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平成24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！
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講座番号 連携講座名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

NB
3612

富山国際大学エクステンシ
ョン・カレッジ№５
日本人のアジア認識を振り
返る（5単位）

対象：一般　30名 
場所：富山駅前CiCビル3階 
受講料：5,000円

11/7～12/5（5回）

富山国際大学
TEL:076-483-8000 
FAX：076-483-8008

申込みは講座開始日の1
ヶ月前から1週間前まで
です。

NB
3613

富山国際大学エクステンシ
ョン・カレッジ№６
最近の韓国事情あれこれ
（5単位）

対象：一般　先着15名 
場所：富山駅前CiCビル3階 
受講料：5,000円

2/16 ～ 3/16（5回）

NB
3617

富山国際大学エクステンシ
ョン・カレッジ№10
心理学の基礎を学ぶ（後編）
（5単位）

対象：一般　先着15名 
場所：富山駅前CiCビル3階 
受講料：4,000円

10/25 ～11/15（4回）

NB
3618

富山国際大学エクステンシ
ョン・カレッジ№11
老年期の生活と心理（5単
位）

対象：一般　先着15名 
場所：富山駅前CiCビル3階 
受講料：3,000円

2/28 ～ 3/14（3回）

NB
3629

富山国際大学エクステンシ
ョン・カレッジ№22
経済事情－市場の見方を交
え日本経済を展望する（5単位）

対象：一般　先着15名 
場所：富山駅前CiCビル3階 
受講料：5,000円

2/2 ～ 3/9（5回）

NB
3717

富山国際大学エクステンシ
ョン・カレッジプレビュー講
座Ⅱ　家族の光と影

対象：一般　先着50名 
場所：富山駅前CiCビル3階 
受講料：無料

8/25

富山国際大
TEL:076-483-8000
FAX：076-483-8008

事前の申込みは不要で
す。
全4講座を受講された場
合、5単位を認定します。

富山国際大学エクステンシ
ョン・カレッジプレビュー講
座Ⅱ　「国民（ネーション）」
とは何か

9/8

富山国際大学エクステンシ
ョン・カレッジプレビュー講
座Ⅱ　老年期における心
身の変化について

1/19

富山国際大学エクステンシ
ョン・カレッジプレビュー講
座Ⅱ　－今日の日本経済
の課題と政策－

1/26

NB
3655

2012年度　第3回日本海
学講座

対象：一般　100名 
場所：県民会館304号室 
受講料：無料

10/6（4回講座の3回目） 
申込期間　～10/5

富山県国際・日本海政策
課 
日本海学推進機構 
TEL:076-444-8650 
FAX：076-444-8694

全講座の出席に数に応
じて単位数を最大20単
位で認定します。

2012年度　第4回日本海
学講座 

対象：一般　80名 
場所：ウイングウイング高岡503号室 
受講料：無料

2/23（4回講座の4回目） 
申込期間1/7～ 2/12

高度差4000m森里海の
つながり発見事業「森里海
のつながり講座」　

対象：一般　各回80名 
場所：ボルファートとやま・県民会館701号室 
受講料：無料

10/27～11/17（3回） 
申込期間　～各回前日

2012年度　日本海学シ
ンポジウム

対象：一般　250名 
場所：北日本新聞ホール 
受講料：無料

1/19 
申込期間　～1/18

NB
3677

平成２４年度富山県いきい
き長寿大学　専門的実践
講座　いきいき脳トレリー
ダー養成講座（10単位）

対象：60歳以上　30名 
場所：富山県総合福祉会館 
受講料：2,000円

10/30 ～1/22 
申込期間8/1～ 9/28

富山県いきいき長寿セ
ンター 
TEL：076-432-6010 
FAX：076-432-6009

NB
3681

富山大学公開講座
中級フランス語４
（「イニシアル」クラス）
（20単位）

対象：前期中級フランス語3を修了者または初
級程度のフランス語（複合過去まで）の学習経
験者　20名
場所：富大共通教育棟B棟3階B35番教室
受講料：9,300円　他テキスト代3,100円

9/29 ～12/22（11回） 
申込期間8/29 ～ 9/19 富山大学地域連携推進

機構生涯学習部門 
TEL：076-445-6956 
FAX：076-445-6033NB

3682

富山大学公開講座
中級フランス語２（「コンヴ
ェルサシヨン エ グランメ
ール」クラス）（20単位）

対象：前期中級フランス語1を修了者または初
級程度のフランス語（複合過去まで）の学習経
験者　20名
場所：富大共通教育棟B棟3階B35番教室
受講料：9,300円　他テキスト代2,625円

9/29 ～12/22（11回） 
申込期間8/29 ～ 9/19

県民カレッジ連携講座の紹介
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講座番号 連携講座名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

NB
3683

富山大学公開講座
初級フランス語２（20単位）

対象：前期初級フランス語1修了者など　20名 
場所：富大共通教育棟B棟3階B35番教室 
受講料：9,300円　他テキスト代2,625円

9/29 ～12/22（11回） 
申込期間8/29 ～ 9/19

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

NB
3684

富山大学公開講座
アンニョンハセヨ　韓国語
初級２（25単位）

対象：市民一般　10名 
場所：富大地域連携推進機構生涯学習部門第1
学習室 
受講料：10,300円　他テキスト代3,100円

10/1～1/28（13回） 
申込期間8/31～ 9/21

NB
3685

富山大学公開講座
アンニョンハセヨ　韓国語
中級２（25単位）

対象：市民一般　10名 
場所：富大地域連携推進機構生涯学習部門第1
学習室 
受講料：10,300円　他テキスト代3,800円

10/2 ～1/29（13回） 
申込期間8/31～ 9/21

NB
3686

富山大学公開講座
アンニョンハセヨ　韓国語
中級ステップアップ２（25
単位）

対象：市民一般　10名 
場所：富大地域連携推進機構生涯学習部門第1
学習室 
受講料：10,300円　他テキスト代3,300円

10/3 ～1/30（13回） 
申込期間9/3 ～ 9/21

NB
3687

富山大学公開講座
愛を語るフランス文学４
（フランスオペラを楽しむ）
（15単位）

対象：フランス文学・文化一般に興味のある方
　15名 
場所：富大共通教育棟B棟3階B35番教室 
受講料：8,300円

10/3 ～12/19（12回） 
申込期間9/3 ～ 9/21

NB
3688

富山大学公開講座
中国語入門（25単位）

対象：市民一般　16名 
場所：富大地域連携推進機構生涯学習部門第
2学習室 
受講料：10,300円　他テキスト代2,400円

10/3 ～1/9（13回） 
申込期間9/3 ～ 9/21

NB
3689

富山大学公開講座
中国語初級会話（25単位）

対象：市民一般　16名 
場所：富大地域連携推進機構生涯学習部門第
2学習室 
受講料：10,300円　他テキスト代2,500円

10/4 ～1/10（13回） 
申込期間9/4 ～ 9/24

NB
3690

富山大学公開講座
シニアからのICT社会の楽
しみ方（15単位）

対 象：60歳 以 上70歳 未 満のシニアの方 で，
ICTに興味のある方　10名
場所：富大共通教育棟Ａ棟4階教養教育端末室
受講料：7,300円　他テキスト代980円+税

10/4 ～11/2（10回） 
申込期間9/4 ～ 9/24

NB
3691

富山大学公開講座
ヨーロッパの食文化を“味
わう”part.2（15単位）

対象：市民一般　12名 
場所：富大地域連携推進機構生涯学習部門第
2学習室（第5・6回は、人間発達科学部2棟2階
調理室）　受講料：7,300円

10/11～11/15（6回） 
申込期間9/11～10/1

NB
3692

富山大学公開講座
心理学への招待（後篇）
（15単位）

対象：高校生以上の市民一般　50名 
場所：富大人間発達科学部1棟1階112講義室 
受講料：8,300円

10/13 ～1/12（8回） 
申込期間9/13 ～10/3

NB
3693

富山大学公開講座
ドイツ歌曲を歌おう！－ロ
マン派を中心に(その２)
（15単位）

対象：市民一般　30名 
場所：富大共通教育棟Ｃ22番教室 
受講料：8,300円

10/13 ～1/26（8回） 
申込期間9/13 ～10/3

NB
3694

富山大学公開講座
アンニョンハセヨ　韓国語
入門２（25単位）

対象：市民一般　10名 
場所：富大地域連携推進機構生涯学習部門第1
学習室 
受講料：10,300円　他テキスト代3,000円

10/13 ～ 2/2（13回） 
申込期間9/13 ～10/3

NB
3695

富山大学公開講座
中国語講座（会話中心の中
級クラス）（25単位）

対象：市民一般　15名 
場所：富大地域連携推進機構生涯学習部門第
2学習室 
受講料：10,300円　他テキスト代2,600円

10/13 ～ 2/9（13回） 
申込期間9/13 ～10/3

NB
3696

富山大学公開講座
はじめてのワープロ＆表計算ソフト－
Windows7でWord&Excel2010
を利用してみよう－（後期）（15単位）

対象：これからワープロ・表計算ソフトを使って
みたいと思っている方　15名
場所：富大共通教育棟Ａ棟4階教養教育端末室
受講料：7,300円　他テキスト代1,850円

10/15 ～11/13（10回） 
申込期間9/14 ～10/5

NB
3697

富山大学公開講座
とやま学－近世富山の史
料を読む（後期）（10単位）

対象：市民一般　13名 
場所：富大人間発達科学部2棟3階ワークスペ
ース 
受講料：7,300円

10/15 ～1/28（9回） 
申込期間9/14 ～10/5

NB
3698

富山大学公開講座
ホームページをつくろう！
（5単位）

対象：これからホームページをつくってみようと
いう方　3名
場所：富大地域連携推進機構生涯学習部門第
3学習室　受講料：5,300円

10/15 ～10/19（3回） 
申込期間9/14 ～10/5

NB
3699

富山大学公開講座
ドイツ語講座中級Ⅰ（10単
位）

対象：市民一般　10名 
場所：富大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3,560円

10/18 ～12/6（8回） 
申込期間9/18 ～10/5

NB
3700

富山大学公開講座
豊かな生活を支える現代
化学（5単位）

対象：市民一般　16名 
場所：富大地域連携推進機構生涯学習部門第
3学習室 
受講料：6,300円

10/20 ～10/27（2回） 
申込期間9/20 ～10/10

NB
3701

富山大学公開講座
日本の文化・和菓子の魅力
を探る（15単位）

対象：市民一般　30名 
場所：富大人間発達科学部2棟2階調理室 
受講料：7,300円　材料費等2,700円

10/21～12/2（4回） 
申込期間9/21～10/11
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講座番号 連携講座名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

NB
3702

富山大学公開講座
大人のための小学校のも
のづくり（15単位）

対象：油絵や彫刻に自信がなくても、絵を描いたり、
ものをつくったりすることに興味のある社会人。小
学生がいる父母や祖父母の方。20名　場所：富大
人間発達科学部3棟5階（図工・メディア室）
受講料：8,300円　材料費等2,500円

10/23 ～12/18（8回） 
申込期間9/21～10/12

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

NB
3703

富山大学公開講座
発達障害児・者とその家族
を地域で支える（10単位）

対象：市民一般　30名 
場所：富大共通教育棟Ｂ棟Ｂ21番教室 
受講料：7,300円

11/10 ～11/17（2回） 
申込期間10/10 ～10/31

NB
3704

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：市民一般（パソコン初級者）　15名
場所：富大人間発達科学部3棟5階（図工・メディ
ア室）
受講料：6,300円

11/15 ～12/8（5回） 
申込期間10/15 ～11/5

NB
3705

富山大学公開講座
親子スキー教室（15単位）

対象：親子ただし、子どものスキーレベルが未
経験者から初心者　20組
場所：牛岳温泉スキー場　受講料：7,300円　
その他宿泊料等実費　親子計20,000円程度

1/26 ～1/27（2回） 
申込期間12/17～1/18

NB
3710

富山大学公開講座
退職後も自分らしい生活
をするために今から始める
ケアウィル講座（15単位）

対象：55歳以上で退職を境にした前後5年以
内の男性　20名
場所：富大共通教育棟A棟3階A33番教室
受講料：無料

10/5 ～11/30（6回） 
申込期間9/5 ～ 9/25

富山大学杉谷(医薬系)
キャンパス研究振興部
研究協力グループ 
TEL：076-434-7144 
FAX：076-434-4656

NB
3711

富山大学公開講座
富山のやくぜん 基礎から学
んで日常に採り入れよう！ 
理論から施膳まで（5単位）

対象：市民一般　30名　場所：富大杉谷キャン
パス民族薬物資料館3階（第5回のみ五福キャ
ンパス人間発達科学部2棟2階調理室）
受講料：6,300円　食材費1,700円

10/9 ～11/6（5回） 
申込期間9/7～ 9/28

NB
3712

富山大学公開講座
再生医療について考えてみ
よう。

対象：市民一般（中・高校生以上）　30名 
場所：富大杉谷キャンパス　研究棟4階 
受講料：無料　試薬代金3,000円

10/13（1回） 
申込期間9/13 ～10/3

NB
3713

富山大学公開講座
未来の薬剤師大集合!!!
（小学生低学年編）（5単位）

対象：小学生低学年（1年生から2年生）保護者
同伴可　10組 
場所：富大薬学部　ＴＤＭ室・調剤実習室 
受講料：無料　別途薬代1,200円、保険料

10/13 ～10/20（2回） 
申込期間9/3 ～ 9/28

NB
3714

富山大学公開講座
未来の薬剤師大集合!!!
（小学生中学年編）（5単位）

対象：小学生中学年（3年生から4年生）保護者
同伴可　10組 
場所：富大薬学部　ＴＤＭ室・調剤実習室 
受講料：無料　別途薬代1,200円、保険料

10/14 ～10/21（2回） 
申込期間9/3 ～ 9/28

NB
3715

富山大学公開講座
未来の薬剤師大集合!!!
（小学生高学年編）（5単位）

対象：小学生高学年（5年生から6年生）保護者
同伴可　10組 
場所：富大薬学部　ＴＤＭ室・調剤実習室 
受講料：無料　別途薬代1,200円、保険料

10/13 ～10/20（2回） 
申込期間9/3 ～ 9/28

NB
3716

富山大学公開講座
未来の薬剤師大集合!!!
（中学生編）（5単位）

対象：中学生保護者同伴可　15名 
場所：富大薬学部　ＴＤＭ室・調剤実習室 
受講料：無料　別途薬代1,200円、保険料

10/14 ～10/21（2回） 
申込期間9/3 ～ 9/28

NB
3718

県民カレッジ友の会
「雷鳥会」２１世紀講座
(5単位)

対象：一般　60名（定員に達し次第締切） 
場所教育文化会館ハイビジョン学習室 
受講料：600円

10/3 ～10/31（3回） 
申込期間8/10 ～ 9/30

県民カレッジ友の会「雷
鳥会」事務局 
TEL：076-441-8401 
FAX：076-441-6157

NC
3668

はじめてのパソコン体験
（第3回）（15単位）

対象：一般　10名 
会場：高岡市ふくおか総合文化センター・研修室 
受講料：500円程度（テキスト代）

1/8 ～ 2/15(8回) 
申込期間5/10 ～

高岡市教育委員会・福岡
教育行政センター 
TEL：0766-64-1436 
FAX：0766-64-1035

NC
3679

高岡法科大学　秋季公開
講座（5単位）

対象：一般　40名 
会場：高岡市生涯学習センター 503号室 
受講料：無料

11/10 ～12/8(5回) 
申込期間10/1～

高岡法科大学学生課公
開講座係 
TEL：0766-63-3388 
FAX：0766-63-6410

NC
3706

富山大学公開講座
ボンジュール初級フランス
語2（15単位）

対象：前期初期フランス語１を終了された方。初
めてフランス語を始める方　20名　 
会場：富大高岡キャンパス　 
受講料：8,300円　テキスト代：2,625円

10/1～12/17（11回） 
申込期間　～ 9/14まで

富山大学社会貢献グル
ープ芸術文化系研究協
力チーム 
TEL：0766-25-9138 
FAX：0766-25-9212

NC
3707

富山大学公開講座
テラコッタ頭像制作（15単
位）

対象：市民一般及び学生　12名 
会場：富大高岡キャンパス　塑像室 
受講料：8,300円　材料費：約1,000円

10/4 ～11/29（9回） 
申込期間　～ 9/19まで

NC
3708

富山大学公開講座
テンペラ画（60単位）

対象：市民一般　15名 
会場：富大高岡キャンパス工芸演習室 
受講料：16,300円　材料費：13,000円程度

10/4 ～12/17（20回） 
申込期間　～ 9/19まで

NC
3709

富山大学公開講座
やさしい 英 会 話～入 門・
海外旅行で使える英語～ 
（10単位）

対象：中学3年生以上　15名 
会場：富大高岡キャンパス　演習室H-283 
受講料：7,300円

10/9 ～12/18（6回） 
申込期間　～ 9/24まで

NC
3719

富山県立大学秋季公開講
座

対象：高校生以上　200名 
会場：富山県立大学大講義室 
受講料：無料

10/20、11/10、11/17 
申込期間　9/18 ～10/15

富山県立大学教務課情
報研究係 
TEL：0766-56-7500 
FAX：0766-25-9212
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

入

善

町

1 第40回入善町美術展 会場：入善町民会館ギャラリー　観覧無料 10/13（土）～ 21（日）

入善コスモホール 
TEL：0765-72-1105 
FAX：0765-74-2515

2 庄司紗矢香ヴァイオリンリ
サイタル

会場：入善コスモホール　 
全席指定　S席5,000円　P席3,000円

10/21（日） 
15：00開演

3 第40回入善町芸能発表会 会場：入善コスモホール　入場無料 11/3（土・祝） 
10：00開演

4
下山芸術の森 発電所美術
館　改修工事のため閉館
のお知らせ

3/31までの間、改修工事のため全施設閉館。
平成25年春からの再開を予定。
閉館中の問い合わせ・連絡は、入善町民会館ま
で。

～ H25.3/31まで閉館 
H25春から再開予定

入善町民会館 
TEL：0765-72-1105 
FAX：0765-74-2515

黒

部

市

5 星と音楽の夕べ～秋のプラ
ネタリウムコンサート～

満天の星空の下、箏とシンセサイザーが奏でる
癒しのひととき。アロマセラピーとハーブティ
も楽しめます。入場料：大人300円　高校・大学
生150円　中学生以下無料

10/6(土) 19:00 ～ 
(開場18:30)

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

6 マタニティプラネタリウム
満天の星空と胎教音楽でリラックス。アロマセ
ラピーとハーブティも楽しめます。対象：妊娠中
のお母さんとそのご家族　入場料：300円（高
校・大学生150円）　定員：100名　要申込

10/27(土)　19：00 ～ 20：00

7
巡回写真展 ｢すばらしい自
然を｣
主催：富山県自然保護協会　

ふだん見過ごしている身近な自然の写真を通
して、自然の大切さや、自然と人とのかかわりに
ついて考えてみましょう。
参加費：無料

11/17(土) ～12/16(日) 
9:00 ～16:30

8 リラクゼーションプラネタ
リウム

週末の夜、満天の星空と癒しの音楽に包まれ
ながら、リラックスしたひとときを！
入場料：大人300円、高校・大学生150円

11/24(土)　19：00 ～ 20：00

9 折り紙ヒコーキ工作教室＆
ギネス記録に挑戦

折り紙ヒコーキの第一人者、戸田拓夫さんを講
師に、製作や解説、競技会、ギネス挑戦。
対象：小学生～一般(小3以下は保護者同伴)　 
要申込　60名(先着順)　参加費：100円

12/8(土)　9:00 ～12:00 
開催場所：黒部市総合体育セン
ター (現地集合・解散)

10 親子で作ろう！大きな立体
スペースシャトル

戸田拓夫さんオリジナル紙ヒコーキの代表作
｢立体スペースシャトル｣。全長80㎝の作品を
親子で作ります。　対象：小学生以上の家族　
20家族(先着順)　要申込　無料

12/8(土)　13:30 ～15:00

11 リラクゼーションプラネタ
リウム

週末の夜、満天の星空と癒しの音楽に包まれ
ながら、リラックスしたひとときを！
入場料：大人300円、高校・大学生150円

1/26(土)　19：00 ～ 20：00

12 天文教室
秋の星座、月、天王星

対象：小学生以上・一般（小学3年生以下は保護
者同伴）
参加費：無料
持ち物：筆記用具、懐中電灯、防寒具(冬期)

※夜間の教室ですので、小・中学生は保護者の
方に送迎を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。
※最新の情報は当館のホームページでご覧に
なれます。
※悪天の場合はプラネタリウムドームで星空解
説を行います。

10/20（土）19：30 ～ 20：30

13
天文教室
秋の星座、木星、アンドロメ
ダ銀河

11/17（土）19：30 ～ 20：30

14 天文教室
ふたご座流星群を見よう 12/13（木）19：30 ～ 20：30

15
天文教室
冬の星座、木星、冬期スタ
ーウォッチング

1/12（土）19：30 ～ 20：30

16 天文教室
冬の星座、月、木星 2/16（土）19：30 ～ 20：30

17
天文教室
冬～春の星座、月、木星、オ
リオン大星雲

3/16（土）19：30 ～ 20：30

各種講座・イベント等の紹介
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

黒

部

市

18 富山県　なかよし合宿
秋の集い　パート1

はじめて出会う友達と１泊２日の合宿。いろん
な体験をしてみよう！
対象：小学1～ 3年生　抽選40名
参加費：3,200円

10/27(土) ～ 28(日)

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

19 富山県　なかよし合宿
秋の集い　パート2

はじめて出会う友達と１泊２日の合宿。いろん
な体験をしてみよう！
対象：小学1～ 3年生　抽選40名
参加費：3,200円

11/10(土) ～11(日)

20 富山県　なかよし合宿
冬の集い　パート1

はじめて出会う友達と１泊２日の合宿。いろん
な体験をしてみよう！
対象：小学1～ 3年生　抽選40名
参加費：3,200円

1/19(土) ～ 20(日)

21 富山県　なかよし合宿
冬の集い　パート2

はじめて出会う友達と１泊２日の合宿。いろん
な体験をしてみよう！
対象：小学1～ 3年生　抽選40名
参加費：3,200円

2/9(土) ～10(日)

22 第7回特別展「天下一の愛
本橋」

日本三奇橋と言われた愛本橋刎橋架橋350
年の歴史とその景観を描いた絵画や絵図を中
心に展示。
入館料：大人300円　中学生以下無料

8/2（木）～11/4（日）9：00 ～
18：00

黒部市立図書館宇奈月
館　うなづき友学館 
TEL：0765-65-1010 
FAX：0765-65-1055

23 第4回歴史講座 ｢立山曼荼
羅について｣

講師：立山博物館副主幹・学芸員　福江充氏 
受講無料、申込不要 10/20日(土)13：30 ～

24
第5回歴史講座 ｢富山の文
化の東西比較～棟方志功
を通して～」

講師：福光美術館館長　奥野達夫氏 
受講無料、申込不要 12/1日(土)13：30 ～

25 第6回歴史講座「黒部峡谷
と名ガイド高島石盛」

講師：阿曽原小屋経営者　佐々木泉氏 
受講無料、申込不要 2/16日(土)13：30 ～

26 冬の企画展「高島石盛」展
郷土の先達の中から高島石盛が残した写真や
遺物を展示し、名ガイドとしての生涯を紹介す
る。
入館料：大人300円　中学生以下無料

平成25年1月上旬～ 3月上旬

魚

津

市

27 ふれあい学習会「河原の石
ころが変身！

河原の石ころの観察・採取と、採取した石を磨い
たり色を塗ったり楽しみながら石について学ぶ。
場所：魚津埋没林博物館ほか
参加料：500円

11/18（日）　　　　　　　　　
13：00 ～16：00

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

28 ふれあい学習会「冬の蜃気
楼とおもしろ実験」

冬の蜃気楼“浮き島”の観察と、蜃気楼の実験
場所：魚津埋没林博物館　参加料：無料
※ただし、入館料必要（小中学生は土日祝日入
館無料）

12/16（日）、1/20（日）、2/17
（日）、3/17（日） 
10：00 ～12：00

滑

川

市

29

勤労青少年ホーム教養講
座（通年講座）

抹茶（表千家）教室 月曜　18：00 ～ 21：00

滑川市勤労青少年ホーム 
TEL：076-475-2090

※原則として35歳未満
の方で、滑川市在住また
は勤務の方対象

30 生け花教室 第2・4　火曜　18：00 ～ 21：00

31 着付け教室 火曜　19：00 ～ 21：00

32 料理教室 水曜　19：00 ～ 21：00

33 煎茶教室 木曜　18：00 ～ 21：00

34 蹴拳塾（空手） 月・水・金曜　19：30 ～ 21：00
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

滑

川

市

35 勤労青少年ホーム教養講
座（通年講座） よさこいサークル 第1・3・5　土曜 

19：00 ～ 21：00

滑川市勤労青少年ホーム 
TEL：076-475-2090

※原則として35歳未満
の方で、滑川市在住また
は勤務の方対象

36 勤労青少年ホーム
（イベント） ホーム祭 11/4（日） 10:00 ～14:00

37
勤労青少年ホーム
（特別講座）

料理教室 11/21（水） 19:00 ～ 21:00

38 空手教室 11/12（月）11/19 （月）19:30
～ 21:00

39 第59回　滑川市美術展 市民等の創作作品(日本画、洋画、彫刻・工芸、
書、写真)を展覧 10/13（土）～10/21（日）

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

40 郷土のやきもの-東福寺焼
展

江戸時代後期から明治初期まで焼かれていた
東福寺焼について紹介 11/9（金）～12/16（日）

41 収蔵記念　高橋明旺回顧
展 写真家の故・高橋明旺氏(滑川市小林)の回顧展 3/2（土）～ 3/31（日）

立

山

町

42 特別企画展「木版文化と立
山」

立山信仰の護符、立山登拝案内図、名所案内図
などにより近世立山信仰の庶民化の様相を紹
介
観覧料：一般200円　大学生160円

10/6（土）～11/4（日）

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

43 道者衆の接待
－坊家御膳の再現－

立山登拝の宿泊者「道者衆」への御膳を再
現、宿坊「教算坊」で体験談と料理を楽しむ。 
参加費：3,500円（展示館・遙望館観覧券付）　
定員：10名　要申込

10/13（土）11:30 ～13:00 
場所：立山博物館教算坊

44
【山岳 映 像 企 画2012富
山】 サルバチョメ－社会人
山岳会初のヒマラヤ遠征
登山－ 

上映：「ランタン・ヒマール遠征隊の記録サルバ
チョメ」（1959年）、「ヒマラヤ登頂隊故郷へ
長野県」（1959年）
参加無料（先着約100席にて締切）

11/3（土・祝）14:00開演 
場所：富山県民小劇場オルビス
（マリエとやま7階）

45 もみじ呈茶会
教算坊呈茶会。季節ごとに違った風情を見せる
庭園を眺めながら、ゆっくりとした時間をお過
ごしください。（当日、おうすを無料接待）

11/4（日）11:00 ～15:00 
場所：立山博物館教算坊

46 特別展「弥陀ヶ原の自然」
弥陀ヶ原・大日平の湿原がユネスコのラムサー
ル条約湿地に登録されたのを機に、その生い
立ちや動植物等について詳しく紹介します。
観覧料：無料

9/29（土）～11/25（日）

立山カルデラ砂防博物
館
TEL:：076-481-1363
FAX：076-482-9101

47 巡回写真展「素晴らしい自
然を」

日頃から自然に接している人々が感じた自然
のすばらしさや大切さを紹介します。
観覧料：無料

1/12（土）～ 3/3（日）

48
フィールドウォッチング「立
山の雪を体験しよう」

受付期間：12月27日（木）～1月20日（日） 
定員：20名（先着順） 
参加費：500円（小学生200円）　

1/27（日）　　　　　　　　　
10:00 ～16:00

49
受付期間：1月7日（月）～1月26日（土） 
定員：20名（先着順） 
参加費：500円（小学生200円）

2/2（土）　　　　　　　　　　
10:00 ～16:00

50 公募写真展 ｢レンズが見た
立山カルデラ｣

立山と常願寺川一帯をフィールドとして、立山カ
ルデラやその周辺をテーマに魅力ある作品を
紹介します。
観覧料：無料

3/16（土）～ 4/14（日）

富
山
市

51 特別展「寧
な ら

楽と越
こし

」
大伴家持は越の国に国司として赴任し、多くの
万葉歌を残した。万葉の時代の寧楽≪奈良≫
の都の生活、そして家持が見たであろう越≪富
山≫の姿を考古資料からひも解いていく。無料

10/4（木）～12/6（木） 
9：00 ～17：00 

富山県埋蔵文化財セン
ター
TEL:076-434-2814
FAX:076-434-2859
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52

特別展記念講演

①「考古学からみた奈良の都～都の暮らしと大
伴家持～」　奈良県立橿原考古学研究所　主
任学芸員　廣岡孝信 氏
定員：120名　無料

①10/14日（日） 
10：00 ～12：00

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

※特別展記念講 演は、 
富山県立図書館多目的
ホール

53
②「大伴家持が≪越≫で見たもの－異なる「風
土」への驚き－」　高岡万葉歴史館　総括研究
員　新谷秀夫 氏 
定員：120名　無料

②11/11日（日） 
10：00 ～12：00

54 企画展「文字と祈りの風景」
県内から出土した奈良時代や平安時代の墨書
土器及び木簡等の文字資料などを提示し、県
内の古代社会の様子を紹介する。無料

12/15（土）～ 3/26（火） 
9：00 ～17：00

55 第2回ふるさとの歴史と文
学入門講座

場所：高志の国文学館 
定員：県内60名 10/3(水)

富山県立図書館 
TEL：076-436-017856 第55回読みなかまのつど

い富山県大会
場所：富山県立図書館 
定員：県内100名 10/25(木)

57 第3回ふるさとの歴史と文
学入門講座

場所：高志の国文学館 
定員：県内60名 11/1(木)

58
特別企画展「近世越中の教
育事情～広徳館・私塾・寺
子屋～」

入館料・受講料：無料
9/28（金）～11/3（土）9：00 ～
17：00　　　　　　　　　　
（特別企画展会期中は土日祝日
も開館）

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

59
特別企画展記念講演会
演題「越中の教育事情と文
化」

講師：米原　寛氏（富山県[立山博物館]館長） 
対象・定員：一般県民100名
入館料・受講料：無料　募集期間：9/3（月）～

10/12（金）10：00 ～11：30

60
古文書教室　初級コース
テーマ：「越中の災害～地
震・水害・飢饉など～」

講師：安カ川恵子氏　対象：古文書に接したこ
とのある又は入門コース修了程度の経験があ
る一般県民40名　入館・受講：無料　募集期
間：9/27～10/9（定員に達し次第締切）

10/18（木）･25（木）･11/8（木）
･15（木）の全4回 
13：30 ～15：30　

61 日本のこころ－大本山相
国寺・金閣・銀閣名宝展

相国寺･金閣鹿苑寺･銀閣慈照寺の所蔵品より、
室町から江戸の絵画と茶の湯の魅力を紹介　
当日：一般1,000(800)円　大学生700(500)
円　前売：一般800円　前・後期券有

10/12(金) ～11/25(日)

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

※（　）内は20人以上の
団体料金です。

62
あつまれ墨画アーティスト 
－ワークショップの作品か
ら－

「水墨画ワークショップ」で子どもたちが描い
た作品と、現在活躍中の水墨画家の講師によ
る作品に、当館所蔵品をあわせて紹介
一般：300(230)円,大学生：200(150)円

12/7(金) ～1/20(日)

63 生誕90年 山下清展
代表的な貼り絵作品を中心に、日記や遺品等
も展示し、山下清の実像を紹介
当日：一般700(550)円,大学生500(380)円
前売：一般550円

2/1(金) ～ 3/10(日)

64 秋の集い「観る・知る・感じ
る秋の呉羽で自然満喫！」

森の宝物探し・秋の味覚の野外炊飯・キャンプ
ファイヤー・池遊び＆ザリガニつり等
対象：小学生とその家族60名

10/13（土）～14（日） 
募集：9/18（火）～10/7（日）

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

65
くれはわくわくキッズの集
い「わくわく探検隊呉羽の
森に集合！」

クラフト製作・なるほど動物教室・池遊び・ナイ
トハイク等
対象：小学生（1～ 3年）60名程度

11/3（土）～ 4（日） 
募集：10/10（水）～ 28（日）

66
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」

干支の置物（巳）作り・ミニ門松作り・クリスマス
リース作り
対象：親子・一般

12/15（土）・16（日） 
募集：11/20（火）～12/9（日）

67 くれはなべ祭り なべ料理作り・雪遊び・親子レクリエーション等 
対象：小学生とその家族60名

1/12（土）～13（日） 
募集：12/4（火）～1/6（日）

68
冬の集い「寒さに負ける
な！冬の呉羽で元気に遊ぼ
う！」

雪上運動会・スノーチューブ、そり遊び・雪上キャ
ンプファイヤー等 
対象：小学生（1～ 3年）60名程度

2/2（土）～ 3（日） 
募集：1/8（火）～ 27（日）

キャンパス　全県版　9

連
携
講
座

新
川
地
区

高
岡
地
区

砺
波
地
区

富
山
地
区
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市

69 花とみどり･クリスマスフェ
ア

「黄色いシクラメン」をはじめとする冬の花の
展示、クリスマス飾りづくりや、アマチュアによ
るコンサート。　入園料（大人300円）が必要
会場：サンライトホール・園内

12/7(金) ～12/9(日) 
9：00 ～16：30

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

70 特別展「富山県の絶滅危惧
植物」

富山県で絶滅のおそれのある植物について解
説展示します。
入園料（大人500円）が必要
会場：サンライトホール

～11/21(水) 
9：00 ～17：00

71 第6回秋のラン展
富山県蘭協会と共催で、カンラン（寒蘭）などの
ランの野生種と園芸品種を展示。またランの即
売も行います。　入園料（大人500円）が必要
　会場：サンライトホール

11/23(金) ～11/25(日)
9：00 ～16：30 

72 クリスマスの植物
ドイツトウヒのクリスマスツリーやポインセチ
アなどのクリスマスにちなんだ植物を展示。
　入園料（大人300円）が必要　※11月30日
は大人500円　会場：サンライトホール

11/30(金) ～12/25(火) 
9：00 ～16：30

73 干支にちなんだ植物展
2012年の干支タツ（辰）と2013年の干支ヘビ
（巳）にちなんだ植物を実物や写真、パネルな
どで展示。　入園料（大人300円）が必要
会場：サンライトホール

12/14(金) ～1/23(水) 
9：00 ～16：30

74 平成２４年度研究発表展
植物園の職員が今年度行った研究の成果を、
写真や標本などのパネル展示で紹介。
入園料（大人300円）が必要
会場：サンライトホール

1/25(金) ～ 2/27(水) 
9：00 ～16：30
（2月以降は9：00 ～17：00）

75 第４１回富山県蘭まつり大
会

富山県蘭協会と共催で洋ランや東洋ランなど
を展示。また、ランの即売も行います。
入園料（大人500円）が必要
会場：サンライトホール、ドリアスホール

3/1(金) ～ 3/3(日) 
9：00 ～17：00

76 桜に関する展示
桜に関する企画展ですが内容は未定です。
入園料（大人500円）が必要
会場：サンライトホール

3/15(金) ～ 
9：00 ～17：00

77 栽培講習会②　ランの栽
培と管理

ランの栽培や管理の方法について講習をおこ
ないます。
入園料（大人500円）が必要
会場：ドリアスホール　※当日受付

①11/24(土)　②11/25(日) 
13：30 ～15：30

78 植物園でバードウオッチン
グ

日本野鳥の会富山との共催で、植物園内でみら
れる鳥の観察を行います。
入園料（大人300円）が必要
会場：園内　※当日受付

12/9(日) 
9：00 ～11：00

79 平成２４年度研究発表会
植物園の職員が今年度行った研究成果を、わ
かりやすく映像などを使って発表します。
入園料（大人300円）が必要
会場：園内　※当日受付

1/27(日) 
13：00 ～16：00

80 栽培講習会③　ランの栽
培と管理

ランの栽培や管理の方法について講習をおこ
ないます。
無料（入園する場合には別途入園料が必要）
会場：研修室※当日受付

3/2（土）、3/3（日） 
10：30 ～12：00、　　　　　
13：30 ～15：00

81 植物ガイド―職員と歩く植
物園―

植物園内で見頃を迎えている花や話題の植物
について説明を行います。
入園料大人500円）が必要 ※12月～ 2月は大
人300円　会場：園内　※当日参加

毎日曜日 
13：30 ～14：00

82 植物園オリエンテーリング
植物に関する問題を解きながら楽しく園内を
まわる行事です。
入園料（大人500円）が必要
会場：園内　※当日参加

10/21（日） 
10：00 ～11：00（受付時間）

83 緑のコンサート
滝沢卓さんのシンセサイザー演奏をお楽しみ
いただきます。
入園料（大人500円）が必要
会場：園内　※当日参加

10/6、11/3、3/9 
14：00 ～15：00

84 農林水産総合技術センタ
ー

平成24年度農林水産総合技術センター研究
成果発表会
会場：県民会館304,302号室

11/20（火）
富山県農林水産総合技
術センター(企画情報課） 
TEL：076-429-2112
FAX：076-429-2701

85 農林水産総合技術センタ
ー農業研究所

平成24年度農業研究所成果発表会 
会場：農業研修会館 3月上旬予定
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86 農林水産総合技術センタ
ー園芸研究所

平成24年度園芸研究所成果発表会 
会場：農業研修会館 3月上旬

富山県農林水産総合技
術センター(企画情報課） 
TEL：076-429-2112
FAX：076-429-2701

87 農林水産総合技術センタ
ー畜産研究所

平成24年度畜産関係業績・成果発表会 
会場：県民会館 1月下旬

88 農林水産総合技術センタ
ー食品研究所

平成24年度食品研究所研究成果発表会 
会場：食品研究所 2月下旬～ 3月上旬

89 農林水産総合技術センタ
ー木材研究所

平成24年度木材研究所試験研究成果発表会
会場：木材研究所（射水市） 12月中旬

90 農林水産総合技術センタ
ー水産研究所

平成24年度水産研究所研究成果発表会 
会場：県民会館304号室 2/22（金）

91 池坊いけばな教室
講師：藤井聖代 
月謝3,000円　材料費1回1,000円 
問い合わせ：076-431-9825

第1・2・3　月曜 
17:00 ～ 20:00

富山県民小劇場 
TEL：076-445-4531 
FAX：076-445-4532

92 花物語ミルフィーユ教室
（フラワーアレンジメント）

講師：山口逸子 
月謝1回1,500円　材料費1回3,500円 
問い合わせ：076-433-6063

第2・4　火曜 
10:30 ～12:00

93 池坊いけばな教室
講師：落合ミチ 
月謝1回1,000円　材料費1回1,000円 
問い合わせ：076-423-9136

第2・4　火曜 
17:00 ～ 20:00

94 草月いけばな教室
講師：白崎秀畔 
月謝2,500円　材料費1回2,000円 
問い合わせ：0766-22-5361

第1・3　水曜 
17:00 ～ 20:00

95 池坊いけばな教室
講師：酒井和佳子 
月謝3,000円　材料費1回1,000円 
問い合わせ：076-483-0143

第1・2・3・4　金曜 
13:00 ～ 20:00

96 池坊いけばな教室
講師：田中之子 
月謝3,000円　材料費1回1,000円 
問い合わせ：076-466-4533

第1・2・3　土曜 
13:00 ～16:00

97
デコラティブフラワーアー
ト教室（フラワーアレンジ
メント）

講師：野村しのぶ 
月謝3,500円　材料費1回5,000円 
問い合わせ：076-491-8001

第4　日曜 
10:15 ～11:45

98
ガムランとワヤンっておも
しろい！
ＨＡＮＡ☆ＪＯＳＳ

インドネシアの伝統芸能「ワヤン」の中から「ワ
ヤン・クリ」という人形を使った影絵紙芝居と、
ジャワ島の音楽ガムランをお届けします。
入場料：3,000円（一般）

10/29（月）18：45 ～

99
クラシック・ア・カペラって
おもしろい！
Ａｕｒａ・アウラ

聴く人を惹きつけてやまない珠玉のハーモニ
ー。究極の楽器ともいうべき“声”だけでおりな
す、みずみずしくかつ優美な音楽。
入場料：3,000円（一般）

12/8（土）14：00 ～

100
ピアノとアルパ～素敵な出
会い～木住野佳子meets
上松美香

ピアノとアルパ、楽器の国境を越えた音色が出
会い響きあう世界。ジャンルを越えた二人が新
しいサウンドを創造します。
入場料:4,000円（一般）

3/8（金）18：45 ～

101 第17回富山県中学校文化
祭

会場：富山県民会館

10/13（土）～14(日) 富山県中学校文化連盟

102 第47回北陸書道院展 10/27(土) ～ 29(月)
北陸書道院・北日本新聞
社 
TEL：076-421-8468
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103 第35回富山県こどもフェ
スティバル

会場：富山県民会館

11/3(土) ～ 5(月) (社)富山県芸術文化協会 
TEL：076-441-8635

104 第24回富山県高等学校文
化祭 11/10（土）～12(月)

富山県高等学校文化連
盟事務局 
TEL：0766-29-2530

105 第61回富山県芸術祭　美
術連合展 11/15（木）～19(月) 富山県美術連合会

106 美の祭典　越中アートフェ
スタ２０１２ 11/23（金）～ 27(火)

越中アートフェスタ実行
委員会事務局 
TEL：076-444-3455

107 第２６回全国公募水墨画
大賞展 12/1（土）～ 6(木)

第２６回全国公募水墨
画大賞展実行委員会 
TEL：076-463-1210

108
第３５回二科会写真部富
山支部公募展NIKA富山
支部グループ展

1/12（土）～15（火) 二科会写真部富山支部 
TEL：0765-52-0868

109 マチュピチュ展 2/9（土）～ 4/7(日)
富山県民会館
TEL：076-432-3113　   
チューリップテレビ 
TEL：076-444-8888

110 富山県洋画連盟　７人展
　

第1期　2/13(水) ～17(日) 
第2期　2/20(水) ～ 24(日） 富山県洋画連盟

111 カリグラフィー 講師：中川理恵
TEL：076-441-9150

第2・第4　月・火・水曜
月・火　10:00 ～12:00
水　18:00 ～ 21:00

富山県民会館文化教室
（会場：富山県民会館）

お申し込みとお問い合
わせは、直接開講日に教
室の方へ、または講師連
絡先へご連絡ください。
※他にも講座がありま
す。

112 しゅんこうの和紙ちぎり絵 講師：山本芳子
TEL：076-442-7620

第2・第4　火曜 
10:00 ～12:00

113 手編み教室 講師：久保田淑子
TEL：076-425-5360

第1・第3　火曜 
9:00 ～12:00

114 戸塚刺繍 講師：水島千鶴子
TEL：076-423-4714

第1・第2・第3　火曜
18:00 ～ 22:00

115 しゅんこうの和紙ちぎり絵 講師：山元芳子・関野由美子
TEL：076-475-7296・076-451-7115

第2・第3　水曜 
9:00 ～12:00

116 アトリエ・Ⅰ（トールペイン
ト）

講師：石坂ひと美
TEL：076-492-9006

第3　水曜 
18:00 ～ 21:00

117 仏像彫刻・木彫刻教室（侊
心会）

講師：関侊雲（仏師）・吉川浩市（木彫刻師）
TEL：0763-82-5066

第1・第3　水曜
14:00 ～16:00/18:00 ～
21:00

118 押絵（弥生会） 講師：島田渓佳
TEL：076-436-1476

第2・第4　木曜 
13:00 ～15:00

119 ヨーロッパ刺繍教室（萌絵
会）

講師：大坪鏡子
TEL：076-432-1687

第1・第3・第4　木曜/第2　月曜
9:00 ～12:00
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

富

山

市

120 創作人形教室 講師：大谷博子
TEL：076-425-5833

第1・第2・第3　金曜
10:30 ～14:30

富山県民会館文化教室
（会場：富山県民会館）

お申し込みとお問い合
わせは、直接開講日に教
室の方へ、または講師連
絡先へご連絡ください。
※他にも講座がありま
す。

121 木彫教室（木楽会） 講師：川原正士
TEL：076-438-2740(担当：竹田）

第1・第3　土曜 
13:00 ～16:00

122 金繕いと蒔絵入門 講師：宮下芳洋
TEL：076-423-9440（担当：杉井）

第1・第3　土曜 
13:30 ～15:30

123 ボイス・トレーニング 講師：水野洋子
TEL：090-8969-7294

第1・第3　月曜 
18:00 ～ 21:00

124 日常英会話 講師：ナルシサ・ウイ・ユ
TEL：076-422-8085

木曜（月4回） 
19:00 ～ 20:30

125 富山中国語サークル 講師：郭明輝
TEL：090-2376-3697（担当：清水）

第１・第3・第5　土曜
18:00 ～ 21:00

126 鞍田朝夫「話し方教室」 講師：鞍田朝夫
TEL：076-431-3248

第1・第3　日曜 
10:00 ～12:00

127 裏千家茶道 講師：宮田宗芳
TEL：076-455-2011

第1・第2・第4　月曜
12:00 ～ 20:00

128 表千家茶道 講師：安川和子
TEL：076-423-1010

第1・第2・第3　水曜
16:00 ～ 20:00

129 裏千家茶道 講師：亀井宗珠
TEL：076-423-2593

第1・第2・第3　木曜
14:00 ～ 20:00

130 裏千家茶道 講師：内田節子
TEL：076-438-5675

第2・第4　金曜 
9:00 ～12:00

131 藪内流茶道 講師：林民子
TEL：090-9321-1796

第1・第3　金曜 
18:00 ～ 21:00

132 表千家茶道　分館内山邸 講師：松井寿子
TEL：076-433-1653

第2・第4　土曜 
9:00 ～14:00

133 裏千家茶道　分館金岡邸 講師：荒木英子
TEL：076-463-0479

第1・第2・第3　月曜
11:00 ～14:00

134 洋画 講師：大門清廣
TEL：076-438-6120（担当：姫路）

火曜（月3回） 
18:00 ～ 20:30

135 日本画 講師：大島秀信・砂子阪政巳
TEL：0766-52-6560（担当：長谷）

水曜（月4回） 
18:00 ～ 21:00

136 アトリエZenkichi水彩画
教室

講師：稲澤廣明
TEL：080-1950-9896（教室専用）

水曜（月3回） 
9:00 ～ 21:00

137 絵画教室（成人）・絵画詩
教室（子供）

講師：佐野昭子
TEL：076-432-0598

第1・第2・第3　水曜
子供17:00 ～18:00 
成人18:00 ～ 20:00
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

富

山

市

138 北川絵画同好会 講師：北川鉄人
TEL：076-433-1881

第2・第4　水曜 
17:30 ～19:30

富山県民会館文化教室
（会場：富山県民会館）

お申し込みとお問い合
わせは、直接開講日に教
室の方へ、または講師連
絡先へご連絡ください。
※他にも講座がありま
す。

139 絵画教室（パステル・水彩・
油彩等）

講師：長根尾幸子
TEL：076-467-1172

第2・第4　木曜 
13:00 ～16:00　

140 髙野凉堂水墨画 講師：髙野凉堂
TEL：076-463-1210

木曜（月4回） 
13:30 ～ 20:30

141 墨百会（ゆり教室）水墨画
教室

講師：山本百合
TEL：076-425-7705

第1・第3　日曜 
13:00 ～16:00

142 デッサン・水彩画 講師：後谷達門
TEL：0766-24-7277

金曜（月4回） 
13:00 ～16:00

143 季節の料理6回シリーズ 講師：密田裕子 
TEL：076-463-3861

第2・第4　火曜 
18:30 ～ 20:30

144 草月流いけばな 講師：岡崎忍
TEL：076-437-4100

第1・第2・第3　月曜
13:00 ～ 20:00　　　　　

145 池坊いけばな 講師：林花奈
TEL：090-9321-1796

第1・第2・第3　月曜
15:00 ～ 21:00　　　　　

146 草月流いけばな 講師：石山秀染
TEL：03-475-5479

第2・第4　火曜
18:00 ～ 21:00

147 嵯峨御流いけばな 講師：渡邊みゆき
TEL：076-463-0220

第1・第2・第3　火曜
13:00 ～ 21:00

148 池坊いけばな 講師：千田志津子
TEL：090-4686-0576

第1・第2・第4　水曜
17:00 ～ 21:00

149 草月いけばな 講師：亀谷美樹
TEL：076-492-6120

第1・第2・第3　木曜
18:00 ～ 21:00

150 池坊いけばな 講師：澤井由美
TEL：0766-21-9343

第1・第2・第3　木曜
13:00 ～ 21:00

151 草月流いけばな 講師：喜多野瑛
TEL：076-423-2615

第1・第2・第3　金曜
13:00 ～ 21:00

152 嵯峨御流いけばな 講師：井出嘉津
TEL：0766-25-4153

第2・第3・第4　金曜
16:00 ～19:00

153 小原流いけばな 講師：五十嵐一峯・五十嵐三峯
TEL：076-436-2739

第1・第2・第3　金曜
16:00 ～ 20:00
又は、第1・第2・第3　土曜
13:00 ～18:00

154 池坊いけばな 講師：上田純峰
TEL：076-478-2803

第2・第4　土曜
13:00 ～16:00

155 池坊いけばな　分館内山
邸

講師：谷光恵
TEL：076-435-0287

第1・第3　水・土曜 
13:00 ～16:00
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

富

山

市

156 池坊いけばな　分館金岡
邸

講師：酒井和佳子
TEL：076-483-0143

木曜（月4回） 
16:00 ～19:00

富山県民会館文化教室
（会場：富山県民会館）

お申し込みとお問い合
わせは、直接開講日に教
室の方へ、または講師連
絡先へご連絡ください。
※他にも講座がありま
す。

157 深雪アート・フラワー 講師：坂井和子
TEL：076-479-0386

第1・第2・第3　月曜
13:00 ～16:00

158 花物語ミルフィーユ（フラワ
ーアレンジメント）

講師：山口逸子
TEL：076-433-6063

第2・第4　火曜 
18:00 ～ 21:00

159 ふしぎな花俱楽部　吉野
押し花教室

講師：吉野安子
TEL：076-451-3120

第1・第3　水曜 
13:00 ～16:00

160 新しい押花「奥田技法」 講師：奥田美智代
TEL：076-413-3343

第2　水曜 
13:00 ～16:00

161 フラワーデザイン楽花楽
皆の会

講師：青木康子 
TEL：076-435-3356

第3　金曜 
10:00 ～15:00

162 篆刻 講師：大村高陵
TEL：0766-24-0728

第1・第2・第3　月曜
17:00 ～19:00

163 おしゃれな絵手紙（月曜日）
かな書道（火曜日）

講師：前田芳雪
TEL：076-491-0890

第1・第3　月曜/第2・第4　火曜  
13:00 ～15:00

164 書道 講師：経澤菁汀
TEL：0765-24-3312

第1・第2・第3　火曜
18:00 ～ 21:00

165 書道・実用書・ペン習字 講師：中田陽子
TEL：076-423-3256

第1・第2・第3　火曜
13:00 ～ 21:00

166 かな書道 講師：正橋白鵞
TEL：0766-52-0150

木曜（月3回） 
9:00 ～12:00

167 書道 講師：青柳志郎
TEL：076-421-8468

第2・第4　金曜 
17:00 ～ 21:00

168 日本習字書道 講師：笠波健二
TEL：076-438-3131

土曜（月4回） 
17:00 ～ 20:00

169 尺八教室 講師：片山瞠山 
TEL：0763-22-6719

第1・第2・第3　月曜
17:00 ～ 20:00

170 金曜俳句会 講師：真野賢
TEL：076-491-6313（担当：跡治）

第2　水曜 
13:00 ～16:00

171 宝生流能楽　謡曲・仕舞 講師：前田晴啓
TEL：0766-59-2017(表)

火曜（月1回） 
13:00 ～17:00

172 「富山県能楽委員会」謡曲・
仕舞

講師：川上政平
TEL：076-421-8695（砂田）

第2・第4　金曜 
18:00 ～ 21:00

173 謡曲・仕舞サークル 講師：大間知良夫
TEL：076-469-4468

第2・第3・第4　土曜
11:00 ～17:00
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

富

山

市

174 第32回富山市民大学祭 場所：市民プラザ 11/29 ～12/1

富山市市民学習センター 
TEL：076-493-3500

175 平成24年度富山市民大学
閉講式・特別講演会 場所：市民プラザ H25.2月中旬

176
富山国際学園福祉会　に
ながわ保育園　第1回公開
講座　

「運動遊びで身体づくり」　発達段階に合った
運動で親子楽しく体を動かしてみましょう。（４
歳児親子）　講師：橋本　麻里（幼児教育学科
講師）　対象：保育園児、保護者　受講料無料

2/13（水） 
13：30 ～14：30 
会場：にながわ保育園　 富山短期大学生涯学習

センター 
TEL：076-436-5146 
FAX：076-436-0133

177
富山国際学園福祉会　に
ながわ保育園　第2回公
開講座　

「表現遊びを楽しむ」自分の意思や感情を豊か
に表現してみましょう。（３歳児親子）
講師：武岡真知子（幼児教育学科教授）
対象：保育園児、保護者　受講料無料

2/14（木） 
13：30 ～14：30 
会場：にながわ保育園　

178
ソフィア国立歌劇場「カヴ
ァレリア・ルスティカーナ」
「ジャンニ・スキッキ」

会場：オーバード・ホール
料金：〈全席指定・税込〉SS席15,000円　S席
12,000円　A席8,000円　B席5,000円　
学生券2,000円［大学生以下・100枚限定］

11/7（水）18:30

富山市民文化事業団 
TEL：076-445-5610
http://www.aubade.
or.jp

179 渡辺香津美 ジャズLIVE 会場：富山市民プラザ アンサンブルホール
料金：〈全席指定・税込〉5,000円 11/20（火）19:00

180 ミュージカル「ミー＆マイガ
ール」

会場：オーバード・ホール
料金：〈全席指定・税込〉大人券5,000円
ジュニア券2,000円［小学生～高校生］

2/28（木）18:30 
3/1（金）18:30 
3/2（土）13:00 ／18:30 
3/3（日）13:00＜全5回公演＞

181 砂のサイエンス 対象：小1～一般　定員：15名 
備考：小３以下は保護者同伴

11/18(日) 
申込締切：11/8(木)

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

182 モーターをつくろう 対象：小4 ～小6　定員：10名 12/8(土) 
申込締切：12/2(日)

183 木の実でつくろうプテラノ
ドン

対象：小1～小6　定員：15名 
備考：保護者同伴

2/3(日） 
申込締切：1/26(土)

184
野外で行う行事：
講座・富山の植物調査隊「富
山市舟倉用水の植物」

対象：一般　定員：なし 
備考：現地集合現地解散 
　　  小学生以下は保護者同伴

10/13(土) 
申込締切：10/6(土)

185
野外で行う行事：
学芸員と歩く アキグミ実
る常願寺川

対象：幼児～一般　定員：なし 
備考：小雨決行　現地集合現地解散 
　　  小学生以下は保護者同伴

10/27(土) 
申込締切：10/20(土)

186
野外で行う行事：
学芸員と歩く 早春の頼成
山

対象：小1～一般　定員：35名 
備考：小雨決行　現地集合現地解散 
　　  小学生以下は保護者同伴

3/10(日) 
申込締切：3/3(日)

187 講演会：
ふしぎな気象現象

対象：一般　申込不要 
備考：講演会への参加は無料 
　　  展示室見学の場合のみ入館料が必要

11/17(土)
11：00-12：00

188
講演会：平成24年度富山
市科学博物館研究発表会
「学芸員の研究を聞きにき
ませんか！」

対象：一般　申込不要 
備考：講演会への参加は無料 
　　  展示室見学の場合のみ入館料が必要

3/9(土)
13:30-15:30

189 スペシャルプラネタリウム
「クリスマス」：大人向け

対象：一般　定員：242名 
申込不要　入館料必要

12/22(土）、23(日）
15:45-16:30

190 特別観測会
ふたご座流星群を見よう

流星群の観察と流れ星についての解説です。 
※雨天曇天時は解説のみ　防寒着必要
申込不要

12/12（水）～13（木）
19:30 ～ 21:30

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

191 クリスマスのお話
音楽とともにクリスマスにまつわる星について
のお話をお楽しみください。 
申込不要　大人向け

12/23（日・祝）～ 24（月・振）
15:00 ～15：40
16:00 ～16:40
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

富

山

市

192 天体写真に挑戦！デジカメ
で月と木星を写そう

望遠鏡で月と木星を撮影する体験教室です。
申込不要。コンパクトデジタルカメラをお持ち
ください。

11/21（水）、11/22（木）、12/19（水）、
12/20（木）、1/23（水）、1/24（木）、
2/20（水）、2/21（木）、3/20（水・祝）、
3/21（木）19：30 ～ 21：30

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

193 富山松友会　60周年記念
大会

観世流富山松友会
入場無料 10/14（日）  10:00

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

194 涛明会　秋の会 宝生流富山涛明会
入場無料 10/21（日）　9：30

195 藤扇会　発表会 藤間流藤扇会
入場無料 11/4（日）　13：00

196 越中八尾おわら節技能検
定

おわら道場
入場無料

11/17（土）　13：00 
11/18（日）　9：00　

197 富山宝生会　秋季能楽大
会

宝生流富山県宝生会
有料 11/25（日）　9：30

198 教授嘱託会　定期大会 宝生流教授嘱託会
入場無料 2/24（日）　9：30

199
[TT-5]
平成25年入社　新入社員
研修

職業人としての自覚を高め、仕事に取り組む心
構えや、身に付けておきたい基本的なマナー等
を習得する。　受講料：6,000円　テキスト・
弁当付き　定員：80名

3/28(木),29(金)  
申込期限3/7(木) 
※申込順

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

[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。

200
[TT-11]
Word ３ 級 受 験 講 座
(Word2007)

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：9,600円　受験料別　定員：20名

11/12,14,16,19,21,26,28,30,
12/3,5,7,10 
申込期限10/22(月)

201 [TT-12]
簿記３級受験対策講座

基本的な簿記の原理や記帳、決算等について
習得し、日商簿記検定３級の合格を目指す。
受講料：12,800円　受験料別　定員：20名

11/29,12/4,6,11,18,20,1/8,
10,15,17,22,24,29,31,2/5,7
申込期限11/8(木)

202
[TT-25]
はじめてのパソコン講座③
(Windows7)

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：4,000円　定員：20名

10/25(木),26(金),29(月),
30(火)
申込期限10/4(木)

203
[TT-26]
デジカメ活用・画像処理入
門　Photoshop基 礎 講
座（Elements7）

デジカメの基本操作と、撮影した画像の基本
的な編集・加工方法を学ぶ。また、その画像を年
賀状などに活用する。
受講料：5,000円　要デジカメ　定員：20名

11/5(月),6(火),7(水),8(木),9(金)
※連続5日間　 
申込期限10/15(月)

204 [TT-27]
Excel2007中級講座

基本的な関数の使い方や、データ集計方法など
を習得し、Excelの基本機能を使いこなす。
受講料：5,000円　定員：20名

11/22(木),26(月),2 ７(火),
29(木),30(金) 
申込期限11/1(木)

205
[TT-28]
データベース入門
Access基礎講座
（Access2007）

データベースの作成方法およびその活用につ
いての基礎知識と、Accessに備わっているさ
まざまな機能の基本を学ぶ。
受講料：6000円 定員：20名

12/6(木),7(金),10(月),11(火),
13(木),14(金) 
申込期限11/15(木)

206
[TT-29]
Word・Excel連携講座
(Windows7)

パソコンソフト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：5,000円　定員：20名

1/10(木),11(金),15(火),16(水), 
17(木)　 
申込期限12/20(木)

207
[TT-30]
Word2007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：4,000円　定員：20名

1/17(木),18(金),21(月),22(火)
申込期限12/27(木)

208
[TT-31]
Excel2007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：4,000円　定員：20名

1/31(木),2/1(金),4(月),5(火) 
申込期限 1/10(木)

209 [TT-32]
Word2007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：5,000円　定員：20名

2/13(水),14(木),15(金),18(月),
19(火) 
申込期限1/23(水)

キャンパス　全県版　17

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・費用等 開催日時 問い合わせ先

富

山

市

210 [TT-33]
Word2007広報講座

パソコンソフトワードで、写真や図形を挿入し、
読みやすく、親しみのあるお便りなどの広報文
章の作成を学ぶ。
受講料：6,000円　定員：20名

2/20(水),21(木),22(金),25(月),
26(火),27(水) 
申込期限1/30(水)

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

211 [TT-34]
Word2007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：4,000円　定員：20名

2/28(木)3/1(金), 4(月),5(火) 
申込期限2/7(木）

212
[TT-40]
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：4,000円　定員：20名　

12/3(月),4(火),5(水),6(木) 
申込期限11/12（月）

213
Vanilla　Moodコンサー
ト～ Autumn　Melody
秋の響き～

Vanilla　Mood 
入場料:一般2,000円　高校生以下500円 10/6（土）14：00 ～

富山市婦中ふれあい館 
TEL：076-465-3113 
FAX：076-465-3196

214 秋のふれあいブラスコンサ
ート

婦中吹奏楽団Fis、速星☆Friday'ｓほか 
入場料:500円（60歳以上、小学生以下無料） 11/3（祝・土）14：00 ～

215
高嶋ちさ子コンサート
みんなのための音楽室
～室内楽編～

高嶋ちさ子（ヴァイオリン）、古川展生（チェロ）、
近藤亜紀（ピアノ）
入場料:3,000円（当日500円増）
未就学児入場不可

11/4（日）14：00 ～

216 婦中ふれあい館
生涯学習フェスティバル

婦中ふれあい館サークル連絡協議会加盟サー
クル、ふちゅうスポーツクラブほか
ステージ発表、体験会、即売会など
入場料:無料（一部要体験料）

2/23（土）9：00 ～17：00
2/24（日）9：00 ～16：00

217 生け花 定員：25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

対 象：35歳 未 満の勤労
青少年
会費：申込時前納
※年度登録料（友の会会
費）500円必要

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

219 抹茶 定員：15名　会費：4,000円（8回） 月曜18：30 ～

220 煎茶 定員：15名　会費：4,000円（8回） 木曜18：30 ～

221 書道 定員：25名　会費：3,200円（8回） 火曜18：30 ～

222 ペン字 定員：20名　会費：3,200円（8回） 水曜18：30 ～

223 着付け 定員：15名　会費：2,400円（8回） 火曜18：30 ～

224 和裁 定員：10名　会費：2,400円（8回） 水曜18：30 ～

225 フラワーデザイン
定員：A・Bコース各10名 
会費：Aコース6,500円（3回） 
　　 Bコース9,500円（3回）

水曜18：30 ～

226 英会話 定員：20名　会費：2,400円（8回） 土曜10：00 ～

227 陶芸 定員：20名　会費：4,800円（8回） 金曜19：00 ～
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228 アンティーク・ドール
創作人形

講師：鵜飼文代 
受講料：5,000円/回（材料費別）　 
定員：各5名

第2土曜(新規)・第4土曜(継続) 
13：00 ～16：00

富山市民プラザ 
TEL：076-493-1313 
FAX：076-493-1317

229 ポーセリン・ペインティング
講師：山本貴子 
受講料：5,000円/回（教材費・材料費・焼成代
別）　定員：各10名

第1土曜10：00 ～13：00 
第3月曜13：00 ～16：00 

230 イギリスの伝統ニット
講師：左近智恵子 
受講料：2,000円/回（材料費別） 
定員：各10名

第3土曜・第4木曜
13：00 ～15：00

231 織りもの
講師：吉村祐三子 
受講料：フリー 2,000円/回(材料費別）・新規
6,700円/回 
定員：各3 ～ 8名

フリー：第2木曜①10:30 ～
12:30②13:30 ～15:30
新規：第2･4金曜①10：30 ～13：
00

232 消しゴムはんこ
講師：坂林明博 
受講料：前期12,000円/後期12,000円（材料
費込み） 
定員：各15名

第2土曜10:00 ～12:00 
第3木曜13：00 ～15：00

233 レカンフラワー
講師：開直美 
受講料：2,000円/回（材料費別） 
定員：各10名

第4火・日曜
10:30 ～12:30(継続)、13：30
～15：30(新規) 

234 ビーズジュエリー
講師：開直美 
受講料：2,000円/回（材料費別） 
定員：各6名

木曜コース･土曜コース
10：30 ～12：30(継 続)､13:30
～15:30(新規)　月2回

235 変わり糸で編む
簡単ニット

講師：舟田民恵 
受講料：2,500円/回（材料費別） 
定員：各10名

第2火曜
①10：00 ～12：00
②13：00 ～15：00

236 アートプリント
講師：河村滋子 
受講料：3,500円/回（材料費別） 
定員：10名

第1火曜 10：00 ～13：00

237 ももほのか
スイーツ

講師：清水祥子 
受講料：3,000円/回（材料費込）※3回分前納 
定員：各10名

新規：第3木・金・土･日曜
①10 ～12時  ②13 ～15時 
継続：第2木・金・土･日曜
①10 ～12時  ②13 ～15時

238 豆本教室
講師：堀麻由美 
受講料：2,000円/回（材料費別） 
定員：各10名

第3火､土曜・第4木曜 
10：00 ～12：00

239 カリグラフィー
講師：谷口綾子
受 講 料：2,000円/回（ 初 回 の み 材 料 費 別 
1,500円程度）
定員：各8名

第2月曜　13：00 ～15：00

240 リンパマッサージ
講師：土肥眞理 
受講料：2,000円/回 （材料費別 3,500円） 
定員：各16名

月･火･水曜コース
11：00 ～12：00(月1回)

241 戸田一郎先生 わくわくエネルギー教室 
小学4年生～中学3年生　定員：各16名　

10/6(土)　14：00 ～15：30 
11/3(土)、12/22(土)

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

242 NPO法人ガリレオ工房
サイエンスショー「知っているようで知らない
地球の不思議」
小学4年生～中学3年生　定員：150名×2回
※事前申込み必要

10/7(日)、8(月・祝)　14:00 ～
15:30

243 ワンダー ･ラボ
実験工作ストリート「試してわかる音の不思議」 
小学生以上（未就学児は保護者同伴） 
定員：自由

10/13(土)、14(日)　11:00 ～
16:00（途中休憩あり）

244 東郷伸也先生
「モーレツ！さかさコップ教室」 
小学4年生～中学3年生（低学年は保護者同伴）
※土曜11:00のみ高校生以上
定員：20名×4回

10/20(土)、21(日) 
11:00 ～12:30
14:00 ～15:30

245 荒井明浩先生
芸術探検隊　「やわらかい石を彫ってみよう」
小学4年生～中学3年生(低学年は保護者同伴)
定員：16名

10/27(土)　14:00 ～15:30
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246 木村肇先生
中高生のための電子工作教室「ＡＭラジオを作
ろう」
中学生・高校生　定員：16名

10/28(日)
14:00 ～16:00

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

247 玉井博文先生
アレマー玉井のＬｅｔ'ｓバルーン 
小学4年生～中学3年生（低学年は保護者同伴）
当日受付

11/4(日) 
10：00、11:00、14:00、15:00
（各回約45分）

248 金子保先生
飛行の科学 ｢滞空時間を競おう！｣ 
小学4年生以上（低学年は保護者同伴） 
定員：20名

11/10(土)
14:00 ～16:00 
（調整時間を含む）

249 中村開己先生
紙のからくり ｢紙を自由に切り抜いてオリジナ
ル12面体を作ろう｣
小学4年生～中学3年生（低学年は保護者同伴) 
定員：20名

11/11(日)
14:00 ～15:30

250 橘省吾先生
オータムセミナー ｢隕石からのぞく太陽系｣ 
小学4年生～中学3年生（低学年は保護者同伴）
※土曜11：00のみ高校生以上
定員：各20名×2回

11/17(土)、18(日）
14:00 ～15：30

251 原体験教育研究会＆ワン
ダー ･ラボ

えっちゅう理科の森 
小学4年生以上
定員：自由参加
※当日は16：00に閉館いたします。

11/23(金祝)、24(土) 
10：00 ～15：30
（途中休憩あり）

252 富山村田製作所
電子工作教室 ｢ブルブル星人＆トントンリモコ
ンを作ろう」 
小学5 ～ 6年生
定員：15名

11/25(日)
14:00 ～15:30

253 ワンダー ･ラボ
クリスマス★アカデミー　工作教室 
小学4年生以上（低学年は保護者同伴) 
定員：自由

12/1(土)、2(日) 
10：00 ～15：30 
（途中休憩あり）

254 森義冶先生
クリスマス★アカデミー　実験ショー
小学4年生～中学3年生（低学年は保護者同伴) 
定員：20名×4回

12/1(土)、2(日) 
14:00 ～15:30

255 チャーリー西村先生
科学実験教室
小学4年生～中学3年生（低学年は保護者同伴) 
定員：20名×4回

12/8(土)、9(日) 
10:00 ～11:30 
14:00 ～15:30

256 不二越工業高等学校
工作教室 
小学4年生～中学3年生
定員：20名×2回

12/15(土) 
10:00 ～11:30 
14:00 ～15:30

257 富山工業高等学校
電子工作教室 
小学4年生～中学3年生
定員：20名×2回

12/16(日) 
10:00 ～11:30 
14:00 ～15:30

258 澤柿教誠先生
ザ･サイエンスアワー「もえるってなに？」
小学4年生～中学3年生（低学年は保護者同伴) 
定員：20名

12/23(日祝) 
14:00 ～15:30　

259 高野哲夫先生
ぶつり面白ゼミナール
小学4年生～中学3年生（低学年は保護者同伴) 
定員：20名

12/24(月振) 
14:00 ～15:30

260 ワンダー ･ラボ
実験工作ストリート年賀状 
小学生以上（未就学児は保護者同伴） 
定員：自由

12/26(水) ～ 29(土) 
10：00 ～15：30
（途中休憩あり）

261 山下慎也先生 科学実験教室 
中学生　定員：20名 12/28(金)　14:00 ～15:30

262

富山インターネット市民塾

藩政下の越中国と国境紛議 
講師：明神　博幸 
受講料：2,000円

開講中～ 3月
富山インターネット市民
塾 
TEL：076-439-8666

263 世界遺産を歩く～海外旅行も自分流 
講師：中嶋　昭三 開講中～12/31
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264

富山インターネット市民塾

富山で異文化コミュニケーション 
講師：野口晶子 開講中～ 3/1

富山インターネット市民
塾 
TEL：076-439-8666

265 ふるさと富山のアルバム作成教室 
講師：嶺乘　聡子 開講中～ 3/1

266 I LOVE にいかわ～つながれ故郷～ 
講師：成川 正幸 開講中～ 3/1

267 二上山探訪 
講師：関野　玲子 開講中～ 3/31

268 富山のへるんさん 
講師：平井　絢子 開講中～通年

269 富山の町歩き　「ブラ富山」 
講師：堀　宗夫 開講中～ 3/31

270
先用後利「癒しの旅」～富山売薬さんの歩んだ
道を訪れて～
（株）廣貫堂、社団法人富山県薬業連合会、株
式会社　家庭薬新聞社

開講中～通年

271 ICTふるさと学習推進員認定講座(第2期) 
富山インターネット市民塾 10月～ 2月

272 映画で学ぶ社会学 
講師：永井　広克 開講中～ 2/28

273
おいしい紅茶生活のススメ 
講師：柳下　詩織 
受講料：8,000円

H25.3 ～ H25.5

274
キラキラ輝く！カラーヒーリング講座　 
～心と身体を癒す色でHappy生活～ 
講師：金場　弘枝 
受講料：6,000円

11/1～12/31

275
キラキラ女子のための☆アートセラピー 2012 
講師：野崎　奈緒子 
受講料：1,000円

開講中～11/30

276 神戸と学ぶ防災市民塾 
講師：神戸防災楽習連携促進協議会 開講中～通年

277 ローフード生活をはじめよう 
講師：桑山　早苗 開講中～ 3/31

278
女子力☆彩り講座 
講師：大西裕美子、田中和子、渡辺てる子、朝野
修一、吉岡ひろみ 
受講料：1,000円

開講中～12/31

279 学びあう　アティテューディナル・ヒーリング 
講師：大窪　文 開講中～12/31

280
写真公募展で初入選にチャレンジしよう！ 
講師：石田　正博 
受講料：5,000円

開講中～ 2/28

281 ～体かたいけど～ネット・ヨーガ 
講師：野村　勉 開講中～ 2/28
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富
山
市

282

富山インターネット市民塾

フリーソフトで名刺を作ろう 
～みんなが”とやま”の観光大使～ 
講師：浦野　典子

開講中～ 3/31

富山インターネット市民
塾 
TEL：076-439-8666

283
わくわくパソコンクラブ 
講師：高緑　利江 
受講料：2,000円

開講中～ 3/31

284 パソコンよろず相談室 
講師：佐藤　豊一 開講中～ 3/31

285 ワードでお絵かき 
講師：佐藤　豊一 開講中～ 3/31

286
がんばる起業「自家焙煎コーヒー店」 
講師：木町　勇 
受講料：10,000円

開講中～12/20

287 楽しい節電 
講師：堀　宗夫 開講中～ 3/31

288
2012年の天文現象を楽しもう 
講師：川口 勝之　山本 直 
受講料：2,000円

開講中～ 3/31

289
エネルギー科学館「ワンダー・ラボ」の 
科学教室 
北陸電力エネルギー科学館ワンダー・ラボ

開講中～ 3/31

290 みんなでいろんなものを作ってみよう 
講師：山本　典弘 11/1～12/31

射

水

市

291
射水市生涯学習フェスティ
バル
射水市生涯学習作品展

会場：高周波文化ホール 
　　　　（射水市新湊中央文化会館） 12/16（日）　入場無料

射水市教育委員会 
TEL0766-59-8091
FAX0766-59-8098

292

海王丸パーク
平成24年度のイベント

国際交流フェスタin海王丸パーク 10/6(土）～10/8（月・祝）

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

イルミネーション
時間：日没～ 22：00
実施日：毎週金・土・日・祝
日
※但し、整備期間（11/2
～ 3/10）は除く。

293 カッター・セイリング教室 10/6(土）

294 海王丸の総帆展帆⑨ 10/7（日）

295 海王丸の総帆展帆⑩ 10/28（日）

296 アンベンディングセイル（帆の取り外し作業） 11/3（土）～ 4（日）

297 探鳥会② 11/4（日）

298 探鳥会③ 12/2（日）

299 探鳥会④と野鳥講演会 3/3（日）
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

射

水

市

300 新湊大橋開通記念　とや
まの橋

塔から斜めに張ったケーブルで橋を支える斜
張橋で、日本海側最大規模の新湊大橋。橋が架
けられた経緯や特徴、役割などを紹介します。

9/7（金）～11/11（日）

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

301 石黒信由の絵図展
信由が江戸時代後期に各地を測量して作った
実測図や、収集した日本図・世界図などを紹介
します。

11/16(金) ～12/24(祝・月)

302 書画と手紙　－館蔵名品
展－

前田利家夫人まつ（芳春院)や前田利長・利常、
市河米庵、石黒宗麿など、当館が所蔵する名墨・
名筆を展示します。

1/5(土) ～ 2/24(日)

303 石黒宗麿　－愛知県陶磁
資料館コレクション－

愛知県陶磁資料館所蔵、本市久々湊出身の陶
芸家で人間国宝第1号　石黒宗麿の数多くの
優品を展示し、宗麿芸術のあゆみを紹介しま
す。

H25・3/1(金) ～ 5/6(祝・月)

304 絵本館の
クリスマスコンサート

出演：竹内祥子、絵本コロ・アルカディア合唱団
大人1500円　小人600円（入館料込み）

12/9(日) 
14：00 ～15：30

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

305 絵本館
ジャンボかるた大会

射水市の名産・名所を謡った大きな手づくりか
るた。参加者全員にプレゼントがあります。

1/6(日)①11：00 ～12：00 
②14：00 ～15：00
※各回とも、未就学児（年少以上）
と小学生の部あり

306 ＊すまいるママ＊
絵本ライブ

絵本の制作秘話や読み聞かせが楽しめるライ
ブ。
出演：＊すまいるママ＊（絵本作家）

3/16（土） 
①11：00 ～②14：00 ～

307
平成24年度富山県環境科
学センター研究成果発表
会

富山県民会館304号室 
参加費：無料

10/15（月） 
13：30 ～16：30

富山県環境科学センター 
TEL 0766-56-2835 
FAX 0766-56-1416

308 富山の気候変化と県民生
活を考えるシンポジウム

富山国際会議場３階 
参加費：無料

12/9（日） 
13：30 ～16：30

高

岡

市

309
クリスマスファミリーコン
サート
「Everly（エバリー）が街
にやってきた」 

0歳児から入場可　入場料：全席指定　大人（高
校生以上）1,000円　小人(4歳～中学生)500
円　親子（大人1名＋小人1名）1,200円　4歳
未満無料(座席利用の場合はチケット必要)

12/22（土）　　　　　　　　　
14：00開演（13：30開場）

富山県高岡文化ホール 
TEL：0766-25-4141 
FAX：0766-25-4332

310 舘野泉＆ヤンネ舘野　デュ
オリサイタル

左手のピアニストとして有名な舘野泉さんと、
ヴァイオリニストである息子のヤンネさんとの
ディオリサイタル。　入場料：一般3,500円（当
日4,000円）　学生1,000円（当日同額）

10/12（金） 
19：00開演（18：30開場）

311 モーフィンクァルテット　
サクソフォン四重奏

第7回大阪国際室内楽コンクール優勝者「モー
フィンクァルテット」（サクソフォン四重奏）コ
ンサート　入場料：一般3,000円（当日3,500
円）　学生1,000円（当日同額）

11/15（木） 
19：00開演（18：30開場）

312
富山県文化ホールネットワー
ク公演事業「三遊亭円楽  春
風亭昇太二人会」

「高岡・小矢部秋の寄席めぐり」と題し、呉西地
区の４ホールで開催する落語会。
入場料：全席指定　3,500円（当日4,000円）

11/28（水） 
19：00開演（18：30開場）

313
とやま環境フェア2012
テーマ「水と緑に恵まれた快適
な環境をめざして～もう一度見
直そう！くらしとエネルギー～

企業、NPO・団体、行政機関、学校等による展
示、販売、体験・実演　ステージイベントなど
場所：富山県産業創造センター（高岡テクノドー
ム）

10/20(土)10:00 ～17:00 
10/21(日)10:00 ～16:00

富山県産業創造センター
（高岡テクノドーム） 
TEL：0766-26-5151

314
富 山 短 期 大 学 公 開 講 座 
「世界の童話―ぺローから
現代まで」

講師：富山短期大学幼児教育学科　教授　望
月健一 
会場：研修室501（ウイング・ウイング高岡内）
定員：40名　受講料：500円

平成25年2/8(金）、22(金）
13:00 ～14:30

高岡市生涯学習センター
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

315 高岡万葉遊楽事業
ＧＯＮＴＩＴＩコンサート

映画・ＣＭの音楽などでも人気を博すギターデ
ュオ「ＧＯＮＴＩＴＩ」によるアンコールコンサー
ト。
入場料：3,000円　全席指定 

11/10（土） 
18:30開演（18:00開場）

316
富山県文化ホールネットワー
ク公演事業
「桂ざこば独演会」

人情味あふれる語り口で人気の「桂ざこば」に
よる独演会。
入場料：3,000円　全席指定 

12/1（土） 
15:00開演（14:30開場）

317 第42回　高岡市芸術祭
茶会

茶道裏千家淡交会高岡支部 
茶券：濃茶、薄茶　2,000円（当日2,500円）

11/3（土・祝）8:30 ～15:00受
付 
会場：高岡文化ホール

高岡市民会館 
TEL：0766-20-1560 
FAX：0766-20-1562
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

高

岡

市

318
第42回　高岡市芸術祭
茶会

古儀茶道藪内流竹風会高岡支部 
茶券：濃茶、薄茶　2,000円（当日2,500円）

11/3（土・祝）9:00 ～15:00 
会場：繁久寺

高岡市民会館 
TEL：0766-20-1560 
FAX：0766-20-1562

319 茶道「清風の会」 
茶券：煎茶　1,000円（当日1,200円）

11/3（土・祝）9:00 ～15:00 
会場：高岡市土蔵造りのまち資料
館

320 第42回　高岡市芸術祭
邦楽公演

出演：高岡市芸術文化団体協議会邦楽部会会
員 
入場料：2,000円（全席自由）

11/3（土・祝）正午開演（11:30開
場） 
会場：高岡市民会館

321 第42回　高岡市芸術祭
洋楽公演

出演：高岡市芸術文化団体協議会洋楽部会会
員 
入場料：1,000円（全席自由）

11/11（日）15:00開演（14:30
開場) 
会場：高岡市生涯学習センターホ
ール

322 第42回　高岡市芸術祭
第25回華道展

出品：高岡市華道連盟（池坊、草月流、嵯峨御流
富山司所、未生流、嵯峨御流富山春陽司所、遠
州流、小原流、龍生派、古流松藤会、古流松栄
会）　入場無料

11/10（土）10:00 ～18:00 
11/11（日）10:00 ～17:00 
会場：高岡文化ホール

323 第42回　高岡市芸術祭
高岡市美術作家連盟展

出品：日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真（６部
門）
入場無料

11/3（土）～11/11（日）【5日（月）
休館】9:30 ～17:00（入館は
16:30まで） 
会場：高岡市美術館

324 夢幻能
「月に憑かれたピエロ」

出演：歌手・中嶋彰子（ソプラノ）　　シテ方・渡
邉筍之助（宝生流能楽師／重要無形文化財総
合指定）　管弦楽・オーケストラ・アンサンブル
金沢　12/1（土）プレトークイベント有

12/6（木）19:00 ～ 
会場：高岡文化ホール 大ホール

325 おでかけクラシック
in たかおか

内容：クラッシックコンサート 
出演：カルテット・ゼーレ　Saxophone 
Quartet桜 
対象：一般市民

12/8(土)14:00 ～ 
会場：高岡市生涯学習センターホ
ール

326 東京交響楽団
クリスマスコンサート

出演：東京交響楽団（管弦楽） 
　　　　ソリスト・堀正文（ヴァイオリン）

12/24（月・振休）16:00 ～ 
会場：高岡市民会館

327
～未来創造プロジェクト～ 
進化する森
舞台公演

出演：進化する森ダンスカンパニー 
　　　　進化する森アートファクトリー

2/10（日）14:00 ～ 
会場：高岡市民会館

328 公共ホール現代ダンス活
性化支援事業（「ダン活」）

内容：ダンスのワークショップ、舞台公演
出演：新井英夫（コンテンポラリーダンサー／体
奏家）ほか 
対象：一般市民

2/19(火) ～ 2/24(日) 
会場：高岡市民会館

329
[K1301]
切削加工を考慮した機械
設計製図

受講料：7,000円 
定員：10名　

11/19・20 
9:00 ～16：00

富山職業能力開発促進
センター（ポリテクセン
ター富山）
TEL：0766-28-6901
FAX：0766-23-6445

受講対象者：主に中小企
業に勤める方で、受講を
希望されるコースに関す
る基本的知識を有する
方。
原則、ＦＡＸでの受付。

330
[K1501]
CAEを活用した構造解析
技術

受講料：10,000円 
定員：10名　

11/6・7・8 
9：00 ～16：00

331
[K1601]
設計品質向上のための機
構解析技術

受講料：7,000円 
定員：10名　

1/29・30 
9：00 ～16：00

332
[K1802]
製造技術者のための油圧
実践技術

受講料：13,000円 
定員：10名　

1/21・22・23 
9：00 ～16：00

333 [K2102]
旋盤精密加工技術

受講料：15,000円 
定員：10名　

10/30・31 ・ 11/1・2 
9：00 ～16：00

334 [K2202]
フライス盤精密加工技術

受講料：15,000円 
定員：10名　

11/6・7・8・9 
9：00 ～16：00

335
[K2302]
フライス盤実践技術（高精
度穴加工編）と品質の向上

受講料：14,000円 
定員：10名　

11/27・28・29 
9：00 ～16：00
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高

岡

市

336 [K2402]
ＮＣ旋盤実践加工技術

受講料：17,000円 
定員：10名　

11/12・13・14・15・16 
9：00 ～16：00

富山職業能力開発促進
センター（ポリテクセン
ター富山）
TEL：0766-28-6901
FAX：0766-23-6445

受講対象者：主に中小企
業に勤める方で、受講を
希望されるコースに関す
る基本的知識を有する
方。
原則、ＦＡＸでの受付。

337
[K2501]
カスタムマクロによるNC
工作機械カスタマイズ技
術

受講料：13,500円 
定員：10名　

1/15・16・17・18 
9：00 ～16：00

338
[K2602]
マシニングセンタ実践技術
（プログラミング編）

受講料：13,500円 
定員：10名　

10/9・10・11・12 
9：00 ～16：00

339
[K2702]
マシニングセンタ実践技
術・加工編

受講料：15,000円 
定員：10名　

10/15・16・17・18 
9：00 ～16：00

340
[K4102]
精密測定技術（精度管理
編）

受講料：11,000円 
定員：10名　

2/25・26 
9：00 ～17：00

341
[K4202]
精密測定技 術（長さ測定
編）

受講料：7,000円 
定員：10名　

12/13・14 
9：00 ～16：00

342
[K5101]
MP(保全予防)設計体系構
築技術-ライフコストミニマ
ム実現-

受講料：19,000円 
定員：10名　

11/5・6 
9：00 ～17：00

343
[K5302]
機械保全実践技術（伝動装
置・分解組立調整編）

受講料：10,000円 
定員：10名　

2/19・20・21 
9：00 ～16：00

344
[K5502]
測定の高精度化と統計的
手法による品質管理

受講料：10,000円 
定員：10名　

2/27・28 ・ 3/1 
9：00 ～16：00

345
[E1103]
有接点シーケンス制御に
よる電動機制御の実務

受講料：10,500円 
定員：10名　

10/3・4・5 
9:00 ～16:00

346
[E1104]
有接点シーケンス制御に
よる電動機制御の実務

受講料：10,500円 
定員：10名　

1/23・24・25 
9:00 ～16:00

347
[E1202]
有接点シーケンス制御の
実践技術

受講料：10,500円 
定員：10名　

10/10・11・12 
9:00 ～16:00

348
[E4101]
ＰＬＣによる自動化制御技
術（三菱Q編）

受講料：10,000円 
定員：10名　

10/24・25・26 
9:00 ～16:00

349
[E4201]
数値処理によるＰＬＣ制御
技術（三菱Q編）

受講料：10,000円 
定員：10名　

10/31 ・ 11/1・2 
9:00 ～16:00

350
[E4301]
空気圧制御とＰＬＣ（三菱
Q編）

受講料：10,000円 
定員：10名　

11/13・14・15 
9:00 ～16:00

351
[E5601]
ST言 語 によるPLC制 御
技術

受講料：7,000円 
定員：10名　

2/19・20 
9:00 ～16:00

352
[E7401]
μITRONによる組込みプ
ログラム開発技術

受講料：8,500円 
定員：10名　

10/15・16・17・18・19 
18:15 ～ 20:50

353 [KE102]
空気圧回路の最適設計

受講料：8,500円 
定員：10名　

11/7・8 
9:00 ～16:20
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354
[KE201]
空気圧システム制御の実
務

受講料：8,000円 
定員：10名　

11/20・21 
9:00 ～16:20 富山職業能力開発促進

センター（ポリテクセン
ター富山）
TEL：0766-28-6901
FAX：0766-23-6445355

[E8101]
画像処理による自動化技
術の実際

受講料：7,500円 
定員：10名　

10/17・18 
9:00 ～16:20

356 彼谷芳水－創造のあゆみ
昭和39（1964）年には富山県指定無形文化財
保持者に認定された彼谷芳水（1899－1994）
の、60年余りに及ぶ創作の世界を振り返りま
す。

7/6(金) ～11/4(日)

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

357 森村泰昌モリエンナーレ／
まねぶ美術史

森村芸術の源泉を味わうだけでなく、1950年
代以降に新しい美術として紹介された著名な
作品を鑑賞し、戦後日本の美術を“まなぶ”展覧
会。

9/22(土・祝)－10/28(日)

358 第42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で
す。日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の6部門
にわたり、会員の作品を一堂に展示します。

11/3(土・祝) ～11/11(日)

359
高岡市美術館の新収蔵品 
2007-2011
併設　盤若一郎－水彩デ
ッサンと所蔵油彩画－

平成19年以降の新収蔵品を分野ごとに展観
します。同時に、高岡市出身の盤若一郎（1910-
1994）の水彩デッサンと油彩作品を展示しま
す。

11/11(日) ～ 3/10(日)

360 ジュニア☆アート☆ワール
ド 2012-2013

子どもたちが主役の展覧会です。美術館で開催
するワークショップや収蔵作品を紹介し、来場
者とともに展覧会をつくりあげていきます。

12/1(土) ～1/6(日)

361 講演会「近代高岡の工芸」 講師：寺尾 健一氏（金沢大学非常勤講師・工芸
史家）　聴講無料　当日先着80名

10/6（土） 
14：00 ～15：30

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

362 郷土学習講座「高岡ならで
は話」第５講「高岡の祭事」

高岡の歴史・民俗・伝統産業について、当地「な
らでは」の話題を各分野の研究者よりご紹介 
講師：羽岡ゆみ子　聴講無料　当日先着80名

12/8（土） 
14：00 ～15：30

363
呈茶の会「松聲庵～博物館
で抹茶を楽しみませんか
～」（秋）

茶室見学会：11：00 ～　14：00 
常設展示説明会：11：30 ～　14：30 ～ 
参加料：400円（お茶とお菓子）

11/10（土） 
10：00 ～15：00

364
ショートレクチャー「土曜
おもしろ講座・高岡のみじ
かい話」

土曜日の午後、高岡のいろいろなヒト・モノ・コ
トについて、博物館職員が30分の短い話をし
ます。　

10/13（土）、11/17（土）、12/1
（ 土 ）、1/12（ 土 ）、2/9（ 土 ）、
3/9（土）

365 えほんのじかん
絵本の読み聞かせや手あそびをします。　 
対象者：幼児～ 
料金：無料　申込不要

毎週（月）～（金）
祝日、第4（月）を除く 
11：00 ～11：15

高岡市立中央図書館 
TEL：0766-20-1818

366 えほんの広場
子どもの年齢にあった絵本を選んで読みます。 
対象者：幼児～小学生 
料金：無料　申込不要

毎週（土）（日）・祝日 
11：00 ～11：30

367
高齢者パソコン教室（冬期）
全8回（ 市 内 に住 む60歳
以上の人対象）

パソコンに触ったことがない方も大丈夫です。
パソコンに慣れ親しみ、基本操作をマスターし
て、電子メール等にもチャレンジしましょう。
定員：10名、教材費：3,500円

11/2（金）、5（月）、9（金）、12（月）、
16（金）、19（月）、26（月）、30
（金）、10:00 ～11:30募集期間：
10/10（水）～15（月）

高岡市ふれあい福祉セ
ンター 
TEL：0766-21-7888

368 収穫感謝祭 地元新鮮野菜・農産加工品・漬物・パンなどの販
売

10/20（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

369 冬のふれあい市 クリスマス、正月用鉢花や地元新鮮野菜などの
販売

12/15（土） 
9：00 ～15：00

370 早春を彩る花フェスタ 切り花、花木、チューリップ、各種花の展示 3/10（土） 
9：00 ～15：00

371 初めての現代川柳（初心者
向け）

市民教授　坂下　淸 
定員：15名程度(小学生以上受講可) 
運営費：1,200円　資料代：300円(5回分)　
受講料：1,000円　 

10/21（日）、11/18（日）、 12/16
（日） 、1/20（日）、2/17（日）
13：00 ～15：00 

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）
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高
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市

372 現代川柳を楽しむ(経験者
向け)

市民教授　坂下　淸 
定員：15名程度　(小学生以上受講可) 
運営費：1,200円　資料代：300円(5回分)
受講料：1,000円

10/21（日）、11/18（日）、 12/16
（日）、1/20（日）、2/17（日）
15：00 ～17：00 

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）

申込方法：9/29（土）ま
でにはがき、FAX、メー
ルで住所・年齢・電話番号
をお知らせください。（電
話申込はできません。）
申込先：〒933-0023
高岡市末広町1-7
FAX：0766-23-0515
または
020-4666-1182
メール：gakuyujyuku
@yahoo.co.jp

373 漢詩を味わいながら詩吟
を楽しもう

市民教授　嶋　安生 
定員：20名 
運営費：1,200円　 資料代：500円(6回分) 
受講料：1,200円　

10/4（ 木 ）、10/18（ 木 ）、11/1
（木）、11/15（木）、12/6（木）、
12/20（木）14：00 ～16：00   

374 楽しく簡単なおやつの教
室

市民教授　 茶山千恵子 
定員：15名(親子受講可)
運営費：1,200円　材料代：1,700円(5回分) 
受講料：1,000円　

10/6（土）、11/17（土）、12/15
（ 土 ）、1/19（ 土 ）、2/16（ 土 ）
14：00 ～16：30

375 高岡ぶらぶら歴史散歩
市民教授　 美宅雅利 
定員：10名　 
運営費：1,200円　資料代：300円 
受講料：1,000円

10/4（ 木 ）、10/18（ 木 ）、11/1
（木）、11/15（木）、11/29（木） 9：
30 ～11：00　

376 草創期の前田家臣たち　
市民教授　明神博幸 
定員：20名　 
運営費：1,200円　 資料代：300円 
受講料：1,000円　

11/25（ 日）、12/2（ 日）、12/9
（日）、12/16（日）、12/23（日） 
13：20 ～15：20

377 フリーソフトとテンプレー
トで作るホームページ

市民教授　明神博幸 
定員：10名(年齢条件は特になし)　
運営費：1,200円　 資料代：300円 
受講料：1,000円　

11/25（ 日）、12/2（ 日）、12/9
（日）、12/16（日）、12/23（日） 
15：30 ～17：00

378 「たかおか学遊フェスタ」 会場：高岡文化ホール1階多目的小ホール 12/1（土）　10：00 ～16：00

379
秋の特別企画展
「万葉の切り絵ー丸山幸一
の手仕事ー」

越中万葉を中心とした切り絵の世界を楽しむ。
観覧料：一般210円　中学生以下無料　団体
（20名以上）・65歳以上160円

9/12（水）～11/26（月）
高岡市万葉歴史館 
TEL：0766-44-5511 
FAX：0766-44-7335

380 正月特別展示
当館が収蔵する万葉かるた、越中万葉かるた
屏風などを展示。
観覧料：一般210円　中学生以下無料　団体
（20名以上）・65歳以上160円

11/28(水) ～1/28(月)

381 第4回まなびっこフェステ
ィバル

対象：子供達や家族、地域の方　内容：施設開
放。各種体験ブースで多様な活動体験、青少年
団体の活動紹介。まなびっこクラブや各種団体
の活動発表。　募集人数：400名

10/6（土）

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

382 秋の二上山を楽しもう
対象：小学生以上の個人・グループ（小3以下は
保護者同伴）　内容：友達や親子で二上山散策
（ナチュラリスト同行）、クラフト活動等　募集
人数：40名

11/10（土）

383

なかよし合宿

対象：小学１～３年生
内容：小学校低学年(１～３年生）の子供達が、
1泊2日の異年齢集団による共同生活を体験
し、自主性や協調性、社会性の素地を培うこと
を目的とします。
－仲間づくりゲーム、自然体験プログラム、お
やつづくり等－
募集人数：各回40名

秋のつどい① 
11/3(土）～ 4(日)　　　　　　
　　　　　

384 秋のつどい② 
11/23(金）～ 24(土)　

385 冬のつどい① 
1/12(土) ～13(日)　

386
冬のつどい② 
2/9(土) ～10(日)　　　　　　
　　　　　

387 クリスマスのつどい
対象：小学生以上の個人・グループ（小３以下は
保護者同伴）　内容：クリスマスケーキ作り、ク
リスマスパーティー、クリスマスクラフト等　募
集人数：50名

12/8（土）～ 9（日）　

388 冬の二上山を楽しもう
対象：小学生以上の個人・グループ（小３以下は
保護者同伴）　内容：自然観察（ナチュラリスト
同行）、餅つき体験等　募集人数：40名

1/26（土）　　

389 ひな人形づくり教室
対象：小学生以上の個人・グループ　内容：教え
合ったり、協力し合ったりしながらの作品作り。
参加者との交流。　募集人数：40名

2/2日（土）　
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高

岡

市

390 ものづくり体験クラブ
対象：小学４年生　内容：小５からの「ものづく
り･デザイン科」に向け、高岡市の伝統工芸に親
しむ。－市内工場見学、高岡漆器または銅器製
作体験等－　募集人数：30名

2/23（土）～ 24（日）
高岡市二上まなび交流
館 
TEL：0766-21-0001 
FAX：0766-21-0002 

391 巡回展「第59回ニッコール
フォトコンテスト写真展」

全国から寄せられた多数の作品の中から見事
賞を射止めた作品約270点を一堂に紹介。
入館料：一般300円、大高校生200円、小・中学
生100円

11/17（土）～12/16（日）

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

開 館 時 間：9：00 ～17：
00（入館16：30まで）
入館料：団体20名以上
は2割引
土日祝日は高校生以下
無料

392 公募展「ワンダーフォトコン
テスト写真展」

ジュニアを中心に幅広く自身の作品を展示で
きる公募写真展。ジュニア部門には写真家・ハ
ービー・山口氏を審査員に迎える。　入館料：
一般300円、高校生200円、小・中学生100円

12/22（土）～1/27（日）

393
企画展―近代日本の写真
家たち「報道写真の先駆者
―写真家・名取洋之助」

日本に報道写真の概念を持ち込んだ写真家・
名取洋之助にスポットを当てた企画展。
入館料：一般600円、大高生300円、小・中学生
100円

2/2（土）～ 3/24（日）

394 常設展「戦前・戦後―日本
のメーカーたちの挑戦Ⅱ」

Ⅰ期以外の日本のメーカーたち5社を紹介する
第2弾。日本のカメラを世界のトップブランド
へ押し上げた姿を紹介。
入館料は企画展料金に含む。

11/12（土）～ 3/25（日）

氷

見

市

395 新成人のつどい 会場：ふれあいスポーツセンター 1/13（日）
氷見市教育委員会 
生涯学習・スポーツ課 
TEL：74-8215

396 中部西ブロックユネスコ活
動研究会 会場：いきいき元気館ほか 10/27(土) 

10/28(日)
氷見ユネスコ協会 
TEL：91-1846(布尾）

397
特別展「農耕具のすがた」
－変わる道具、変わらぬ道
具－

稲積川口遺跡出土の馬鍬を軸に、農耕具の時
代や地域による変化と普遍性を探っていく。
観覧料：無料
会場：氷見市立博物館特別展示室

10/19（金）～11/11（日）
氷見市立博物館 
TEL：0766-74-8231 
FAX：0766-74-5520

398 特別展「懐かしの学び舎　
むかしの教科書」

実物の教科書のほか、教室で用いられた掛け
図や地球儀などの教材を展示することにより、
教育内容の移り変わりを紹介。　観覧料：無料
　会場：氷見市立博物館特別展示室

3/1（金）～ 3/24（日）

砺

波

市

399 キノコ狩りと観察会
キノコ狩り・採取したキノコの同定 
対象：親子・一般40名　参加費：無料
ただし、キノコ汁代250円

10/13(土) 
9：30 ～15:00

県民公園頼成の森・森林
科学館 
TEL：0763-37-1540

400 ドングリ工作教室
森で採集できる木の実などの自然素材を使っ
たオブジェ作り
対象：親子・一般30名　参加費：無料

10./21(日) 
9:30 ～14:00

401 頼成の森・感謝の集い
自然観察、リース作り、ドングリ工作教室、作品・
活動写真展示、意見交換会お楽しみ抽選会
対象：親子・一般　リース作り：20名　ドングリ
工作：30名　クラフト材料代実費

11/25（日） 
9:30 ～14:00

402 木版画教室 木版画制作 
対象：親子・一般15名　版木材料代実費

12/2(日) 
9:30 ～14:00

403 チェーンソー・刈払い機整
備点検

シーズン終了後の林業機械の整備点検 
対象：機械所有者12名　参加費無料
（除く故障機）

12/16(日) 
9:30 ～12:00

404 ミニ門松作り お正月用のミニ門松作り 
対象：親子・一般30名　材料代実費

12/22(土) 
9:30 ～12:00

405 冬も楽しい森の中探検
林内散策、自然観察 
（かんじきを履いて雪上を歩く体験） 
対象：親子・一般30名　参加費無料

2/3(日) 
9:30 ～13:00

406
平成24年度県民緑花オー
プン講座

スイセンを楽しむ②（寄せ植え） 
教材費（予定）：2,000円　定員：20名 10/20（土）13：30 ～15：00

富山県花総合センター 
TEL：0763-32-1187 
FAX：0763-32-1219

407 雪吊の基礎を学ぼう 
定員：20名 11/10（土）13：30 ～15：00
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

砺

波

市

408

平成24年度県民緑花オー
プン講座

プロから学ぶコンテナガーデン③（シクラメン・
ハボタン） 
教材費（予定）：2,000円　定員：20名

11/24（土）10:00 ～11:30

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2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
を受講される方は生花
の回は花切り鋏、プリザ
ーブドフラワーの回はク
ラフト鋏、ピンセットを
ご持参ください。

409
プリザーブドフラワーアレンジメント②（クリス
マスの花）
教材費（予定）：3,000円　定員：20名

12/1（土）13：30 ～15：00

410 プロから学ぶ松竹梅の寄せ植え 
教材費（予定）：5,000円　定員：20名 12/15（土）13：30 ～15：00

411 フラワーアレンジメント①[生花]（お正月） 
教材費（予定）：2,500円　定員：20名 12/24(月・祝)10:00 ～11:30

412
フラワーアレンジメント②（チューリップのいろ
いろ）
教材費（予定）：1,500円　定員：20名

2/9（土）13：30 ～15：00

413 プロから学ぶクリスマスローズの育て方 
教材費（予定）：2,000円　定員：各回20名

2/23（土） 
10:00 ～11:30 
13：30 ～15：00

414
秋のフラワーフェスティバ
ル第2弾
秋を彩る花まつり２０１２

場所：富山県花総合センター 
入場無料

10/12(金) ～10/14(日) 
9:00 ～16:30

415 冬の子供園芸教室（小学4
～ 6年程度）

プリザーブドフラワーを使った星型リースづく
り
教材費（予定）：800円　定員：20名

12/8（土）13：30 ～15：00

416
秋のフラワーフェスティバ
ル第1弾
第11回となみチューリップ
球根まつり

場所：チューリップ四季彩館ホール 
入場無料

10/5(金) ～10/8(月･祝) 
9:00 ～17:00

砺波市花と緑の財団（チ
ューリップ四季彩館内） 
TEL：0763-33-7716 
FAX：0763-33-0090

417
チューリップ四季彩館特別
企画展
第27回春を呼ぶチューリ
ップ展

場所：チューリップ四季彩館ホール 2/8(金) ～ 2/17(日) 
9:00 ～18:00

418 花と緑の講演会
「花の力と庭のある暮らし」

講師：八木波奈子氏（ガーデニング誌『BISES』
編集長）
場所：チューリップ四季彩館ホール

10/20(土)　 
13:30 ～ (予定)

419 砺波市ボランティアフェス
ティバル

ボランティア相互の交流及び市民に対するボ
ランティア活動の啓発
場所：チューリップ四季彩館ホール
入場無料

9/29（土）
10：00 ～14：00

砺波市社会福祉協議会 
TEL：0763-32-0294420 となみ野脳トレ研修会

脳トレによるレクリエーション指導の技術アッ
プを学びます。
場所：砺波市社会福祉会館

10/16（火）
10：00 ～12：00

421 フォトボランティア講座
写真撮影を活用したボランティアの育成
場所：庄川農村環境改善センター
受講料：無料

10/19、26、11/2、9
13：30 ～15：30
金曜日4回

422
［TG-16-2］
実用プレゼンテーション講
座

人前でプレゼンテーションを行う基本とプレ
ゼン資料の作り方を学ぶ
受講料：7,000円　テキスト代他：2,000円
定員：20名　

11/6,8,13,15　9:00 ～12:00 
火･木曜昼4回

砺波市職業能力開発セ
ンター 
TEL：0763-33-1115 
FAX：0763-33-6822

423 ［ＴG-3］
オフィス簿記Ⅱ

更に、上達を目指し、全経商業簿記2級取得を
目指す。
受講料：20,000円　定員：25名

12/7,12,14,19,21,1/9,11,16,
18,23,25,30 ,2/1,6,8,13　
18:30 ～ 21:00　水･金曜夜16
回

424 ［ＴＧ-15］
造園Ⅱ

樹木の雪吊り、雪囲いの方法や病虫害防除の
基礎知識を学ぶ。
受講料：6,500円　定員：35名

10/26,27　9:00 ～16:00　
金･土曜昼2回

425 ［TK-D-3］
使えるパソコン基本技術

パソコン初心者を対象とし、パソコン入門から
文書作成基礎及び表計算基礎までを一括りに
して効率よく学ぶ。　受講料：12,500円　テ
キスト代他：3,200円　定員：20名

1/26 ,2/2,9,16　9:00 ～
16:00　土曜4回
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№ 講座・イベント名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

砺

波

市

426 ［ＴK-Ｅ-2］
インターネット

便利で面白いホームページの活用と情報検索
方法・WindowsLiveメールの送受信・安全対策
受講料：6,500円　テキスト代他：600円　定
員：20名

1/15,17,22,24,29,31　19:00
～ 21:00　火･木曜夜6回　

砺波市職業能力開発セ
ンター 
TEL：0763-33-1115 
FAX：0763-33-6822

427 ［ＴK-I-1］
年賀状作成

デジカメ写真と千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
受講料：5,500円　テキスト代他：700円
定員：20名

11/13,15,20,22,27　19:00
～ 21:00　火･木曜夜5回

428 ［ＴK-I-2］
年賀状作成

11/17,24　10:00 ～16:00
土曜2回

429 ［ＴK-I-3］
年賀状作成

12/5,7　10:00 ～16:00
水・金曜昼2回

430 ［TK-R］
ブログ作成と運用

インターネットで手軽に情報発信、無料で利用
できるAmeba(アメーバ）ブログの作成と管理
運用　受講料：3,500円　テキスト代他：200
円　定員：20名

11/7,9,14　19:00 ～ 21:00　
水･金曜夜3回

431 ［ＴＫ-10］
英会話

旅行先での会話など実践的な英会話技能の習
得
受講料：8,500円　定員：25名

10/3,10,17,24,31,11/7,14,21,
28 ,12/5
18:30 ～ 20:30　水曜夜10回

432 ［TK-10-Ⅱ］
中国語初級講座

日常会話を中心にした初歩的な中国語講座
受講料：8,500円　定員：25名

10/9,16,23,30,11/6,13,20,
27 ,12/4,11
19:00 ～ 21:00　火曜夜10回

433 第８回市展
砺波市在住、在勤、在学者を対象にした公募
展。日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の６部
門。優秀作品には市展大賞ほか各賞が贈られ
ます。

10/13(土) ～11/4(日)

砺波市美術館 
TEL：0763-32-1001 
FAX：0763-32-6361

434 東松照明の写真
「太陽の鉛筆」「(11時20分)NAGASAKI」など
の作品で世界的に注目を集める日本人写真家 
東松照明（1930 ～）を紹介します。

11/10(土) ～12/16(日)

435 至高の精神１４　堀 敏治 県内で旺盛な活動を展開する日本画家 堀 敏
治（１９５６～）の作品を紹介します。 1/12(土) ～ 2/11(月・祝)

436 館蔵品展 砺波市美術館の所蔵品から、テーマ構成して
展示します。 2/9(土) ～ 3/3(日)

437 第9回砺波市美協会員展 砺波市美術協会の会員展です。日本画、洋画、
彫刻、工芸、書、写真の6部門です。 3/9(土) ～ 4/7(日)

438
第36回郷土先人展「砺波
市内の小学校の移り変わ
り」ーぼくたちの村に学校
があったー昭和・平成編

明治5年の学制発布から140年を経た今年、昭
和、平成と時代が流れる中で時代に影響され
ながら歩んできた小学校にスポットを当てる。

10/2(火) ～11/25(日) 
休館日　毎週月曜日、第3日曜
日、祝日（11/3,23は開館）

砺波郷土資料館 
TEL：0763-32-2339

439 魅惑の胡弓演奏「若林美智
子・亜人亜コンサート」

胡弓のカリスマ的演奏者「若林美智子・亜人亜」
によるコンサートを子供から大人まで広く楽し
み体感してもらいます。 
入場料：前売り2,500円(当日3,000円)

11/17(土)　14:00 ～ 
場所：庄川生涯学習センター多目
的ホール

庄川生涯学習センター 
TEL：0763-82-5007

南

砺

市

440
日 本 の ふ るさとを 描 く 
向井潤吉展ー古民家を中
心にー

四季折々の日本の風景を描く洋画家 向井潤
吉。画業初期の作品から代表作の民家シリー
ズまで約50点を紹介。　入場料：一般600円
　高大生400円　小中生無料

9/8（土）～10/28（日）
会期中　無休

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

441 第８回　南砺市美術展覧
会

南砺市在住、在勤者を対象とした美術公募展。
日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の６部門の
作品を展示。　企画展：無料　常設展：一般
300円　高大生200円　小中生無料

11/10（土）～11/18（日）
会期中　無休

442 第１１回　なんと版画年賀
状公募展

版画で制作された年賀状を全国から公募。応
募作品はすべて美術館で展示。優れた作品を
表彰。　企画展：無料　常設展：一 般300円　
高大生200円　小中生無料

H25.1/19（土）～ 2/24（日） 
休館日　火曜日および祝日の翌
平日

443 第２回　ザ・セッション！ 
　Ａｒｔの俊英展

南砺市内外で活動する現代作家の意欲作を紹
介。会期中に各種ワークショップ（事前申込が
必要）を開催。　企画展：一般400円　高大生
200円　小中生無料

H25.3/9（土）～ 4/7（日） 
休館日　火曜日および祝日の翌
平日
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インターネットによる学習情報の収集・提供！

http://www4.tkc.pref.toyama.jp/

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

学習講座 イベント

講師・指導者

イベント・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

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/
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　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………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

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24年9月発行

富山県民生涯学習カレッジ

映像で生涯学習を支援！
県民カレッジ映像センター（富山県映像センター）

利用者
大募集！

作品
大募集！

「スタジオ」を利用してみませんか！
簡易防音設備の整ったスタジオを各種録音にご活用ください。

〈利用例〉朗読、音訳、歌、コーラス（マイク4本利用可能）、ナレーション、講演
※その他の利用については、ご相談ください。
※出力メディアは、カセットテープ（アナログ）、MDです。
※ビデオカメラ（持参）で録画された場合は、編集も可能です。
※営利を目的とした活動等、利用できない場合があります。

とやま映像コンクール、作品募集中！
部 門… ふるさと部門
… 自作視聴覚部門（生涯学習・社会教育の部／学校教育の部）

作 品 の 規 格	 ❶ビデオ（MiniDV、DVD、Blu－ray）スライド教材
… 　プレゼンテーションソフト、TP、紙芝居
… ❷作品時間……ふるさと部門　5分以内
… 　　　　　　　自作視聴覚部門30分以内

著作権について… 作品中に、他の著作者の著作物をお使いになる場合は、
… ご自分で著作権処理をしてください。

応 募 資 格… 県内に在住または県内の事業所に勤務する
… アマチュァの個人又はグループ

※詳細は、チラシ又は富山県映像センターホームページをご覧ください。

◎問い合わせ先　富山県映像センター　TEL 076-441-8455
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