
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 .12
Event Guide

映画
「人生フルーツ」
公式HP▶

映画

ミュージックランチ700回記念・スペシャルコンサート

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

Pro�le 大ホール

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。

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）
※3歳以下ひざ上無料

12月18日日

2023年（令和5年）

3月21日（火・祝）

ⓒ尾形正茂 / ⓒMasashige OgataⓒKazuhiro Okumura

主催：（公財）富山県文化振興財団 新川文化ホール
共催：富山県／魚津市／魚津市教育委員会／新川文化ホール振興協議会／ミラージュホール・クルー／若林工房　　後援：北日本新聞社

日本デビュー25周年記念コンサート
イリーナ・メジューエワ

ロシア生まれ。モスクワのグネーシン音楽大学でウラジーミル・トロップに師
事。1992年、E.フリプセ国際コンクール（ロッテルダム）での優勝をきっかけ
に、オランダ、ドイツ、フランスなどで公演を行う。1997年からは日本を本拠
地として活動。
バロックから近・現代までの幅広いレパートリーを手がけるが、近年再評
価の進むロシアの作曲家N.メトネルの作品紹介にも尽力。
2017／18年、東京文化会館で日本デビュー20周年記念リサイタル（全3
回）を開催。2006年からは毎年京都でリサイタルを行うなど、精力的な演
奏活動を展開している。

IRINA MEJOUEVA

開演 14：00 （開場13：15）
【全席自由】一　　　般 2,000円

クルー会員 1,000円
高校生以下 無料

（当日同額）

大谷康子（ヴァイオリン）イリーナ・メジューエワ（ピアノ）

•心がホッコリしました。
•日頃の生活を振り返る機会になりました。
•来てよかったです。気づきを沢山いただ
きました。

•1日を丁寧に生きている姿が印象に
残った。

•これからの人生の参考になりました。

•できる事は自分でコツコツと。私たちの
今後の20年間の生活を導いてくれるよ
うな作品。
•とても癒されました。心が洗われました。
•人生の道しるべになりました。感動です。
•自分の人生を豊かにする指針のような
作品でした。

•本当に心が暖かくなりました。これから
の人生に生かしていきたい。

前回上映時のアンケートから
（抜粋）

（要入場整理券）

好評につきアンコール上映!

Programプログラム

■ピアノ・ソロ
アンダンテ・スピアナートと
　華麗なる大ポロネーズ Op.22（ショパン）
エチュード「別れの曲」「黒鍵」（ショパン）
バラード第3番 Op.47（ショパン）

■ヴァイオリンとのデュオ
4つのロマンティックな小品
　　　　　　Op.75（ドヴォルザーク）
ユーモレスク（ドヴォルザーク）
ハンガリー舞曲第5番（ブラームス）
　　　　　　　　　　　　　ほか



2023年12月分の施設利用受付は、
12月28日㊌ 15時から行います。   

利用受付6㊋・7㊌・13㊋・20㊋・27㊋
10㊋・17㊋・24㊋・31㊋

12月：
1月：

12月・1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

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

日 催し物 会場 開演 終演 入場方法 主催者名・問合せ

展示 等  

公演 等  

2022年12月～2023年1月上旬

2022年12月 公演 等  2023年1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

関係者のみ第6回 音の泉 ピアノ発表会 イズミピアノ教室開場30分前
12：30～15：30小ホール/1112 日

関係者のみ第3回 The M kids発表会「LIT」 The M kids開場30分前
13：30～15：20小ホール/2512 日

関係者のみ令和5年 魚津市消防出初式 魚津消防署　庶務係
0765-24-798010：00～11：00大ホール/71 土

関係者のみ令和4年度二十歳のつどい

魚津市、魚津市教育委員会、
魚津市二十歳のつどい実行委員会
0765-23-1045
（魚津市教育委員会
 生涯学習スポーツ課）

開場30分前
13：00～14：30大ホール/81 日

入場無料働き方改革・
女性活躍推進シンポジウム

魚津市
0765-23-6195
（商工観光課）

開場30分前
13：30～16：00小ホール/2112 水

関係者のみ天神保育園 発表会
天神保育園
0765-31-7585
（関口孝子）

開場10分前
9：00～12：00小ホール/1712 土

魚津市制施行70周年記念事業
松山千春コンサート・ツアー2022

FOB企画
076-232-2424
（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
18：30～大ホール/1412 水

【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154回例会
俳優座劇場プロデュース
音楽劇「人形の家」

魚津演劇鑑賞会
0765-24-6635
事務局長 大島昭夫

開場30分前
18：30～21：15大ホール/1212 月

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

好評発売中

FMとやま
076-432-5566
（平日9：00～17：30）
（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

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

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

9：30～20：00
（初日11：30から）
（最終日18：00まで）

入場無料 東洋羽毛北信越販売（株）
北陸営業所

12/15 東洋羽毛
羽毛寝具展示会

展示ホール▶木 12/18日

10：00～17：30
（最終日15：00まで）入場無料

山本美術
090-6274-8293
（山本祐介）

12/24 九谷焼と書画古美術展 展示ホール▶土 12/26月

10：00～16：10関係者のみ 富山育英センター1/8 第6回 育英模擬試験 展示ホール日

10：00～19：30
（初日14：00から）
（最終日17：00まで）

入場無料
（株）泰公商事
ときにはきもの
075-585-5105

12/9
京のきもの屋
"ときにはきもの"
大創業祭（呉服展示販売）

展示ホール▶金 12/11日

13：30～15：00関係者のみ 魚津市社会福祉協議会12/5 ふれあい・いきいきサロン
代表者研修会

展示ホール月

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
「人生フルーツ」

（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

開場各30分前
①10：30～　
②14：30～

小ホール/1812 日

やまなみ土曜コンサート ミュージックランチ♪

12/24土
12：00～
ロビー

『クリスマスの喜びを一緒に味わうひと時』
ウェーラーE.R.とお友達

【プログラム】

出演

♪いざ歌え、いざ祝え
♪神の御子は今宵しも
♪きよし、この夜（Stille Nacht, ドイツ語）

龍生派 池  坊月12 月1

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

全席指定
入場料5,000円
（イベント割4,000円）

ミュージカルカンパニーWOZ
Professional Stage
なないろコンサート

ミュージカルカンパニーWOZ
090-2124-4549
（大野）

開場各30分前
1st 開演15:00～　
2nd 開演19:00～

小ホール

※web販売のみ

/2412 土

本作は、東海テレビドキュメンタリー劇場第10弾
津幡修一さん90歳と栄子さん87歳の建築家夫婦の物語
ナレーションをつとめるのは女優・樹木希林

2023

2023


