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開催場所：センター西側三角コーナー（屋内）
開 催 日：両終日
開催場所：センター西側三角コーナー（屋内）
開 催 日：両終日

※写真はイメージです

ぬくもり遊具コーナーぬくもり遊具コーナー
「とやまの木」を使った
木製遊具で遊んじゃおう～♪ 当日は駐車場が大変混雑するため右記のとおり一方通行の規制

が実施されます。スタッフの指示に従ってご通行ください。 
※できるだけ公共交通機関をご利用ください。
※お車でお越しの際はなるべく乗り合わせて
　お越しください。
※会場周辺の路上駐車・
　違法駐車はおやめください。

フェステ
ィバルパフォーミン

グアーツ
・
2019

会　場

富山市民芸術創造センター
（富山市呉羽町２２４７－３）
TEL 076-434-4100

2019年
11月9日・10日土 日

入場無料
両日 10:00～18:00

１１月９日（土）・１１月１０日（日）
全日規制

トヤマ・

クリエイティブZOO
～アートな動物の
　　森をつくろう～

10:00～10:30（30分）
　オラ・ナニ・アロハ フラサークル
　(フラダンス)

10:00～10:30（30分）
　あいの風ステップ21(創作ダンス）

10:40～11:10（30分）
　ケオラロア オ カレファ プアケア
　(フラダンス)

11:30～12:00（30分）
　VITAギタークラブ
　(クラシックギター演奏)

14:30～14:50（20分）
　演劇ユニット　エスセナ・セニョリータ
　(演劇)

15:30～15:50（20分）
　Quintet Forties
　(木管5重奏)

16:20～16:35（15分）
　亀と玉子のFire Dance(器楽演奏)

17:00～17:15（15分）
　婦中吹奏楽団Fis(吹奏楽)

10:00～10:30（30分）
　合唱団そらまめ(合唱)

10:45～11:10（25分）
　フルートアンサンブル　カメラート
　(フルート5重奏)

11:30～12:00（30分）
　富山県声楽家協会(声楽)

15:45～16:30（45分）
　　　　　　～特別イベント～
　桐明アカデミー木管五重奏団

16:45～17:15（30分）
　T-Grace Choir(ゴスペル)

17:35～18:00（25分）
　ぶれぇめんの音楽隊(管打6重奏)

13:00～13:25（25分）
　速星☆Friday’s　金管五重奏
　(金管五重奏)

13:45～14:10（25分）
　SOSEIジュニアアンサンブル
　(ヴァイオリン)

14:30～14:55（25分）
　合唱団「あるも」(合唱)

12:25～12:40（15分）
　富山大学吹奏楽団(吹奏楽)

15:20～15:50（30分）
　エスポワール　ギターアンサンブル
  （クラシックギター）

16:05～16:25（20分）
　カフワミルク（POPS）

16:40～17:05（25分）
　のとじまバンド
　（斉藤和義、ハイロウズ コピー）

17:20～18:00（40分）
　PS’60Band Power Edition
　(JAZZ)

13:30～14:00（30分）
　富山古楽協会
　(古楽器によるアンサンブル)

14:30～15:00（30分）
　カメラータ21
　(声楽とチェンバロアンサンブル)

10:00～10:20（20分）
　Brücke(ポップ・ミュージック)

11:30～12:00（30分）
　VITAウクレレクラブ(ウクレレ)

10:25～10:45（20分）謡今会(謡曲（素謡）)

11:05～11:30（25分）
　合唱集団Arcus(合唱）

14:00～14:20（20分）
　富山スマイル児童合唱団(合唱)

15:00～15:30（30分）
　ナンクルエイサー団(琉球太鼓)

15:50～16:20（30分）
　富山Jazzコーラス
　(合唱、ジャズコーラス)

16:35～17:05（30分）
　H.O.P(ゴスペル)

17:15～17:45（30分）
　Granz Trombone Quartet
　(トロンボーン4（5）重奏)

12:00～12:20（20分）
　和太鼓 龍花 ～RYU-KA～
　(和太鼓)

12:45～13:15（30分）
　リトルグース(オカリナ ギター)

10:45～11:15（30分）
　シン・ササヤマ・トリオ(ジャズ演奏)

10:40～11:05（25分）
　ナレイ プアラニ フラ サークル
　(フラダンス)

11:20～11:50（30分）
　EHスタジオ マハロ ホオパエ
　(フラダンス)

12:00～12:30（30分）
　フラ ハーラウ オ モーハラプア
　(フラダンス)

10:00～10:30（30分）
　ぽんぽんアンサンブルソサエティー
　(吹奏楽)

10:50～11:20（30分）
　琴伝流大正琴宇宙琴2000
（久音会・ひまわり会）(大正琴)

11:35～11:55（20分）
　富山ホルニステン(ホルンアンサンブル)

12:10～12:25（15分）
　富山大学合唱団(合唱)

12:40～13:05（25分）
　富大ギター研(クラシックギター)

13:20～13:50（30分）
　フルートアンサンブル ēmu
　(fluteアンサンブル)

14:00～14:25（25分）
　合唱団はるか(合唱)

14:35～15:05（30分）
　Sfida wind ensemble
　(管楽六重奏)

14:45～15:15（30分）
　琉球舞踊(琉球舞踊)

15:30～16:00（30分）
　ラブバンド(器楽演奏)

16:15～16:45（30分）
　ウクレレ101プロジェクト
　(ウクレレ演奏)

17:00～17:20（20分）
　桜舟剣遊会(殺陣)

15:20～15:50（30分）
　The Vivid Beaters
　(打楽器アンサンブル)

16:05～16:35（30分）
　富山サクソフォーン倶楽部
　(サクソフォーン アンサンブル)

16:50～17:10（20分）
　呉羽ウインドフィルハーモニカー
　(吹奏楽)

17:30～18:00（30分）
　Striking Originality Band(吹奏楽)

10:00～10:30（30分）
　Honey bunnys
　(ロック)

10:45～11:15（30分）
　T.Yウクレレクラブ(ウクレレ)

11:30～12:00（30分）
　Shangri-La with ClubBand
　(Doo-Wop)

12:15～12:40（25分）
　Meringue Acoustic Ensemble
 (ウクレレ・ギター・カホン・キーボード)

13:00～13:30（30分）
　ハワイアンバンド パーム ブリーズ
　(ハワイアン音楽とフラ)

10:00～10:30（30分）
　ほるんず(ホルンアンサンブル)

10:40～11:10（30分）
　かとうさっくす♪
　(サックスアンサンブル)

11:30～11:45（15分）
　シャッフル・フレンズ(タップダンス)

12:00～12:30（30分）
　Ocarina Duo Claire
　(オカリナ演奏)

12:45～13:30（45分）
　越中八尾おわら道場
　(おわら演舞)

14:00～14:30（30分）
　Tak（Rock’Hero’z）
　(弾き語り)

15:00～15:15（15分）
　シニアからはじめるワールド
　パーカッション講座受講生の発表
　(ジャンべ・カホン)

16:00～16:30（30分）
　VOX OF JOY Choir
　(ゴスペル)

16:45～17:15（30分）
　歩歩の会(中国楽器二胡)

14:00～14:30（30分）
　City BB(ジャズ・ポップス)

14:50～15:15（25分）
　Bond Voices Choir(ゴスペル)

15:45～16:15（30分）
　アンサンブル30(古楽器アンサンブル)

16:40～17:05（25分）
　aGAIN(ロック)

17:30～18:00（30分）
　STOMEY(スカ)

15:30～開場15:30～開場

12:45～開場12:45～開場
13:15～13:45（30分）
　　　　　　～特別イベント～ 　
   キッズのためのマリンバコンサート
　マリンバ・フォレスト

13:30～14:00（30分）
　　　　　　～特別イベント～ 　
   キッズのためのマリンバコンサート
　マリンバ・フォレスト

13:00～開場13:00～開場


