
●開催日時が未定のイベント
７月 じょうはな名画座「作品未定」 南砺市城端伝統芸能会館 未定

８月 24時間ライヴ 黒部市国際文化センター 未定

９月
劇団☆新感線　新感線RX
『薔薇とサムライ2～海賊女王の帰還』 オーバード・ホール 未定

じょうはな名画座「作品未定」 南砺市城端伝統芸能会館 未定

イ　　ベ　　ン　　ト 会　　　場 開演時間
3 土 朗読音楽劇「女と男の思い違い・行き違い・すれ違い」 黒部市国際文化センター 未定

4 日 親子で聴く小学生のためのホール de 音楽の時間
「とってもエンタメ　和楽器ライブ」 富山県教育文化会館 未定

10 土 開館30周年記念事業
庄川落語会「春風亭小朝」独演会 庄川生涯学習センター 14：00

11 日
立川談春独演会 新川文化ホール 14：00
大門寄席 射水市大門総合会館 未定

14 水 宝塚公演 オーバード・ホール 未定
15 木 劇場が結ぶ本と音楽の世界 Vol.2 オーバード・ホール 未定

17 土
桐朋アカデミーオーケストラ特別演奏会 オーバード・ホール 14：00
小林愛実ピアノリサイタル 入善コスモホール 未定
富山県民芸術文化祭 砺波市文化会館 未定

18 日
第35回記念　能楽鑑賞大会   富山県高岡文化ホール 10：00
第14回射水市合唱祭 アイザック小杉文化ホール 未定
富山県民芸術文化祭 砺波市文化会館 未定

19 月 富山県民芸術文化祭 砺波市文化会館 未定
21 水 音楽入門講座 Vol.3 富山市民プラザ 未定

23 金
宝くじ文化公演
吉田兄弟×レ・フレール スペシャルコラボコンサート クロスランドおやべ 16：00

婦中音楽祭 富山市婦中ふれあい館 未定

24 土 宝くじ文化公演
吉田兄弟×レ・フレール スペシャルコラボコンサート アイザック小杉文化ホール 17:00

25 日 セレネ月いちライブ「K.Honda.Quartet」 黒部市芸術創造センターセレネ 15：00

イ　　ベ　　ン　　ト 会　　　場 開演時間
2 土 海援隊トーク＆ライブ2022 滑川市民会館大ホール 15：00
3 日 北日本民謡舞踊砺波大会 砺波市文化会館 未定

9 土
Selene Special Live －林正樹×藤本一馬×福盛進也－ 黒部市芸術創造センターセレネ 16：30
森山開次　新版・NINJA オーバード・ホール 未定

10 日
松竹歌舞伎舞踊公演 富山県民会館 13：30
H ZETTRIO Kazemachizuki Tour 2022
－レソラピック－ 南砺市井波総合文化センター 17：00

13 水 舞台芸術・芸能-発見ライブ in ORBIS vol.150
言葉と音楽の出会いっておもしろい! 富山県民小劇場（オルビス） 18：45

18 月 コラーレ映画の森 黒部市国際文化センター 14：00

20 水
小学校団体鑑賞 北アルプス文化センター 10：00、13：00
音楽入門講座 Vol.1 富山市民プラザ 未定

24 日 松田華音＆牛田智大デュオリサイタル 入善コスモホール 15：00
28 木 佐藤晴真　チェロ・リサイタル 富山県高岡文化ホール 19：00
29 金 入善名水寄席　柳家三三・春風亭一之輔二人会 入善コスモホール 18：30

30 土
ALL THAT JAZZ ジャズライブ アイザック小杉文化ホール 16：00
セレネ月いちライブ「7meets」 黒部市芸術創造センターセレネ 15：00

31 日 新川コーラスフェスティバル2022 新川文化ホール 13：30

イ　　ベ　　ン　　ト 会　　　場 開演時間
6 土 庄川名画祭「ペット」 庄川生涯学習センター 10：00

7 日
夏休み子ども映写会「ピーターラビット２」 滑川西地区コミュニティホール 10：00、14：00
福井直秋武蔵野音楽大学初代学長生誕145年記念演奏会 北アルプス文化センター 14：00

9 火
黒藤院　舞踏公演 黒部市国際文化センター 19：00
NHK全国学校音楽コンクール 富山県コンクール 砺波市文化会館 未定

10 水
ジョイフルキッズコンサート Vol.84 富山市民プラザ 11：50
NHK全国学校音楽コンクール 富山県コンクール 砺波市文化会館 未定

11 木 M＆Oplaysプロデュース『鎌塚氏、羽を伸ばす』 富山県民会館 14：00
14 日 学びの森音楽祭2022 新川文化ホール 未定

17 水 二人芝居　泉ピン子の「すぐ死ぬんだから」 オーバードホール
舞台上特設シアター 未定

18 木 二人芝居　泉ピン子の「すぐ死ぬんだから」 オーバードホール
舞台上特設シアター 未定

20 土
座☆お気軽寄席　その弐 南砺市城端伝統芸能会館 14：00
ネットワーク公演事業
ホールシネマ・イン・富山2022（上映作品2本予定） 砺波市文化会館 未定

21 日 座☆お気軽寄席　その弐 出町子供歌舞伎曳山会館 14：00
24 水 音楽入門講座 Vol.2 富山市民プラザ 未定

26 金 SCOTサマー・シーズン2022
（利賀フェスティバル40周年記念） （～9月11日㈰） 富山県利賀芸術公園 未定

27 土
セレネ月いちライブ「大楠安紀ピアノトリオ」 黒部市芸術創造センターセレネ 15：00
メモリアシアター倶楽部「ボス・ベイビーファミリー・ミッション」 南砺市井波総合文化センター 10：00

イ　　ベ　　ン　　ト 会　　　場 開演時間
3 日 スターダスト☆レビュー40周年ライブツアー 新川文化ホール 17：00

16 土
ラ・カージュ・オ・フォ－ル オーバード・ホール 12：00、17：00
伊沢拓司講演会 「楽しい」から始まる学び 南砺市井波総合文化センター 14：00

17 日

ラ・カージュ・オ・フォ－ル オーバード・ホール 12：00
友井昌美カラオケ教室　ザ・ヒットパレード 黒部市国際文化センター 13：00
クロスランド芸術祭2022　音楽部門 クロスランドおやべ 14：00
ミュージックランチスペシャルコンサート
中 一乃　近藤 美穂子　SPRING DUO CONCERT 新川文化ホール 14：00

京都清水寺 森清範貫主　市民文化講演会　 滑川市民会館大ホール 15：30

22 金 なぞときたからさがしパーク in 2022
となみチューリップフェア （～5月5日）

砺波市文化会館～
チューリップフェア会場内 9：00～16：00

24 日
北日本民謡舞踊入善大会 入善コスモホール 12：00
セレネ月いちライブ「iBop」 黒部市芸術創造センターセレネ 15：00

28 木 もつれる水滴 オーバード・ホール
舞台上特設シアター 19：00

29 金 もつれる水滴 オーバード・ホール
舞台上特設シアター 14：00

30 土 もつれる水滴 オーバード・ホール
舞台上特設シアター 14：00

イ　　ベ　　ン　　ト 会　　　場 開演時間

4 水

大阪桐蔭高等学校吹奏楽部特別演奏会 北アルプス文化センター 13：30
Field Holler Jazz Orchestra presents
Spring Swing Party 2022 クロスランドおやべ 14：00

5 木 とやま美歌コンクール　受賞者コンサート 新川文化ホール 14：00
7 土 奥井紫麻・中瀬智哉ピアノリサイタル 入善コスモホール 14：00

8 日
小矢部市内中学校吹奏楽部合同演奏会 クロスランドおやべ 14：00
コラーレ・キーボードオーケストラ コンサート 黒部市国際文化センター 14：00

13 金 立川志らく独演会 富山県高岡文化ホール 18：30

14 土 ミュージカルカンパニーWOZ 20th記念公演
「SHOWCASE 2021＋ONE」 新川文化ホール 18：30

15 日
タカブン・ミュージックステージ 富山県高岡文化ホール 10：00
ミュージカルカンパニーWOZ 20th記念公演
「SHOWCASE 2021＋ONE」 新川文化ホール 14：00

21 土
森高千里「この街」TOUR2020-22 新川文化ホール 16：30
ゴスペラーズ坂ツアー2022“まだまだいくよ” 砺波市文化会館 17：00

22 日 コラーレ映画の森 黒部市国際文化センター 14：00
23 月 アリス＝紗良・オット　Echoes Of Life 富山県高岡文化ホール 19：00
29 日 セレネ月いちライブ「B.K.Hat.Project」 黒部市芸術創造センターセレネ 15：00
30 月 じょうはな名画座「大コメ騒動」 南砺市城端伝統芸能会館 10：00、14：00

イ　　ベ　　ン　　ト 会　　　場 開演時間

5 日 ミュージックランチスペシャルコンサート
ミュージック・パークへ行こう! in うおづ 新川文化ホール 14：00

10 金 舞台芸術・芸能-発見ライブ in ORBIS vol.149
アイランド・ジャズっておもしろい! 富山県民小劇場（オルビス） 18：45

11 土 マルティン・ガルシア・ガルシア　ピアノ・リサイタル 富山県民会館 14：00

12 日
カンターレ　6thコンサート 黒部市国際文化センター 14：30
かづみ野音楽祭2022 新川文化ホール 10：00

15 水
東京スカパラダイスオーケストラ TOUR 2022
「BEST OF LUCK」 高周波文化ホール 18：30

小学生舞台芸術鑑賞会 新川文化ホール 13：30
16 木 劇場が結ぶ本と音楽の世界 Vol.1 オーバード・ホール 未定
17 金 ジョイフルコンサート Vol.83 富山市民プラザ 11：50
18 土 Sound of Selene －安藤裕子・Kan Sano－ 黒部市芸術創造センターセレネ 16：00

19 日
第40回滑川市吹奏楽祭　光のコンサート 滑川市民会館大ホール 13：00
川久保賜紀＆上原彩子 富山県高岡文化ホール 14：00

23 木 スキマスイッチ TOUR2022“café au lait” 砺波市文化会館 19：00

25 土
ミュージカル　四月は君の嘘 オーバード・ホール 12：00、17：00
座☆お気軽寄席　その壱 南砺市城端伝統芸能会館 14：00

26 日

ミュージカル　四月は君の嘘 オーバード・ホール 12：00
座☆お気軽寄席　その壱 出町子供歌舞伎曳山会館 14：00
コラーレ映画の森 黒部市国際文化センター 14：00
ミュージックランチスペシャルコンサート
楽屋姫コンサート「君の街まで」 新川文化ホール 14：00

出前公演事業　お気軽出前寄席 北部苑 10：00
セレネ月いちライブ「Jazz Pal Sweet」 黒部市芸術創造センターセレネ 15：00

27 月 出前公演事業　お気軽出前寄席 万葉の杜 10：00
28 火 中学校団体鑑賞 北アルプス文化センター 14：00

富山県内の公立文化施設が実施する主催・共催イベントを中心に掲載しています。
※主催者の都合により、開催日、開演時間が変更される場合がありますので、詳しくは、
お手数ですが開催会場にご確認ください。


