






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 .10
Event Guide

山中千尋
トリオ・ツアー・2022・ウィンター

世界で活躍する日本人ジャズピアニスト。
約3年ぶりのニューアルバムの
リリースツアーです。

富山公演

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10月2日㈰ 9時から
web予約：2022年10月2日㈰ 14時から
電話予約：2022年10月2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10月8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

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。

シャトルタクシーについては裏面をご覧ください。

大ホール

2022年（令和4年）

開演14:00（開場13:15）
12月3日土

2022年（令和4年）

10：30～／14：30～（2回上映）
開場は各30分前

【全席指定】一　 般   1,000円
クルー会員 500円
※3歳以下ひざ上無料

（2枚まで）
10月15日土

シャトルタクシー
あり

新川シネマプラス
ほとり座Select

いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭2022 秋の陣

航空自衛隊航空中央音楽隊 魚津公演
富山での公演は14年ぶり、
魚津では初演奏となります。
迫力ある圧巻のステージを
お楽しみください。

【全席指定】
一　　　般 1,000円
高校生以下　 500円

※未就学児入場不可

2022年（令和4年）

開演18:00（開場17:30）
12月10日土
【全席指定】 前売 7,700円（当日8,200円）
 クルー会員同額

※未就学児童入場不可

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10月5日㈬ 9時から
web予約：2022年10月5日㈬ 14時から
電話予約：2022年10月5日㈬ 14時から17時まで
一般発売：2022年10月8日㈯ 10時から

★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。

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

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。

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）

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。

【今後の特典】・「航空中央音楽隊 魚津公演」先行販売
・「山中千尋トリオ・ツアー」先行販売　その他 映画鑑賞特典等

第62回 魚津市美術展

魚津市制施行
70周年記念事業

魚津市制施行
70周年記念事業

●お申込み・お問合せ／ 新川文化ホール  ☎0765-23-1123

魚津市在住者、出身者、市内勤務者、通学者
 （教室・講座も含む）いずれも高校生以上の方

● 出品資格
10月7日㈮まで

● 出品申込締切

【各　賞】 市展大賞、市展賞、市議会議長賞、魚津市美術協会長賞、
　　　　  市展奨励賞（後援団体各賞）、佳作

《会期》11月3日㊍㊗～11月7日㊊
10:00～18:00（最終日は17:00まで）

絵画、書、彫刻・工芸、写真の作品を募集しています。募集要項と出品申込書は、
新川文化ホール（窓口＆HP）や魚津市役所などにございます。作品は、各部門
1人2点までとし、未発表のものに限ります。ぜひご出品ください。

無料
出品料

（公社）日本詩吟学院渓流吟詠会
詩吟神風流神飈会
箏と尺ハの会
新川相撲甚句会
宝生流紫宝会
ら・こんせーる・のくちゅーる

NPO法人あいの風ステップ21
歌謡パラダイス
藤間流藤顕会
藤間流華松会
魚津蜃気楼節保存会
魚津郭声会

魚津せり込み蝶六保存会
道下小学校 4年生
東部中学校 吹奏楽部
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10月22日土

22日土 23日日

22日土 23日日

22日土 23日日 22日土

10月23日日

大ホール
1F ロビー
▶10:00～

▶12:00～ ▶ステージ
発表終了後ステージ発表

入場
無料

参加費
300円

1席
300円

入場
無料

展示ホール●ミラージュギャラリー●やまなみロビー＆ ＆
▶10/22土
　9:30～17:00
▶10/23日
　9:30～16:00

【華　道】草月流・池坊魚津支部・小原流・龍生派
【文　芸】喜見城俳句会
【美　術】魚津市美術協会（絵画  書  彫刻・工芸  写真）
【食文化】新川食文化研鑽会

【教　育】 市内小学校
 西部中学校 （図画・エ作・書）
 東部中学校
【女性着付け】 綾織の会（帯結び展）※23日のみ

1F 和室 2F 201会議室
22土▶受付10:00～14:00 ▶受付13：00～15：00

茶道：皇風煎茶禮式
※参加希望の方は新川文化ホールまでお申し込みください。（当日可）

古儀茶道藪内流竹風会魚津支部
23日▶受付10:00～14:00 茶道裏千家淡交会魚津支部

入場
無料

開会式 お楽しみ
抽選会

（要整理券）

ロサンゼルスのハリウッド・ヒルズ
に位置し、カリフォルニア・サウンド
という言葉を生み出したウェスト・
コーストロックの聖地、ローレル・
キャニオンを巡る音楽ドキュメンタ
リー。ジョニ・ミッチェル、CSN＆
Y、ザ・バーズ、バッファロー・スプリ
ングフィールド、ドアーズ、ジャクソ
ン・ブラウン、リンダ・ロンシュタッ
ト、イーグルスなど、錚々たるミュー
ジシャンのヒット曲で紡ぐ夢の音楽
映画。（上映時間120分）

出品作品募集!!

併催企画 「Douga（動画）」の作品を募集 https://douga.uozuart.com

1会員4枚まで購入可



2023年10月分の施設利用受付は、
10月31日㊊ 15時から行います。   

利用受付4㊋・11㊋・18㊋・25㊋
1㊋・8㊋・15㊋・22㊋・29㊋

10月：
11月：

10月・11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10月～11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10月～11月上旬

2022年10月～11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。

やまなみ土曜コンサート ミュージックランチ♪

10/15土
12：00～
ロビー

『♪音楽サロン♪ マンドリン・ギター合奏で』
魚津マンドリン・ギター アンサンブル
富山マンドリン・ギター アンサンブル

【プログラム】出演

池  坊 草月流月10 月11

あざみの歌・山小屋の灯
昴 ほか

※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。

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

入場無料第16回
モーハラプアフラダンス発表会

フラハーラウオモーハラプア
廻谷なを子
090-8748-7053

開場30分前
13：00～15：00大ホール/311 木

㊗

入場無料poco a poco コンサート poco a poco
090-1315-3607（松原）

開場15分前
13：30～15：00小ホール/311 木

㊗

入場無料
（要整理券）

魚津市制施行70周年記念
NHK富山放送局新放送会館完成記念
「テレどーも!」公開収録

魚津市
NHK富山放送局
076-444-6600（平日10～18時）
（公財）富山県文化振興財団　
新川文化ホール

開場30分前
15：15～16：30（予定）小ホール/611 日

入場無料
申込なしでお越しいただけます。
定員に達した場合、入場を制限
する場合があります。

とやま室内楽フェスティバル2022
ジャンプスタートコンサート
～集中ワークショップ成果発表会～

とやま室内楽フェスティバル
実行委員会
076-423-7159（平日10～17時）

14:00～18：00
（休憩時間を含む）小ホール/3110 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11：00～
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開場30分前
10：00～16：00大ホール/210 日

入場無料第45回魚津市高齢者芸能大会 魚津市老人クラブ連合会
0765-23-0999

開場30分前
9：30～15：00小ホール/1310 木

入場無料第32回 ピアノ・ブリランテ発表会 ピアノ・ブリランテ
0765-24-2548

開場30分前
10：00～小ホール/1610 日

関係者のみ
バスティンピアノコンクール
富山地区予選

バスティンピアノコンクール
富山事務局－小ホール/3010 日

入場無料人権啓発講演会
魚津市、魚津人権啓発活動
地域ネットワーク協議会
0765-23-1003
（魚津市民生部市民課）

開場30分前
13：30～15：00小ホール/2910 土

入場無料日本風景街道大学・
蜃気楼の見える街魚津キャンパス

日本風景街道大学・蜃気楼の見える街魚津
キャンパス実行委員会
0765-23-1028
（魚津市産業建設部建設課）

開場60分前
13：00～17：20小ホール/2810 金

入場無料
（要整理券）

魚津市民文化祭2022
（ステージの部）

魚津市、魚津市教育委員会
（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
魚津市文化協会
0765-23-1123
（新川文化ホール）

開場30分前
12：00～大ホール/2310 日

入場無料令和4年度
新川地域SDGs推進セミナー

新川広域圏事務組合
0765-23-1024

開場30分前
14：00～15：30小ホール/1910 水

全席自由
1000円
前売りのみ販売

映画上映
「ぼけますからよろしくお願いします。
　　　　　　～おかえりお母さん～」

NPO法人つむぎ
0765-22-6006

開場30分前
①10：30～ ②14：00～
③18：30～
上映時間101分

小ホール/2010 木

入場無料令和4年度 （第49回）
魚津地区安全衛生大会

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
14：00～15：30小ホール/1710 月

全席指定
一般6,600円
当日同額
※3歳以上有料・
　3歳未満入場不可

魚津市制70周年記念事業
Novelbright LIVE tour 2022
Hope Assort tour 追加公演
（ノーベルブライト） 　チケット残りわずか!

（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

開場45分前
17：00～

大ホール
/1610 日

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歳以下膝上無料

新川シネマプラス
ほとり座select
映画
ローレル・キャニオン
夢のウェストコースト・ロック

（上映時間120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
10：30～12：30
14：30～16：30

小ホール/1510 土

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 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
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

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

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

19：00～20：30入場無料
一般社団法人
富山県教育ネットワーク
076-471-8703

10/1 2022
TOYAMA高校フェア

展示ホール土

  9：00～22：00
（初日11：00から）
（最終日17：00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

10：00～18：00
（最終日16：00まで）入場無料

ファッションクリエーター
松本
0767-53-0086

10/6 服地の展示即売会 展示ホール▶木 10/8 土

10：00～18：00
（最終日17：00まで）入場無料

魚津市、魚津市教育委員会
（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

11/3 第62回 魚津市美術展 展示ホール
ミラージュギャラリー▶木㊗

11/7 月

  9：30～17：00
（最終日16：00まで）入場無料

魚津市、魚津市教育委員会
（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
魚津市文化協会
0765-23-1123（新川文化ホール）

10/22 魚津市民文化祭2022
（展示の部）

展示ホール
ミラージュギャラリー
やまなみロビー 等

▶土 10/23日

14：00～15：45入場無料
にいかわ
認知症疾患医療センター
0765-22-3399

10/14
魚津市制70周年記念
令和4年度
認知症地域公開講座 in うおづ

展示ホール金

※11：00～ホワイエにて
　パネル展示やワークショップ開催
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