（現地研修）

県民カレッジ
新川地区生涯学習
団体協議会
0765-22-4001

14:00～大ホール/19 木

全席指定
一般1,000円
（当日同額）
クルー会員500円
（1会員2枚まで）
※3歳以下ひざ上無料

新川シネマプラスほとり座select
映画「夢みる小学校」（上映時間91分）

（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

2回上映
各開場30分前
10:30～12:01
14:30～16:01

小ホール/278 土

ピアノ1台につき
1時間1,000円
（1枠のみ）
要申込み（1時間毎）

コンサートピアノオープンday
～コンサートピアノを弾いてみませんか‼～

（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

① 9:00～
②10:10～
③11:20～

④12:30～
⑤13:40～
⑥14:50～

大ホール/208 土

全席指定
S席6,000円
A席5,000円

ジャー・パンファン
郷コンサート「有朋遠来」

郷コンサート実行委員会
090-1632-6818
（島瀬 多寿子）

開場30分前
14:00～16:00小ホール/78 日

会員制
入会金500円
会費（月額）
一　般2,700円
学　生1,500円
（大学・各種学校）
中高生1,000円
※2ヶ月分の会費で1例会見られます。

第152回例会 劇団民藝公演
「新・正午浅草」荷風小伝

魚津演劇鑑賞会
0765-24-6635
（事務局長 大島昭夫）

開場30分前
18:30～21:00大ホール/88 月

9：00～22：00
（最終日17：00まで）入場無料

魚津市美術協会
0765-23-1174
（事務局長 朝野紅帆）

7/20 第15回 会員小作品展
「絵画部門」

ミラージュ
ギャラリー▶水 8/1 月

10：00～17：30
（最終日15：00まで）入場無料 山本美術7/30 九谷焼と書画古美術展 展示ホール▶土 8/1 月

9：00～22：00
（最終日17：00まで）入場無料

魚津市美術協会
0765-23-1174
（事務局長 朝野紅帆）

8/3 第15回 会員小作品展
「書部門」

ミラージュ
ギャラリー

▶水 8/15 月

9：00～22：00
（最終日17：00まで）入場無料

魚津市美術協会
0765-23-1174
（事務局長 朝野紅帆）

8/17 第15回 会員小作品展
「写真部門」

ミラージュ
ギャラリー

▶水 8/29 月

10：00～16：00入場無料 魚津市企画政策課
0765-23-1016

8/20

魚津市制70周年記念事業
青木紘二写真展
「報道の世界～夏季オリンピック・
冬季オリンピック 20大会撮影を終えて
日本代表選手団の活躍」
「クライアントワーク1～広告写真の世界」

展示ホール▶土 9/4 日

8/11
（14：00～18：00）
8/12～8/15
（10：00～18：00）

入場無料 アールビバン株式会社
03-5783-7302

8/11
ドリームアートワールド/
mocha展/マリンアート展/
美樹本晴彦展

展示ホール▶木㊗
8/15 月

やまなみ土曜コンサート ミュージックランチ♪

8/6土
12：00～
ロビー

『ファゴットとの出逢い』

國嵜　楓（ファゴット） 武蔵野音大在学中
法原留美佳（ピアノ） 

【プログラム】出演

※新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期または中止になる可能性がございます。予めご了承ください。

小原流 龍生派月8 月9

入場無料

（原則前売のみ）※コロナ感染状況によっては、席数を制限せざるを得ないため、当日券を販売しない場合があります。

ピアノ1台につき
1時間1,000円
（1枠のみ）
要申込み（1時間毎）

コンサートピアノオープンday
～コンサートピアノを弾いてみませんか‼～

（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

① 9:00～
②10:10～
③11:20～

④12:30～
⑤13:40～
⑥14:50～

大ホール

1. 風になる（つじあやの）
2. ファゴットソナタト長調Op.168第1楽章
  （カミーユ・サン=サーンス）

3. 夢（クロード・ドビュッシー）
4. 夢のあとに（ガブリエル・フォーレ）
5. ファゴットソナタ第5番ト短調Op.24
   （フランソワ・ドヴィエンヌ）
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