
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

2023 .1
Event Guide

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

1月28日
令和5年

新川文化ホール
小ホール・展示ホール 他

●
・ ●日

土

1月28日 29日●・ ●日土

2023
会 期

会 場

入場無料

13:00～16:00（予定）／1F 小ホール

◀体験教室は裏面をご覧ください。

●ホール・デ・コーラス
●フラ ハーラウ オ モーハラプア教室
●エンジョイ ウクレレ
●オカリナクラブ
●NSPいづみミュージックスクール
●澤田 箏・三味線 教室
●藤間松山 日舞教室
●癒しの竪琴 ライアー教室
●ストリートダンス教室
●NPO法人 ステップ21健康体操教室
●フラ・ハーラウ・プア・オヒア・
　　ヴァイリウラー フラダンス教室
●WOZミュージカルスクール

出演順（予定） 順不同

※都合により変更になる場合がございます。

※都合により変更になる場合がございます。

1月29日●日
ステージの部

10:00～16:00／2F 展示ホール

展示の部

●龍生派いけばな教室
●池坊いけ花教室
●大愛魚苑かな書道教室
●公文書写 三日市・新川文化ホール教室
●己書幸座 み楽寿（ミラージュ）道場
●押し花教室
●リボン刺しゅう・カルトナージュ・
　　　　　　　　　 トールペイント教室
●ちぎり絵 自遊塾教室
●夢ロゴアート教室

ミラージュ·カルチャーフェスタ！
1月28日
令和5年

29日●・ ●日土

体験教室
参加者募集!!

2023ミラージュ·
カルチャーフェスタ！

澤田 箏・三味線 教室 澤田 陽子

お琴の体験です。「さくら」「荒城の月」などを皆で弾いてみましょう。
イスに座ってのレッスンです。
●日時：28㊏ 15：00～16：00  ●会場：第2音楽室
●定員：5名  ●持ち物等：なし  ●要申込：090-2036-8041（澤田）

身体に無理のない体操・ダンス・ストレッチ、音楽に合わせて体を動かしましょう。
●日時：29㊐ 16：00～  ●会場：第1練習室
●定員：10名  ●材料費：なし  ●持ち物等：タオル、軽い運動靴  ●申込不要

伝統的なヨーガの技法（ポーズ・呼吸法・リラックス法・瞑想）を行い
体調に合わせて無理なく気持ちの良い時間を一緒に過ごしましょう！
初めての方もお気軽にご参加ください。
●日時：28㊏ 10：00～11：30 ●会場：201号室 ●定員：10名 ●材料費：なし
●持ち物等：動きやすい服装、飲み物、ヨーガマット ●当日申込可

癒しの竪琴 ライアー教室 中島  美奈

【いつも何度でも】の楽器を弾いて心と身体を癒しましょう。

ピアノで音楽を楽しみましょう。お気軽に体験にご参加ください。

●日時：29㊐ 16：00～  ●会場：第3練習室  ●定員：3名（小学生～大人）  
●持ち物等：楽器をお持ちの方はご持参ください。  ●材料費：なし  
●要申込：090-1395-5616（中島） メール：pianoroomkana@gmail.com

WOZミュージカルスクール 森内 ゆう子 他

ミュージカルナンバーで表現する楽しさを体験してください♪
●日時：28㊏ 14：00～15：00  ●会場：リハーサル室
●定員：15名（5歳以上）  ●持ち物等：動きやすい服装、内ばきシューズ
●材料費：なし  ●要申込：090-9441-9056（森内） メール：musicalwoz@gmail.com

NPO法人ステップ21 健康体操教室 松本 美津子

Goody オトナの英会話教室 齊藤  洋志 

日常で使える簡単な英会話を体験してみませんか。
●日時：28㊏ 13：00～14：30/29㊐ 10：30～12：00　●会場：102号室
●定員：8名  ●材料費：無料  ●持ち物等：ペン、ノート
●要申込：090-2039-0723（斉藤）

オカリナクラブ 大江 佑実佳

はじめての方も手軽に簡単に吹いてみましょう。
●日時：29㊐ 16：00～  ●会場：103号室
●定員：5名（大人対象）　●持ち物等：なし  ●申込不要

リボン刺しゅう教室 村橋  祥子

リボン刺しゅうでバラと葉を刺し、ファーを付けバックチャームに仕立てます。
●29㊐ 13：00～16：00（1名につき2時間必要）  ●会場：展示ホール内
●定員：8名  ●材料費：2,000円  ●持ち物等：なし  ●申込不要

●日時：29㊐ 10：30～11：10  ●会場：第1和室 ●材料費：なし
●定員：5組（生後1ヶ月～2才くらいのお子様とママ、妊婦さん）
●材料費：なし  ●持ち物等：お出かけに必要なもの
●要申込（メール）：info@oyako-de-niccori.namaste.jp（栗山）

エンジョイ ウクレレ 布村　護

ウクレレ演奏の体験をしてみませんか？
●日時：29㊐ 16：00～  ●会場：101号室
●定員：3名  ●材料費：なし  ●要申込：090-7080-1177（布村）
●持ち物等：お持ちの方は、ウクレレ、チューナー、譜面台を持参願います。

ちぎり絵 自遊塾教室 山本  芳子

色紙やミニサイズの作品を短時間で楽しんでください。
●日時：28㊏ 13：30～15：30/29㊐ 10：00～15：00  ●会場：展示ホール内
●定員：5名（子ども～大人まで）  ●材料費：500～800円  ●申込不要

カワイ音楽教室 ピアノ教室 轡田 咲香

●日時：29㊐ 14：00～17：00  ●会場：第1音楽室
●定員：（4歳以上）12名（個人レッスン1名15分）  ●材料費：なし
●持ち物等：なし  ●要申込：076-423-8986

己書幸座 み楽寿（ミラージュ）道場 柴垣  美穂

生田流箏曲・地歌三味線
十七絃講師（生田流正派）

アトリエハートローズ主宰

しゅんこう認定講師（公益財団法人）
日本和紙ちぎり絵協会
特待会員

一般社団法人 日本己書道場
上席師範 くりさんの楽しい親子時間 栗山 早苗

筆ペンでハガキ大の作品を描いてみよう。
●日時：28㊏ 13：00～16：00/29㊐ 11：00～16：00  ●会場：展示ホール内 
●材料費：300円  ●持ち物等：なし  ●申込不要

※お申込みの必要な教室の体験は
　直接、講師の方までお願いします。

ゆったりすっきりヨーガ・セラピー教室 佐藤 亜紀

NPO法人ステップ21健康体操
インストラクター

アトリエ・ミュージシェンヌ主宰
全日本ピアノ指導者協会会員（PTNA）
日本音楽脳育協会会員
ライアー響会会員

富山ハワイアン協会副会長
ハワイアンバンド・
パームブリーズ

日本ベビーサイン協会 リーダー認定講師
ベビーヨガセラピーインストラクター
RODY YOGA インストラクター
抱っこマイスター

sVYASAインド中央政府公認
ヨーガ・セラピスト

※内容は一部変更になる場合がございます。

主催：公益財団法人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　協賛：新川文化ホール振興協議会 

新川文化ホールで開講している文化教室の日頃の活動を紹介します。
ぜひ この機会にご観覧、ご参加ください。

ベビーサイン体験教室。0才、1才の頃の赤ちゃんとのお手手を使った会話法「ベビーサイン」。話
し言葉で伝えるのが難しい頃でも赤ちゃんから呈示できることで親子コミュニケーションが深ま
ります。ベビーサインをしている赤ちゃんの映像、手遊びをしたプチ体験の時間です。 29日

（雅楽暢）



展示 等  公演 等  2023年1月～2月上旬2023年1月～2月上旬

2024年1月分の施設利用受付は、
2月1日㊌ 15時から行います。   

利用受付1㊐・2㊊・3㊋・10㊋・17㊋・24㊋・31㊋
7㊋・14㊋・21㊋・28㊋

1月：
2月：

1月・2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。

会期 催し物 会場 入場方法 開催時間 主催者名・問合せ

＊＊＊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

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

入場無料
みんなでGOGO!!
（歌澄奏ミュージカルシアター観劇）

魚津市手をつなぐ育成会13:30～14:30小ホール/52 日

入場無料2023ミラージュ・カルチャーフェスタ！
ステージの部

（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

13：00～16：00
　　　　  （予定）小ホール/291 日

親子で聴く0才からの音楽の時間♪
ホールでオーケストラ！

富山県、（公財）富山県文化振興財団
076-432-3115（平日9:00～17:00）
新川文化ホール
0765-23-1123

開場45分前
11：00～12：00大ホール/221 日

全席自由
600円
（当日800円）

第44回 富山県アンサンブルコンテスト
新川地区大会

富山県学校吹奏楽連盟
新川地区
090-3885-3596（橋本）

1/14 14：00～
1/15   9：30～大ホール

/141 土

15日

ピアノ1台につき
1時間1,000円
（1枠のみ）
要申込（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

各日
①9:00～ ②10:10～
③11:20～ ④12:30～
⑤13:40～ ⑥14:50～

大ホール
/42 土

5 日

入場無料学力向上講演会
魚津市教育委員会、　
魚津っ子学び向上委員会
0765-23-9161
魚津市教育センター

開場45分前
14：00～16：00小ホール/121 木

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

完売しました

2/3金 10:00～19:00
2/4土 9:30～16:00
2/5日 9:30～15:00

入場無料
みな穂農業協同組合
魚津市農業協同組合
アルプス農業協同組合

2/3 ファッション＆
きものフェア2023

展示ホール▶金 2/5 日

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

10：00～16：00入場無料
（公財）富山県文化振興財団
新川文化ホール
0765-23-1123

展示ホール

展示の部 プログラム（順不同）

◆ 龍生派いけばな教室
ステージの部 プログラム（出演順）

2F 展示ホール小ホール

入場
無料

入場
無料ステージの部 展示の部

2023 ミラージュ・カルチャーフェスタ！ 2023 ミラージュ・カルチャーフェスタ！

◆ 夢ロゴアート教室

◆ 池坊いけ花教室

◆ 己書幸座 み楽寿（ミラージュ）道場

◆ ちぎり絵 自遊塾教室◆ 大愛魚苑かな書道教室

◆ リボン刺しゅう・カルトナージュ・トールペイント教室

◆ 公文書写 三日市・新川文化ホール教室

◆ 押し花教室

(予定)

1　ホール・デ・コーラス
冬の童謡唱歌メドレーほか

3　エンジョイ ウクレレ
「春よ、来い」  「フラガール-虹を」ほか

4　オカリナクラブ
「アメージング・グレイス」  「オー・ソレ・ミオ」ほか

5　NSPいづみミュージックスクール
キッズダンスステージ

6　澤田 箏・三味線 教室
「あんたがたどこさ」ほか

2　フラ ハーラウ オ モーハラプア教室
「カマカニカーイリアロハ」ほか2曲

7　藤間松山 日舞教室
「京の四季」  「松」（松竹梅の内）

9　ストリートダンス教室
　

「コンフィデント」  「北酒場」  「オー・ソレ・ミオ」
10　NPO法人ステップ21 健康体操教室

11　　　　　　　　 フラダンス教教室
「メリア」  「島人ぬ宝」ほか

12　WOZミュージカルスクール
「チキチキバンバン」  「誰にも夢がある」ほか

8　癒しの竪琴 ライアー教室
「もののけ姫」  「エレノア・プランケット」ほか 

※都合により変更になる場合がございます。 ※都合により変更になる場合がございます。

13：00～16：001月29日日 10：00～16：001月28日土・1月29日日

池  坊 龍生派月1 月2

フラ・ハーラウ・プア・
オヒア・ヴァイリウラー 

カルチャーフェスタ 体験教室は表面をご覧ください▶

※下記をご覧ください。

2023ミラージュ・
カルチャーフェスタ！
展示の部※下記をご覧ください。

1/28 ▶土 1/29 日

ミュージックランチ700回記念&スペシャルコンサート

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

大ホール2023年
（令和5年）3月21日（火・祝）

ⓒKazuhiro Okumura

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）
（1会員4枚まで） 特別ゲスト：大谷康子

（ヴァイオリン）
イリーナ・メジューエワ

（ピアノ）
（要入場整理券） ⓒ尾形正茂 / ⓒMasashige Ogata

チケット
販売開始しました

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

新川シネマプラスほとり座 select
映画『名付けようのない踊り』 2回上映 ①10:30～

②14:30～
ダンサー田中泯が76年の生涯をかけ探し続ける踊りとは・・・
五感を研ぎ澄ます120分の旅にでる 配給：ハピネットファントム・スタジオ

©2021「名付けようのない踊り」製作委員会

約120分

小ホール

2月19日日
※3歳以下ひざ上無料

【全席指定】
一 　　　般 1,000円
クルー会員 500円

（当日同額）

（1会員2枚まで）
（開場各30分前）


