
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 .11
Event Guide

津端修一さん90歳、英子さん87歳
風と雑木林と建築家夫婦の物語

映画
「人生フルーツ」
公式HP▶

　かつて日本住宅公団のエースだった修一さ
んは、阿佐ヶ谷住宅や多摩平団地などの都市
計画に携わってきました。1960年代、風の通
り道となる雑木林を残し、自然との共生を目
指したニュータウンを計画。けれど、経済優
先の時代はそれを許さず、完成したのは理想
とはほど遠い無機質な大規模団地。修一さん
は、それまでの仕事から距離を置き、自ら手
がけたニュータウンに土地を買い、家を建
て、雑木林を育てはじめました。あれから50
年、ふたりはコツコツ、ゆっくりと時をためて
きました。そして、90歳になった修一さんに
新たな仕事の依頼がやってきます。
　本作は東海テレビドキュメンタリー劇場第
10弾。ナレーションをつとめるのは女優・
樹木希林。ふたりの来し方と暮らしから、こ
の国がある時代に諦めてしまった本当の豊
かさへの深い思索の旅が、ゆっくりとはじま
ります。

（2016年）

（C）東海テレビ放送

映画

好評につき再上映決定!!

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

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。

好評販売中

2022年（令和4年）

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

【全席指定】 ※未就学児童入場不可

新川シネマプラス
ほとり座Select

小ホール
2022年（令和4年）

①10:30～12:01（開場10:00）
②14:30～16:01（開場14:00）

91分（2回上映）

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

上映時間

（1会員2枚まで）

［座席の使用制限あり］ ※3歳以下ひざ上無料

12月18日日

魚津市制施行70周年記念事業　県民芸術文化祭2022協賛事業

絵画   書   彫刻･工芸   写真

第62回

11月3日（木・祝） 11月7日（月）
午前10時 － 午後６時 (最終日は午後5時まで) 入場無料

開会式 / 表彰式 / 講評会 「Douga（動画）」
https://douga.uozuart.com

展示ホール／２０１号室／ミラージュギャラリー
併催企画

昨年の会場



2023年11月分の施設利用受付は、
11月30日㊌ 15時から行います。   

利用受付1㊋・8㊋・15㊋・22㊋・29㊋
6㊋・7㊌・13㊋・20㊋・27㊋

11月：
12月：

11月・12月休館日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。

29㊍ 30㊎ 31㊏
  1㊐   2㊊   3㊋

12月：
1月：

年末年始

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11月～12月上旬2022年11月～12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
申込終了

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
NHK公開番組「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

関係者のみ魚津市小学校音楽会
魚津市小学校長会
0765-22-1042
（魚津市小学校音楽会
 事務局：星の杜小学校）

14:00～15:00大ホール/1111 金

入場無料ちいさな♪おんがくかい2022 ミュージック花音
中村 紀子

開場30分前
13:00～16:30小ホール/1311 日

関係者のみ第26回
富山県理学療法学術大会

（一社）富山県理学療法士会8:30～17:10小ホール/2711 日

入場無料ぐるうぶ雅音 ピアノ発表会2022 ぐるうぶ雅音
090-4324-5575

開場30分前
11：00～小ホール/412 日

全席指定
前売7,700円
当日8,200円
※未就学児入場不可

山中千尋
トリオ・ツアー・
2022・ウィンター
富山公演 好評発売中

FMとやま
（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

開場30分前
18:00～

小ホール/1012 土

チケットは
完売しました（　　　 ）

（　　）

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

（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　
14：00～16：00大ホール/312 土

全席自由
前売1,000円
当日1,200円

第53回
歳末助け合い「民謡の集い」

魚津郭声会
0765-22-6110
（会長 水白 勉）

11:00～15:00大ホール/2711 日

入場無料第14回
バスティンコンサート

富山バスティン研究会12:00～15:30小ホール/2311 水
㊗

全席自由
1日券 前売2,500円
 当日3,500円
両日券 前売4,000円
 当日6,000円

第2回
富山国際ダンスコンペティション
～世界で活躍するアーティスト達の様々な融合～

富山国際
ダンスコンペティション
実行委員会
076-473-0012

開場各30分前
11/19土
  16:30～18:00
11/20日
  17:30～19:30

大ホール
/1911 土
20日

入場無料
（予約制）

新川・魚津地域
精神保健福祉推進協議会
公開講演会

魚津地域精神保健福祉
推進協議会
0765-24-0359
（事務局：富山県新川厚生
 センター魚津支所）

開場30分前
14:00～15:30小ホール/1411 月

入場無料
13：20～15：30入場無料

富山労働局
ハローワーク魚津
ハローワーク滑川
0765-24-0365

11/9
ハローワーク魚津・滑川
人材マッチングフェア
合同就職面接会

展示ホール水

9：00～22：00
（最終日18：00まで）入場無料 大崎 真郁

090-7740-1265
11/10 写真展 XI

～それぞれの世界～
ミラージュ
ギャラリー▶木 11/16水

9：30～18：00
（最終日12：00まで）入場無料 （株）大越仏壇 富山店

076-451-7511
12/2 大越仏壇 感謝祭

人形・念珠供養祭
展示ホール▶金 12/4 日

13：00～17：00入場無料
富山労働局
052-228-0084
（株式会社 人財企画）

11/12 30代・40代・50代の
ための企業説明会

展示ホール土

10：00～15：00入場無料
蜃気楼バザール実行委員会
090-1312-3664
（村上）

11/20
（小雨決行）

蜃気楼バザール 芝生広場日

10：00～16：00入場無料 魚津市教育委員会
0765-23-1044

11/23
第2回
紅ズワイガニロボコン
魚津大会

展示ホール水
㊗

10：00～17:00
鑑賞券
前売500円
（当日同額）

富山県華道連合会
北日本新聞社
（事業局事業部）
076-445-3355

11/19 11/19土
開会式 午前9：40～
（展示会場前）

第29回 秋を彩る
北日本いけばな展 展示ホール

ミラージュ
ギャラリー

▶土 11/20日

9：00～14：30入場無料 全日本錦鯉振興会
富山県支部

11/3 第44回
富山県総合養鯉品評会

ミラージュ
プラザ

木
㊗

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
ギャラリー他

11/3木㊗
開会式 午前10時～ （1Fロビー）
表彰式 開会式終了後 （ 〃 ）
講評会 表彰式終了後 （2F展示会場）

▶木㊗
11/7 月

（11/15火 休館）

やまなみ土曜コンサート ミュージックランチ♪

11/12土
12：00～
ロビー

『ホール・デ・コーラス 秋にうたう』
ホール・デ・コーラス 【プログラム】出演

草月流 龍生派月11 月12

☆秋の童謡唱歌メドレー
☆「合唱で時代劇」より…
　・赤胴鈴之助  ・あぁ人生に涙あり  ・銭形平次

など


