2021 年度ユニークベニューTAKAOKA オンまちなかステージ
No

公

演

名

開催日時

62

～和み音～大正琴ソロ演奏

63

Ｍｉｗａｋｏ４スペシャル“きゅんです” ５月３日(月・祝)14 時～

64

魅惑のフラ

４月 18 日(日)14 時～

５月 16 日(日)14 時～

会場
御旅屋セリオ５階マルチスペース

御旅屋セリオ５階マルチスペース
ウイング・ウイング高岡１階

出

演

者

辻井 祐子
Miwako、桑原 昌子、武田 悟、
池畑 外雄
Lani Hula Hoa(ラニ・フラ・ホア)

公演内容

大正琴演奏

ジャズ演奏

フラダンス

リトルウイング
石見由美子コンサート
65

～昭和音楽大学教授福本信太郎氏（sax）

6 月 13 日(日)14 時～

をお迎えして～

66

67

68

69

水無月によせてよせ
琴の響き～水谷佳代お箏教室～
童謡から唱歌迄皆で唄う
憩いのひととき
踊りで元気に朗らかに
～華の会 民踊舞踊ミニコンサート～
び〜めんぷろじぇくとプレゼンツ
お芝居「藪の中」

6 月 19 日(日)14 時～

ウイング・ウイング高岡１階

石見 由美子、福本 信太郎

ピアノとサクスフォンの

リトルウイング

下澤 弥生、きよみ＆あけみ

演奏

正絃社かたかご会

筝曲

ウイング・ウイング高岡１階
リトルウイング
6 月 26 日(土)14 時～

御旅屋セリオ 5 階マルチスペース

7 月 3 日(土)14 時～

御旅屋セリオ 5 階マルチスペース

7 月 4 日(日)14 時～

ウイング・ウイング高岡１階
リトルウイング

ハーモニカ
伏木サンフラワーズ
民踊

華の会

び～めんぷろじぇくと

ハーモニカ

民踊舞踊

演劇
マジック、バルーンアート、ダ

70

元気人間づくり～元気と笑顔を応援～

7 月 25 日(日)14 時～

御旅屋セリオ 5 階マルチスペース

ありがとうグループ
ンス、腹話術、ギター

71

大空へ飛べ
まちなかコンサート 2021

8 月 9 日(祝・月)14 時～
8 月 29 日(日)11 時～

72

懐かしい昭和のメロディー

〈変更〉2022 年１月 23 日
(日)14 時～

ウイング・ウイング高岡１階
リトルウイング

大空へ飛べメンバー

ウイング・ウイング高岡１階

ハーモニカアンサンブル

リトルウイング

「四番街のマリー」

中止

ハーモニカアンサンブル

The Vivid Beaters

73

打楽器アンサンブルコンサート

8 月 29 日(日)15 時～

ウイング・ウイング高岡１階

打楽器アンサンブルグループ

リトルウイング

The Vivid Beaters

御旅屋セリオ 5 階マルチスペース

彩ら

ウイング・ウイング高岡１階

島田純子フラメンコ教室

リトルウイング

ALEGRIA

中止

The Vivid Beast2021

74

75

仲秋の候
沖縄 pops お届けします
情熱の Flamenco Live

9 月 5 日(日)15 時～
〈変更〉10 月３(日)
13 時半～
9 月 19 日(日)14 時～
～島田純子フラメンコ教室 ALEGRIA～
どこまでやれるの？
76

手で奏でるおかりなで？

10 月 2 日(土)11 時～

日本の名歌 世界の名歌
77

秋風に憩う

10 月 2 日(土)13 時半～

78

brosB 定期公演

10 月 2 日(土)16 時～

79

あなたを３分で幸せに！！

10 月 3 日(日)11 時～

80

Aloha の風をたかまちに

10 月 3 日(日)16 時～

81

82

83

薩摩琵琶の弾き語り
～歴史を弾き語る琵琶の響き～
大正琴の音色を楽しむ
オータムコンサート～琴城流大正琴～

POWER 全開！！ダンス・ダンス・ダンス

アコースティック演奏

10 月 31 日(日)14 時～

11 月 7 日(日)14 時～

11 月 21 日（日）14 時～

ウイング・ウイング高岡１階
リトルウイング
ウイング・ウイング高岡１階
リトルウイング

ハンドオカリナ富山

ハンドフルート演奏

女声合唱団こすもす

中止

ウイング・ウイング高岡１階

MiiMelo（竹内めい、松浦心優）、

リトルウイング

荒川瑠南 ほか

ウイング・ウイング高岡１階
リトルウイング

おらっちゃ人生桜歌隊
ウイング・ウイング高岡１階

H★POWER プロダクション富山ブ

リトルウイング

ランチ

ウイング・ウイング高岡１階
リトルウイング

御旅屋セリオ 5 階マルチスペース

ウイング・ウイング高岡１階
リトルウイング

中止

錦心流薩摩琵琶全国一水会

歌とダンス

チンドン

フラダンス

琵琶の弾き語り

琴城流大正琴アンサンブル風雅

大正琴演奏

ダンシング・ハーツ・サウザンズ

ダンス

呉羽狂詩曲～音のハーモニー～
84
〈変更〉楽屋姫コンサート

ウイング・ウイング高岡１階
11 月 23 日(火・祝)15 時～

85

Marimba&piano beforeX'mas

12 月 5 日(日)14 時～

86

日本列島北から南へ歌の旅

12 月 18 日(土)14 時～

ジミータカギター教室
87

88

89

90

91

“大人のクリスマスコンサート”
新春初笑い！
アレマーだら～ずお笑いショー

リトルウイング
ウイング・ウイング高岡１階
リトルウイング
ウイング・ウイング高岡１階
リトルウイング

呉羽狂詩曲

〈変更〉楽屋姫

YOUTA(ユータ)、えつこ

琴伝流大正琴 Music Box K＆H

御旅屋セリオ 5 階
12 月 19 日(日)14 時～

2022 年 1 月 9 日(日)14 時～

マルチスペース
御旅屋セリオ 5 階
マルチスペース

アレマー玉井、だら～ず山下
ウイング・ウイング高岡１階

12 時～

リトルウイング

大人のアコースティック・ブルース＆バ

2022 年 1 月 30 日(日)

ウイング・ウイング高岡１階

ラード

15 時～

リトルウイング

ON THE ROAD 2022

2022 年 2 月 12 日(土)

ウイング・ウイング高岡１階

ONE AND ONLY

14 時～

リトルウイング

2022 年 2 月 13 日(日)

ウイング・ウイング高岡１階

とやまクラリネット友の会♡

14 時～

リトルウイング

toiro

2022 年 2 月 27 日(日)

ウイング・ウイング高岡１階

14 時～

リトルウイング

92

toiro まちなか 演遊会

93

懐かしのフォークソング

94

あいみょん＆ユーミン世代超えライブ

95

E Komo Mai!

2022 年 3 月 13 日(日)
14 時～

御旅屋セリオ 5 階マルチスペース

マリンバ・ピアノ演奏

大正琴演奏

アコースティックギター
ジミータカギター教室

2022 年 1 月 30 日(日)
テンポの良い洋楽を！

フォークソング

Life in a Mafia Family

SOFT CREAM

演奏と歌
マジック＆漫談ショー

洋楽カバー演奏
ちょっと渋めのアコース
ティック・ロック演奏

ONE AND ONLY

O-Z 倶楽部

フルモモ＋MASUMI
form 遊民唱歌隊

2022 年 3 月 20 日(日)

ウイング・ウイング高岡１階

Na Hui o Kaleialoha

14 時～

リトルウイング

(ナ・フイ・オ・カレイアロハ)

ギター、ブルースハー
プ、パーカッション演奏
クラリネットアンサンブ
ル演奏
フォークソング演奏

あいみょん＆ユーミンの
カバー演奏

フラダンス

〈スペシャルコンサート〉
公

演

名

開催日時

出 演

者

Part１「真冬の grava コンサート」

令和４年１月 22 日(土)16 時～

grava、B.Gt 小泉こうのすけ、Dr.ヤチシンヤ

Part２「しらたまなコンサート」

令和４年１月 29 日(土)16 時～

しらたまな、松浦有里ピアノトリオ

会場
高岡市生涯学習センターホール
（ウイング・ウイング４階）

高岡市生涯学習センターホール
（ウイング・ウイング４階）

〈ユニークベニューキャラバンコンサート
公
琵琶語り

演

名

オン福岡町〉

開催日時
令和４年３月 12 日(土)14 時～

出 演
錦心流琵琶

嶺

瑛水

者

会場
イセ食品株式会社富山事業所

