
富山県内のイベント・花火大会・お祭り 

 
開 催 日 イ ベ ン ト 開 催 場 所 問 合 せ 

４月下旬～１０月末 岩魚の手づかみにチャレンジ 南砺市利賀国際キャンプ場 0763-68-2556 

５月１日（木）～７月３１日（木） 蜃気楼写真展 魚津市魚津埋没林博物館 0765-22-1049 

６月２８日（日）～８月３１日（日） カブトムシ＆クワガタ展 立山町立山自然ふれあい館 076-462-8555 

７月１２日（土）～８月１７日（日） 夏休み体験教室 立山町立山自然ふれあい館 076-462-8555 

７月１８日（金）～９月７日（日） 夏の特別展「イエー！ みんなの家展（仮称） 魚津市魚津水族館 0765-24-4100 

７月２１日（月・祝）～２９日（火） 太子伝会 南砺市井波別院瑞泉寺 0763-82-0004 

７月２２日（火）～２８日（月） 虫干法会 南砺市城端別院善徳寺 0763-62-0026 

７月２４日（木）～２７日（日） 福光ねつおくり七夕まつり 南砺市福光市街地一円 0763-52-2038 

７月２５日（金）20:00～ 福光ねつおくり七夕まつり なんとめでた花火 南砺市福光 小矢部川さくら橋付近 0763-52-2038 

７月２５日（金）～９月２８日（日） 企画展「（仮）魚津の無形民俗文化財展」 魚津市魚津歴史民俗博物館 0765-23-1045 

７月２６日（土） じょうはな座定期公演 曳山祭「庵唄」とむぎや踊り鑑賞 南砺市城端伝統芸能会館 じょうはな座 0763-62-5050 

７月２６日（土） 越中おわら風の盆ステージ 富山市八尾曳山展示館 076-454-5138 

７月２６日（土） 立山まつり 立山町舟橋商工会駐車場他 076-463-1221 

７月２６日（土）～２７日（日） えびす祭り 黒部市大町海岸一帯 0765-57-1011 

７月２６日（土）～８月３１日（日） 特別企画展 立山禅定名所案内 立山町富山県「立山博物館」展示館 076-481-1216 

７月２７日（日） 魚津の朝市 魚津市海の駅「蜃気楼」 0765-22-1200 

７月２７日（日） くろべ生地浜海上 花火大会 黒部市大町海岸一帯 0765-57-1011 

７月２７日（日） 黒部川水のコンサート＆フェスティバル 黒部市黒部川公園 0765-52-0238 

７月２７日（日） 第５０回 富山新港新湊まつり＆花火大会 射水市海王丸パーク 0766-82-1958 

７月３１日（木） ニブ流し 黒部市中陣地区 0765-58-1021 

７月３１日（木） ネブタ流し 滑川市和田の浜海岸（市内中川原地内） 076-475-2111 

８月１日（金） 第６８回 北日本新聞納涼花火 富山会場 富山市神通川有沢橋下流（安野町） 076-445-3326 

８月１日（金）～３日（日） 第５４回 富山まつり 富山市 城址公園、城跡大通り＆その周辺 076-443-2072 

８月１日（金）～２日（土） じゃんとこい魚津まつり（たてもん祭り） 魚津市 諏訪神社   

８月１日（金）～３日（日） じゃんとこい魚津まつり 魚津市   

８月１日（金）～７日（木） 高岡七夕まつり 高岡市末広町   

８月２日（土）19:40～20:20（予定） 第４５回 じゃんとこい魚津まつり（海上花火大会） 魚津市 魚津港沖（新魚津） 0765-22-2244 

８月３日（日） じゃんとこい魚津まつり（せり込み蝶六街ながし） 魚津市中央通り、双葉町付近   

８月３日（日）14:00～22:00 小杉みこし祭り２０１４ 射水市 射水市役所小杉庁舎 0766-82-1958 

８月４日（月）19:45～20:30 第６３回 北日本新聞納涼花火 高岡会場 高岡市 庄川高岡大橋上流周辺 0180-99-3210 



８月９日（土） じょうはな座定期公演 曳山祭「庵唄」とむぎや踊り鑑賞 南砺市城端伝統芸能会館 じょうはな座 0763-62-5050 

８月９日（土） 越中おわら風の盆ステージ 富山市八尾曳山展示館 076-454-5138 

８月９日（土）20:00 頃 第２１回 クロスランド盆踊り＆花火大会 小矢部市 クロスランドおやべ交流広場 0766-68-0932 

８月１０日（日） 魚津の朝市 魚津市海の駅「蜃気楼」 0765-22-1200 

８月１３日（水）～１７日（日）10:00～18:00 わくわく鉄道博２０１４ IN とやま（来春北陸新幹線開業） 富山市 テクノホール（有料） 076-492-7106 

８月１６日（土）13:00～21:00 環水公園 夏まつり２０１４ 富山市 富山駅北地区環水公園 076-444-4116 

８月２３日（土）19：30～20：30 第２１回 大沢野花火大会 富山市 旧猿倉山スキー場 076-467-1963 

８月２３日（土） じょうはな座定期公演 曳山祭「庵唄」とむぎや踊り鑑賞 南砺市城端伝統芸能会館 じょうはな座 0763-62-5050 

８月２３日（土） 越中おわら風の盆ステージ 富山市八尾曳山展示館 076-454-5138 

８月２３日（土）17：00～ 安田城月見の宴 富山市 安田城跡 076-469-2495 

８月２４日（日） 魚津の朝市 魚津市海の駅「蜃気楼」 0765-22-1200 

 
 
 

富山県内の遊園地・動物園・テーマパーク 

 
ミラージュランド 魚津水族館隣接レジャーランド 魚津市三ケ 1390 0765-24-6999 http://www.nice-tv.jp/~mirage/ 

魚津水族館 海中トンネルのある富山湾大水槽 魚津市三ヶ 1390 0765-24-4100 http://www.city.uozu.toyama.jp/suizoku/ 

富山市ファミリーパーク 動物園・遊園地 富山市古沢 254 076-434-1234 http://www.toyama-familypark.jp/ 

富山県中央植物園 熱帯雨林植物室、ラン温室、熱帯果樹室、などもある 富山市婦中町上轡田 42 076-466-4187 http://www.bgtym.org/ 

富山県こどもみらい館 子どものための文化創造拠点 
射水市黒河県民公園 

太閤山ランド内 
0766-56-9000 http://www.pref.toyama.jp/branches/12011/12011.htm 

県民公園太閤山ランド スポーツやレクリエーション活動 射水市黒河 4774-6 0766-56-6116 http://www.toyamap.or.jp/taikou-land/ 

高岡古城公園動物園 モルモット、ウサギと遊べるふれあい広場 高岡市古城 1-6 0766-20-1565 http://www.takaoka-bunka.com/ 

氷見市海浜植物園 全国の海浜植物を植栽 氷見市柳田 3583 0766-91-0100 http://www1.cnh.ne.jp/kaihin/ 

南砺市園芸植物園 

フローラルパーク 
菊およびキク科植物を中心とした植物園 南砺市柴田屋 128 0763-22-8711 http://floralpark.city.nanto.toyama.jp 

 

  



富山県の美術館・博物館・科学館 

 
朝日町立ふるさと美術館 朝日町不動堂 6 0765-82-0094 休館：火曜日   

百河豚美術館 朝日町不動堂 6 0765-83-0100 休館：月曜（祝日の場合は翌平日） http://www.geocities.jp/ippukumuseum_of_art/ 

黒部市美術館 黒部市堀切 1035 0765-52-5011 休館：月曜   

セレネ美術館 黒部市宇奈月温泉 6-3 0765-62-2000 休館：4 月～10 月無休  http://www.unazuki.org/selene/ 

黒部市吉田科学館 黒部市吉田 574-1 0765-57-0610 休館：月曜（祝日の場合は翌平日） http://www.kysm.or.jp/ 

黒部市歴史民俗資料館 黒部市宇奈月町下立 68 0765-65-1010 休館：月曜（祝日の場合は水曜日） http://www.city.kurobe.toyama.jp/contents/yuugakukan/ 

下山芸術の森 発電所美術館 入善町下山 364-1 0765-78-0621 休館：月曜（祝日の場合は翌平日） http://www.town.nyuzen.toyama.jp/nizayama 

魚津埋没林博物館 魚津市釈迦堂 814 0765-22-1049 休館：12 月 29 日～1 月 1 日 http://www.city.uozu.toyama.jp/nekkolnd/ 

立山カルデラ砂防博物館 立山町芦峅寺字ブナ坂 68 076-481-1160 夏休み期間中は無休  http://www.tatecal.or.jp/ 

富山県「立山博物館」 立山町芦峅寺 93-1 076-481-1216 休館：月曜（祝日の場合は翌日） http://www.pref.toyama.jp/branches/3043/home.html 

ほたるいかミュージアム 滑川市中川原 410 076-476-9300 休館：火曜 http://www.hotaruikamuseum.com/ 

富山市佐藤記念美術館 富山市本丸 1-33 076-432-9031 休館：展示替え期間 http://www.city.toyama.toyama.jp/etc/muse/ 

富山県水墨美術館 富山市五福 777 076-431-3719 休館：月曜（祝休日を除く） http://www.pref.toyama.jp/branches/3044/3044.htm 

富山県立近代美術館 富山市西中野町 1-16-12 076-421-7111 休館：月曜（祝日の場合は翌平日） http://www.pref.toyama.jp/branches/3042/3042.htm 

富山市郷土博物館（富山城） 富山市本丸 1-62 076-432-7911 休館：展示替え期間 http://www.city.toyama.toyama.jp/etc/muse/ 

富山市天文台 富山市三熊 49-4 076-434-9098 臨時休館日あり http://www.tsm.toyama.toyama.jp/tao/index-j.htm 

富山市科学博物館 富山市西中野町 1-8-31 076-491-2123 臨時休館日あり http://www.tsm.toyama.toyama.jp/ 

広貫堂資料館 富山市梅沢町 2-9-1 076-424-2310   http://www.koukandou.co.jp/ 

射水市新湊博物館 射水市鏡宮 299 0766-83-0800 休館：火曜 http://www.city.imizu.toyama.jp/museum/ 

高岡市美術館 高岡市中川 1-1-30 0766-20-1177 休館：月曜（祝日の場合は翌平日） http://www.e-tam.info/ 

高岡市立博物館 高岡市古城 1-5 0766-20-1572 休館：月曜（祝日の場合は翌平日） http://www.e-tmm.info/ 

ミュゼふくおかカメラ館 高岡市福岡町福岡新 559 0766-64-055 休館：月曜（祝日の場合は翌平日） http://www.camerakan.com/ 

高岡市万葉歴史館 高岡市伏木一宮 1-11-11 0766-44-5511 休館：火曜 http://www.manreki.com 

高岡市鋳物資料館 高岡市金屋町 1-5 0766-28-6088 休館：火曜 

氷見市立博物館 氷見市本町 4-9 0766-74-8231 休館：月曜 http://www.city.himi.toyama.jp/~60510/ 

ひみ獅子舞ミュージアム 氷見市泉 760 0766-72-2454 休館：月曜（祝日の場合は翌平日） http://www.city.himi.toyama.jp/~35200/shishimai/shishimaitop.htm 

砺波市美術館 砺波市高道 145-1 0763-32-1001 無休 http://www.city.tonami.toyama.jp/shisetsu/bijyutu/bijyutsu.html 

チューリップ四季彩館 砺波市中村 100-1 0763-33-7716 休館：展示替え期間 http://www.tulipfair.or.jp/ 

南砺市立福光美術館 南砺市法林寺 2010 0763-52-7576 休館：火曜 http://nanto-museum.com/ 

井波彫刻総合会館 南砺市北川 733 0763-82-5158 休館：第 2・第 4 水曜 http://inamichoukoku.com/kaikan/index.html 

城端曳山会館 南砺市城端 579-3 0763-62-2165 無休   

 


