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平成27年度県民カレッジ連携講座（県・市町村・大学などの講座と連携）
●連携講座を修了し、希望された方には県民カレッジ単位を認定します。
●講座の詳細については、県民カレッジホームページ（http：//www4.tkc.pref.toyama.jp/toyama/）画面左の青色「連携講
座」ボタンをクリックして「とやま学遊ネット」の連携講座情報をご覧になるか、主催者に直接お問い合わせください。

連携講座は、主催者からの
申請により、順次増えます
ので、ホームページでご確
認ください。

「マイページ会員」に登録をすれば、県民カレッジ連携講座への「ネット申込」が
できるようになります。講座申込を電子メールで連携講座申込先へ転送します。

このボタン
をクリック！

このボタン
をクリック！

県民カレッジ
ホームページ
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県民カレッジ連携講座の紹介

講座番号 連携講座名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

NF 
4118

滑川市福寿大学（高齢者学級）
（30単位）

対象：60歳以上　150名
場所：滑川市東地区公民館他
野外実習・実技等は実費徴収

4/10（金）～H28、3/25（金）
（20回）
申込期間：3/2（月）～　※随時受付

滑川市中央公民館
ＴＥＬ：076-475-5492
ＦＡＸ：076-475-4911 

NF 
4163

ガーデニング講座
　花の庭づくりの科学　初級

（10単位）

対象：一般　定員15名
受講料：12,500円、資料代500円、
土づくり材料代1,000円

5/22（金）～7/2（木）
（4回）
申込期間4/5（日）～5/15（金）

専門学校職藝学院
TEL：076-483-8228
FAX：076-483-8222

NF 
4164

ガーデニング講座
　花の庭づくりの科学　中級

（10単位）

対象：一般　定員10名
受講料：12,500円、資料代500円

9/3（木）～10/15（木）
（4回）
申込期間6/20（土）～8/28（金）

NF 
4165

庭しごと教室
剪定講座　初級編Ａ（生垣と広葉樹）

（5単位）

対象：一般　定員10名
受講料：5,000円（保険料等含）

9/26（土）
申込期間4/1（水）～9/11（金）

NF 
4166

庭しごと教室
　剪定講座　初級編Ｂ（針葉樹）

（5単位）

対象：一般　定員10名
受講料：5,000円（保険料等含）

10/24（土）
申込期間4/1（水）～10/9（金）

NF 
4167

庭しごと教室
　雪囲講座　初級編

（5単位）

対象：一般　定員10名
受講料：6,500円（保険料等含）

11/13（金）、11/4（土）
申込期間4/1（水）～10/30（金）

NF 
4168

住まいづくり教室
　とやま建築探訪

（5単位）

対象：一般　定員20名
受講料：3,500円

7/11（土）、9/19（土）
申込期間4/1（水）～6/30（火）

NF 
4210

県民考古学講座
（10単位）

考古学の入門編から近年の発掘調査成果まで
を解説する講座
対象：一般　定員60名
受講料：無料

5月～H28,3月（9回）
申込期間4/11～4/30

富山県埋蔵文化財センター
TEL：076-434-2814
FAX：076-434-2859

NF 
4211

平成27年度富山県公文書館歴史講座
－富山県のあゆみを学ぶ－
（5単位）

対象：一般　定員100名
受講料：無料

5/8～7/2（5回）
申込期間4/1～4/6

富山県公文書館
TEL：076-434-4050 
FAX：076-434-4093

NF 
4119

富山大学公開講座
韓国を知ろう（前期）

（20単位）

対象：一般市民　15名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第１学習室
受講料：8,300円　他テキスト代約3,000円

4/11（土）～7/25（土）
（13回）
申込期間：～4/1（水）まで

富山大学地域連携推進機構
生涯学習部門

富山大学五福キャンパス
社会貢献課　地域連携チーム

TEL：076-445-6956
FAX：076-445-6033

NF 
4120

富山大学公開講座
韓国を知ろうステップアップ（前期）

（20単位）

対象：一般市民　15名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第１学習室
受講料：8,300円　他テキスト代約3,300円

4/13（月）～7/27（月）
（13回）
申込期間：～4/3（金）まで

NF 
4121

富山大学公開講座
身近に広がる美術の世界（前期）

（20単位）

対象：一般市民　16名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第３学習室
受講料：9,300円

4/14（火）～7/28（火）
（15回）
申込期間：～4/3（金）まで

NF 
4122

富山大学公開講座
韓国、その言語と文化１

（20単位）

対象：一般市民　15名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第１学習室
受講料：8,300円　他テキスト代約3,000円

4/14（火）～7/28（火）
（13回）
申込期間：～4/3（金）まで

NF 
4123

富山大学公開講座
韓国、その言語と文化ス
テップアップ１（20単位）

対象：一般市民　15名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第１学習室
受講料：8,300円　他テキスト代約3,000円

4/15（水）～7/29（水）
（13回）
申込期間：～4/3（金）まで

NF 
4124

富山大学公開講座
韓国文化と最近の韓国動向（前期）

（5単位）

対象：一般市民　15名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第１学習室
受講料：6,300円

4/17（金）～9/25（金）
（5回）
申込期間：～4/7（火）まで

NF 
4125

富山大学公開講座
変体仮名を学んで、『枕草
子』を読もう（10単位）

対象：一般市民　15名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第３学習室
受講料：7,300円　他テキスト代410円

4/22（水）～7/22（水）
（6回）
申込期間：～4/10（金）まで

NF 
4126

富山大学公開講座
心理学でこころ豊かな人生を！

（パート１）
（10単位）

対象：一般市民　30名
場所：富山大学人間発達科学部１棟１階１１２講義室
受講料：7,300円

4/25（土）～7/25（土）
（8回）
申込期間：～4/15（水）まで

NF 
4127

富山大学公開講座
マルセル・プルースト『失われた時を
求めて』をフランス語で読む（前期）

（15単位）

対象：中級以上のフランス語読解力をお持ちの方10名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第３学習室
受講料：7,300円

5/7（木）～7/30（木）
（10回）
申込期間：～4/27（月）まで

NF 
4128

富山大学公開講座
脳科学再入門

（5単位）

対象：一般市民　50名
場所：富山大学共通教育棟　Ｂ棟２階　Ｂ２１番教室
受講料：5,300円

5/11（月）～5/25（月）
（3回）
申込期間：～5/1（金）まで

（　）内は県民カレッジ単位数　※講座日程が変更になる場合もあります。詳しくは問い合わせ先、主催者ＨＰ等でご確認ください。
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講座番号 連携講座名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

NF 
4129

富山大学公開講座
現在（いま）の子どもを知ろう！

（5単位）

対象：一般市民　10名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第２学習室
受講料：5,300円

5/12（火）～5/26（火）
（3回）
申込期間：～5/1（金）まで

富山大学地域連携推進機構
生涯学習部門

富山大学五福キャンパス
社会貢献課　地域連携チーム

TEL：076-445-6956
FAX：076-445-6033

NF 
4130

富山大学公開講座
原発神話からの解放

（5単位）

対象：一般市民　30名
場所：富山大学共通教育棟　Ｂ棟３階　Ｂ３５番教室
受講料：5,300円

5/13（水）～5/15（金）
（3回）
申込期間：～5/1（金）まで

NF 
4131

富山大学公開講座
バリアフリーを考えよう
～富山のまちづくりとひとづくり～

（5単位） 

対象：一般市民　50名
場所：富山大学人間発達科学部　１棟１階　１１３講義室
受講料：5,300円

8/21（金）～8/23（日）
（3回）
申込期間：～8/7（金）まで

NF 
4132

富山大学公開講座
親子で手作り豆腐にチャレンジ！

（5単位）

対象：小学生とその保護者　６組
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第２学習室
受講料：5,300円　他テキスト代1,944円、材料費等あり

9/22（火・祝）～9/27（日）
（4回）
申込期間：～9/11（金）まで

NF 
4133

富山大学公開講座
英語で富山の案内プレゼン
テーションに挑戦しよう！

（10単位）

対象：中級レベル以上の一般市民、大学生　6名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第４学習室
受講料：7,300円

4/2（木）～9/9（水）
（7回）
申込期間：～3/23（月）まで

NF 
4134

富山大学公開講座
英語で料理を楽しもう！ ＃２

（10単位）

対象：中級レベル以上の一般市民、大学生　6名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第４学習室
受講料：7,300円

４月２日（木）～９月９日（水）
（7回）
申込期間：～３月２３日（月）まで

NF 
4135

富山大学公開講座
英語ディスカッションを通じた
コンバセーションカフェ　＃６

（10単位）

対象：中級レベル以上の一般市民、大学生10名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第１学習室
受講料：7,300円

4/9（木）～9/3（木）
（9回）
申込期間：～3/30（月）まで

NF 
4136

富山大学公開講座
中国語講座（「聞く」、「話す」
中心の上級クラス）（前期）

（20単位）

対象：一般市民　16名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第２学習室
受講料：8,300円　他テキスト代2,500円

4/11（土）～7/25（土）
（13回）
申込期間：～4/1（水）まで

NF 
4137

富山大学公開講座
中国語さらなる一歩（会話中心の
中国語準中級・中級クラス）（前期）

（20単位）

対象：一般市民　15名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第２学習室
受講料：8,300円　他テキスト代2,916円

4/13（月）～7/13（月）
（13回）
申込期間：～4/3（金）まで

NF 
4138

富山大学公開講座
初級（ステップ２）中国語（前期）

（20単位）

対象：一般市民　20名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第２学習室
受講料：8,300円　他テキスト代2,300円

4/15（水）～7/22（水）
（13回）
申込期間：～4/3（金）まで

NF 
4139

富山大学公開講座
韓国語によるスピーチ（中級）

（20単位）

対象：一般市民　10名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第２学習室
受講料：8,300円

4/16（木）～7/23（木）
（13回）
申込期間：～4/6（月）まで

NF 
4140

富山大学公開講座
朝鮮半島のことばを聴く，読む（初級Ⅰ）

（20単位）

対象：一般市民　15名
場所：富山大学人文学部２１１（朝鮮言語文化演習室）
受講料：8,300円

4/16（木）～7/23（木）
（13回）
申込期間：～4/6（月）まで

NF 
4141

富山大学公開講座
ロシア語（初級・中級）（前期）

（20単位）

対象：入門のロシア語を学んだ方　20名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第３学習室
受講料：8,300円　他テキスト代4,104円

4/16（木）～7/16（木）
（13回）
申込期間：～4/6（月）まで

NF 
4142

富山大学公開講座
英語TOEIC

（20単位）

対象：一般市民　20名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第１学習室
受講料：8,300円　他テキスト代2,000円

4/16（木）～7/16（木）
（13回）
申込期間：～4/6（月）まで

NF 
4143

富山大学公開講座
フランス語上級（前期）

（20単位）

対象：前年度中級フランス語8を終了された方。
または過去にフランス語を学習された方。25名
場所：富山大学共通教育棟　Ｂ棟３階　Ｂ３５番教室
受講料：8,300円　他テキスト代約3,100円

4/25（土）～7/18（土）
（13回）
申込期間：～4/15（水）まで

NF 
4144

富山大学公開講座
フランス語初級ステップ２

（20単位）

対象：前年度入門フランス語フランス文化4を修了された方。
または一度フランス語を学習された方。20名
場所：富山大学共通教育棟　Ｂ棟３階　Ｂ３５番教室
受講料：8,300円　他テキスト代2,625円

4/25（土）～7/18（土）
（13回）
申込期間：～4/15（水）まで

NF 
4145

富山大学公開講座
フランス語中級（前期）

（20単位）

対象：前年度初級フランス語6を修了された方。
またはフランス語を学習された経験のある方。　25名
場所：富山大学共通教育棟　Ｂ棟３階　Ｂ３５番教室
受講料：8,300円　他テキスト代2,625円

4/25（土）～7/18（土）
（13回）
申込期間：～4/15（水）まで

NF 
4146

富山大学公開講座
Cours de français （Niveau moyen）

（15単位）

対象：中級程度のフランス語力をお持ちの市民の方　10名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第２学習室
受講料：7,300円　他テキスト代2,800円

5/12（木）～7/14（木）
（10回）
申込期間：～5/1（金）まで

NF 
4147

富山大学公開講座
ドイツ語会話（初級ステップ２）
（10単位）

対象：一般市民　10名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第２学習室
受講料：7,300円　他テキスト代4,212円

5/14（木）～7/2（木）
（8回）
申込期間：～5/1（金）まで
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講座番号 連携講座名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

NF 
4148

富山大学公開講座
家庭菜園入門

（25単位）

対象：家庭菜園初心者（再受講不可）　14名
場所：富山大学人間発達科学部附属農場

（富山市花園町4丁目4番18号）
受講料：9,300円　他4,500円

4/2（木）～10/29（木）
（10回）
申込期間：～3/23（月）まで

富山大学地域連携推進機構
生涯学習部門

富山大学五福キャンパス
社会貢献課　地域連携チーム

TEL：076-445-6956
FAX：076-445-6033

NF 
4149

富山大学公開講座
入門ピラティス　＃６
　（日中クラス）

（15単位）

対象：健康に関心と興味を持っている一般市民　6名
場所：富山大学地域連携推進機構生涯学習部門

第１学習室
受講料：8,300円

4/16（木）～9/10（木）
（9回）
申込期間：～4/6（月）まで

NF 
4150

富山大学公開講座
ドイツ歌曲を歌おう！（その１）
（15単位）

対象：一般市民　40名
場所：富山大学共通教育棟　Ｃ棟２階　Ｃ２２番教室
受講料：8,300円

4/25（土）～8/1（土）
（8回）
申込期間：～4/15（水）まで

NF 
4151

富山大学公開講座
プレジPreziによるズーミング・プレ
ゼンテーションを体験してみよう！

（10単位）

対象： 新感覚のプレゼンテーションを体験したい
一般市民の方　10名

場所：富山大学総合情報基盤センター会議室（１Ｆ）
受講料：6,300円　他テキスト代1,600円＋税

5/27（水）～6/24（水）
（5回）
申込期間：～5/15（金）まで

NF 
4152

富山大学公開講座
家庭で楽しみながら伝える、
日本の文化「夏の和菓子」

（10単位）

対象：一般市民　20名
場所：富山大学人間発達科学部　２棟２階　調理室
受講料：7,300円　他材料費3,000円

6/7（日）～7/12（日）
（4回）
申込期間：～5/28（木）まで

NF 
4153

富山大学公開講座
小学５･６年生にもわかる、大人に負
けないJavaScriptプログラミング

（10単位）

対象： 小学校５･６年生で大人のプログラミングの 
しかたを身につけたい人　20名

場所：富山大学総合情報基盤センター３階第３端末室
受講料：6,300円

8/17（月）～8/21（金）
（5回）
申込期間：～8/7（金）まで

NF 
4154

富山大学公開講座
iPadで広がるあなたのITライフ

（10単位）

対象：一般市民（パソコン初級者）　15名
場所： 富山大学人間発達科学部 

３棟５階　メディア・デザイン室
受講料：7,300円

8/28（金）～9/19（土）
（5回）
申込期間：～8/18（火）まで

NF 
4161

富山大学公開講座
くらしの中の放射線
―放射線を学ぶ―

（5単位）

対象：一般市民　10名
場所：富山大学五共通教育棟　Ｂ棟３階　Ｂ３５番教室
受講料：5,300円

7/8（水）～7/22（水）
（3回）
申込期間：～6/26（金）まで 富山大学杉谷キャンパス

医薬系事務部　研究協力課
TEL：076-434-7144
FAX：076-434-4656NF 

4162
富山大学公開講座
楽しい薬用植物の
育て方・殖やし方中級編

（10単位）

対象：植物の栽培に興味のある方　15名
場所：富山大学杉谷キャンパス

薬学部附属薬用植物園
受講料：7,300円　他用土費1,000円

4/25（土）～10/24（土）
（6回）
申込期間：～4/15（水）まで

NF 
4196

２０１５富山短期大学公開講座
五感でリフレッシュ！

（5単位）

「メンズキッチン」
対象：一般　定員30名
場所：富山短期大学調理実習室Ｆ１０８
食材費：800円

7/4（土）
9:30～12:00
申込期間6/8（月）～6/26（金） 富山短期大学地域連携センター

TEL：076-436-5176
FAX：076-436-0133「心を通わせて楽しむ音楽表現活動」

対象：一般　定員30名
場所：富山短期大学音楽室Ｅ６０８
受講料：無料

10/3（土）
9:30～12:00
申込期間6/8（月）～6/26（金）
　　　　9/7（月）～9/25（金）

NF 
4198

ポルトガル語（ブラジル語）
入門クラス

（50単位）

会場：富山教室（環日本海交流会館）
受講料：無料　教材費：年間10,000円
定員10名

4/14（火）～2/2（火）、全35回
毎週火曜18：30～20：00
申込期間3/2（月）～4/13（月） 富山県南米協会

TEL：076-441-6148
FAX：076-444-2179NF 

4199
ポルトガル語（ブラジル語）
初級クラス

（50単位）

会場：富山教室（環日本海交流会館）
受講料：無料　教材費：年間10,000円
定員10名

4/10（金）～1/15（金）、全35回
毎週金曜18：30～20：00
申込期間3/2（月）～4/9（木）

NF 
4201

中国語講座入門
（50単位）

対象：県民（中学生以下は不可）で中国語を初め
て学ぶ方
定員30名
受講料：10,000円　テキスト代：3,000円程度

5/25（月）～3/14（月）（35回）
18:30～20:00
申込期間3/1（日）～

（公財）とやま国際センター
TEL：076-444-2500
FAX：076-444-2600

NF 
4202

中国語講座初級
（50単位）

対象：県民（中学生以下は不可）で中国語を1年
程度学習した経験のある方
定員30名
受講料：10,000円　テキスト代：3,000円程度

5/29（金）～3/11（金）（35回）
18:30～20:00
申込期間3/1（日）～

NF 
4203

中国語講座中級
（50単位）

対象：県民（中学生以下は不可）で中国語を2年
程度学習した経験のある方
定員15名
受講料：10,000円　テキスト代：3,000円程度

5/27（水）～3/9（水）（35回）
18:30～20:00
申込期間3/1（日）～

NF 
4204

韓国語講座入門
（50単位）

対象：県民（中学生以下は不可）で韓国語を初歩
から学ぶ方
定員40名
受講料：10,000円　テキスト代：3,000円程度

5/26（火）～3/8（火）（35回）
18:30～20:00
申込期間3/1（日）～

NF 
4205

韓国語講座初級
（50単位）

対象：県民（中学生以下は不可）で韓国語を1年
程度学習した経験のある方
定員40名
受講料：10,000円　テキスト代：3,000円程度

5/28（木）～3/10（木）（35回）
18:30～20:00
申込期間3/1（日）～

NF 
4206

韓国語講座中級
（50単位）

対象：県民（中学生以下は不可）で韓国語を2年
程度学習した経験のある方
定員30名
受講料：10,000円　テキスト代：3,000円程度

5/27（水）～3/9（水）（35回）
18:30～20:00
申込期間3/1（日）～
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講座番号 連携講座名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

NF 
4207

ロシア語講座入門
（50単位）

対象：県民（中学生以下は不可）でロシア語を初
歩から学ぶ方
定員15名
受講料：10,000円　テキスト代：3,000円程度

5/28（木）～3/10（木）（35回）
18:30～20:00
申込期間3/1（日）～

（公財）とやま国際センター
TEL：076-444-2500
FAX：076-444-2600

NF 
4208

ロシア講座中級
（50単位）

対象：県民（中学生以下は不可）でロシア語を2
年程度学習した経験のある方
定員15名
受講料：10,000円　テキスト代：3,000円程度

5/29（金）～3/11（金）（35回）
18:30～20:00
申込期間3/1（日）～

NF 
4209

ポルトガル語講座初級
（50単位）

対象：県民（中学生以下は不可）でポルトガル語
を1年以上学習した経験のある方
定員15名
受講料：10,000円　テキスト代：3,000円程度

5/25（月）～3/14（月）（35回）
18:30～20:00
申込期間3/1（日）～

NC 
4155

富山大学公開講座
塑造人体ヌード制作

（45単位）

対象：一般市民　12名
場所：富山大学高岡キャンパス　彫塑室、H-183演習室
受講料：14,300円　他材料費3,500円＋傷害保険料

4/14（火）～7/2（木）
（23回）
申込期間：～4/3（金）まで

富山大学高岡キャンパス
芸術文化学部総務課
　総務・研究協力チーム
TEL：0766-25-9138
FAX：0766-25-9212

NC 
4156

富山大学公開講座
―漆と親しむ―
大ぶりな多目的椀を作ろう

（30単位）

対象：一般市民　15名
場所：富山大学高岡キャンパス　H182演習室
受講料：10,300円　他材料費6,800円

4/21（火）～6/16（火）
（15回）
申込期間：～4/10（金）まで

NC 
4157

富山大学公開講座
はじめてのプログラミング

（15単位）

対象：一般市民　20名
場所：富山大学高岡キャンパス　CALL教室
受講料：7,300円

5/12（火）～6/9（火）
（5回）
申込期間：～5/1（金）まで

NC 
4158

富山大学公開講座
高齢者のための屋外家具の

設計・制作
（20単位）

対象：６０歳以上の高齢者　8名
場所：富山大学高岡キャンパス
コンピュータ演習室（C－２２３）、共通実習室（D－１３３）
受講料：8,300円　他材料費5,500円＋傷害保険料

6/2（火）～6/28（日）
（9回）
申込期間：～5/22（金）まで

NC 
4159

富山大学公開講座
電動工具を使った、子供のため
の竹製遊具（竹うま、竹とんぼ、
竹とうろう）の作り方教室（5単位）

対象：できれば、自宅や職場の近くに竹林がある方　15名
場所：富山大学高岡キャンパス　共通実習室（D－１３３）
受講料：6,300円　他材料費700円＋傷害保険料

6/7（日）
申込期間：～5/28（木）まで

NC 
4160

富山大学公開講座
精密鋳造技法で作る小物

（25単位）

対象：高校生以上　7名
場所： 富山大学高岡キャンパス 

演習室182、精密鋳造室、金工室
受講料：10,300円　他材料費2,000円＋地金代

8/23（日）～9/13（日）
（4回）
申込期間：～8/7（金）まで

NC 
4176

ふくおかカレッジ
バスで辿る「木曽義仲の足跡」

（5単位）

対象：一般　定員30名
実費：2,000円（入館料・保険料・昼食代）

6/5（金）（1回）
申込期間4/9（木）～

高岡市教育委員会
福岡教育行政センター
TEL：0766-64-1031

NC 
4177

自由に描く楽しい絵画
（15単位）

対象：一般　定員10名
材料代：1,000円

5/28（木）～9/17（木）（5回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4178

「自然の色を染める」草木染
（15単位）

対象：一般　定員16名
実習費：5,000円、保険料実費

6/17（水）～7/15（水）（5回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4179

「高岡の宗教史と祭りの
ルーツ」探究講座

（10単位）

対象：一般　定員25名
資料代実費

6/1（月）～10/5（月）（5回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4180

山野草寄せ植え入門
（10単位）

対象：一般　定員15名
実習費：12,000円、資料代実費

5/25（月）～9/28（月）（5回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4181

楽しいパンづくり
（5単位）

対象：一般　定員16名
実習費：1,000円、保険料実費

6/25（木）～6/26（金）（2回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4182

ハーブを楽しむ
（5単位）

対象：一般　定員16名
実習費：2,500円、保険料実費

6/22（月）～7/13（月）（2回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4183

はじめてのパソコン（第１回）
（15単位）

対象：一般　定員10名
資料代実費：300円

7/9（木）～8/7（金）（8回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4184

ふくおかカレッジ バスで往く
「南砺　匠の里」めぐり
（5単位）

対象：一般　定員30名
実費：3,000円（入館料・保険料・昼食代）

10/30（金）（1回）
申込期間9/14（月）～

NC 
4185

耳寄りなお話聞きま専科
（5単位）

対象：一般　定員20名
無料

H28,1/25（月）～2/22（月）（3回）
申込期間9/14（月）～
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講座番号 連携講座名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

NC 
4186

四季菜ふるさと料理
（15単位）

対象：一般　定員20名
実費：5,000円、保険料実費

10/23（金）～H28,2/4（金）（5回）
申込期間9/14（月）～

高岡市教育委員会
福岡教育行政センター
TEL：0766-64-1031

NC 
4187

木版画を楽しむ
（10単位）

対象：一般　定員10名
実習費あり

11/11（水）～12/16（水）（5回）
申込期間9/14（月）～

NC 
4188

プロが教えるカメラ講座
（10単位）

対象：一般　定員20名
実習費：2,500円、保険料実費

10/16（金）～12/18（金）（5回）
申込期間9/14（月）～

NC 
4189

はじめてのパソコン（第２回）
（15単位）

対象：一般　定員10名
資料代300円

11/12（木）～12/11（金）（8回）
申込期間9/14（月）～

NC 
4190

フラワーアレンジメント
（10単位）

対象：一般　定員15名
1回の材料費：2,200円程度

6/15（月）～H28,3/11（金）（6回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4191

着付け
（35単位）

対象：一般　定員10名
受講料：9,000円、テキスト代：1,550円

6/8（月）～H28,2/29（月）（18回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4192

書道（ペン習字・毛筆）
（35単位）

対象：一般　定員20名
手本代：800円

6/10（水）～H28,2/17（水）（18回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4193

生花
（30単位）

対象：一般　定員15名
1回の花代：1,500円

6/11（木）～H28,3/11（金）（17回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4194

料理
（20単位）

対象：一般　定員12名
材料代：12,000円（年間）

6/18（木）～12/10（木）（12回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4195

茶道
（35単位）

対象：一般　定員10名
1回のお菓子、お抹茶代：700円

6/12（金）～H28,3/13（日）（18回）
申込期間4/9（木）～

NC 
4200

ポルトガル語（ブラジル語）教室
高岡　入門・初級クラス

（45単位）

内容：初めて習う人から少し習ったことがある人まで対象
会場：高岡教室（高岡市国際交流センター）
受講料：13,000円（高岡市国際交流会員は11,000円）
定員：15名程度

5/12（火）～3月、全30回
毎週火曜18：30～20：00（1月は
休み）

富山県南米協会
TEL：076-441-6148
FAX：076-444-2179

ND 
4169

フラワーアレンジメント基礎コース
（10単位）

対象：一般　定員15名
年間教材費：10,000円

6/27（土）～H28,2/13（土）
（4回）
申込期間2/13（金）～3/31（火）

富山県花総合センター
エレガガーデン
TEL：0763-32-1187
FAX：0763-32-1219

ND 
4170

フラワーアレンジメント応用コース
（10単位）

対象：一般　定員15名
年間教材費：10,000円

6/27（土）～H28,2/13（土）
（4回）
申込期間2/13（金）～3/31（火）

ND 
4171

山野草を楽しもう
（10単位）

対象：一般　定員20名
年間教材費：10,000円

5/23（土）～9/12（土）
（4回）
申込期間2/13（金）～3/31（火）

ND 
4172

洋ランを育ててみよう
（10単位）

対象：一般　定員20名
年間教材費：8,000円

5/16（土）～10/31（土）
（4回）
申込期間2/13（金）～3/31（火）

ND 
4173

エレガガーデンの花づくり
（10単位）

対象：一般　定員20名
年間教材費：4,000円

4/18（土）～11/7（土）
（4回）
申込期間2/13（金）～3/31（火）

ND 
4174

バラづくりの基礎
（10単位）

対象：一般　定員20名
年間教材費：1,000円

5/16（土）～10/31（土）
（4回）
申込期間2/13（金）～3/31（火）

ND 
4175

植物スケッチ
（10単位）

対象：一般　定員15名
教材費：1,000円

H28,1/24（日）～3/6（日）
（4回）
申込期間2/13（金）～3/31（火）

ND 
4197

２０１５富山短期大学公開講座
富山を支える生活文化

（5単位）

①「北陸の落雁と菓子型の魅力」　②「富山の保育所　今・昔」
③「団塊の世代にとっての戦後70年」
④「私たちの暮らしを支える制度-悪質商法と個人情報保護、消費者保護‐」
対象：一般　定員50名　場所：井波総合文化センター　受講料：無料

①7/10（金）②8/7（金）
③9/25（金）④10/9（金）
14:00～15:30
申込期間6/15（月）～7/3（金）

富山短期大学地域連携センター
TEL：076-436-5176
FAX：076-436-0133
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各種講座・イベント等の紹介

№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

朝

日

町

1 「おもしろい石器あれこれ」
使用方法が不明確なものや、北陸で初発見の身
と蓋からなる石櫃（馬場山D遺跡）等めずらしい
考古資料のなかで石器（石製品）を紹介する。

4/25（土）~7/5（日）

まいぶんKAN
TEL（0765）83-0118

2 文化財バスツアー
郷土の成り立ちを物語ってくれる文化財をめぐ
る。①古木「踏出のトチノキ」に会いに行こう　
②「鹿島樹叢めぐり」　③「狛犬散歩」
参加費各500円

①5/16（土）
②9/19（土）
③10/24（土）

3 石器をつくろう
採集した安山岩や鉄石英で石匙をつくる。小刀
の役割を持つ石匙の切れ味はいかに?!縄文人
がいかに石に精通していたかを実践。
参加費500円

5月～6月実施予定

4 恐竜がすんでいた
時代の朝日町

町内境川支流寺谷の来馬層群はアンモナイトを
はじめ、さまざまな化石が多く採集できる全国的
に有名な地層であり町出土の化石を紹介する。

7/25（土）~9/27（日）

5 不動堂夏まつり
縄文時代の生活を体験するイベント。土器作り
や縄文人が食べたであろう食材でバーベ
キュー、さらに復元住居で1泊する。
参加費1500円

8/22（土）、8/23（日）

6 「攻略　宮崎城跡」
―史跡50周年記念―

宮崎城跡は昭和40年（1965年）に県史跡に指
定され50年をむかえる。宮崎城の関連の文献、
関わる武将の紹介、同時期の遺物を展示する。

10/24（土）~3/20（日）

7 宮崎城跡攻め
宮崎城を縄張り図を元に丁寧に散策し、守る
側、攻める側の戦略を学ぶ。近隣の泊城、明石
城の見学も行なう。
参加費500円

11月実施予定

8 古代体験 勾玉づくり300円、火起し100円、
あじろ編みかご200円など 休館日:火曜日、年末年始

9 あさひ生涯学習フェスティバル
生涯学習団体等の学習成果の発表・展示
会場:サンリーナ
入館料:無料

11/14（土）、11/15（日） 朝日町教育委員会事務局
TEL（0765）83-1100

10 第36回朝日町美術展
町内公募作品の展示（小中学校美術展同時開催）
会場:サンリーナ
入館料:無料

10/31（土）~11/3（火）
サンリーナ
TEL（0765）83-1838

11 あさひ芸能
芸能文化グループ活動の発表
会場:サンリーナ
入館料:無料

11/15（日）

入

善

町

12 庄司紗矢香&ジャンルカ・カ
シオーリ　デュオ・リサイタル

会場:入善コスモホール
料金:全席指定　S席5,000円/A席4,500円

6/2（火）
19:00開演

（公財）入善町文化振興財団
入善コスモホール
TEL:0765-72-1105
FAX:0765-74-2515

13 ケーシー高峰・林家三平
二人会

会場:入善コスモホール
料金:全席指定　S席2,800円/A席2,500円

6/14（日）
14:00開演

14 成田達輝&萩原麻未
　デュオ・リサイタル

会場:入善コスモホール
料金:全席指定　S席3,000円/A席2,500円

9/27（日）
15:00開演

15 第43回入善町美術展 会場:入善町民会館ギャラリー
料金:観覧無料

10/10（土）~18（日）
※予定

16 第43回入善町芸能発表会 会場:入善コスモホール
料金:入場無料

11/3（火・祝）
10:00開演

黒

部

市

17 天文教室
皆既月食を見よう

場所: 黒部市吉田科学館プラネタリウムドーム・
前庭

対象: 小学生以上・一般 
（小学校3年生以下は保護者同伴）

参加費:無料
※夜間の教室なので小中学生は保護者の方に
送迎してもらってください。
※都合により日時・内容が変更になる場合があり
ます。
※最新の情報は科学館のホームページでご覧
下さい。

4/4（土）
19:00~22:00

黒部市吉田科学館
TEL:0765-57-0610
FAX:0765-57-0630

18
天文教室
春の星座、金星、木星、北
斗七星

4/18（土）
19:30~20:30

19
天文教室
春の星座、金星、木星、土
星、春の星団

5/16（土）
20:00~21:00
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

黒

部

市

20
天文教室
春~夏の星座、金星、木星、
土星、月

場所: 黒部市吉田科学館プラネタリウムドーム・
前庭

対象: 小学生以上・一般 
（小学校3年生以下は保護者同伴）

参加費:無料

※夜間の教室なので小中学生は保護者の方に
送迎してもらってください。
※都合により日時・内容が変更になる場合があり
ます。
※最新の情報は科学館のホームページでご覧
下さい。

6/20（土）
20:00~21:00

黒部市吉田科学館
TEL:0765-57-0610
FAX:0765-57-0630

21 天文教室
夏の星座、土星、七夕の星

7/18（土）
20:00~21:00

22 天文教室
ペルセウス座流星群を見よう

8/12（水）
20:00~21:00

23 天文教室
夏~秋の星座、土星、月

9/19（土）
19:30~20:30

24 天文教室
中秋の名月を見よう

9/27（日）
19:30~20:30

25 マタニティプラネタリウム
妊娠中のお母さんとご家族のために。満天の星空と
胎教音楽に包まれながらリラックスしたひとときをす
ごしましょう。（内容は大人向けになっています）
大人300円、高校・大学生150円

4/25（土）
19:00~20:00

26
春のプラネタリウム

「ポケットモンスターXY　
宇宙の破片」

ピカチュウと一緒に宇宙を見よう!宇宙開発やスペー
スデブリをテーマにした物語をお届けします。番組
の前半では、春の代表的な星座もご紹介します。
大人300円,高校・大学生150円,中学生以下無料

2/28（土）~5/31（日）
平日　10:00、13:30
土日祝日　10:00、13:00、14:30

27 自然観察会
「春の野鳥観察会」

黒部川扇状地は、小鳥にとって絶好の渡りの中
継地。自然の中でバードウオッチングを楽しもう!
場所:墓ノ木自然公園他（集合・解散は科学館）

4/26（日）
9:00~12:00

28 自然観察会
「川の生き物たちと親しもう」

布施川や湧水の川へ入って実際に川の中にす
む生き物をつかまえよう!
場所:布施川他（集合・解散は科学館）

8/9（日）
13:00~17:00

29
巡回写真展

「富山県ナチュラリスト協
会写真展」

県内外で活躍するナチュラリストが撮影した自
然に関する写真を展示します。

3/28（土）~4/19（日）
9:00~16:30

30 巡回写真展
「すばらしき朱鷺・動物」

自然写真愛好会・美写者（びしゃもん）による、黒
部市内外の自然や動物の写真作品を展示しま
す。

4/25（土）~5/9（土）
9:00~16:30

31
開館8周年記念
あこや~のDE
体験の風をおこそう!!

各種体験教室を開催致します。
好きな教室をお友達や家族と体験しよう!!
定員:制限なし

5/10（日）

黒部市ふれあい交流館
「あこや~の」
TEL:0765-52-3240
FAX:0765-52-3241

32
第3回

「あこや~の」
ハッピーリサイクル

お家で使わなくなったお子さんの洋服やオモ
チャを、売ったり買ったり気軽にリサイクル出来
る場を提供します。
定員:50名程度

5/10（日）

33
第6回
体験の風をおこそう

「あこや~のキャンプ」
~親子で楽しもう~

未就学児・小学1~6年生とその保護者が対象
黒部の自然の中で、1泊2日家族で色々な自然
体験活動。
定員:15家族程度

6/27（土）~6/28（日）

34
第10回
体験の風をおこそう
チャレンジランキング
キッズ大会

未就学児から小学6年生までが、色んな遊びの
競技で記録を競います。
上位入賞者には表彰状を贈呈。
定員:先着80名

7/4（土）

35 カブト虫GETだぜ!!
夏休みの7月21日から8月20日の間に2回以上

「あこや~の」遊びに来てくれた子にカブト虫を
つがいでプレゼント。
定員:100名程度

7月~8月

36
第15回
体験の風をおこそう杯
チャレンジランキング
大会

チャレンジランキングキッズ大会より規模を大き
くして開催します。
上位入賞者には賞状とメダルを贈呈。
定員:先着100名

11/21（土）

37 岩崎貴宏展
―山も積もればチリとなる

世界的に活躍する、現代美術作家　岩崎貴宏
の国内初となる美術館での個展
一般500円　大学・高校生350円

4/25（土）~6/28（日）

黒部市美術館
TEL・FAX:0765-52-501138 恋スル工芸展

制作過程で一定の制約を受けながらも、自由な
表現を模索する若手の工芸作家を紹介する
一般500円　大学・高校生400円

7/11（土）~8/30（日）

39 トーチカ展
空中にペンライトの光で絵を描くことでアニメー
ションを作る「PiKAPiKA」で知られる映像作家
「トーチカ」の展覧会。

9/12（土）~11/8（日）
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

魚

津

市

40 リュウグウノツカイコーナー 標本と模型を展示
料金:入館料のみ

2/20（金）~
9:00~17:00

魚津水族博物館
TEL:0765-24-4100
FAX:0765-24-4128

41 ホタルイカ発光水槽
おさかなショーの中でホタルイカの腕発光
料金:入館料のみ
※漁獲状況により展示期間が変更になることがある。

3/14（土）~5/24（日）
9:00~17:00

42 ホタルイカ発光実験
神秘の光・ホタルイカの発光を間近で体験!
料金:入館料のみ
※期間中の日曜・祝日のみ1日5回おさかなショー後

3/15（日）~5/24（日）
9:00~17:00

43 （仮称）
「トリック展」

生物の色彩や形をマジックにみたてて紹介
料金:入館料のみ

7/18（土）~9/27（日）
9:00~17:00

44 発光実験サマーバージョン
富山湾に生息する発光生物を解説、間近で体験!
料金:入館料のみ
※1日5回おさかなショー後

8/13（木）~16（日）
9:00~17:00

45 超簡単!3分工作で蜃気楼
発生!

意外な材料の超簡単工作で蜃気楼が見える!?
定員:20名、参加費:300円

4/26（日）
10：00～12：00

魚津埋没林博物館
TEL:0765-22-1049
FAX:0765-23-9105

46 蜃気楼写真展 魚津蜃気楼研究会の写真展
※要入館料 5/1（金）~6/30（火）

47 企画展　各地の埋没林を
めぐって

日本各地の様々な埋没林を紹介
※要入館料 8/1（土）~10/31（土）

48
「学びの森　寺子屋音楽教室」

教室種類
ピアノ、オカリナ、フルート、クラリネット、ボイス・ボーカルトレー
ニング、ドラム、アコースティックギター、親子で遊ぼう!リトミック

初心者の方はもちろん、経験者の方もレベルに応
じて受ける事ができる教室です。体験レッスンも
可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

毎年3月
「寺子屋音楽教室発表会」

新川学びの森天神山交流館
TEL:0765-31-7001
FAX:0765-31-7009

49 IT講習 パソコン
ワード・エクセル入門から応用まで 5月~（予定）

魚津地域職業訓練練センター
（新川学びの森天神山交流館内）
TEL:0765-31-7001
FAX:0765-31-7009

滑

川

市

50 大蛸からホタルイカへ
~滑川名物史話~

会場：滑川市立図書館催事室
展示解説会4/4,12,25,　5/2,4,6,17
各日とも14:00~
調理・試食会「食べてみよう!昔のホタルイカ料理」
4/18,29　10:00~

4/3（金）～5/17（日）

滑川市立博物館
TEL:076-474-9200
FAX:076-474-9201

51 第28回滑川市美術協会展 会場：滑川市立博物館企画展示室 5/9（土）～5/17（日）

52 環境写真展「すばらしい自然を」 会場：滑川市立博物館企画展示室 5/31（日）～6/7（日）

53 第29回滑川市日本画連盟展 会場：滑川市立博物館企画展示室 6/20（土）～6/28（日）

54 第28回滑川市洋画連盟展 会場：滑川市立博物館企画展示室 6/20（土）～6/28（日）

55 いわさきちひろ展
―親と子の絆―（仮称） 会場：滑川市立博物館企画展示室 7/26（日）～8/30（日）

56 第33回滑川市書道連盟展 会場:滑川市立博物館企画展示室 9/5（土）～9/13（日）

57 第29回滑川市工芸連盟展 会場:滑川市立博物館企画展示室 9/5（土）～9/13（日）

上

市

町

58
企画展
ピエゾグラフによる
いわさきちひろ　展

会場:西田美術館 4/17（金）~5/24（日）
西田美術館
TEL076-472-4352
FAX076-472-5559　

59 企画展
米田雪子　展（仮称） 会場:西田美術館 9/18（金）~10/25（日）
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

立

山

町

60 北陸新幹線開業記念
「立山の至宝展」

開催地:展示館　企画展示室
観覧料:一般200円、大学生160円

4/4（土）~5/17（日）
9:30~17:00

富山県［立山博物館］
TEL:076-481-1216
FAX:076-481-1144

61
山岳集古未来館　収蔵資料展

「花鳥諷詠　石崎光瑤、創
作の背景」

開催地:山岳集古未来館
観覧料:無料

3/17（火）~6/14（日）
9:30~17:00

62 道者衆の接待
―坊家御膳の再現―

開催地:教算坊
定員:10名　参加料:3,500円　※事前申込必要

5/30（土）
11:30~13:00

63 道者衆の接待
―坊家御膳の再現―

開催地:教算坊
定員:10名　参加料:3,500円　※事前申込必要

6/6（土）
11:30~13:00

64 青葉呈茶会 開催地:教算坊
※無料（おうす茶接待）

6/7（日）
11:00~15:00

65
特別企画展

「女性たちの立山―近世か
ら近代へ―」

開催地:展示館　企画展示室
観覧料:一般200円、大学生160円

7/18（土）~8/30（日）
9:30~17:00

66 たてはく探検隊
開催地:まんだら遊苑ほか
定員:25名　対象:小学生（保護者同伴）
参加料:無料　※事前申込必要

8/8（土）
9:30~15:00

67 まんだらナイトウォーク
―光りと香りのページェント―

開催地:まんだら遊苑
観覧料:一般400円、大学生320円、高校生以下
無料

8/21（金）~8/23（日）
18:30~20:00

68
特別企画展

「立山と白山―北陸霊山の
開山伝承―」

開催地:展示館　企画展示室
観覧料:一般200円、大学生160円

9/19（土）~11/15（日）
9:30~17:00

69
巡回展

「大島秀信展  立山を愛した画家
　富山県立近代美術館収蔵作品による」

富山県立近代美術館収蔵の立山や自然にちな
んだ秀作を立山登山口の当館で紹介します。 4/18（土）~5/17（日）

立山カルデラ砂防博物館
TEL:076-481-1160
FAX:076-482-9100

70 特別展
「北極と立山のひみつ」

日本ではじめて富山で開催される北極科学 
サミット週間（4/23～30）に合わせて、北極と 
立山の氷河や生き物、気候、地形について紹介
します。

3/7（土）~6/28（日）

71
土砂災害防止月間特別展

「44災―集中豪雨と土砂
災害―（仮）」

昭和44年8月に富山県内を襲った集中豪雨の
全貌をはじめ、近年の短時間豪雨の増加など土
砂災害について紹介します。

5/30（土）~7/12（日）

72
企画展

「立山―大地の公園を歩こ
う!―（仮）」

美しい眺望、珍しい景観、厳しい環境を当たり前のように受け入
れて生きる動植物。立山に様々な表情をもたらすに至った大地
の、生き物の営みがあちこちに見え隠れしています。それらを見
つけられると、気づけると、立山の見え方がちょっと変わってきま
す。新しい発見をもとめて歩きだそう。

7/18（土）~9/27（日）

73
子どもゆめ基金体験の風
リレーションシップ事業
立少春感ウォーク

趣旨: ミズバショウの群生地を散策・鑑賞し、山間
の春の自然のすばらしさを実感する

対象:家族・一般　　定員:約30名
5/5（火）~6（水）　1泊2日

独立行政法人
国立青少年教育振興機構
国立立山青少年自然の家
TEL:076-481-1321
FAX:076-481-1430

74 ☆ほしみるっ!
趣旨: 大型望遠鏡やプラネタリウムを使って星座

観察を行い、自然を愛する心を育む
対象:家族等　　定員:各回40名ほど

①5/16~17　②6/6~7
③7/4~5　　 ④9/12~13
⑤10/24~25
いずれも（土）（日）

75 大人のための登山教室
趣旨: 豊かな自然に触れ、安全で楽しい登山をす

るための基礎・基本について学ぶ。
対象:20歳以上の登山初心者　　定員:各回約20名

①6/6~7　　②9/26~27
③1/30~31
いずれも（土）（日）1泊2日

76
子どもゆめ基金体験の風
リレーションシップ事業
立少フェスティバル

（自然の家オープンデー）

趣旨: 自然の家を家族等に広く開放し、様々な自
然体験活動に参加してもらうことで体験活
動の大切さを理解してもらう。

対象:家族・一般　　定員:約200名

①6/13~14　②12/19~20
③2/20~21　④3/5~6

77
子どもゆめ基金体験の風
リレーションシップ事業
家族で野外炊事

趣旨: 自然の中で家族でダッチオーブンを用い
た野外炊事に挑戦し、アウトドアの楽しみ
方を広げ家族の絆を太くする

対象:家族　　定員:約40名
9/26（土）~27（日）　1泊2日

78 ボランティア養成セミナー
趣旨: 青少年教育施設におけるボランティア活

動を推進し、その活動機会の拡充を図るた
め、法人ボランティアの養成を行う。

対象:高校生・大学生・一般　　定員:約30名

①5/22~24②5/29~31
いずれも（金）~（日）2泊3日

79
子どもゆめ基金体験の風
リレーションシップ事業
柔道教室 in たてやま Ⅷ

趣旨: 柔道を通して、青少年は将来への夢や希
望を膨らませ、技能の向上を図り、指導者
は指導力の向上を図る。

対象:柔道関係者　定員:宿泊150名、日帰り150名
10/24（土）~25（日）1泊2日
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

立

山

町

80 やんちゃキッズの大冒険
趣旨: 自然体験や生活体験を通して、自然のすば

らしさや厳しさ、楽しさを体感する。自力で
基本的な生活ができるようにする。

対象:幼児（年長児）　　定員:各回30名

①8/22（土）~25（火）3泊4日
②10/17~18　③1/23~24
②③は（土）（日）1泊2日

独立行政法人
国立青少年教育振興機構
国立立山青少年自然の家
TEL:076-481-1321
FAX:076-481-1430

81 ミッション10~防災キャンプ~
趣旨: 家庭・学校・地域の中で防災リーダーとして

行動できる子供を育てる。集団生活の中で
仲間と協力して生きる力を育む。

対象:小学4年生~5年生　　定員:約40名
9/19（土）~21（月）2泊3日

82
チャレンジ&チェンジ!真夏
のアドベンチャー2015
~海抜0~3,000mへの挑戦!~

趣旨: 標高差3,000mの踏破や体験活動を通し
て、自立する意欲を高めるとともに、人格
形成の基礎を培う。

対象:小学5年生~中学3年生　　定員:24名
8/4（火）~12（水）　8泊9日

富

山

市

83
平成27年度富山大学サテライト講座
第1回　摩擦を知って安
全・安心な生活を!

大学院理工学研究部（工学）教授　小熊　規泰　氏
会場:富山駅前CiCビル3階学習室
定員:50名程度　※事前申込不要・受講料無料

5/9（土）
14:00~15:30

富山大学地域連携推進
機構生涯学習部門
TEL:076-445-6956
FAX:076-445-6033

84
平成27年度富山大学サテライト講座
第2回　自分の生活習慣のくせを知ろう
―肥満や糖尿病になりにくい体質を目指す

大学院医学薬学研究部（医学）　教授　戸邉　一之　氏
会場:富山駅前CiCビル3階学習室
定員:50名程度　※事前申込不要・受講料無料

6/20（土）
14:00~15:30

85
平成27年度富山大学サテライト講座
第3回　青銅鏡の世界
―化粧具・呪具・魔鏡・四千年の技術―

芸術文化学部　教授　三船　温尚　氏
会場:富山駅前CiCビル3階学習室
定員:50名程度　※事前申込不要・受講料無料

7/4（土）
14:00~15:30

86
平成27年度富山大学サテライト講座
第4回　糖尿病や薬剤によって起こる「末梢神経障害」
~異常感覚（痛みやしびれ）はどうやって起こるの?~

大学院医学薬学研究部（薬学）　准教授　安東　嗣修　氏
会場:富山駅前CiCビル3階学習室
定員:50名程度　※事前申込不要・受講料無料

8/8（土）
14:00~15:30

87

富山県いきいき長寿大学
すこやか生活講座

テーマ:高齢者に多い目の病気の予防と治療
講師: 富山大学附属病院眼科 

東條　直貴　氏
富山6/11（木）
高岡6/1（月）

社会福祉法人
富山県社会福祉協議会
富山県いきいき長寿センター
TEL:076-432-6010
FAX:076-432-6009

88
テーマ:加齢にともなう呼吸器疾患について
講師: 富山大学附属病院 

第一内科診療部門呼吸器内科副科長 
診療教授　林　　龍二　氏

富山6/17（水）
高岡7/3（金）

89
テーマ:認知症の予防と治療
講師: 富山大学附属病院神経精神科 

教授　鈴木　道雄　氏
富山6/30（火）
高岡7/10（金）

90
テーマ:特別天然記念物「ニホンライチョウ」
講師: 富山市ファミリーパーク 

園長　山本　茂行　氏
富山7/23（木）
高岡7/24（金）

91
テーマ:若返る脳のトレーニング
講師: 富山短期大学 

教授　田淵　英一　氏
富山8/12（水）
高岡8/10（月）

92
テーマ:血管病とうまく付き合う方法
講師: 富山大学附属病院 

第一外科診療部門心臓血管外科 
講師　山下　昭雄　氏

富山9/4（金）
高岡8/24（月）

93
テーマ:~和漢膳~
講師: 板倉料理学院院長 

国際薬膳食育学会理事長 
板倉　啓子　氏

富山9/29（火）
高岡8/27（木）

94
テーマ:~暮らしの中での体力づくり~
講師: NPO法人日本健康運動指導士会 

富山県支部理事　片貝　仁子　氏
富山9/17（木）
高岡10/8（木）

95
今を生き老いを支える
“介護世代”

「日々の生活と介護予防」

講師:石橋　郁子　氏（福祉学科教授）
①福祉学科1年生「健康体操班」②福祉学科1・
2年生「在宅介護班」③福祉学科1・2年生「お
しゃれ班」会場:八尾ふらっと館

①9/11（金）②9/18（金）
③9/25（金）
14:00~15:30

富山短期大学
地域連携センター
TEL:076-436-5146
FAX:076-436-0133

96 楽しく子育て
「親子で楽しむおやつ作り」

講師:高木　尚紘　氏（食物栄養学科講師）
会場:富山短期大学調理実習室F106

6/6（土）
9:30~11:00

富山短期大学付属
みどり野幼稚園
TEL・FAX:076-434-0898

97 楽しく子育て
「親子で楽しむ造形」

講師:中山　里美　氏（幼児教育学科准教授）
会場: 富山短期大学付属みどり野幼稚園プレイ

ルーム
6/6（土）
9:30~11:00

98 楽しく子育て
「DVD　スライドショー作成」

講師:小西　孝史　氏（経営情報学科准教授）
会場:富山短期大学コンピュータ演習室F306

9/10（木）
9:30~11:00

99
親子で楽しく!

「親子でふれあい運動遊び
（3歳児以上親子）」

講師:橋本　麻里　氏（幼児教育学科准教授）
会場:富山国際学園福祉会にながわ保育園

5/30（土）
9:30~11:00

富山国際学園福祉会
にながわ保育園
TEL:076-421-1701
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

富

山

市

100
ミニ企画展
「写真で見る薬師岳と黒部
源流の山々」

期間中の講演会
講師:栄　君子　氏
定員:30人
5月23日（土）14:00~15:00

5/2（土）~7/26（日）
富山市
大山歴史民俗資料館
TEL:076-481-1415
FAX:076-481-1417

101
「加賀藩・富山藩の貨幣流
通と財政事情～藩政中期か
らの政治・経済史」

講師：明神　博幸　氏
受講料：2,000円 4月~12/31（木）

富山インターネット市民塾
http://toyama.shiminjuku.com
TEL:076-439-8666
E-mail:info@shiminjuku.com

[申込方法]
・申込書に記入の上申込期限
（必着）までに提出してくださ
い。FAX、郵送、電子メールも
しくは窓口で受け付けます。
・受講決定は開講日の14日前
をめどに、ハガキで案内しま
す。なお、受講料等は、開講日
に窓口でお支払い願います。
・受講キャンセルの場合は、開
講日の7日前までに当センター
へ連絡してください。

・講習内容や日程等変更になる
場合がございます。また定員に
満たない場合など、コースを中
止することもあります。最新の
情報はホームページまたは電
話でご確認願います。

102 富山の町歩き 講師：朝野　浩伸　氏、堀　宗夫　氏
無料 開講中~H28.3

103 立山曼荼羅を歩く 講師：柵　富雄　氏
受講料：無料 4月~

104 世界美術館探訪（H27）~
海外旅行も自分流

講師:中嶋　昭三
無料 4月~H28.3

105
地球温暖化いろいろ~富
山県地球温暖化防止活動
の充実~

講師:湊　輝男
受講料:無料 4月~12月

106 実験工作ストリート
講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学生以上（小学3年生以下の方は保護者同伴）
参加自由

4/1（水）~5（日）
10:00~15:30

（途中休憩あり）

北陸電力エネルギー科学館
ワンダーラボ
TEL:076-433-9933
FAX:076-433-9934

107
親子でわくわくエネルギー教室
~電気の始まり~「静電気
の不思議を探ろう」

講師:戸田　一郎　氏（サイエンスプロデューサー:富山市）
対象:小学4年生~一般（親子での参加大歓迎!!）
定員:16組（要予約）

4/11（土）
14:00~15:30

108 あかり和~くす
「丸いランプシェードを作ろう」

講師:浦田　和夫　氏（あかり工房KAZU:上市町）
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
定員:16名（要予約）

4/12（日）
14:00~16:00

109 こちら電気研究所
~電気の歴史・発電編~

講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学4年生~一般（低学年は保護者同伴）
※高校生以上の方は実験のみの参加になります。
定員:20名（要予約）

4/18（土）、19（日）
14:00~15:30

110 紙のからくり
「カミカラロボを作ろう」

講師:中村開己先生（ペーパーエンジニア:富山市）
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
定員:20名（要予約）

4/25（土）
14:00~15:30

111 電子ホタルを作ろう
講師:朝野　敏彦　氏（元県立高校教員:黒部市）
対象:小学5年生~中学3年生
定員:16名（要予約）

4/26（日）
14:00~16:00

112 アレマー玉井のLet’sマジック
講師:玉井　博文　氏（バルーンモンキーズ:高岡市）
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
参加自由

4/29（水・祝）
11:00~、13:00~
14:00~、15:00~

【各回約40分】

113 カラダで実験!理科の大運動会
講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学4年生以上（低学年は保護者同伴）
参加自由

5/2（土）~6（水・振）
10:00~16:00

114 親子でわくわくエネルギー教室
講師:戸田　一郎　氏（サイエンスプロデューサー:富山市）
対象:小学4年生~一般（親子での参加大歓迎!!）
定員:16組（要予約）

5/9（土）
14:00~15:30

115 芸術探検隊
講師:荒井　明浩　氏（造形作家:砺波市）
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
定員:16名（要予約）

5/10（日）
14:00~15:30

116 作って飛ばそう紙飛行機
講師:堀川　栄一　氏（大阪万博紙飛行機を飛ばす会:大阪府）
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
定員:20名×3回（要予約）

5/16（土）14:00~15:30
5/17（日）11:00~12:30

14:00~15:30

117 こちら電気研究所
~電気の歴史・発電編~

講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学4年生~一般（低学年は保護者同伴）
※高校生以上の方は実験のみの参加になります。
定員:20名（要予約）

5/23（土）、24（日）
14:00~15:30

118 実験工作ストリート
講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学生以上（小学3年生以下の方は保護者同伴）
参加自由

5/30（土）、31（日）
10:00~15:30

（途中休憩あり）

119 電工キットワークス
「電子サイコロを作ろう」

講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:中学生・高校生　定員:16名（要予約）
材料費:500円

5/31（日）
14:00~16:00
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

富

山

市

120 親子でわくわくエネルギー
教室

講師:戸田　一郎　氏（サイエンスプロデューサー:富山市）
対象:小学4年生~一般（親子での参加大歓迎!!）
定員:12組（要予約）

6/6（土）
14:00~15:30

北陸電力エネルギー科学館
ワンダーラボ
TEL:076-433-9933
FAX:076-433-9934

121 ぶつり面白ゼミナール
講師:高野　哲夫　氏（おもしろ科学実験in富山実行委員会:富山市）
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
定員:20名（要予約）

6/7（日）
14:00~15:30

122 こちら電気研究所
~電気の歴史・発電編~

講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学4年生~一般（低学年は保護者同伴）
※高校生以上の方は実験のみの参加になります。
定員:20名（要予約）

6/13（土）、14（日）
14:00~15:30

123 おもしろ科学実験教室
講師:神田　健三　氏
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
定員:20名×3回（要予約）

6/20（土）、21（日）
11:00~12:30（21日のみ）
14:00~15:30

124 実験工作ストリート
講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学生以上（小学3年生以下の方は保護者同伴）
参加自由

6/27（土）、28（日）
10:00~15:30

（途中休憩あり）

125 親子でわくわくエネルギー
教室

講師:戸田　一郎　氏（サイエンスプロデューサー:富山市）
対象:小学4年生~一般（親子での参加大歓迎!!）
定員:12組（要予約）

7/4（土）
14:00~15:30

126 ざつぼくわ~くす
講師:浦田　和夫　氏（あかり工房KAZU:上市町）
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
定員:16名（要予約）

7/5（日）
14:00~15:30

127 こちら電気研究所
~電気の歴史・発電編~

講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学4年生~一般（低学年は保護者同伴）
※高校生以上の方は実験のみの参加になります。
定員:20名（要予約）

7/11（土）、12（日）
14:00~15:30

128 アレマー玉井のLet’sマ
ジック

講師:玉井　博文　氏（バルーンモンキーズ:高岡市）
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
参加自由

7/20（月・祝）
11:00~、13:00~
14:00~、15:00~

【各回約40分】

129 おもしろ科学実験教室
講師:かんば　こうじ　氏（科学系イラストレーター:東京都）
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
定員:各回20名（要予約）

7/28（土）、29（日）
11:00~12:30
14:00~15:30

130 実験工作タイム
講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学生以上（小学3年生以下の方は保護者同伴）
当日受付。

7/30（木）、31（金）
開催時刻未定

131 電工キットワークス
「AMラジオを作ろう」

講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:中学生・高校生　定員:16名（要予約）
材料費:500円

7/31（金）
14:00~16:00

132 実験工作ストリート
講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学生以上（小学3年生以下の方は保護者同伴）
参加自由

8/4（土）~7（日）
10:00~15:30

（途中休憩あり）

133 モーターで動くダンボール
工作

講師:千光士　義和　氏（スタジオSEN:奈良県）
対象:小学4年生~中学3年生（低学年は保護者同伴）
定員:各回20名（要予約）

8/8（土）、9（日）
11:00~12:30
14:00~15:30

134 実験工作ストリート
講師:北陸電力エネルギー科学館
対象:小学生以上（小学3年生以下の方は保護者同伴）
参加自由

8/11（火）~14（金）
10:00~15:30

（途中休憩あり）

135
北陸新幹線開業記念
横山大観展　富山を愛し
た巨匠

大観自身が十分に研究すべきと語る画題「人」と
「自然」をテーマとした作品に加え、「旅」をテー
マに大観と富山との関わりを紹介。

3/13（金）~5/10（日）

富山県水墨美術館
TEL:076-431-3719
FAX:076-431-3720

136 COLLECTION　コレク
ション展

水墨美術館の所蔵作品の中から、寄贈作品を中
心に紹介する。 5/15（金）~6/21（日）

137 超絶技巧！明治工芸の粋
京都・清水三年坂美術館のコレクションの中か
ら、七宝・金工・漆工をはじめ木彫や焼きものなど
明治工芸百余点を紹介。

6/26（金）~8/16（日）

138 北陸新幹線開業記念
鉄道に見る美術

描かれた様々な鉄道の姿や、旅情を誘う風景、駅を
彩る名作をはじめ、御料車に注がれた工芸技術の
粋を紹介。美術の視点から鉄道との関わりをみる。

8/21（金）~9/27（日）

139
北陸新幹線開業記念
旅に生きた水墨画の巨匠たち
雪舟から等伯へ

日本の水墨画を確立させた雪舟の旅と画業の軌跡
をたどりつつ、雪舟から大きな影響を受けた後世の
画家による作品と併せて水墨画の魅力を紹介。

10/9（金）~11/8（日）
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140 あつまれ墨画アーティスト
ワークショップの作品から

当館及び他館所蔵作品、水墨画ワークショップ
講師及び参加者による作品を併せて展示。 12/4（金）~1/17（日）

富山県水墨美術館
TEL:076-431-3719
FAX:076-431-3720

141 〔TT-2〕
労務管理実務講座

企業における労務管理のポイントについて、実
務を中心として修得する。
受講料:3,600円　定員:20名※申込順

6/3（水）~10（水）
夜　（4日）
申込期限:5/13（水）

富山市職業訓練センター
TEL:076-451-7500
FAX:076-451-0436

講習時間
（昼）　9:30~16:30
（夜）　18:30~21:00
（午前）　9:00~12:00
（午後）　13:30~16:30

[申込方法]
・申込書に記入の上申込
期限（必着）までに提出
してください。FAX、郵
送、電子メールもしくは
窓口で受け付けます。

・受講決定は開講日の14
日前をめどに、ハガキで
案内します。なお、受講
料等は、開講日に窓口で
お支払い願います。
・受講キャンセルの場合
は、開講日の7日前まで
に当センターへ連絡して
ください。
・講習内容や日程等変更
になる場合がございま
す。また定員に満たない
場合など、コースを中止
することもあります。最新
の情報はホームページま
たは電話でご確認願いま
す。

142 〔TT-3〕
社会保険実務講座

企業における社会保険事務について、実務を中
心として習得する。
受講料:4,500円　定員:20名※申込順

9/7（月）~16（水）
夜　（5日）
申込期限:8/17（月）

143
〔TT-4〕
新人・若手社員
　フォローアップ研修

企業人として必要な基本スキルを再確認し、問
題意識を持つ人材育成を目的とします。
受講料:4,000円テキスト・弁当付き　定員:40名※申込順

9/25（金）
昼　（1日）
申込期限:9/4（金）

144
〔TT-7〕
Word3級受験講座

（Word2013）

Wordの基本操作を習得し、最終日に、CS技能
評価試験ワープロ3級を受験する。
受講料:10,800円テキスト代・受験料別　定員:20名

6/20（土）~9/19（土）
午後　（12日）
申込期限:5/30（土）

145
〔TT-8〕
Excel3級受験講座

（Excel2013）

Excelの基本操作を習得し、最終日に、CS技能
評価試験表計算3級を受験する。
受講料:12,600円テキスト代・受験料別　定員:20名

6/29（月）~7/23（木）
夜　（14日）
申込期限:　6/8（月）

146 〔TT-9〕
簿記2級受験対策講座

企業会計、工業簿記や原価計算について学び、
日商簿記検定2級の合格を目指す。
受講料:21,600円テキスト代・受験料別　定員:20名

8/20（木）~11/13（金）
夜　（24日）
申込期限:　7/30（木）

147
〔TT-10〕
Webクリエイター受験対策講座

（HTML5）

ホームページ作成に必要な技能を習得、Webクリエ
イター能力認定試験の合格を目指する。TT-20受講
者またはホームページ作成経験のある方が対象。
受講料:9,000円テキスト代・受験料別　定員:20名

9/26（土）~11/28（土）
午前　（10日）
申込期限:9/5（土）

148 〔TT-14〕
Word初級講座①

日本語入力、文書の編集・レイアウト等を習得す
る。
受講料:6,000円テキスト代別　定員:20名

5/12（火）~19（火）
午前　（5日）
申込期限:4/21（火）

149 〔TT-15〕
Excel初級講座①

データや計算式の入力、基本的なグラフ作成な
どを習得する。
受講料:6,000円テキスト代別　定員:20名

5/21（木）~28（木）
午後　（5日）
申込期限:4/30（木）

150 〔TT-16〕
Wordマスター講座①

Word2013初級、中級講座の連続コース。
受講料:9,600円テキスト代別　定員:20名

6/1（月）~12（金）
午前　（8日）
申込期限:5/11（月）

151 〔TT-17〕
Excelマスター講座

Excel2013初級、中級講座の連続コース。
受講料:9,600円テキスト代別　定員:20名

6/15（月）~26（金）
午前　（8日）
申込期限:5/25（月）

152 〔TT-18〕
Word中級講座①

いろいろな文書の作成、美しいレイアウト方法な
どを習得し、Wordの基本機能を使いこなす。
受講料:6,000円テキスト代別　定員:20名

6/16（火）~23（火）
夜　（5日）
申込期限:　5/26（火）

153 〔TT-19〕
はじめてのパソコン講座②

パソコンを使うための、基本的な知識と技能を
学ぶ。
受講料:4,800円テキスト代別　定員:20名

8/24（月）~28（金）
午後　（4日）
申込期限:8/3（月）

154
〔TT-20〕
初歩から始めるホームページ
作成講座（HTML5）

初心者を対象にホームページ作成の流れや作成に
必要な基礎知識・タグの記述方法などを習得する。
受講料:6,000円テキスト代別　定員:20名

9/1（火）~8（火）
夜　（5日）
申込期限:8/11（火）

155 〔TT-21〕
Wordゆっくり講座②

Wordの基本操作を習得する。
※40歳以上対象
受講料:4,800円テキスト代別　定員:20名

9/10（木）~15（火）
午前　（4日）
申込期限:8/20（木）

156 〔TT-22〕
Excelゆっくり講座

Excelの基本操作を習得する。
※40歳以上対象
受講料:4,800円テキスト代別　定員:20名

9/28（月）~10/2（金）
午後　（4日）
申込期限:9/7（月）

157 〔TT-23〕
Excel初級講座①

データや計算式の入力、基本的なグラフ作成な
どを習得する。
受講料:6,000円テキスト代別　定員:20名

10/5（月）~13（火）
午後　（5日）
申込期限:　9/14（月）

158
〔TT-24〕
プレゼンテーション入門
PowerPoint基礎講座

（PowerPoint2013）

プレゼンテーションの基礎知識と、イラストやグラ
フなどを使った効果的なスライド作成技能を学ぶ。
受講料:6,000円テキスト代別　定員:20名

10/15（木）~22（木）
夜　（5日）
申込期限:9/24（木）

159
〔TT-34〕
ソーイング入門講座
　　髙浦紘子先生

洋裁の基礎を学び、初心者の方でも簡単な洋服
などの作品を製作できるようになる。
受講料:14,400円教材費別　定員:10名

5/7~11/5　※第1，3木曜
午後　（12日）
申込期限:4/16（木）
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160
〔TT-35〕
ソーイング応用講座
　　髙浦紘子先生

洋裁の基礎を学ばれた方、または洋裁の経験者の
方で、応用した洋服の作品を製作できるようになる。
受講料:14,400円教材費別　定員:10名

5/28~11/26※第2，4木曜
午後　（12日）
申込期限:5/7（木） 富山市職業訓練センター

TEL:076-451-7500
FAX:076-451-0436

講習時間
（昼）　9:30~16:30
（夜）　18:30~21:00
（午前）　9:00~12:00
（午後）　13:30~16:30

[申込方法]
・申込書に記入の上申込
期限（必着）までに提出
してください。FAX、郵
送、電子メールもしくは
窓口で受け付けます。

・受講決定は開講日の14
日前をめどに、ハガキで
案内します。なお、受講
料等は、開講日に窓口で
お支払い願います。
・受講キャンセルの場合
は、開講日の7日前まで
に当センターへ連絡して
ください。
・講習内容や日程等変更
になる場合がございま
す。また定員に満たない
場合など、コースを中止
することもあります。最新
の情報はホームページま
たは電話でご確認願いま
す。

161
〔TT-36〕
書道入門講座
　　山本文雄先生

楽しみながら書道の心得を身に付け、講座終了
後もOB・OGの書会で長く続けることが出来る。
競書はない。
受講料:16,800円教材費別　定員:20名

7/4~1/9　※第1，3土曜
8月第1週のみ、1月第2週
午前（12日）申込期限:6/13（土）

162
〔TT-37〕
中国語入門講座
　　青海燕燕先生

中国の文化や風習などに触れ、中国語の基本を
学ぶ。発音方法を習得し簡単な会話ができるこ
とを目標とする。
受講料:14,400円教材費別　定員:20名

10/3~2/13　※土曜日
13:30~16:00　（12日）
申込期限:9/12（土）

163
［TT-25］
デジカメ活用・画像処理入
門講座

デジカメの基本操作と撮影画像の編集・加工方
法を学び、それを年賀状等に活用。　定員:20名
受講料:6,000円　テキスト代別　要デジカメ

10/26（月）~30（金）
午後（5日）　※連続5日間
申込期限:10/5（月）

164 [TT-26]
Word初級講座②

日本語入力、文書の編集・レイアウト等を習得す
る。
受講料:6,000円　テキスト代別　定員:20名

11/5（木）~12（木）
午後（5日）
申込期限:10/15（木）

165 [TT-27]
Wordマスター講座②

Word2013初級、中級講座の連続コース。
受講料:9,600円テキスト代別　定員:20名

11/16（月）~30（月）
午後（8日）
申込期限:10/26（月）　

166
[TT-28]
Word・Excel連携講座

（Ms Office2013）

ワードやエクセルで、グラフや写真、図形を挿入
した企画書や、報告書の作成方法を学ぶ。
受講料:6,000円　テキスト代別　定員:20名

12/3（木）~10（木）
夜（5日）
申込期限:11/12（木）

167 [TT-29]
Word中級講座②

いろいろな文書の作成、美しいレイアウト方法な
どを習得し、Wordの基本機能を使いこなす。
受講料:4,800円テキスト代別　定員:20名

12/14（月）~18（金）
午後（4日）
申込期限:11/24（火）

168
[TT-38]
パソコン年賀状作成講座

（初心者の方等）

パソコンを用いた年賀状づくりの基礎知識と技
能を習得する。
受講料:4,800円　テキスト代・教材費別　定員:20名

12/1（火）~4（金）
午前（4日）
申込期限:11/10（火）

169 特別観測会
月食を見よう

皆既月食を望遠鏡や双眼鏡で観察し、月食にま
つわる解説を行います。定員：なし。申込：不要。
雨天曇天の場合は月食の解説を行います。

4/4（土）
19:00～21:30

富山市天文台
TEL:076-434-9098
FAX:076-434-9228

170 特別観測会
金星・木星を見よう

木星と金星を観察し、それぞれの星の不思議を
紹介します。定員：なし。申込：不要。入館料必要。
雨天曇天の場合は惑星の解説を行います。

5/3（日）、4（月）
19:30～21:30

171 特別観測会
七夕

七夕の星を観察し、その由来と全国に残る七夕
の習慣を紹介します。定員：なし。申込：不要。入
館料必要。雨天曇天の場合は七夕にまつわるさ
まざまな話を紹介します。

7/7（火）
19:30～21:30

172 特別観測会
中秋の名月

中秋の名月を観察し、日本人が抱いた月へのさ
まざまな想いを紹介します。定員：なし。申込：不
要。入館料必要。雨天曇天の場合は、解説を行
います。

9/27（日）
19:30～21:30

173 天体写真に挑戦！
月を写そう

お持ちいただいたコンパクトデジカメで、小望
遠鏡を通して月を撮影します。定員：なし。申込：
不要。入館料必要。雨天曇天の場合は撮影がで
きないので、星座や天体の解説を行います。

5/27（水）、5/ 28（木）、6/24（水）、6/25（木）、
10/21（水）、 10/22（木）、11/18（水）、
11/19（木）、3/16（水）、3/17（木）
19:30～21:30

174
宇宙の話
富山に落ちた隕石と流星
刀物語

明治時代、上市町に落ちた隕石のお話とその隕
石から刀が造られるまでの数奇なお話を紹介し
ます。定員：なし。申込：不要。入館料必要。

5/24（土）
15:00～15:40

175 宇宙の話
はじめての天体写真講座

カメラの原理を解説し、月と風景の写真撮影の
方法を紹介します。撮影会ではありません。定
員：なし。申込：不要。入館料必要。

6/20（土）
15:00～15:40

176 宇宙の話
ペルセウス座流星群

8/12の夜中を中心に見ることができる流星群
について、観察方法と流星の正体について紹介
します。定員：なし。申込：不要。入館料必要。

6/20（土）
15:00～15:40

177 天文台まつり
満月を望遠鏡で観察したり、デジカメなどで撮
影します。また、光にまつわる実験や工作を行い
ます。定員：なし。申込：不要。

8/29（土）
18:00～21:00

178 生け花 定員15名　会費8,000円（8回） 月曜18:30~
ユースピア
富山市勤労青少年ホーム
TEL・FAX:076-492-1256

179 料理 定員各曜日24名　会費5,600円（8回） 月・水・木・金曜18:30~
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富

山

市

180 抹茶 定員15名　会費4,000円（8回） 月曜18:30~

ユースピア
富山市勤労青少年ホーム
TEL・FAX:076-492-1256

4月~6月教室
　申込:3/1（日）~
　　（窓口申し込み順）

7月~9月教室
　申込:6/7（日）~
　　（窓口申し込み順）

対象:39歳までの勤労青
少年
会費:申込時前納
※年度登録料（友の会会
費）500円必要

181 煎茶 定員15名　会費4,000円（8回） 木曜18:30~

182 書道 定員20名　会費3,200円（8回） 火曜18:30~

183 ペン字 定員20名　会費3,200円（8回） 水曜18:30~

184 着付け 定員15名　会費2,400円（8回） 火曜18:30~

185 和裁 定員10名　会費2,400円（8回） 水曜18:30~

186 フラワーデザイン 定員10名　会費6,300円（3回） 水曜18:30~

187 英会話 定員20名　会費2,400円（8回） 土曜10:00~

188 陶芸 定員20名　会費4,800円（8回） 金曜19:00~

189 [わくわく体験活動]（日帰り）
第1弾　残雪の牛岳登山に挑戦

・牛岳登山
募集対象:小学校3年生~一般
定員:60名程度

4/25（土）

富山市野外教育
活動センター
　（富山市子どもの村）
TEL:076-457-2311
FAX:076-457-2277

190 [わくわく体験活動]（日帰り）
第2弾　竹で作ろう　マイグッズ

・竹ぽっくり・竹とんぼ・竹箸・竹笛・竹花器　など
募集対象:小学校3年生~一般
定員:40名程度

5/16（土）

191 [子ども野外体験活動]（3泊4日）
ワイルドキャンプ in 子どもの村

・牛岳登山・竹クラフト・野外炊飯・ワイルド遊び・
流しそうめん・星空観察・テント泊　など
募集対象:小学校5・6年生
定員:50名程度

8/10（月）~13（木）

192
[子ども野外体験活動]（1泊2日）
ワンパクキッズ in 子どもの村
パート1~パート4

・ワイルド遊び・野外炊飯・木工クラフト・レクリエー
ション　など　※各回により、多少の変更があり
募集対象:小学校3・4年生
定員:各回50名程度　

①8/19（水）~20（木）
②8/27（木）~28（金）
③11/7（土）~8（日）
④11/14（土）~15（日）

193
[幼児期からの自然体験活動]

（1泊2日）
親子で楽しむ自然の森
パート1

・森遊び・自然観察・自然物クラフト・キャンドル
サービス・木工クラフト　など
募集対象:年長児とその保護者
定員:20家族40名程度　

9/12（土）~13（日）

194 [わくわく体験活動]（日帰り）
第3弾　紅葉を楽しむ牛岳登山

・牛岳登山
募集対象:小学校3年生~一般
定員:60名程度

10/24（土）

195
春の集い

「たけのこ掘りだ!
　呉羽の山に集合」

・たけのこほり・たけのこを使った野外炊飯・池遊び
・キャンプファイヤー
対象:小学生とその家族60名

4/25（土）~26（日）
募集:4/2（木）~12（日）

富山県
呉羽青少年自然の家
TEL:076-434-1908
FAX:076-434-1942

196
第1回オープンデー

「自然の中で
　親子でふれあおう」

・ザリガニ釣り・池遊び・グラウンドゴルフ・うどん
作り体験　先着50名（両日）・ランチバイキング
対象:親子・一般　定員:参加自由

5/9（土）・10（日）
募集:当日受付

197 野外活動ボランティア養成
講座

・自然の中で集団を育てる指導力の育成・コミュ
ニケーション能力の向上・キャンプファイヤー指
導法・野外炊飯研修
対象:学生・一般　20名程度

6/6（土）・7（日）
募集:5/12（火）~24（日）

198
夏の集い

「キッズチャレンジ
　真夏の大冒険!」

・わくわくテント泊・夏の味覚野外炊飯・ドキドキ月
光ハイク・池遊び&ザリガニ釣り
対象:小学4~6年生60名程度

7/11（土）~12（日）
募集:6/9（火）~19（金）

199 第2回オープンデー
&クラフトの集い

・ザリガニ釣り・池遊び・クラフト・ランチバイキン
グ
対象:親子・一般　定員:参加自由

9/12（土）・13（日）
募集:当日受付
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

富
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市

200
くれはわくわくキッズ秋の集い
「里山に住む動物たちと
なかよしになろう」

・里山動物教室、乗馬体験・月光ハイク・クラフト
製作・キャンプファイヤー
対象:小学1~3年生　定員:60名程度

10/24（土）~25（日）
募集:9/22（火）~10/2（金） 富山県

呉羽青少年自然の家
TEL:076-434-1908
FAX:076-434-1942201

第2回クラフトの集い
「ミニ門松、干支の置物、
リースを作ろう」

・ミニ門松作り・リース作り・干支の置物作り
対象:親子・一般

12/19（土））・20（日）
募集:11/25（水）~12/6（日）

202 まちなか月食ウォッチング
2015

半年ぶりに見られる皆既月食を望遠鏡や双眼鏡
で観察します。場所：科学博物館玄関前。
定員：なし、申込不要、無料

4/4（土）
19:00～21:20

富山市科学博物館
TEL:076-491-2125
FAX:076-421-5950

203
科学教室

「まつぼっくりでつくるコイ
ノボリ」

まつぼっくりを着色しコイノボリを作成します。１
家族１セットです。
対象：5才以上（小学生以下は保護者同伴）
定員：10組（抽選） 無料、要申込（3/31締切）

4/11（土）
10:30～12:00

204
学芸員と歩く富山の自然

「カタクリとギフチョウの猿
倉山」

早春の丘陵地を散策し、観察します。
場所：猿倉山（現地集合解散）。
対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴）。
定員：なし。無料。要申込（4/5申込締切）。

4/12（日）
10:30～14:30

205 学芸員と歩く富山の自然
「初夏の美女平」

ブナ林を散策し、観察します。
場所：立山町美女平（美女平駅集合解散）。
対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴）
定員：約100人。無料。要申込（5/23申込締切）。

5/31（日）
9:30～14:30

206 特別展「地球の結晶」
鉱物の不思議さやおもしろさがわかる色鮮やか
で美しい標本と宝石を展示します。入館料とは
別に特別展観覧料（大人200円、中学生以下無
料）必要。

7/18（土）～9/6（日）

207
自動車技術会・科学博物館
連携イベント「風に向かって
走れ！ウインド カーレース」

風に向かって走るクルマを組立、レースを行い、
改造を加え速さを競います。
対象：小学3～6年生　定員：20人（抽選）
無料、要申込（7/9締切）

7/19（日）
13:30～16:00

208 子どもかがくゼミナール
「ざっそうのかがく」

城南公園で雑草を探し名前を調べ、多様さを認
識し、理解を深めます。
対象：小学生とその家族。定員：25人（抽選）
要申込（7/13締切）。大人要観覧料。

7/20（月）
14：00～15：30

209 科学博物館・市民病院連携
イベント「人体を知ろう」

私たちの体のしくみを学び、医療とそれらを支え
る科学を体験します。
対象：小5～中3。定員：20人（抽選）。
無料。要申込（7/15締切）。

7/25（土）  （予定）
9:30～12:00

210 科学教室
「気象台に行こう」

気象台の仕事を学び、観測や気象の実験を体
験、理解を深めます。
対象：小4～一般。定員各回60人（抽選）。
無料。要申込（7/21締切）。

7/28（火） 
午前の部 9:30～11:30
午後の部 13:30～15:30

211 夏休み恐竜探検隊
化石レプリカ作りや化石発掘体験をします。大
山地区。
対象：小学4～6年生（保護者同伴）。
定員：各日50人（抽選）。無料。要申込（7/20締切）。

8/20（木）、21（金）  （予定）
9:50～16:00

212 標本の名前を調べる会＆自
由研究のまとめ方相談会

標本の名前や、がんばって調べてきた自由研究
のまとめ方、科学に関する質問に何でもお答え
します。
無料。申込不要。

8/23（日）
10:00～16:00

213 たのしいかがく大集合
サイエンスショー、科学工作、実験など、盛りだ
くさんのイベントです。定員：サイエンスショーは
各回242人。
申込不要。

9/13（日）予定
10:00～16:00

214
第36回SSP展　
自 然 を 楽しむ 科 学 の 眼
2015-2016

日本自然科学写真協会の会員が自然を科学の
眼で撮影した心に響く写真を展示します。

（主催：日本自然科学写真協会・富山市科学博物館）
9/19（土）～10/4（日）

215 収蔵品展「とやまの恐竜化
石」

富山県内から産出した恐竜化石や植物化石を展示
します。 10/24日（土）～11/15（日）

216
特別展

「肖像画で見る郷土の先
賢」

主催: 富山県ひとづくり財団 
富山県教育記念館 4/10（金）~5/24（日）

（公財）富山県ひとづくり
財団
TEL:076-444-2000
FAX:076-444-2001

217
第6回

「児童･生徒による　もの
づくり展」

主催: 富山県ひとづくり財団 
富山県教育記念館 6/12（金）~7/12（日）

218 第13回
「さんすう・ワールド展」

主催: 富山県ひとづくり財団 
富山県教育記念館 7/25（土）~8/23（日）

219
第12回

「子どもの目・自然不思議
発見写真展」

主催: 富山県ひとづくり財団 
富山県教育記念館 9/4（金）~10/4（日）
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富

山

市

220
第11回

「アイデア ロボット・フェスタ」
ロボット展

主催: 富山県ひとづくり財団 
富山県教育記念館 12/12（土）~1/17（日）

（公財）富山県ひとづくり財団
TEL:076-444-2000
FAX:076-444-2001

221 平成27年度　富山市民大学
開講式・特別講演会

講師:佐藤　勝明　氏（和洋女子大学教授・副学長）
演題:「芭蕉の編集力」

4/17（金）
開講式　13:30~
特別講演会　14:00~

富山市
市民学習センター
TEL:076-493-3500

222
企画展

「古代へのとびら2015
　―古代とやまの旅―」

県内各地で行われた旧石器時代から近世まで
の発掘調査の出土品から、日本列島各地とのつ
ながりや古代とやま人の旅を紹介する。
入館無料

4/11（土）~6/14（日）
金曜休館

富山県埋蔵文化財センター
TEL:076-434-2814
FAX:076-434-2859

223 「 発 掘 さ れ た 日 本 列 島
2015」展

全国で行われた発掘調査において、近年特に注
目された出土品を紹介する。
入館無料

8/1（土）~9/6（日）
金曜休館

224 特別展
「北陸新幹線を掘る」

北陸新幹線建設に伴い、県内各地で行われた
発掘調査による出土品や写真を展示する。
入館無料

9/18（金）~11/23（月・祝）
金曜休館

225
常設展

「小竹貝塚　縄文人の世界
展（仮）」

91体の縄文人骨が出土し注目を集めた小竹貝
塚の最新情報を基に、出土した土器・石器・木製
品などを展示する。
入館無料

4/11（土）~
金曜休館

226 春の生き物とデート
1　春を感じられる動植物の観察

（ホクリクサンショウウオ、ギフチョウやカタクリなど）
2　キノコの植菌（実費徴収）

4/11（土）

富山県自然博物園
ねいの里
TEL:076-469-5252

227
愛鳥週間

「野鳥の園・公園街道バー
ドウオッチング」

野鳥の園を回遊する探鳥会を実施後、公園街道
をねいの里まで歩く。 5/10（日）

228 竹細工づくりとヘイケボタ
ル観賞

夕方に竹細工や竹アンドンをつくり、モノアラガ
イなど巻貝の放流を行った後、ヘイケボタルの
観賞を行う。

6/27（土）7/4（土）7/11（土）

229 植物写真ワークショップ
カメラを通して、自然の美しさを観察し、撮影手
法を修得することにより、普段とは違う自然の見
方や付き合い方を考えさせる。

（定員:20人）
6/28（日）

230 夜の昆虫大探検①
「あなたも昆虫博士」

午後からトンボの調査・標本づくり
夕方から夜にかけて、カブトムシや様々なクワガ
タムシの観察や捕獲を目的とした観察会
同時に、トラップづくり、昆虫の解剖、ライトト
ラップなども実施

8/8（土）

231 夜の昆虫大探検②
「鳴く虫の声を聞こう」

ナイトウオーク形式で、秋の鳴く虫を中心に夜
間観察会を実施する。
同時にライトトラップも行う。

（録音した虫の声を事前に聴かせる）
9/12（土）

232 キノコ狩りとキノコ鍋を楽
しむ

園内でキノコを採集後、鑑定とキノコ鍋の試食
を行う。

（定員:300人）
10/4（日）

233 巣箱を作ろう
巣箱づくりを行った後、野鳥の園での水鳥観察
会の実施。

（作った巣箱は有料で持ち帰り）
11/7（土）

234 ねいの里で正月飾りづくり
ねいの里で収穫や採取した植物を使って、正月
飾りを制作する。
また、雪があれば雪上自然観察を行う。

（定員:親子20組）
12/20（日）

235 富山でお花見 北陸新幹線開業に合わせ、富山のサクラの名所
を紹介する 3/13（金）~4/29（水・祝）

富山県中央植物園
TEL:076-466-4187
FAX:076-465-5925

236 高山植物室
リニューアルオープン 高山植物室のリニューアルオープン 4/24（金）

237
高山植物室
リニューアルオープン記念
講演

高山植物室のリニューアルオープンを記念した
講演会（園長） 4/26（日）

238 第4回　さくらまつり 桜のライトアップや観察会、桜に関する展示、桜
にちなんだ物品の販売

4月上中旬の土・日を含む
4日間　9:00~21:30

239 ドリアスコンサート 演奏者未定（4組程度） 4月上中旬
（さくらまつりの2日間）

キャンパス　全県版　19

連
携
講
座

新
川
地
区

高
岡
地
区

砺
波
地
区

富
山
地
区



№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

富

山

市

240 緑のコンサート 滝沢卓氏のシンセサイザーの演奏 5~11月の第1土曜日
14:00~15:00

富山県中央植物園
TEL:076-466-4187
FAX:076-465-5925

241 第36回　春のラン展 富山県蘭協会と共催でエビネや春に咲く洋ラン
などを展示 5/2（土）~5（火・祝）

242 栽培講習会
「ランの栽培と管理」 富山県蘭協会会員によるランの栽培講習 5/4（月・祝）・5（火・祝）

14:00~15:30

243 私の植物画展 公募による植物画（ボタニカルアート）の展示 5/8（金）~27（水）

244 植物写真教室
「やさしい花の撮り方」

花の撮影技術についてプロの写真家から学ぶ
教室

5/10（日）
13:00~16:00

245 植物画講習会 一般の方を対象にした植物画の描き方を講習
（1日講習を2回）

5/23（土）・24（日）
10:00~16:00

246 さつき展 1週目は「富山皐月会」、2週目は「寿さつき会」
のさつき盆栽を展示

5/29（金）~31（日）
6/5（金）~7（日）

247 夜間開園　ゲッカビジン観
賞 ゲッカビジンの開花に合わせた夜間開園 6/1~7/15（開花日2日間）

19:00~21:30

248 一日蘭展 富山県蘭協会と共催でこの時期に咲くランを展
示 6/28（日）

249 早朝開園　ハスの花の観
賞会 ハスの開花を観賞する 7/26（日）時間未定

250 夏休み子ども企画
「森のクラフト」

どんぐりやマツボックリ、木の枝などを使った工
作コーナー 7/17（金）~8/31（月）

251 水生食虫植物の展示 ムジナモなど水生食虫植物を水草展に関連して
展示 水草展期間中

252 水草展 富山県で開催される「豊かな海づくり大会」に
関連した水草の企画展 7/17（金）~9/30（水）

253 栽培講習会
「スイレンの栽培と管理」 水草展に関連し、スイレンの鉢栽培の講習 7/20（月・祝）

13:30~15:00

254 染色体観察法 園長による染色体観察講座 8/5（水）
13:30~16:00

255
夏休み子ども企画

「オオオニバスに乗ってみ
よう」

小学生、幼児を対象にオオオニバスの葉に乗る
体験。各日9:00~、13:00~。整理券配布（先着
各100名）

8/7（金）~9（日）
各日午前と午後

256 夜間開園　オオオニバス
観賞会 オオオニバスの花や夜の温室植物の観賞 8/21（金）~22（土）

18:30~21:00

257 私の植物写真展 公募による植物の写真作品を展示 10/2（金）~28（水）

258
TOYAMA植物フォーラム

「ふるさとの海と森の間に
棲む生き物たち」（仮）

富山県生物学会創立90周年記念シンポジウム
を兼ね、第35回全国豊かな海づくり大会を記念
して開催

10/17（土）

259 花と緑のコンクール入賞作
品展

花と緑の銀行が実施する各種コンクールの受賞
作品および写真の展示 10/30（金）~11/18（水）
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富
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市

260 秋の盆栽展 富山皐月会との共催 11/13（金）~15（日）

富山県中央植物園
TEL:076-466-4187
FAX:076-465-5925

261 第9回　秋のラン展 富山県蘭協会との共催でカンランや秋に咲く洋
ランの展示 11/21（土）~23（月・祝）

262 栽培講習会「ランの栽培と
管理」 富山県蘭協会会員によるランの栽培講習 11/22（日）・23（月・祝）

13:30~15:00

263 クリスマスフェア クリスマス展示やコンサートなどを開催 12/4（金）~6（日）

264 植物園でバードウォッチン
グ

日本野鳥の会富山と共催で、植物園の池で見ら
れる鳥の観察

12/6（日）
9:00~11:00

265 干支にちなんだ植物 干支にちなんで「未」と「申」の名前がついた植
物を展示 12/11（金）~1/20（水）

266
植物ガイド
―ボランティアと歩く植物
園―

植物園のボランティアが見頃の植物を紹介しま
す

毎月第1・2・4日曜日
13:30~14:00

267 植物ガイド
―園長と歩く植物園― 園長が植物の見所を紹介します 毎月第3日曜日

13:30~14:00

268 サンフォルテ　フェスティ
バル2015

①表彰式&基調講演　　②シネマ
③ワークショップ・展示　④にぎわいイベント
⑤北陸新幹線開業記念イベント

6/27（土）・28（日）
サンフォルテフェスティバル
実行委員会事務局
TEL:076-432-4500

269 富山涛明会　春の会
宝生流富山涛明会

無料
4/19（日）　13:00

富山能楽堂
TEL:076-429-5595
FAX:076-429-5595

270 睦月会　春季大会
宝生流睦月会

無料
4/26（日）　9:30

271 観世流富山松友会　春季
大会

観世流富山松友会

無料
5/17（日）　10:00

272 大謡会　発表会
宝生流大謡会

無料
6/7（日）　13:00

273 第29回　富山婦人謡曲大
会

宝生流富山婦人謡曲会

無料
6/14（日）　9:30

274 おわら節技能検定
おわら道場

無料
6/21（日）　9:00

275 富山県宝生会　春季能楽
大会

宝生流富山県宝生会

有料
6/28（日）　9:00

276 宝峰会　夏季謡曲大会
宝生流宝峰会

無料
7/5（日）　13:00

277 第35回　富山薪能 富山県宝生会 7/31（金）　13:30

278 富山　“観世塾”
あなたも日本の伝統文化「能楽」を体験してみ
ませんか。
受講料:2000円（一人1回受講につき）
会場:富山能楽堂　主催:観世流富山松友会

原則、毎月末の土曜日
13:30~16:00

279 エコライフ・アクト大会
循環型・脱温暖化社会の実現のために日常生活
の中でごみや二酸化炭素を極力排出しないエコ
ライフスタイルの推進を目的とする。会場:グラン
ドプラザ

6/21（日）
午後

（公財）とやま環境財団
TEL:076-431-4607
FAX:076-431-4453
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富

山

市

280 平成27年度いきがいづくり教室
木工（初級）

対象:富山市在住の60歳以上の方　　定員:8名
受講料:年間5,000円（材料代別途）
※3/6（金）~24（火）直接窓口にて申込み。

月曜　13:30~15:30
4月~翌年3月
年間　25日（月2回程度）

富山市大沢野
高齢者いきがい工房
TEL:076-468-7222
FAX:076-468-7211
※土日・祝日は休館

281 平成27年度いきがいづくり教室
木彫（初級）

対象:富山市在住の60歳以上の方　　定員:8名
受講料:年間5,000円（材料代別途）
※3/6（金）~24（火）直接窓口にて申込み。

月曜　10:00~12:00
4月~翌年3月
年間　25日（月2回程度）

282 平成27年度いきがいづくり教室
伝承技法

対象:富山市在住の60歳以上の方　　定員:12名
受講料:年間5,000円（材料代別途）
※3/6（金）~24（火）直接窓口にて申込み。

火曜　13:30~15:30
4月~翌年3月
年間　25日（月2回程度）

283 平成27年度いきがいづくり教室
ステンドグラス（午前の部）

対象:富山市在住の60歳以上の方　　定員:12名
受講料:年間5,000円（材料代別途）
※3/6（金）~24（火）直接窓口にて申込み。

金曜　10:00~12:00
4月~翌年3月
年間　25日（月2回程度）

284 平成27年度いきがいづくり教室
ステンドグラス（午後の部）

対象:富山市在住の60歳以上の方　　定員:12名
受講料:年間5,000円（材料代別途）
※3/6（金）~24（火）直接窓口にて申込み。

金曜　13:30~15:30
4月~翌年3月
年間　25日（月2回程度）

285 平成27年度いきがいづくり教室
布あそび

対象:富山市在住の60歳以上の方　　定員:20名
受講料:年間5,000円（材料代別途）
※3/6（金）~24（火）直接窓口にて申込み。

火曜　13:30~15:30
4月~翌年3月
年間　25日（月2回程度）

286 トリエンナーレ　2015年　公募
　神通峡美術展

会場
富山市大沢野生涯学習センター（平面作品展示）
富山市猿倉山森林公園芝生広場（立体作品展示）
旧富山市立小羽小学校（インスタレーション作品展示）

10/3日（土）~16（金）
富山市大沢野文化会館
TEL:076-468-1191
FAX:076-468-3115

射

水

市

287

海王丸パーク
平成27年度イベント情報

海王丸の総帆展帆①・②・③・④・⑤・⑥・⑦
4/19（日），5/5（火・祝），24（日），
6/14（日），7/26（日），8/9（日），
9/22（火・祝）

（公財）伏木富山港・
海王丸財団
TEL:0766-82-5181
FAX:0766-82-5197

288 探鳥会① 4/26（日）

289 ちびっ子天国in海王丸パーク　 5/2（土）~6（水・振）

290 カッター・セイリング教室 5/3（日）

291 海王丸の親子展帆体験 5/4（月・祝）、7/20（月・祝）

292 海王丸パークフェスティバル
（練習船海王丸・大成丸寄港） 8/6（木）~10（月）

293 秋のファミリーフェスティバル 9/19（土）~23（水・祝）

294 親子海洋教室 ●日帰りコース…9:30~16:00
参加資格:小学1年生以上~中学3年生及び保護者
費用:およそ1,100円（参加費600円+食費）
●宿泊コース…13:00~翌日12:00
参加資格:小学4年生以上~中学3年生及び保護者
費用:およそ1,900円（参加費800円+食費）

実施期間:4月~10月
（実施付不可日あり）
申込受付2/1~

（定員になり次第締切）295 団体参加の海洋教室
（原則30名以上）

296 企画展
射水市民の逸品展2015

会場:射水市新湊博物館
入場料: 一般310円 

65歳以上又障がいのある方150円
4/24（金）~5/31（日）

射水市新湊博物館
TEL:0766-83-0800
FAX:0766-83-0802

※各企画展名、期間は変
更する場合もあります。

297
企画展
インターネット公開記念石
黒信由の絵図展

会場:射水市新湊博物館
入場料: 一般310円 

65歳以上又障がいのある方150円
6/5（金）~7/5（日）

298 企画展
奈呉の浦の祈り

会場:射水市新湊博物館
入場料: 一般310円 

65歳以上又障がいのある方150円
7/10（金）~9/13（日）

299
企画展
東京国立近代美術館工芸
館名品展

会場:射水市新湊博物館
入場料: 一般310円 

65歳以上又障がいのある方150円
9/18（金）~11/23（月・祝）

22　キャンパス　全県版

連
携
講
座

新
川
地
区

砺
波
地
区

富
山
地
区

高
岡
地
区



№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

射

水

市

300 企画展
新収蔵品展

会場:射水市新湊博物館
入場料: 一般310円 

65歳以上又障がいのある方150円
11/27（金）~2/14（日） 射水市新湊博物館

TEL:0766-83-0800
FAX:0766-83-0802

※各企画展名、期間は変
更する場合もあります。301 古文書講座 会場:射水市新湊農村改善センター

申込必要　電話又FAX（先着順）
10月~11月にかけて5回開催予
定。曜日未定。

302 あじさい祭り 場所:太閤山ランドあじさい通り周辺
内容:あじさい茶会、琴コンサートなど 6/19（金）~6/28（日）

太閤山ランド
TEL:0766-56-6116

303 自然観察会 場所:太閤山ランド園内一円
内容:園内での自然観察会

4/26，5/10，6/21，8/2，9/13，
10/11，11/8，12/13，2/7（日）

304 のぶみ絵本原画展
『しんかんくんうちにくる』『しんかんくんでん
しゃのたび』の絵本原画を展示
入館料のみ

（大人510円　中高生310円　小学生100円）
4/19（日）~5/28（木）

射水市大島絵本館
TEL:0766-52-6780
FAX:0766-52-6777

305 西村敏雄絵本原画展
『わたしはあかねこ』『うんこ』の絵本原画を展示
入館料のみ

（大人510円　中高生310円　小学生100円）
5/30（土）~7/23（木）

306 かこさとし展
『からすのおかしやさん』『からすのやおやさん』
の絵本原画（複製）を展示
入館料のみ

（大人510円　中高生310円　小学生100円）
7/24（金）~9/29（火）

高

岡

市

307 音楽講座
~歌って踊ってリフレッシュ~

講師: 大村　禎子　氏（声楽家） 
佐野川　薫　氏（ピアノ）

定員:20名　受講料:3,000円
会場:高岡市生涯学習センター

6/6，27，7/4，25，8/8，22（土・全6
回）9:30~10:45
申込期間:5/1（金）~27（水）

高岡市教育委員会
生涯学習課
　学習振興担当
TEL:0766-20-1802
FAX:0766-20-1808

308 地方創生は「お国ことば」
から

講師:中井　精一　氏（富山大学人文学部教授）
定員:40名　受講料:500円
会場:高岡市生涯学習センター

7/15，22（水・全2回）
14:00~15:30
申込期間:6/1（月）~7/3（金）

309 料理講座「夏の簡単フレン
チ」

講師:川田　幹子　氏（水月文華学園園長）
定員:15名受講料:1,500円（材料費込み）
会場:高岡市生涯学習センター

7/18（土）10:00~12:30
申込期間:6/1（月）~7/3（金）

310 観天望気（カンテンボウ
キ）と高岡の気象

講師:斉藤　允　氏（気象予報士）
定員:40名　受講料:1,000円
会場:高岡市生涯学習センター

8/20，27，9/3（木・全3回）
14:00~15:30
申込期間:7/1（水）~8/6（木）

311 今、工芸がおもしろい
講師: 山本　成子　氏　　　瀬尾　千秋　氏 

竹内　唯　氏（高岡市美術館）
定員:40名　受講料:無料
会場:高岡市生涯学習センター

9/10，17，24（木・全3回）
14:00~15:30
申込期間:7/1（水）~8/31（月）

312
ラ・フォル・ジュルネ金沢
「熱狂の日」
音楽祭2015 in 高岡

世界的音楽の祭典。今年はパシオン・バロック!
をテーマに市内各所で身近に楽しめる多彩な音
楽会を開催。
会場:瑞龍寺、富山県高岡文化ホール

4月30日（木）昼・夜公演　他

高岡市民会館
TEL:0766-20-1560

313
オーケストラ・アンサンブル
金沢高岡定期公演
戦後７０年「平和への祈り」
～七夕の夜に捧げるモー
ツァルト：レクイエム～

指揮者に旧ユーゴスラビアを拠点に活躍する 
栁澤寿男を迎え、管弦楽と高岡＆金沢特別編成
合唱団が捧げる鎮魂歌レクイエム。
会場：高岡市民会館

7/7（火）

314
第45回高岡市芸術祭関連事業
第4回　たのしい子どもおどりの会
青少年日舞わかば公演

24歳以下の青少年による日本舞踊公演。愛らし
く清々しい舞の数々をお楽しみください。
会場:高岡市民会館

9/6（日）

315 第45回　高岡市芸術祭
邦楽・洋楽・茶道・華道・美術各分野の高岡市芸
術文化団体協議会会員が、日頃の研鑽の成果を
ご披露します。
会場:富山県高岡文化ホール　ほか

10/31（土）~11/8（日）

316
常設展

「高岡ものがたり―楽しく知ろ
う!ひらめき・ミュージアム―」

原始･古代から現代までの高岡の歴史と、銅器･
漆器などの伝統産業に関する資料などを展示
し、郷土高岡を紹介する。入館無料。

4/1（水）~3/31（木）
【通年開催】

高岡市立博物館
TEL:0766-20-1572
FAX:0766-20-1570

317
常設展　民具コーナー

「むかしの人はどんな道具
を使っていたの?」

小学校3~4年生の社会科授業『昔の道具とくらし―
昔の道具をさがそう、郷土資料館を訪ねて―」にあわ
せて、当館が収蔵する民俗資料を展示し、その用途
や歴史について分かりやすく紹介する。入館無料。

4/1（水）~3/31（木）
【通年開催】

318 常設展・お宝コーナー
「高岡の引札」

高岡山町の旧家・室崎家に伝わった高岡の引札
を展示・紹介する（入館無料）。今後も、「お宝
コーナー」では、時宜に応じた展示替えを実施
予定。

4/1（水）~6/14（日）

319
館蔵品展

「高岡捺染の祖・笹原文次
資料展」

当館収蔵の近代高岡捺染の創始者・笹原文次
関係資料を中心に展示し、その歴史を紹介す
る。入館無料。

4/1（水）~5/6（水・振休）
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

高

岡

市

320 屋上開放「古城公園展望
台」

古城公園の桜の開花にあわせ、当館屋上からの
眺望を楽しんでいただくべく開催する。高岡の
歴史解説等を実施予定。来場無料

4月上旬（予定）
・桜の開花にあわせ、3日間、各日
3時間程度開放

高岡市立博物館
TEL:0766-20-1572
FAX:0766-20-1570

321 呈茶の会「松聲庵―博物館
で抹茶を楽しみませんか―」

桜の開花にあわせ、当館が管理する茶室「松聲庵」で呈茶
を行う。同日茶室見学会及び常設展示説明会を実施予定。
・呈茶参加料400円
・茶室見学会、常設展示説明会は聴講無料

4/11（土）
10：00～15：00

322 郷土学習講座（全4講）
「高岡城の魅力を探る」

「高岡城跡」の国史跡指定（H27.3月予定）を受け、高岡城
跡にまつわる様々な話題を取りあげる講演会を開催する。
全４回受講料1,000円（事前申込制）

・各回受講料300円　・定員80名（先着順）

6/20（土）、8/29（土）、
10/10（土）、11/21（土）
14：00～15：30

323 ミニ講座
「高岡のみじかい話」

高岡の歴史・民俗・産業に関する40分の講座を
開催する。

・受講料:無料

①5/23　②6/11　③7/25　④8/15
⑤9/12　⑥10/1　⑦11/5　⑧12/17
⑨1/14　⑩2/6　⑪3/17
開催時間14:00～14:40

324
特別展

「国史跡指定記念　高岡城
跡の魅力」

高岡城跡詳細調査（平成20年~24年度）の成
果をはじめ、当館が収蔵する高岡城跡、及び高
岡古城公園の絵図・地図、古写真などの関係資
料を中心に展示・紹介する。
入館無料。

7/25（土）~10/12（月・祝）

325
ワークショップ
「博物館の仕事って何だろう?
―きみも今日から“学芸員”―」

小学生を対象に、博物館学芸員の仕事を体験す
るワークショップを開催する。
・参加料必要
・事前申込みによる定員制

8/22（土）

326
高岡の歴史・民俗・伝統産
業に関するワークショップ

「（タイトル未定）」

子どもを対象とした、高岡の歴史・民俗・伝統産
業に関するワークショップを開催予定。

・参加料必要
・事前申込みによる定員制

時期未定

327
呈茶の会

「松聲庵―博物館で抹茶を
楽しみませんか―」

紅葉の季節にあわせ、当館が管理する茶室「松聲庵」で呈茶
を行う。同日茶室見学会及び常設展示説明会を実施予定。
・呈茶参加料400円
・茶室見学会、常設展示説明会は聴講無料

11/7（土）
10：00～15：00

328 古文書講座
「初めての古文書教室」

古文書解読初心者の方を対象とした古文書教
室を開催予定。
受講料:2,000円（全6回）
定員:60名（事前申し込み制）

10/15（木）、10/29（木）、11/12（木）、
11/26（木）、12/10（木）、12/24（木）
14：00～15：30

329 英語「入門」講座
内容:ほとんど話せなくて理解できない人、旅行
に行く時海外で困る時に使う英語
受講料:7,000円（高岡市国際交流協会会員5,000円）
定員:10名程度

4/23（木）～7/2（木）
全10回、毎週木曜日
13:30~14:30

高岡市国際交流センター
TEL:0766-27-1856
FAX:0766-27-1858

330 英語「初級」講座
内容:ある程度話せて、ほぼ理解できるが、今ま
で外国人と話す機会がなかった人対象
受講料:7,000円（高岡市国際交流協会会員5,000円）
定員:10名程度

4/23（木）～7/2（木）
全10回、毎週木曜日
15:00~16:00

331 英語「中級」講座
内容:少し話せて簡単な内容を理解でき、外国人
と簡単な会話がしたい人対象
受講料:7,000円（高岡市国際交流協会会員5,000円）
定員:10名程度

4/21（火）～6/30（火）
全10回、毎週火曜日
13：30～14：30

332 英語「上級」講座
内容:自信を持って話せて普通の速度でも理解
でき、更に自分の会話力を磨きたい人対象
受講料:7,000円（高岡市国際交流協会会員5,000円）
定員:10名程度

4/21（火）～6/30（火）
全10回、毎週火曜日
15：00～16：00

333 中国語「入門・初級」講座
内容:初めて習う人から少し習ったことがある人
まで対象
受講料:10,000円（高岡市国際交流協会会員8,000円）
定員:15名程度

5/16（土）～H28.3/19（土）
全20回、毎月第1・3・5土曜日
13：30～15：00（1月は休み）

334 韓国語をみんなで楽しく学
ぼう

内容:初めて習う人から少し習ったことがある
人、ある程度会話ができる人まで対象
受講料:10,000円（高岡市国際交流協会会員8,000円）
定員:15名程度

5/16（土）～H28.3/26（土）
全20回、土曜日
13：30～15：00（1月は休み）

335 ロシア語「入門・初級」講座
内容:初めて習う人から少し習ったことがある人
まで対象
受講料:10,000円（高岡市国際交流協会会員8,000円）
定員:15名程度

5/20（水）～H28.3/23（水）
全20回、水曜日
15：30～17：00（8月、1月は休み）

336 Talking Salon
内容:各国からの外国人ゲストを招き、文化や習
慣の違いなど色々なお話を主に英語で伺いま
す。事前申し込みは不要、高岡市国際交流協会
会員は無料、非会員は1回100円。
会場:高岡市国際交流センター　ロビー

4/11日（土）~3/28（土）
毎月第2・4土曜日、14:00~15:30
※但し、5/16（土）と12/19（土）は第3土曜日

337 春らんまん市
・苗の販売、注文・地元新鮮野菜・農産加工品・漬
物・パンなどの販売・市民園芸講習会「野菜づくり
の基礎知識“春~夏野菜づくり」10:00~11:00
受講料無料。予約不要。

4/18（土）
9:00~15:00

高岡市農業センター
（アグリピア高岡内）
TEL:0766-63-1818

338 アグリピア高岡で楽しんで市
・地元新鮮野菜・農産加工品・漬物・パンなどの販売
ミニ動物園（予定）・市民園芸講習会「おいしい
野菜づくりのポイント」10:00~11:00
受講料無料。予約不要。

5/23（土）
9:00~15:00

339 市民園芸講習会 「果菜類の肥培及び防除管理のポイント」
受講料無料。予約不要。

6/13（土）
10:00~11:30
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

高

岡

市

340 夏野菜まつり
・夏の地元新鮮野菜・農産加工品・漬物・パンなど
の販売・市民園芸講習会「野菜づくりの基礎知
識“秋野菜づくり」
10:00~11:30　受講料無料。予約不要。

7/11（土）
9:00~15:00

高岡市農業センター
（アグリピア高岡内）
TEL:0766-63-1818

341 お盆の花盛りだくさん市 ・地元産、お盆用切り花販売
・地元新鮮野菜、農産加工品の販売

8/12（水）~15（土）
9:00~15:00

342 お彼岸フェア
・地元のお彼岸用切り花・地元新鮮野菜・農産加
工品・パンなどの販売・市民園芸講習会「秋野菜
の肥培管理と春野菜の準備、育て方」
10:00~11:30　受講料無料。予約不要。

9/19（土）
9:00~15:00

343 生誕80周年記念
藤子・F・不二雄展

『ドラえもん』『パーマン』等の数々の人気キャラ
クターを生み出し、子どもたちのために「SF（す
こしふしぎ）」な物語を描き続けた、高岡市出身
のまんが家藤子・F・不二雄の生誕80周年を記念
した展覧会を開催します。

3/1（日）~5/6（水・振休）

高岡市美術館
TEL:0766-20-1177
FAX:0766-20-1178

344 第54回　日本伝統工芸富
山展

日本工芸会富山支部会員と公募による金工、漆
芸、など7部門の作品と、人間国宝をはじめとす
る全国の日本工芸会会員の賛助出品を展示。

5/22（金）~6/7（日）

345 第21回　高岡市民美術展
高岡市で創作活動を行う人たちを対象とした公
募展。審査による入選・入賞作品、および招待作
品を展示。【観覧無料】

6/27（土）~7/11（土）

346
コレクションのチカラ
―未来に伝えたいアート

（仮称）

高岡ゆかりの作家を中心に構成された当館コレ
クションの魅力を紹介。高岡市大法寺所蔵の長
谷川等伯筆「日蓮上人像」や勝興寺所蔵の「洛
中洛外図」など、高岡が誇る国指定重要文化財
をあわせて公開。

7/25（土）~8/30（日）

347 魯山人の宇宙
幅広い芸術分野において才能を発揮した北大
路魯山人（1883-1959）の陶芸作品約90点を
展示し、魯山人芸術の全体像と「おもてなし」の
美学を紹介。

9/12（土）~10/18（日）

348 第45回　高岡市芸術祭
高岡市美術作家連盟展

高岡市を中心に活動する美術作家の団体展。日
本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の6部門にわ
たり、会員作品を展示。【観覧無料】

10/31（土）~11/8（日）

349
第2回クリエイティブ・たかおか
~未来に輝く　高岡市児童
生徒作品展~

市内小・中・特別支援学校39校の児童・生徒の作
品の他、高岡工芸高校の生徒や富山大学芸術
文化学部の学生、中学校美術科教員の作品、地
域で活躍する作家たちの作品などを総合的に
展示。【観覧無料】

12/5（土）~1/11（月・祝）

350 春の二上山を楽しもう
ナチュラリストの案内で、春の二上山を散策し、
自然に触れ、また春の素材を使った野外料理を
楽しむ。　対象:小学生以上の個人またはグルー
プ（小3以下は保護者同伴）　募集人数:40名

5/9（土）

高岡市二上まなび交流館
TEL:0766-21-0001
FAX:0766-21-0002　

351 野外料理を楽しもう
野外において、家族や友だちと協力しながら、
季節の素材を活かした野外料理に挑戦する。
対象:小学生以上の個人またはグループ（小3以
下は保護者同伴）　募集人数:40名

6/6（土）

352 夏合宿プレ合宿
班のチームワークや野外活動の技術を高め、8
月の冒険塾に備える。　対象:小学4~6年生（県
で募集し、抽選）　募集人数:48名

7/25（土）~26（日）

353 夏合宿こども冒険塾
長期宿泊の中で、異年齢がともに生活し活動す
ることにより、多くの仲間との心のつながりを作
る。　対象:小学4~6年生（県で募集し、抽選）　
募集人数:48名

8/4（火）~9（日）

354 夏休み自由工作教室
科学的知識や工具の使い方を学びながら、身近
にあるものを使って図画工作を行う。　対象:高
岡市の小学1~2年生　募集人数:20名

8/18（火）

355 Let's stay　二上
来年度宿泊学習に参加する3年生の子ども達
が、家庭から離れ、宿泊体験することによって、
家庭の大切さを認識するとともに、協調性や社
会性を伸張する。
対象:小学3年生　募集人数:36名

9/26（土）~27（日）

356
てん刻

通年　高齢
講師:大村　雪陵　氏　　場所:介護研修室
受講料:3,000円　　定員:12名

5/22~11/13　（金）
全12回
10:00~11:30

高岡市ふれあい福祉センター
TEL:0766-21-7888
FAX:0766-21-7885

募集期間:
4/8（水）~13（月）

357
民踊（金）

上期　高齢
講師:中條　豊紅　氏　　場所:集会室
受講料:2,000円　　定員:25名

5/8~6/26　（金）
全8回
10:00~11:30

358
民踊（土）

上期　高齢
講師:筏井　豊華城　氏　　場所:集会室
受講料:2,000円　　定員:25名

5/9~6/27　（土）
全8回
10:00~11:30

359
ヨーガ

上期　高齢
講師:小林　陽子　氏　　場所:研修室201
受講料:2,000円　　定員:30名　　

5/25~8/10　（月）
全8回
15:00~16:30
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

高

岡

市

360
料理

上期　高齢
講師:古江　友子　氏　　場所:調理実習室
受講料:3,000円　　定員:20名

5/14~7/23　（木）
全4回
10:00~12:30

高岡市ふれあい福祉センター
TEL:0766-21-7888
FAX:0766-21-7885

募集期間:
4/8（水）~13（月）

361
陶芸

上期　高齢
講師:林　賢治　氏　　場所:陶芸室
受講料:3,000円　　定員:8名

5/13~8/5　（水）
全8回
10:00~12:00

362
パソコン

上期　高齢
講師:串田　幹夫　氏　　場所:パソコン室
受講料:3,080円　　定員:5名

5/8~6/1　（月･金）
全8回
10:00~11:30

363
園芸

上期　高齢
講師:大木　信三　氏　　場所:陶芸室
受講料:2,000円　　定員:15名

4/23~7/23　（木）
全4回
10:00~11:30

364 求職者向け職業訓練
CAD/CAM技術科

応募資格は雇用保険受給資格者等の求職者
で、強く再就職を希望され、知識・技能・技術を習
得する意欲のある、公共職業安定所長の受講
指示又は受講推薦等を受ける予定の方です。
受講料及び教材費は無料です。但し、教科書代
及び実習服等は個人負担となり、科によって金
額が異なります。
訓練内容、定員の詳細は右記、ポリテクセン
ター富山へお問い合わせしていただくか、当セ
ンターのホームページをご覧ください。

入所時期は4月、5月、7月、8月、
10月、11月、12月、1月、3月で
す。なお、訓練期間は標準6ヶ月
間です。
※『平成27年度受講生募集案
内』パンレットをご用意していま
す。

富山職業能力
開発促進センター

（ポリテクセンター富山）
訓練課受講者第一係
TEL:0766-28-6902
FAX:0766-23-6445
ホームページ
http://www3.jeed.
or.jp/toyama/poly/
index.html

365 求職者向け職業訓練
機械加工技術科

366 求職者向け職業訓練
テクニカルメタルワーク科

367 求職者向け職業訓練
テクニカルオペレーション科

368 求職者向け職業訓練
電気設備工事科

369 求職者向け職業訓練
工場電気設備設計施工科

370 求職者向け職業訓練
電気保全技術科

371 求職者向け職業訓練
組込みソフトウェア科

372
在職者訓練（能力開発セミナー）
機械系設計・開発分野

（例）機械設計製図実践　外15コース

能力開発セミナーとは主に中小企業に勤める方
を対象に、業務に必要な技能・技術・知識のレベ
ルアップを図るための短期間の職業訓練です。
日数:2~5日間
延べ時間:12時間~30時間
受講料:7,500円~28,500円
定員:8~12名
訓練時間:主に午前9時~午後4時
コース内容の詳細は右記、ポリテクセンター富
山のホームページをご覧いただくか、当セン
ターまでお問い合わせください。

ホームページでご確認していた
だくか、右記、ポリテクセンター富
山までお問い合わせください。
※年間のコース内容の詳細をま
とめ た 冊 子『 セミナ ーガ イド
2015』をご用意していますので、
ご希望の方には無料で送付しま
す。

富山職業能力
開発促進センター

（ポリテクセンター富山）
訓練課受講者第二係
TEL:0766-28-6901
FAX:0766-23-6445
ホームページ
http://www3.jeed.
or.jp/toyama/poly/
index.html

373
在職者訓練（能力開発セミナー）
機械系加工・組立分野

（例）旋盤精密加工技術　外13コース

374
在職者訓練（能力開発セミナー）
機械系検査分野

（例）精密測定技術　外5コース

375
在職者訓練（能力開発セミナー）
機械系保全・管理分野

（例）機械保全実践技術　外6コース

376
在職者訓練（能力開発セミナー）
電気・電子系設計・開発分野

（例）空気圧制御とPLC　外31コース

377
在職者訓練（能力開発セミナー）
電気・電子系組立・加工分野

（例）鉛フリーはんだ技術

378
在職者訓練（能力開発セミナー）
電気・電子系保全・管理分野

（例）電気保全の実務　外2コース

379 在職者訓練
オーダーメイド職業訓練

事業主等が希望される日程、訓練内容等で実施
する訓練です。詳細は右記までお問い合わせく
ださい。
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

高

岡

市

380 春の特別企画展
「万葉の色」

古代の日本人はどのような色を見、心を動かさ
れたのであろうか。復元した古代の色をもとにし
て、古代人の心をさぐってみる。

4/29（水・祝）~5/25（月）

高岡市万葉歴史館
TEL:0766-44-5511
FAX:0766-44-7335

381 第3回越中万葉ウォーク
　―奈呉周辺―

万葉歴史館館長、研究員といっしょに射水市新
湊周辺を歩いてめぐる。 5/31（日）

382 2015高岡万葉セミナー
　テーマ「古写本の魅力」

招待講師　平舘 英子 氏（日本女子大学教授）
　　　　　乾 善彦 氏（関西大学教授）
　　　　　田中 大士 氏（国文学研究資料館教授）
　　　　　小川 靖彦 氏（青山学院大学教授）

8/1（土），8/2（日）

383
秋の特別企画展

「萬葉集のすがた　―新収
蔵品を中心に―」

新収の『万葉集』および『万葉集』注釈書の断簡
10点の公開をかね、書き写されたものが切断さ
れ、美術品としての価値が付加されていく流れ
を伝える。

8/1（土）~10/5（月）

384 田沼武能写真展
世界の子どもたちの撮影をライフワークとする田沼武
能が、50年にわたり撮影してきた写真を展示する。親
善大使・黒柳徹子さんに同行し世界中の子どもたちを
ファインダーにおさめた写真もあわせて展示する。

4/11（土）~6/7（日）

ミュゼふくおかカメラ館
TEL:0766-64-0550
FAX:0766-64-0551

385 コレクション展
カメラA to Z

カメラに関わるさまざまなキーワードを実際のカ
メラ等資料とともにわかりやすく展示、解説す
る。

4/3（金）~8/30（日）

386 日本初の女性報道写真家
　笹本恒子100歳展

笹本恒子は日本初の女性報道写真家と言わ
れ、現在も精力的に取材・執筆活動を続けてい
る。その活動は、各種メディアにも取り上げられ
注目が集まっている。

6/13（土）~8/30（日）

387 コレクション展
カメラとマテリアル

その時代に広く普及していた素材で製造された
カメラを、木、金属などの素材ごとに展示、解説
する。

9/5（土）~1/11（月・祝）

388
平成27年度
　古文書講座

（県民カレッジ連携講座申請予定）

歴史資料を読むことを通じて、郷土の歴史と文
化に親しみ理解を深める講座です。
対象:一般　　定員24名
会場:ふくおか総合文化センター（Uホール）第1研修室
資料代:500円

11月から始まり
全6回を予定

高岡市
福岡歴史民俗資料館
TEL:0766-64-5602
FAX:0766-64-5602

389
市民大学たかおか学遊塾
書道を楽しむ~いろいろな
用紙に書いてみよう~

市民教授　近藤　邦子　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円　資料代:1,500円（全5回分）
定員:10名

5/20，6/24，7/22，8/19，9/16
（月）
10:30~12:00

市民大学たかおか学遊塾
会場:ウイング・ウイング高岡

（高岡市生涯学習センター）

【申込期間】
4月1日（水）~4月30日（木）
締切厳守

【申込方法】
はがき（当日消印有効）、
FAX、メールで、氏名・住
所・年齢・電話番号・講座
名をお知らせください。

（電話申込はできません。）

〒933-0023
高岡市末広町1-7

申込専用
FAX:0766-23-0515
または020-4666-1182

メール:gakuyujyuku@
yahoo.co.jp

お問合せのみ（申込不可）
TEL:0766-22-4252

（平日17時まで、野沢）
または0766-20-1802

（ウイング･ウイング高岡）

390
市民大学たかおか学遊塾
始めてみませんか、水彩画
レッスン

市民教授　小木　清　氏　運営費:1,500円
受講料:1,800円　資料代:200円（全9回分）
定員:15名

5/12，26，6/9，23，7/7，21，
8/11，25，9/15（火）
13:30~15:00

391
市民大学たかおか学遊塾
健康体操と民謡を楽しく踊
る

市民教授　塚西　百合子　氏　運営費:1,500円
受講料:1,600円　資料代:3,400円（全8回分）
定員:10名

5/11，25，6/1，15，7/6，27，8/3，
17（月）
13:30~15:00

392
市民大学たかおか学遊塾
江戸庶民文学の世界~黄
表紙『江戸生艶気樺焼』

市民教授　明神　博幸　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円
定員:10名　

6/7，14，21，28，7/5（日）
13:15~15:15

393
市民大学たかおか学遊塾
だら~りすとれっち~ほぐそ
う!心と体~（午前コース）

市民教授　近江　由美　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円　資料代:100円（全5回分）
定員:10名

5/22，6/19，7/17，8/28，9/25
（金・月1回）
10:00~11:30

394
市民大学たかおか学遊塾
だら~りすとれっち~ほぐそ
う!心と体~（夜間コース）

市民教授　近江　由美　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円　資料代:100円（全5回分）
定員:10名

5/20，6/17，7/15，8/26，9/30
（水・月1回）
19:00~20:30

395
市民大学たかおか学遊塾
だら~り太極拳で楽しく体
力UP（午前）

市民教授　近江　由美　氏　運営費:1,500円
受講料:2,000円　資料代:300円（全10回分）
定員:20名

5/15，29，6/12，26，7/10，24，
8/7，21，9/4，18（金）
10:00~11:30

396
市民大学たかおか学遊塾
だら~り太極拳で楽しく体
力UP（夜間）

市民教授　近江　由美　氏　運営費:1,500円
受講料:2,000円　資料代:300円（全10回分）
定員:20名

5/13，27，6/10，24，7/8，22，
8/5，19，9/2，16（水）
19:00~20:30

397
市民大学たかおか学遊塾
初めての現代川柳

（初心者向き）

市民教授　坂下　淸　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円　資料代:500円（全5回分）
定員:約15名（小学生以上可）

5/10，6/7，7/12，8/9，9/13（日）
13:00~15:00

398
市民大学たかおか学遊塾
現代川柳を楽しむ

（経験者向き）

市民教授　坂下　淸　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円　資料代:500円（全5回分）
定員:約15名（小学生以上可）

5/10，6/7，7/12，8/9，9/13（日）
15:00~17:00

399
市民大学たかおか学遊塾
無料のOfficeソフトLibre
Officeを使おう!（中級者向き）

市民教授　明神　博幸　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円
定員:10名

6/7，14，21，28，7/5（日）
15:30~17:00
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

高

岡

市

400 市民大学たかおか学遊塾
幕末の加賀･富山藩と越中国

市民教授　明神　博幸　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円
定員:15名　

7/26，8/2，9，23，30（日）
13:15~15:15

市民大学たかおか学遊塾
会場:ウイング・ウイング高岡

（高岡市生涯学習センター）

【申込期間】
4月1日（水）~4月30日（木）
締切厳守

【申込方法】
はがき（当日消印有効）、
FAX、メールで、氏名・住
所・年齢・電話番号・講座
名をお知らせください。

（電話申込はできません。）

〒933-0023
高岡市末広町1-7

申込専用
FAX:0766-23-0515
または020-4666-1182

メール:gakuyujyuku@
yahoo.co.jp

お問合せのみ（申込不可）
TEL:0766-22-4252

（平日17時まで、野沢）
または0766-20-1802

（ウイング･ウイング高岡）

401 市民大学たかおか学遊塾
朗読を楽しもう

市民教授　中川　かずよ　氏　運営費:1,500円
受講料:1,200円　資料代:1,000円（全6回分）
定員:30名（中学生以上可）

7/9，8/13，9/10，10/8，
11/12，26（木）
19:00~20:30

402
市民大学たかおか学遊塾
お店のホームページを簡単作成

（パソコン初級者向き）

市民教授　明神　博幸　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円
定員:10名　

7/26，8/2，9，23，30（日）
15:30~17:00

403
市民大学たかおか学遊塾
バルーン・アートで笑顔の
輪を作ろう（初級）

市民教授　松林　弘　氏　運営費:1,500円
受講料:1,400円　材料代:1,600円（全7回分）
定員:10名（5歳以上可）

6/13，27，7/11，25，8/29，
9/12，26（土）
10:00~11:30

404
市民大学たかおか学遊塾
心の健康（メンタルヘルス）
を最新の心理学から考える

市民教授　村田　晃　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円　資料代:500円（全5回分）
定員:30名

5/26，6/30，7/28，8/25，9/29
（火）
19:00~20:30

405 市民大学たかおか学遊塾
楽しい歴史の年号の覚え方

市民教授　柳沢　和達　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円　資料代:500円（全4回分）
定員:10名（小学生以上可）

5/17，6/21，7/19，26（日）
15:00~16:30

406 市民大学たかおか学遊塾
じつろくの邪馬台国

市民教授　沖津　実　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円
定員:10名

5/20，6/3，17，7/1，15（水）
19:00~21:00

407 市民大学たかおか学遊塾
楽しいお菓子教室

市民教授　茶山　千恵子　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円　材料代等2,500円（全5回分）
定員:15名（親子受講可）　

5/16，6/20，7/25，8/22，9/19
（土）
13:00~16:00

408
市民大学たかおか学遊塾
高村光太郎・智恵子の世界
を語ろう会

市民教授　茶山　千恵子　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円　資料代500円（全5回分）
定員:10名

5/9，6/13，7/11，8/1，9/12（土）
10:00~12:00

409
市民大学たかおか学遊塾
大人になって初めてのワード教室

（パソコン初級者向き）

市民教授　油谷　俊雄　氏　運営費:1,500円
受講料:1,200円　資料代3,000円（全6回分）
定員:8名（40歳以上）

5/6，5/13，5/20，5/27，6/3，
6/10（水）
13:00~15:15

410
市民大学たかおか学遊塾
一味違う大人のワード活用

（パソコン中級者向き）

市民教授　油谷　俊雄　氏　運営費:1,500円
受講料:1,400円　資料代3,500円（全7回分）
定員:8名（40歳以上）

6/17，6/24，7/1，7/8，7/15，
7/22，7/29（水）
13:00~15:15

411
市民大学たかおか学遊塾
大人になってからのエクセル活用

（パソコン中級者向き）

市民教授　油谷　俊雄　氏　運営費:1,500円
受講料:1,600円　資料代4,000円（全8回分）
定員:8名（40歳以上）

8/5，8/12，8/19，8/26，9/2，
9/9，9/16，9/23（水）
13:00~15:15

412
市民大学たかおか学遊塾
絵を描かなくてもよい立体絵

（シャドウボックス）

市民教授　三谷　智子　氏　運営費:1,500円
受講料:1,000円　材料代1,300円（全5回分）
定員:20名（親子10歳以上の受講可）

6/13，7/11，8/8，9/12，10/10
（土）
14:00~15:30

413
市民大学たかおか学遊塾
高岡学「リレー講座」

「二上山春の花」
市民教授　美宅　雅利　氏　運営費:500円 5/9（土）

14:00~15:30

414
市民大学たかおか学遊塾
高岡学「リレー講座」

「高岡ぶらぶら歴史散歩」
市民教授　美宅　雅利　氏　運営費:500円 5/23（土）

14:00~15:30

415
市民大学たかおか学遊塾
高岡学「リレー講座」

「関野城考」
市民教授　美宅　雅利　氏　運営費:500円 6/6（土）

14:00~16:00

416
市民大学たかおか学遊塾
高岡学「リレー講座」「藩政
時代から市制施行に至る
統治制度の変遷」

市民教授　明神　博幸　氏
運営費:500円　資料代200円

7/12（日）
13:30~15:30

417
市民大学たかおか学遊塾
高岡学「リレー講座」｢籐工
芸作家が見たイタリア―
ローマの現在｣

講師　熊木　保子　氏　運営費:500円 7/19（日）
13:30~15:00 学遊俱樂部

【申込方法】
講座開始までに
FAXかメールで。
FAX:0766-23-0515
または0766-22-0204
メール:gakuyujyuku@
yahoo.co.jp

418
市民大学たかおか学遊塾
高岡学「リレー講座」｢転写
で楽しもう・風呂敷でつくる
パジャマ入れ｣

講師　穴井　純子　氏
運営費:500円　　材料費:1,500円

7/25（土）
14:00~15:30

419 風呂敷を染めてラッピング
を楽しもう

講師:穴井　純子　氏
定員10名（6歳以上の親子受講可）
場所:高岡市立博労公民館
運営費1,000円　材料費5,000円（6回分）

5/9，23，6/13，27，7/11，25
（土）　9:30~11:30
問い合せ:090-8263-7310
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高

岡

市

420 やさしい手編み
講師:塚西　百合子　氏
場所:高岡市立野村公民館
定員:10名
運営費:1,000円　材料費:3,000円（4回分）

5/11，25，6/1，15　（月）
9:30~11:30
問い合せ:090-2033-6300 学遊俱樂部

【申込方法】
講座開始までに
FAXかメールで。
FAX:0766-23-0515
または0766-22-0204
メール:gakuyujyuku@
yahoo.co.jp

421 楽しい籐工芸
講師:熊木　保子　氏
場所:高岡市立成美公民館
定員:10名
運営費:1,000円　材料費:4,000円（5回分）

5/16，6/20，7/18，8/15，
9/19　（土）　14:00~16:00
問い合せ:090-7749-4352

422 加越能前田家の伝説
｢三壺聞書｣を原文で読む

講師:明神　博幸　氏
定員:5名
場所:おとぎの森公園　森のふれあい館2階
運営費:1,000円　資料代:1,000円（5回分）

4/26，5/3，10，17，24　（日）
14:00~16:00

砺

波

市

423 華道 華道の基本から学びます（池坊）
5/19，6/2，16，7/7，21，
8/4，18，9/1，15，10/6

（火）

砺波まなび交流館
TEL:0763-33-1115
FAX:0763-33-6822

424 ペン字 くせを直し、美しい文字が書けるよう基本から学
びます

5/14，21，28，6/4，11，18，25，
7/2，9，16（木）

425 裏打ち・表装 手持ちの書画などを裏打ちにより掛け軸や額に
する技術を習得します

①7/3，10，17，24（金）
②9/5，12，19，26（土）

426 文書作成基礎 ワープロソフトを初めて扱う方を対象とし、文書
作成基本機能、罫線、図の挿入などを学びます

5・7・9・11・1・3月
第2火曜~金曜

427 表計算基礎
表計算ソフト（Excel）を初めて扱う方を対象と
し、基本操作、表計算、関数計算、グラフの作成
などを学びます

5・7・9・11・1・3月
第3火曜~金曜

428 年賀状作成
デジカメ写真と干支を含む多彩なイラストを組
み合わせた年賀状の作成と宛名書きを専用ソフ
トを使って作成します

11/28，12/5（土）

429 JW―CAD入門
CADを始めようとする方の初めの一歩を、CAD
で図面を作成するための基本的な機能とその
操作方法を学ぶ

5/16，23（土）

430 職長･主任･係長の役割認識
管理職としての役割、責務を認識し、仕事の管
理、部下の指導について意識改革を図る（職
長、主任、係長）

7/18，25（土）

431 実践リーダー
シップ向上研修

職場の問題点や課題を点検し、リーダーとして
の基本的な行動基準を学ぶ（主任、係長クラス） 9/12，19（土）

432 春の特別展
「まぼろしの金唐革紙展」

会場:砺波市立砺波郷土資料館　展示室　入
場料金:無料。ただし、チューリップフェア期間は
フェア会場の一部となり、別途入場料が要りま
す。

4/23（木）~5/31（日）
9:00~17:00　毎週月曜日、第3
日曜は休館。ただし、フェア期間
中は無休。

砺波郷土資料館
TEL:0763-32-2339

433
2015となみチューリップ
フェア特別展人形展
昭和のこどもたち

「昭和30年代のこどもたち」をテーマに精巧な
人形群像を手掛ける石井美千子の人形300体
をジオラマ展示。
観覧料:一般･学生1000円/小･中学生300円

4/11（土）~5/31（日）
休館:4/13（月）、5/18（月）

砺波市美術館
TEL:0763-32-1001

434 となみ野美術展2015
砺波地方の美術作家による総合美術展。日本
画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6部門より125作
家が出品予定。
観覧料:一般600円/高校生以下無料

6/20（土）~7/12（日）
休館:7/6（月）

435 夏の子ども美術大会2015
夏休みに作ったこどもたちの作品展。7/25から
8/2にかけて子どもの楽しいワークショップを催
し、そこで制作した作品を展示。
観覧無料

7/25（日）~8/30（日）
会期中無休

436 岩合光昭写真展　ねこ
世界中を駆け回る動物写真家　岩合光昭。40
年以上の活動から撮影された心温まる「ねこ」
写真約200点を展示。
観覧料:一般700円/高校生以下無料

9/5（土）~10/12（月･祝）
休館:9/14（月）

437 第11回　市展
砺波市在住・在勤・在学者を対象とした公募展。
優秀作品には市展大賞ほか各賞が贈られる。
観覧無料

10/18（日）~11/3（火･祝）
会期中無休

438 Artist Group ―風―
45歳までの若い芸術家たちの公募展に、主催
者 中島千波、中野嘉之、畠中光享の大作を加
えて展示。
観覧料:一般600円/高校生以下無料

11/7（土）~12/13（日）
休館:11/16（月）、30（月）

439
平成27年度
県民緑花オープン講座
第1回

プリザーブドフラワーアレンジメント①「母の日」
教材費（予定）3,000円　定員20名

5/9（土）
10:00~

富山県花総合センター
TEL:0763-32-1187
FAX:0763-32-1219
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

砺

波

市

440
平成27年度
県民緑花オープン講座
第2回

プロから学ぶ初夏の寄せ植えづくり「ペチュニア」
教材費（予定）2,000円　定員20名

5/9（土）
13:30~ 富山県花総合センター

TEL:0763-32-1187
FAX:0763-32-1219

［募集方法］
講座開催日の1カ月前

（前月の同日）から講座
の1週間前まで受講者を
募集します。

持参していただくもの
　・汚れてもよい服装
　・軍手またはゴム手袋
　・筆記用具
　・教材持ち帰り用の袋
　・フラワーアレンジメン
トを受講される方は花切
り鋏、プリザーブドフラ
ワーアレンジメントを受
講される方はクラフト鋏、
ピンセットをご持参くださ
い。

441
平成27年度
県民緑花オープン講座
第3回

プロから学ぶキッチンガーデンづくり
教材費（予定）2,000円　定員20名

5/10（日）
13:30~

442
平成27年度
県民緑花オープン講座
第4回

トロピカルガーデン
教材費（予定）2,000円　定員20名

7/4（土）
13:30~

443
平成27年度
県民緑花オープン講座
第5回

樹木医から学ぶ花と緑の病害虫対策
定員30名

7/11（土）
13:30~

444
平成27年度
県民緑花オープン講座
第6回

多肉植物の魅力
教材費（予定）2,000円　定員20名

9/19（土）
13:30~

445
平成27年度
県民緑花オープン講座
第7回

プロから学ぶ秋の寄せ植えづくり「カラーリーフ」
教材費（予定）2,000円　定員20名

10/3（土）
13:30~

446 庄川流域を描く・春 講師:小原　好博先生（日本画家）
場所:庄川河畔　定員:25人程度　要受講費 4/18（土）・19（日）

松村外次郎記念
庄川美術館
TEL・FAX:0763-82-3373

447 庄川流域を描く・初夏 講師:吉川　信一先生（洋画家）
場所:庄川河畔　定員:25人程度　要受講費 6/6（土）・7（日）

448 人物を描く
講師:藤森　兼明先生（洋画家）
場所:庄川生涯学習センター
定員:25人程度　要受講費

7/19（日）・20（月）

449 人物像を造る
講師:堀田　清先生（彫刻家）
場所:庄川生涯学習センター
定員:25人程度　要受講費

8/1（土）・2（日）

450 干支を彫る
講師:野村　修三先生（彫刻家）
場所:庄川美術館
定員:10人程度　要受講費

11/8（日）・15（日）

451 洋画Sparkling!
―2015in庄川展－

県内在住の洋画家の新作・近作を展示
要観覧料 4/4（土）～5/17（日）

452 かがやき☆はんが
―版画2015in庄川展－

県内在住の版画家の新作・近作を展示
要観覧料 5/30（土）～7/12（日）

453 中学生清流展 砺波地区の中学生のみずみずしい絵画展
観覧無料 7/25（土）～8/9（日）

454 日本画燦々
―2015in庄川展－

県内在住の日本画家の新作・近作を展示
要観覧料 8/15（土）～9/23（水）

455 第5回公募展
「庄川流域を描く」

庄川流域をテーマに公募した絵画作品の入賞
入選作品展
要観覧料

10/10（土）～10/25（日）

456 中村滝雄展
―表出・鉄の形態―

砺波市の造形作家・中村滝雄の立体作品を紹介
要観覧料 10/31（土）～11/29（日）

457 外次郎からはじまる物語　
コレクション展

庄川美術館の収蔵作品から、テーマ構成して展
示
要観覧料

12/5（土）～1/24（日）

458 林家正蔵の噺の会
人気、実力ともその他位を確立された、九代目林家正蔵の
古典落語の面白さを老若男女問わず幅広く堪能してもらう。
開催場所:庄川生涯学習センター　多目的ホール
入場料:前売券1,000円（指定席）

7/24（金）
19:00~

公益財団法人砺波市
花と緑と文化の財団
庄川生涯学習センター
TEL:0763-82-5007

459 砺波散村地域研究所
第66回例会

場所:となみ散居村ミュージアム研修室
講演テーマ:未定
※どなたでも聴講できます。無料です。

6/27（土）
13：00～

砺波散村地域研究所
TEL:0763-34-7170
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№ 講座・イベント名 内容・対象・費用等 開催日時 問い合わせ先

砺

波

市

460
砺波散村地域研究所
第67回例会

（富山地学会合同）

場所:となみ散居村ミュージアム研修室
講演テーマ:未定
※どなたでも聴講できます。無料です。

11/21（土）
13：00～

砺波散村地域研究所
TEL:0763-34-7170

461 庄川上流見学会
（1日コース） 参加費:必要 8/8（土）

462 キンキマメザクラ観察会
北陸の春を代表する野生種の桜を観察する。3
月22・29日（日）も実施
定員:15名　参加費:無料

4/5（日）
10:00~11:30

県民公園頼成の森
・森林科学館
TEL:0763-37-1540

463 緑に親しむ集い
林内散策、花壇作り、山菜天ぷら、シイタケ植菌

（ホダ木350円/本）
定員:100名　参加費:無料

5/4（月・祝）
9:30~15:00

464 頼成の森花しょうぶ祭り
第30回を記念して会期を17日間に延長し、多
彩な祭りを行う。
定員:なし　参加費:無料

6/12（金）~28（日）

465 花しょうぶ染め教室
頼成の森の花しょうぶを使った絹布染めを体験
する。
定員:25名　参加費:1,000円

7/5（日）
9:30~12:00

466 野鳥と昆虫の観察会
頼成の森を散策し、季節の水生生物、昆虫、野
鳥の観察を行う。
定員:25名　参加費:無料

7/26（日）
9:30~12:00

467 木工手づくり教室 木琴を作り、みんなで音楽会を楽しむ。
定員:25名　参加費:500円

8/8（土）
9:30~12:00

468 カブトムシウォッチング
樹液に群がるカブトムシなどの昆虫を観察す
る。全3回
定員:15名　参加費:無料

8/1、8、15（土）
10:00~11:30

469 ドングリ工作教室
ドングリや松かさ、小枝などを使って独創的なオ
ブジェを作る。
定員:30名　参加費:200円

9/27（日）
9:30~11:30

470 童謡「ふるさと」を歌う
童謡「ふるさと」をオカリナの演奏に合わせ歌
う。
定員:30名　参加費:無料

9/27（日）
11:30~12:00

南

砺

市

471 「―こころの軌跡―
歓喜の人　棟方志功展」

棟方志功の宗教的また哲学的な精神の軌跡を
作品でたどる。
入館料:一般700円、高大生500円、小中生無料

3/7（土）~5/10（日）
会期中無休

南砺市立福光美術館
TEL:0763-52-7576
FAX:0763-52-7515

休館日: 火曜日 
（祝日は開館） 
祝日の翌日

472 三浦雄一郎
エベレスト登頂写真展

80才を迎えて、なお高みを目指す登山家　三浦
雄一郎のエベレスト登頂の記録を写真で辿る。
入館料:一般800円、高大生500円、小中生無料

5/30（土）~7/20（祝）
会期中無休

473 第3回　ザ・セッション!
Artの俊英展

さまざまなジャンルで活躍する南砺市の若手作
家による作品展。
入館料:一般400円、高大生200円、小中生無料

8/1（土）~31（月）

474
ときめく布たち
美を綴 るA r t  Q u i l t 展 
2015

布による芸術、キルト。日本を代表するトップキ
ルターと北陸のキルトリーダーの作品を展示。
入館料:一般800円、高大生500円、小中生無料

9/19（土）~11/3（祝）
会期中無休

475 第11回　南砺市美術展覧会 南砺市在住・在勤・在学者による美術公募展。
入館料:無料（常設有料）

11/21（土）~29（日）（変更の場合あり）
会期中無休

476 若
わかばもゆしょうてん

葉燃頌展
生命の息吹が感じられる草木や生物をテーマに
制作された板画や倭画を紹介する。
入館料:一般300円、高大生200円、小中生無料

3/25（水）~6/22（月）

棟方志功記念館愛染苑
（南砺市立福光美術館　分館）
TEL:0763-52-5815
FAX:0763-52-5815

休館日: 火曜日 
（祝日は開館） 
祝日の翌日

477 芸
げいごうしょうてん

業頌展
仏に散華するかのように数多く描いた菩薩像を
中心に作品を紹介する。
入館料:一般300円、高大生200円、小中生無料

6/24（水）~9/23（水・祝）

478 中
ちゅうしゅうしょうてん

秋頌展
用の美を備える工芸の美術作品とともに、棟方
と民藝運動の関係や幅広い交流を示す作品を
紹介する。
入館料:一般300円、高大生200円、小中生無料

9/25（金）~12/21（月）

479 春
しゅんこうしょうてん

光頌展
棟方志功が描いた師走から新春、春光うららか
な風景画を中心に紹介する。
入館料:一般300円、高大生200円、小中生無料

12/23（木）~3/21（月・祝）
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マイページから登録していただいたご希望の
分野にあったイベントや学習講座の情報を、
週に1回電子メールで配信します。

県民カレッジが連携する講座の受講申込を
電子メールで申込先へ転送します。

マイページ会員サービス

マイページ会員特別サービス

マイページ会員に登録すると、便利なサービスが受けられます。

登録
無料

利用申込
必要

県民カレッジが主催する講座の
受講申込をインターネットから行
えます。

さらに、本人確認ができる証明書をご持参のうえ、県民カレッジ窓口で手続きを
されると、マイページ会員特別サービスも利用できます。

県民カレッジで受講した講
座の履歴や県民カレッジの
単位、ご自分の講座申込
状況を、インターネットで確
認できます。

富山県映像センターにある
視聴覚教材・機材の予約
状況を確認し、貸出予約が
できます。

学習情報をさがす
開催日やジャンル、場所などさまざまな検索
ができます。

人材情報をさがす
講師・指導者、生涯学習ボランティアの検索
ができます。

映像教材をさがす
ビデオやDVD教材の検索、ふるさと富山の
映像の視聴ができます。

公民館・コミュニティセンター
をさがす

富山県内すべての公立公民館サイト
とやま公民館学遊ネット

http://www2.tkc.pref.toyama.jp/kouminkan/

　本部（2F）　映像センター（3F）
〒930-0096　富山市舟橋北町7-1（県教育文化会館内）
TEL…076-441-8401（代表）………FAX…076-441-6157
http://www4.tkc.pref.toyama.jp/toyama/

新川地区センター… 〒937-0011　魚津市木下新144（新川みどり野高校内）
… TEL…0765-22-4001　FAX…0765-22-0901

富山地区センター… 〒930-0009　富山市神通町2-12-20（雄峰高校内）
… TEL…076-441-0301　FAX…076-441-0328

高岡地区センター… 〒933-0023　高岡市末広町1-7（「ウイング・ウイング高岡」7F）
… TEL…0766-22-5787　FAX…0766-22-5872

砺波地区センター… 〒932-0114　小矢部市清水95-1（となみ野高校内）
… TEL…0766-61-2020　FAX…0766-61-2008

平成27年3月13日発行

富山県民生涯学習カレッジ

http://www4.tkc.pref.toyama.jp/
県内の生涯学習情報が満載されています。

学習講座 イベント

講師・指導者

ビデオ・映画教材

施設 文化財

ボランティア

ふるさと富山の映像

団体・サークル
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