


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 .9
Event Guide

LIVE tour 2022
Hope Assort tour 追加公演

コンサート・ツアー2022
松山千春

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

ミラージュホール・クルー会員先行販売
窓口販売：2022年9月3日㈯ 9時から
web予約：2022年9月3日㈯ 14時から
電話予約：2022年9月3日㈯ 14時から17時まで

1会員2枚まで購入可

一般販売：2022年9月10日㈯ 10時から ※会員先行販売で完売の場合、
　一般発売はありません。

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

小ホール

※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

シャトルタクシーについては裏面をご覧ください。

魚津市制施行70周年記念事業

【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

【全席自由】2,000円 （当日2,500円）※高校生以下無料

（1会員2枚まで）※当日同額

2022年

9月11日● 14時開演（13時開場）
日

2022年

9月23日  14時開演
（13時30分開場）

シャトルタクシー
あり

大ホール

2022年（令和4年）

開演17:00（開場16:15）
10月16日日

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

★入会の方法は、つぎの3通りです。ご入会お待ちしております。

口座番号  00790-5-48879
加入者名  ミラージュホール・クルー
※恐れ入りますが、払込手数料はお客様負担でお願いします。

会員募集！新川文化ホール友の会

ミラージュホール・クル
ーミラージュホール・クル
ー

個人会員 1年会員 2,000円 （令和4年度）
 2年会員 3,600円 （令和4・令和5年度）
 3年会員 5,000円 （令和4・令和5・令和6年度）
団体会員（５名３年） 20,000円 （令和4・令和5・令和6年度）

新川文化ホールで、
いろんな催事を見て、
参加して、新しい自分と
出会ってみませんか？ 

年会費（年度単位）　 郵便局払込先
富山の総合チケット販売サイトアーツナビ 【arts-navi】https://www.arts-navi.com/

直接申込 新川文化ホールで、直接会費を納入してください。（現金のみ）その場で会員証をお渡しします。

郵便局での申込 お近くの郵便局から郵便局備え付けの青色の払込取扱票にて右記の口座へ払い込みをしてください。
入金確認後、会員証を郵送いたします。

Webでの申込（クレジットカード決済のみ利用可能）
アーツナビ会員登録と合わせてお申し込み可能です。詳しくは、お問い合せください。

新川文化ホールでは、令和4年度ミラージュホール・クルーの
会員を募集しています!
ぜひミラージュホール・クルーにご入会のうえ、会員特典を
ご利用ください。

魚津市制施行70周年記念事業

ノーベルブライト
ドラマ「真犯人フラグ」の主題歌
「seeker」等のヒット曲で有名な
ノーベルブライトのライブが
決定しました。
人気急上昇アーティスト、
早くも新川文化ホールに登場！！

【全席指定】一般 6,600 円 ※3歳以上有料・3歳未満入場不可

クルー会員同額

※予定枚数に達し次第販売終了と
　なりますのでご了承ください。

ミラージュホール・クルー会員先行販売
窓口販売：2022年9月23日（金・祝）9時から
web予約：2022年9月23日（金・祝）14時から
電話予約：2022年9月23日（金・祝）14時から17時まで

1会員2枚まで購入可

一般販売：2022年10月1日㈯ 10時から ※会員先行販売で完売の場合、
　一般発売はありません。

※予定枚数に達し次第販売終了と
　なりますのでご了承ください。

大ホール

2022年（令和4年）

開演18:30（開場17:45）
12月14日水

シャトルタクシー
あり

魚津市制施行70周年記念事業

魚津市制施行70周年を記念して
新川文化ホールでは22年ぶりの
開催となります。

【全席指定】一般 8,800 円 ※未就学児入場不可

クルー会員同額

富山では初めての公演となります。

富山県新人演奏会出演者によるコンサート

音の宇宙（そら）vol.10
金・祝

富山県新人演奏会は、毎年3月に開催され、
富山県出身または在住で大学院・大学・短大
などを修了・卒業した演奏家が出演しています。
新人演奏会から羽ばたき、これからの音楽界で
活躍が期待される若手演奏家たちのフレッシュ
なステージをお楽しみください。

平野遥夏（ピアノ）
池原理香（ピアノ）
庄司慧士（テノール）

木村優希（ピアノ）
杉岡和泉（クラリネット）
佐藤祐希（ピアノ）

賛助出演：間部栄司／中川佳美

企画／制作：Zest／avex entertainment inc.

【今後の特典】・「立川談春独演会」会員割引
・「ノーベルブライト」「松山千春」先行販売
その他 映画鑑賞特典等



2023年9月分の施設利用受付は、
9月30日㊎ 15時から行います。   

利用受付6㊋・13㊋・20㊋・27㊋
4㊋・11㊋・18㊋・25㊋

9月：
10月：

9月・10月休館日

公演 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 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9月～10月上旬

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  2022年9月～10月上旬

2022年9月～10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

関係者のみピアノ・エレクトーン発表会2022
株式会社 開進堂楽器
MPC新川
0765-22-5804
（MPC新川）

開場15分前
9：45～19：45小ホール/119 日

全席自由
前売500円
当日600円

社会人吹奏楽団
ら・こんせーる・のくちゅーる
第35回定期演奏会

社会人吹奏楽団
ら・こんせーる・のくちゅーる
090-8269-2838（マエダ）

開場60分前
14：00～16：00

大ホール/910 日

入場無料第39回インベンション発表会
宮本ピアノ・リトミック
インベンション
0765-22-8898
（宮本則子）

開場30分前
10：00～16：00小ホール/910 日

全席指定
会員制

第153回例会
トム・プロジェクト「風を打つ」

魚津演劇鑑賞会
0765-24-6635
（事務局長 大島昭夫）

開場30分前
18：30～20：35大ホール/1010 月

㊗

全席自由  2,000円
（前売・当日同額）
高校生以下500円
未就学児入場不可

デュオ無双
北陸コンサートツアー2022
魚津公演

侑奏の会
080-3748-8628
（神保 侑典）

開場30分前
19:00～21：30

大ホール/310 月

入場無料埋もれ木サミットin魚津 魚津埋没林博物館
0765-22-1049

開場150分前
13：30～16：00小ホール/110 土

入場無料富山県詩吟剣舞連盟
創立70周年記念大会

富山県詩吟剣舞連盟10：00～16：00大ホール/210 日

全席自由
各日1,000円
（前売・当日同額）

第75回中部合唱コンクール
24土 高等学校部門・大学ユースの部
25日 中学校部門 室内・混声・同声合唱の部

/249 土

25日

全日本合唱連盟中部支部
富山県合唱連盟
朝日新聞社
080-4254-8791
（富山県合唱連盟）

両日 開場30分前
24㈯ 9：30～18：00
25㈰ 9：30～19：30

大ホール

全席自由
前売2,000円
当日2,500円
高校生以下無料

富山県新人演奏会出演者による
コンサート「音の宇宙（そら）」vol.10

北日本新聞社
富山県青少年音楽文化推進委員会
（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール

076-445-3355（平日9～17時）
（北日本新聞社事業局内）

開場30分前
14：00～

小ホール/239 金
㊗

全席指定
S席 5,000円
A席 3,000円
（前売・当日同額）

東京シティ・バレエ団『白鳥の湖』
～大いなる愛の讃歌～

公益財団法人
東京シティ・バレエ団
03-6666-0390

開場30分前
18：00～21：00大ホール/229 木

全席自由
前売600円
当日800円

第38回新川吹奏楽祭
「’22フェスティバル オブ ミラージュ」

富山県学校吹奏楽連盟
新川地区
17時以降のお問合せ
090-3885-3596
（橋本 行史）

開場20分前
10：00～17：00大ホール/199 月

㊗

全席指定
一般4,000円
（当日同額）
クルー会員3,000円
未就学児入場不可

魚津市制施行
70周年記念事業

立川談春独演会

（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

開場60分前
14：00～

大ホール/119 日

入場無料
（全席自由）

魚津商工会議所創立70周年
記念式典・記念講演会

魚津商工会議所
0765-22-1200

開場15分前
14：45～17:00大ホール/109 土

全席自由
1,000円
（当日同額）

令和4年度　
全国労働衛生週間説明会

労働災害防止団体協議会
0765-22-4977
（一社）富山県労働基準協会
魚津支部

開場30分前
14：00～16：00小ホール/99 金

/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

10：00～17：30
（最終日のみ15：00まで）入場無料 山本美術

090-6274-8293
9/10 九谷焼と書画古美術展 展示ホール▶土 9/12 月

13：30～16：00関係者のみ （一財）富山県社会保険協会
076-433-3663

10/3 令和4年度社会保険
事務担当者講習会

展示ホール月

9：00～22：00
（初日11：00～）
（最終日16：00まで）

入場無料 TPS富山県写真家協会10/5 令和4年度
ワンダーな写真展

ミラージュ
ギャラリー▶水 10/17月

9：00～22：00
（初日12：00から）
（最終日12：00まで）

入場無料
花の森・天神山ガーデン
を守る会

9/1 花の森・天神山ガーデンを守る会
写真コンテスト作品展

ミラージュ
ギャラリー▶木 9/12 月

9：00～22：00
（初日12：00から）
（最終日16：00まで）

入場無料
かづみ野遊彩会
0765-24-2070
（四ツ田 正治）

9/14 かづみ野遊彩会
秋の作品展示会

ミラージュ
ギャラリー▶水 9/26 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

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

龍生派 池  坊月9 月10
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