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平成26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
（　）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。

講座番号 連携講座名 内容・費用等 開催日時 問い合わせ先

NF3986
ガーデニング講座
　エコロジカルガーデンデザイン
  　中級

対象：一般県民　5名程度
場所：専門学校　職藝学院
受講料：25,000円　資料代：1,000円

11/6（木）～12/11（木）
（5回）
申込締切：10/30（木）

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

NF3987
ガーデニング講座
　エコロジカルガーデンデザイン
 　上級

対象：一般県民　5名程度
場所：専門学校　職藝学院
受講料：20,000円　資料代：1,000円

2/18（水）～3/11（水）
（4回）
申込締切：2/10（火）

NF3989 庭しごと教室
　剪定講座　初級編Ｂ（針葉樹）

対象：一般県民　10名
場所：専門学校　職藝学院
受講料：5,000円

10/18（土）
申込締切：10/4（土）

NF3990 庭しごと教室
　雪囲講座　初級編

対象：一般県民　10名
場所：専門学校　職藝学院
受講料：6,500円

11/14（金）・11/15（土）
申込締切：10/31（金）

NF4025

2014年度
 日本海学シンポジウム
　「つながる海、世界の海から

日本海、そして富山湾」

対象：一般　250名
場所：北日本新聞ホール
受講料：無料

2/14（土）
申込締切：2/13（金）

日本海学推進機構
国際・日本海政策課
TEL：076-444-3339
FAX：076-444-8694

2014年度　日本海学講座
　「明治時代の外国人が見た

立山信仰」

対象：一般　60名
場所：高岡市生涯学習センター研修室５０３

（ｳｲﾝｸﾞｳｲﾝｸﾞ高岡）
受講料：無料

10/25（土）
申込締切：10/14（火）

2014年度　日本海学講座
　「環日本海地域の経済状況－
      中国東北部との関連から－」

対象：一般　100名程度
場所：サンシップとやま福祉ホール
受講料：無料

12/20（土）
申込締切：12/19（金）

NＦ4044
富山国際大学
エクステンション・カレッジ№19
　女性の働き方と経済

対象：一般　10名程度
場所：富山国際学園サテライト・オフィス

（富山駅前CiCビル3階）
受講料：3,000円

11/15（土）～12/6（土）
（3回）
申込期間：
  9/15（月）～11/15（土）

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

NＦ4045
富山国際大学
エクステンション・カレッジ№20
アベノミクスの復習と今後の見通し

対象：一般　10名程度
場所：富山国際学園サテライト・オフィス

（富山駅前CiCビル3階）
受講料：3,000円

2/14（土）～2/28（土）
（3回）
申込期間：
  12/14（日）～2/14（土）

NＦ4048
富山国際大学
エクステンション・カレッジ№23
　実用中国語（後期）

対象：一般　15名程度
場所：富山国際大学（東黒牧キャンパス）
受講料：6,000円

10/1（水）～12/3（水）
（10回）
申込期間：
  8/1（金）～10/1（水）

NＦ4049
富山国際大学
エクステンション・カレッジ№24
顧客データの収集と活用法について

対象：一般　10名程度
場所：富山国際学園サテライト・オフィス

（富山駅前CiCビル3階）
受講料：5,000円

10/10（金）～11/7（金）
（5回）
申込期間：
  8/10（日）～10/10（金）

NＦ4052
富山国際大学
エクステンション・カレッジ№27
　群集心理の法則あれこれ

対象：一般　15名程度
場所：富山国際学園サテライト・オフィス

（富山駅前CiCビル3階）
受講料：5,000円

10/8（水）～11/5（水）
（5回）
申込期間：
  8/8（金）～10/8（水）

NＦ4053
富山国際大学
エクステンション・カレッジ№28
　応用心理学講座

対象：一般　15名程度
場所：富山国際学園サテライト・オフィス

（富山駅前CiCビル3階）
受講料：5,000円

11/19（水）～12/17（水）
（5回）
申込期間：
  9/19（金）～11/19（水）

NＦ4054
富山国際大学
エクステンション・カレッジ№29
　高齢者講座
　　－心理学の観点から考える－

対象：一般　15名程度
場所：富山国際学園サテライト・オフィス

（富山駅前CiCビル3階）
受講料：3,000円

1/28（水）～2/18（水）
（3回）
申込期間：
  11/28（金）～1/28（水）

NＦ4055
富山国際大学
エクステンション・カレッジ№30
　英語で知ろう　世界のこと（中級）

対象：一般　15名程度
場所：富山国際学園サテライト・オフィス

（富山駅前CiCビル3階）
受講料：6,000円

10/4（土）～12/13（土）
（8回）
申込期間：
  8/4（月）～10/4（土）

NF4067
富山大学公開講座
ブラック企業から身を守れ！
－労働法入門

対象：若手勤労者　10名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟１階　Ｅ１２番教室
受講料：7,300円

10/1（水）～11/5（水）
（6回）
申込期間：
  9/1（月）～9/19（金）

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

NF4068
富山大学公開講座
アンニョンハセヨ
　韓国いろいろ語ろう（後期）

対象：市民一般　14名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟４階　Ｅ４４番教室
受講料：6,300円

10/3（金）～2/20（金）
（5回）
申込期間：
  9/3（水）～9/22（月）

NF4069
富山大学公開講座
アンニョンハセヨで韓国を
              知ろう①（後期）

対象：市民一般　14名
場所：富山大学人間発達科学部

１棟１階　１１５講義室
受講料：8,300円　他テキスト代約3,000円

10/4（土）～2/28（土）
（13回）
申込期間：
  9/4（木）～9/24（水）
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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

NF4070
富山大学公開講座
アンニョンハセヨで韓国を
              知ろう②（後期）

対象：市民一般　14名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟１階　Ｅ１２番教室
受講料：8,300円　他テキスト代約3,000円

10/6（月）～2/23（月）
（13回）
申込期間：
  9/5（金）～9/26（金）

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

NF4071
富山大学公開講座
心の疑問に心理学はどう
答えるか？

対象：市民一般　30名
場所：富山大学人間発達科学部

１階１棟　１１２講義室
受講料：7,300円

10/4（土）～12/13（土）
（8回）
申込期間：
  9/4（木）～9/24（水）

NF4072
富山大学公開講座
とやま学
－近世富山の史料を読む（後期）

対象：市民一般　13名
場所：富山大学人間発達科学部

２棟３階　ワークスペース
受講料：7,300円

10/6（月）～1/19（月）
（7回）
申込期間：
  9/5（金）～9/26（金）

NF4073
富山大学公開講座
プルースト『失われた時を求
めて』をフランス語で読む

対象：初級から中級程度のフランス語の読解力
をお持ちの市民の方　12名
場所：富山大学共通教育棟Ｅ棟４階　Ｅ４４番教室
受講料：7,300円

10/9（木）～1/8（木）
（10回）
申込期間：
  9/9（火）～9/29（月）

NF4074 富山大学公開講座
MBA経営管理実践講座

対象：社会人経験５年以上の企業にお勤めの方で、ある
程度自社の経営について公開して討論できる方　5名
場所：富山大学経済学部　教育用端末室
受講料：10,300円　他テキスト代約3,000円

10/14（火）～12/16（火）
（10回）
申込期間：
  9/12（金）～10/3（金）

NF4075 富山大学公開講座
中級フランス語８

対象：前期中級フランス語７を終了された方。また
は初級程度のフランス語を学習された方　25名
場所：富山大学人間発達科学部　１棟１階　１１４講義室
受講料：8,300円　他テキスト代約3,100円

9/27（土）～2/7（土）
（13回）
申込期間：
  8/27（水）～9/17（水）

NF4076 富山大学公開講座
入門フランス語フランス文化４

対象：前期入門フランス語フランス文化３を修了
された方。はじめてフランス語を学習される方。
フランス文化に関心のある方。　25名
場所：富山大学人間発達科学部　１棟１階　１１４講義室
受講料：8,300円　他テキスト代2,625円

9/27（土）～2/7（土）
（13回）
申込期間：
  8/27（水）～9/17（水）

NF4077 富山大学公開講座
初級フランス語６

対象：前期初級フランス語５を修了された方。また一度フ
ランス語を学習したものの中断されている方。　25名
場所：富山大学人間発達科学部　１棟１階　１１４講義室
受講料：8,300円　他テキスト代2,625円

9/27（土）～2/7（土）
（13回）
申込期間：
  8/27（水）～9/17（水）

NF4078 富山大学公開講座
中国語初級会話（後期）

対象：市民一般　16名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟１階　Ｅ１１番教室
受講料：8,300円　他テキスト代2,2000円

10/1（水）～1/7（水）
（13回）
申込期間：
  9/1（月）～9/19（金）

NF4079
富山大学公開講座
中国語講座

（会話中心の中級クラス）（後期）

対象：市民一般　16名
場所：富山大学人間発達科学部

１棟１階　１１６講義室
受講料：8,300円　他テキスト代1,900円

10/4（土）～2/14（土）
（13回）
申込期間：
  9/4（木）～9/24（水）

NF4080
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）（後期）

対象：市民一般　16名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟１階　Ｅ１１番教室
受講料：8,300円　他テキスト代2,100円

10/6（月）～2/9（月）
（13回）
申込期間：
  9/5（金）～9/26（金）

NF4081
富山大学公開講座
韓国語によるスピーチと

ディスカッション（上級）

対象：市民一般　10名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟４階　Ｅ４４番教室
受講料：8,300円

10/7（火）～1/20（火）
（13回）
申込期間：
  9/5（金）～9/26（金）

NF4082 富山大学公開講座
アンニョンハセヨ　韓国語中級２

対象：市民一般　14名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟４階　Ｅ４４番教室
受講料：8,300円　他テキスト代約3,300円

10/7（火）～2/17（火）
（13回）
申込期間：
  9/5（金）～9/26（金）

NF4083
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

対象：市民一般　14名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟２階　Ｅ２３番教室
受講料：8,300円　他テキスト代約3,000円

10/8（水）～2/25（水）
（13回）
申込期間：
  9/8（月）～9/26（金）

NF4084
富山大学公開講座
朝鮮半島のニュースを

原語で読む（初級）

対象：市民一般　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

10/9（木）～1/22（木）
（13回）
申込期間：
  9/9（火）～9/29（月）

NF4085 富山大学公開講座
ロシア語（初級・中級）（後期）

対象：市民一般　10名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟１階　Ｅ１２番教室
受講料：8,300円　他テキスト代2,940円

10/9（木）～1/29（木）
（13回）
申込期間：
  9/9（火）～9/29（月）

NF4086
富山大学公開講座
短い言葉で気持ちを表現する英語講座　＃４
　－ポエムやポスター表現に挑戦する－

 （日中クラス）

対象：中級レベル以上の市民一般や大学生　10名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟４階　Ｅ４４番教室
受講料：7,300円

10/10（金）～2/20（金）
（8回）
申込期間：
  9/10（水）～9/30（火）

NF4087 富山大学公開講座
Cours de français （Niveau moyen）

対象：中級程度のフランス語力をお持ちの市民の方　12名
場所：富山大学共通教育棟　Ｅ棟４階　Ｅ４４番教室
受講料：7,300円　他テキスト代2,800円

10/14（火）～12/16（火）
（10回）
申込期間：
  9/12（金）～10/3（金）

NF4088 富山大学公開講座
ドイツ歌曲を歌おう！（その２）

対象：市民一般　40名
場所：富山大学共通教育棟Ｃ棟　Ｃ２２番教室
受講料：8,300円

10/4（土）～2/7（土）
（8回）
申込期間：
  9/4（木）～9/24（水）
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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

NF4089
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「和菓子」

対象：市民一般　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

10/5（日）～11/30（日）
（4回）
申込期間：
  9/5（金）～9/25（木）

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

NF4090
富山大学公開講座
ワープロ＆表計算ソフトの基礎
－WindowsでWord&Excelを

利用してみよう－（後期）

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：富山大学共通教育棟　Ａ棟４階　教養教育端末室
受講料：8,300円　他テキスト代972円2冊

10/7（火）～12/9（火）
（10回）
申込期間：
  9/5（金）～9/26（金）

NF4091
富山大学公開講座
ヨーロッパの食－過去と

現在の文化の中で

対象：市民一般　16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9,000円

10/9（木）～11/20（木）
（5回）
申込期間：
  9/9（火）～9/29（月）

NF4092
富山大学公開講座
デジタル時代の自叙伝、回
想録、写真集などの作り
方、保存の仕方、楽しみ方

対象：デジタル化して生涯の記録を、自叙伝、回想録、写真集で残した
い市民の方で、デジタル技術に興味を持ち、かつ楽しみたい方　6名
場所：富山大学総合情報基盤センター　１階　会議室
受講料：7,300円　他テキスト代1,600円

10/15（水）～11/19（水）
（6回）
申込期間：
  9/12（金）～10/3（金）

NF4093
富山大学公開講座
小学校図画工作科：
ものづくりの楽しみ

対象：小学校の教員または，小学生のものづくり
に興味のある方　20名
場所：富山大学人間発達科学部　３棟５階　図画工作室
受講料：7,300円　他材料費1,500円

11/13（木）～12/18（木）
（6回）
申込期間：
  10/10（金）～10/31（金）

NＦ4105 平成26年度後学期
富山大学オープン・クラス

対象：市民一般　
場所：富山大学キャンパス
受講料：1授業科目9,300円

10/2（木）～2/3（火）
申込期間：
  9/5（金）～9/24（水）

NＦ4104
平成２６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

対象：60歳以上　30名
場所：黒部市立大布施公民館
受講料：2,000円

10/21（火）～1/20（火）
（6回）

社会福祉法人
富山県社会福祉協議会
TEL：076-432-6010
FAX：076-432-6009

NF4106
２１世紀講座
「新 とやま土木物語」
―富山県の近代化を支えた
人々とプロジェクト―

対象：一般　60名
場所：富山県教育文化会館
受講料：600円

11/1（土）、11/15（土）、11/22（土）
（3回）
申込期間：
  9/25（木）～10/24（金）

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

NC4059 高岡市万葉歴史館学習講座
「古代への招待」

対象：一般　120名
場所：高岡市万葉歴史館講義室
受講料：3,000円

10/26（日）～3/15（日）
（6回）
申込締切：3/15（日）

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

NC4094 富山大学公開講座
テラコッタ頭像制作

対象：市民一般　15名
場所：富山大学高岡キャンパス　　彫塑室
受講料：8,300円　他材料費4,500円

10/2（木）～11/27（木）
（9回）
申込期間：
  9/2（火）～9/22（月）

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：0766-25-9212NC4095 富山大学公開講座

テンペラ画

対象：市民一般　16名
場所：富山大学高岡キャンパス
    　　H182、H183、B2-113
受講料：10,300円　他材料費約15,000円

10/20（月）～11/27（木）
（10回）
申込期間：
  9/19（金）～10/10（金）

NC4096 ふくおかカレッジ
バスで往く西山歴史街道

対象：一般成人　30名
場所：福岡町歴史民俗資料館他
受講料：300円

10/30（木）

高岡市教育委員会
福岡教育行政センター
TEL：0766-64-1031
FAX：0766-64-1035

NC4097 耳寄りなお話聞きま専科
対象：一般成人　20名
場所：高岡市ふくおか総合文化センター・研修室
受講料：無料

1/26（月）、2/9（月）、
2/21（土）

NC4098 食菜講座
「Part１　楽しいパンづくり」

対象：一般成人　16名
場所：高岡市ふくおか総合文化センター・研修
室、福岡ふれあい交流センター
受講料：有料

10/23（木）、10/24（金）

NC4099
食菜講座

「Part２　宮島そば道場
そば打ち教室」

対象：一般成人　20名
場所：高岡市ふくおか総合文化センター・研修
室、福岡ふれあい交流センター
受講料：有料

10/31（金）、12/19（金）

NC4100 木版画を楽しむ
対象：一般成人　10名
場所：高岡市ふくおか総合文化センター・研修室
受講料：有料

11/12（水）～1/28（水）
（6回）

NC4101 第２回はじめてのパソコン
対象：一般成人　10名
場所：高岡市ふくおか総合文化センター・研修室
受講料：有料

11/13（木）～12/5（金）
（8回）

NC4102 第３回はじめてのパソコン
対象：一般成人　10名
場所：高岡市ふくおか総合文化センター・研修室
受講料：有料

1/30（金）～2/27（金）
（8回）

NＣ4108 平成26年度
高岡法科大学　秋季公開講座

英詩を読む　－T.S.エリオット作品を中心に－
対象：一般　40名
場所：ウィングウィング高岡  高岡市生涯学習センター
受講料：無料

11/8（土）～11/29（土）
（4回）

高岡法科大学　学生課
TEL：0763-63-3388
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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・費用等 開催日時 問い合わせ先

朝

日

町

1 郷土作家企画展
縄文の匠から現代の名陶まで展

町で発掘された縄文土器や朝日、入善で活動し
ている陶芸家の作品を展示
入館料：一般300円　幼小中高100円

10/11（土）～11/16（日）

ふるさと美術館
TEL：0765-82-00942 企画展

「昭和の光―懐かしき劇場の魅力」展

大正から昭和中頃、旧泊町には2つの劇場があ
り、昭和20年頃からは映画館として子供から大
人まで楽しませた当時の資料を展示
入館料：未定

11/29（土）～12/23（火・祝）

3 U-18
　ふるさと美術館に年賀状を送ろう！展

町内の園児から中学生までが描く年賀状と中・
高校美術部生徒の作品を展示
入館料：無料

1/17（土）～2/1（日）

4
県民芸術文化祭2014協賛事業
中期企画展

「吉祥文－幸福への願い」

古来より人々が富貴や長寿・子孫繁栄などの願
いを込め、おめでたいしるしとして用いた吉祥
文様が描かれた絵画や工芸品を紹介。

8/5（火）～11/30（日）

一般財団法人
百河豚（いっぷく）美術館
TEL：0765-83-0100

5 後期企画展
「EDO・江戸－美の饗宴」

江戸幕府を作り上げた徳川家にゆかりのある作
品を中心に、独特の美意識が開花した江戸時代
に作られた絵画・工芸品を展示。

12/2（火）～3/31（火）

6 常設展「百河豚コレクション」
美術館設立者、青柳政二が長年にわたり収集し
た美術品の中から工芸（木工、金工）、彫刻（仏
像）などを展示公開。

4/1（火）～3/31（火）

7 「朝日町再発見」
―製塩と境関所―

朝日町境地区では、古くから製塩が行われ、境
関所跡では中世に属する製塩遺跡が確認され
ている。朝日町の製塩の歴史を紹介する。

10/18（土）～12/28（日）

まいぶんＫＡＮ
TEL：0765-83-0118

8 朝日町文化財バスツアー
郷土の成立ちを物語ってくれる文化財を巡りま
す。
朝日町の句碑・歌碑めぐり
参加費：未定

10/15（水）

9 不動堂ふゆまつり

今から約5,000年前の縄文時代の集落跡公園内にて開催す
るイベンをト通じて、人と人との交流、縄文の技の伝授、日本
を代表とする縄文遺跡「不動堂遺跡」をPRを目的とする。
あったか縄文鍋
参加費：500円

2/21（土）

10 体験教室

朝日町で採取した土でクレヨンをつくり壁画に
描かれたような絵画に挑戦する。歓送させた土
をすりつぶし、低融点のロウと混ぜて固めて、朝
日町産の「れきし色クレヨン」をつくる。
参加費：500円

9/27（土）

11 古代体験 匂玉づくり：300円
火起こし：100円　あじろ編かご：200円など

休館日は、火曜日、年末年始
※なお、11月～3月の開館は土・
日・祝日と平日は予約のみ開館

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

11/1（土）、2（日） 朝日町教育委員会
TEL：0765-83-1100

13 第35回朝日町美術展
町内公募作品の展示
会場：アゼリアホール
入館料：無料

10/31（金）～11/3（月）

サンリーナ
TEL：0765-83-1838

14 あさひ芸能文化祭
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

11/2（日）

入

善

町

15 平成26年度　秋季研究例会 内容：研究発表「米作りの現状と課題」、講演会
会場：うるおい館　多目的ホール

11/15（土）
13：30～17：00

黒部川扇状地研究所
TEL・FAX：0765-72-0013

16 平成26年秋期企画展
「漂泊界 丸山純子展」

入館料：大人500円／高大生300円／中学生以下無料
（団体料金：大人400円／高大生200円 ＊10名以上の場合） 9/20日（土）～12/21日（日）

入善町
下山芸術の森発電所美術館
TEL・FAX：0765-78-0621
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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

17 第42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 10/11日（土）～19日（日）

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

18 チョ・ソンジン、牛田智大
ピアノ２公演シリーズ

【第1回】チョ・ソンジン　リサイタル
【第2回】牛田智大　リサイタル
料金：全席指定　2公演セット券4,000円
会場：入善コスモホール

【第1回】10/26（日）16時開演
【第2回】3/8（日）14時開演

19 第42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（月・祝）10時開演

20 新イタリア合奏団演奏会 会場：入善コスモホール　
料金：全席指定　S席3,500円/A席3,000円 11/15（土）14時開演

21 須川展也サキソフォンリサ
イタル

会場：入善コスモホール　
料金：未定 2/22（日）

黒

部

市

22 平成26年度
生涯学習フェスティバル

内容：各市立公民館サークル作品・公民館活動
報告等の展示、アトラクション（内容は未定）
場所：「コラーレ」

2/7（土）、8（日）
黒部市教育委員会
生涯学習スポーツ課
TEL0765-54-2111

23 天文教室
皆既月食を見よう

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。

10/8（水）
18：00～21：40

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

24 天文教室
秋の星座、天王星、海王星

10/18（土）
19：30～20：30

25
天文教室
秋の星座、天王星、アンド
ロメダ銀河

11/15（土）
19：30～20：30

26 天文教室
ふたご座流星群を見よう

12/14（日）
20:30～21：30

27
天文教室
冬の星座、木星、天王星、
すばる

1/17（土）
19：30～20：30

28
天文教室
冬の星座、木星、オリオン
大星雲

 2/21（土）
19：30～20：30

29 天文教室
冬～春の星座、金星、木星

3/21（土）
19：30～20：30

30
秋のプラネタリウム

「３７億５千万年の旅～ジル
コンじいさんが語る地球の
歴史～」

黒部川の石たちが、日本一古い鉱物「ジルコン」
とともに時空を超える旅へ出発！
入場料：大人300円　高校・大学生150円　中
学生以下無料

9/13（土）～11/30（日）
平日：10：00、13：30 
休日：10：00、13：00、14：30

31 自然写真愛好会・美写者 自然写真愛好会・美写者（びしゃもん）による写
真展。自然や動物の写真を展示します。

10/12（日）～25（土）
9:00～16:30

32 秋の野鳥観察会
自然の中で気軽にバードウオッチングを楽しみま
しょう。
場所：黒部川河口など（集合・解散は科学館）
参加費：無料　要申込

10/18（土）
9：00～12：00
雨天時は10/25（土）に延期

33 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。星空と胎
教音楽でリラックス。（内容は大人向けになって
います）。
入場料：300円（高校・大学150円）　要申込

10/25（土）　
19：00～20：00
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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

黒

部

市

34 巡回写真展
｢すばらしい自然を｣

ふだん見過ごしている身近な自然の写真を通し
て、自然の大切さを考えてみましょう。
参加費：無料

11/1（土）～30（日）
9:00～16:30

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

35 プラネタリウム祭り
プラネタリウム生解説や講演会、工作ワーク
ショップなど、お子さんから大人まで楽しめます！
11月3日は吉田科学館で一日楽しもう！
参加費：無料

11/3（月・祝）
10：00～16：30（予定）

36 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！
対象：一般
入場料：大人300円、高校・大学生150円

11/22（土）、 1/24（土）
18：00～19：00

37 黒部の雪を楽しもう
普段何気なくみている雪について観察し、雪に
親しみ楽しもう。
場所：あこや～の（現地集合・解散）
※科学館より送迎あり（12：30発）
参加費：無料　要申込

 1/31（土）
13：00～17：00

38 冬の企画展
「堀田弥一～黒部から世界の頂へ～」

内容：立教大学隊隊長として遠征し、日本人で初
めてヒマラヤに初登頂に成功した登山家堀田
弥一の生涯を紹介。
入館料３００円
会場：黒部市歴史民俗資料館

1/15（木）～3/15（日）
黒部市歴史民俗資料館
TEL：0765-65-1010
FAX：0765-65-1055

魚

津

市

39 クリスマス展 クリスマスにあわせて富山湾大水槽の飾りつけ
入館料のみ 11/22（土）～12/25（木） 魚津水族博物館

TEL：0765-24-4100
FAX：0765-24-4128

開館時間9：00～17：0040 十二支展 干支にちなんだ生物を紹介
入館料のみ 12/14（土）～1/12（月・祝）

41
平成26年度後期講座
　コース番号：A062
　PLC制御の回路技術

定員：10名
受講料：10,500円 10/7（火）, 10（金）, 14（火）

北陸職業能力開発大学校
TEL：0765-24-2204

42
平成26年度後期講座
　コース番号：D004 
　3次元測定技術（幾何公差編）

定員：10名
受講料：9,000円

10/9（木）, 16（木）
9：00～16：00

43
平成26年度後期講座
　コース番号：A012
　サーボ制御技術（PID制御編）

定員：10名
受講料：10,500円

10/10（金）, 17（金）, 24（金）
9：00～16：00

44
平成26年度後期講座
　コース番号：A014
　回路シミュレーターで広
がる電子回路設計技術

定員：10名
受講料：10,500円 11/8（土）, 9（日）, 15（土）

45
平成26年度後期講座
　コース番号：A010
　PLCラダ―プログラミン
グの定石

定員：10名
受講料：10,500円 11/26（水）, 12/3（水）, 10（水）

滑

川

市

46 勤労青少年ホーム教養講座
抹茶（表千家）教室

対象：原則として35歳未満の方で、
滑川市在住または勤務の方 月曜　18:00～21：00

滑川市勤労青少年ホーム
TEL：076-475-2090

（13:00～21:00）

47 勤労青少年ホーム教養講座
生け花教室

対象：原則として35歳未満の方で、
滑川市在住または勤務の方 第2・4火曜　18:00～21：00　

48 勤労青少年ホーム教養講座
着付け教室

対象：原則として35歳未満の方で、
滑川市在住または勤務の方 火曜　19:00～21:00

49 勤労青少年ホーム教養講座
料理教室

対象：原則として35歳未満の方で、
滑川市在住または勤務の方 第1・3水曜　19:00～21:00

50 勤労青少年ホーム教養講座
蹴拳塾（空手）

対象：原則として35歳未満の方で、
滑川市在住または勤務の方 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

51 古文書を楽しむ会 会場：滑川市立図書館 10月～3月
毎月第２土曜日

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

52 第61回滑川市美術展 会場：滑川市立博物館 10/11（土）～19（日）

53 第３回夕焼けコンサート 会場：滑川市立博物館 10/18（土）

54 第34回滑川市写真連盟展 会場：滑川市立博物館 10/24（金）～11/3（月）

55 植物探検 会場：滑川市立博物館 10/25（土）

56 水墨美術館所蔵品による
滑川ゆかりの画家たち展 会場：滑川市立博物館 10/25（土）～11/16（日）

57 天文教室 会場：青雲閣 11/1（土）

58 博物館友の会講演会 会場：市民交流プラザ 11/8（土）

59 平成26年度滑川市小学校
絵画展 会場：滑川市立博物館 11/8（土）～11/16（日）

60 滑川市俳句大会 会場：滑川市立博物館 11/16（日）

61
滑川の絵馬その３
－旧町部・浜加積地区・

早月加積地区－
会場：滑川市立博物館 11/22（土）～12/14（日）

62 第25回書き初め大会作品展 会場：滑川市立博物館 1月

63 上梅沢遺跡展
－発掘された古代の滑川－ 会場：滑川市立博物館 2/7（土）～4/5（日）

上
市
町

64 ART　BOX　152
富山県にゆかりのある若手～中堅作家を、個展
形式で紹介していくシリーズ展第8回目。
入館料：一般300円　大学生200円

高校生以下無料

①2/22（月）～3/8（日）
②3/15（日）～3/29（日）
※月曜日のみ休館

西田美術館
TEL076-472-4352
FAX076-472-5559

立

山

町

65
子どもゆめ基金体験の風
リレーションシップ事業
立少わくわくネイチャーツアー

かんじきを履いて周辺を散策、冬の自然を満喫
する
対象：家族（小学生以上）
定員：①②各回30名

①2/14（土）～15（日）　1泊2日
②3/21（土）～22（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

66 大人のための登山教室 対象：20歳以上の登山初心者
定員：20名

1/31（土）～2/1（日）
1泊2日

67
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

対象：家族・一般
定員：①②③各回200名

①12/13（土）～14（日）
②2/21（土）～22（日）
③3/7（土）～8（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

立

山

町

68
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

対象：家族・一般
定員：40名

10/4（土）～5（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

69
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 Ⅶ

対象：柔道関係者
定員：宿泊150名、日帰り150名

10/25（土）～26（日）
1泊2日

70 ☆ほしみるっ！
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

①10/25（土）

71
やんちゃキッズの大冒険
―自然の中へGo！レン
ジャー―

対象：幼児（年長児）
定員：各回48名

①10/18（土）～19（日） 
②1/24（土）～25（日）
いずれも1泊2日

72
フィールドウォッチング
「秋の弥陀ヶ原とカルデラ
展望」

対象：小学3年生以上（小学生は保護者同伴）
定員：40名（先着順）
要申込（電話076-481-1363）
参加費：3,000円（小学生1,500円）

10/4（土）
8:00～17:00

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

73
フィールドウォッチング
「秋の有峰と常願寺川砂防
治水探訪」

対象：小学3年生以上（小学生は保護者同伴）
定員：20名（先着順）
要申込（電話076-481-1363）
参加費：1,000円（小学生500円）

10/19（日）
8:00～17:00

74 フィールドウォッチング
「立山の雪を体験しよう」

対象：小学3年生以上（小学生は保護者同伴）
定員：20名（先着順）
要申込（電話076-481-1363）
参加費：500円（小学生200円）

 1/31（土）、2/8（日）
10:00～16:00

75
特別展

「立山温泉をめぐる人々と
歴史」

険峻な山岳にありながら、江戸時代より交通の
拠点として賑わってきた立山温泉について、そ
こを訪れた人々をたどりながらその歴史を探り
ます。

10/4（土）～12/27（土）

76 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表現した写真を紹介しま
す。

1/10（土）～2/11（水）

77
特別展

「映像で見る立山・立山カ
ルデラ・砂防」

大災害をもたらす自然現象をとらえた貴重な映
像や、土砂災害防止のために日々行われている
砂防事業に関する映像を紹介します。

 2/14（土）～3/8（日）

78
公募写真展

「レンズが見た立山・立山
カルデラ―大地と人の記
憶―」

立山や立山カルデラ、常願寺川一帯の大地や
人の営みをテーマに、魅力ある作品を公募して
紹介します。

 3/14（土）～4/12（日）

79 積雪時スノーシュー体験
（西洋かんじき）

料金：大人1,080円（入浴付き1，600円）
小人540円（入浴付き800円） 12月～3月

グリーンパーク吉峰
TEL：076-483-2828
FAX：076-483-3255

富

山

市

80 第73回　富山県科学展覧会
県内の児童・生徒による、今年度の科学研究の
優秀作品を展示します。

（主催：（社）富山県教育会・富山県理科教育振
興会・富山市科学博物館）

10/17（金）～20（月）午前中

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

81
第35回SSP展
自 然 を 楽しむ 科 学 の 眼
2014-2015

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）

10/25（土）～11/30（日）

82 第22回　私の身近な自然 展
自然をテーマにした、富山市内の子供たちの作
品展です。身近な自然から得た感動を、絵と文
で表現しました。

12/13（土）～1/18（日）

83 富山県ナチュラリスト協会
写真展

富山県自然解説員が撮影した自然の写真を展
示します。

（主催：富山県ナチュラリスト協会・富山市科学博
物館）

1/24（土）～2/11（水・祝）

84 企画展　大自然立山連峰
（仮題） とやまの誇る大自然、立山連峰を紹介します。 3/7（土）～5/6（水・休）
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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

85 サンフォルテみらい塾
テーマ：「明るく、楽しく、あきらめない

～自分らしい生き方」
講師：辻井　いつ子　氏
会場：富山県民共生センター「サンフォルテ」

11/2（日）
13：30～15：00

（公財）富山県女性財団
TEL：076-432-4500

86 ＤＶ防止啓発講座
テーマ：「これってＤＶ？モラルハラスメント？」
講師：西山　さつき　氏

（ＮＰＯ法人　レジリエンス副代表）
会場：富山県民共生センター「サンフォルテ」

11/7（金）
13：30～15：00

87
楽しく子育て

「リズムに合わせて楽しく
遊ぼう」

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
受講料：無料

10/18（土）
9：00～10：00

富山短期大学
　地域連携センター
TEL：076-436-5176

88
楽しく子育て

「親子で楽しむおやつ作
り」

講師：山岸　博美　氏（食物栄養学科講師）
会場：富山国際学園福祉会

　　にながわ保育園
受講料：無料

1/31（土）
9：00～10：00

89 地球温暖化防止県民大会
内容：富山県環境部門功労表彰 等
会場：パレブラン高志会館
入場：無料

12/6（土）
13：30～16：00

公益財団法人
 とやま環境財団
TEL：076-431-4607

90
［TT-5］
平成27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。
定員：80名
受講料：6,000円テキスト・弁当付き

3/26（木）,27（金）
申込期限：3/5（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。

91
［TT-11］
Word２級受験講座   

（Word2013）

Wordの編集機能を使いこなし、最終日に、CS
技能評価試験ワープロ２級を受験します。
定員：20名
受講料：12,600円　テキスト代・受験料別

1/8（木）～2/2（月）
（14回）
申込期限：12/18（木）

92
［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・受験料別　要デジカメ

10/27（月）～31（金）
※連続5日間
申込期限：10/6（月）

93 [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。
定員：20名
受講料：6,000円 テキスト代・受験料別

11/4（火）～11（火）
（5回）
申込期限：10/14（火） 

94 [TT-27]
Wordマスター講座②

Word2013初級、中級講座の連続コース。
定員：20名
受講料：9,600円 テキスト代・受験料別

11/13（木）～27（木） 
（8回）
申込期限：10/23（木） 

95
[TT-28]
Word・Excel連携講座

（Ms Office2013）

パソコンソフトワードやエクセルで、グラフ・写
真・図形を挿入した企画書や、報告書の作成方
法を学ぶ。
定員：20名
受講料：6,000円 テキスト代・受験料別

12/1（月）～8（月）
（5回）
申込期限：11/10（月）

96 [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。　
定員：20名
受講料：4,800円 テキスト代・受験料別

12/8（月）～12（金）
（4回）
申込期限：11/17（月）

97 [TT-30]
Excel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。
定員：20名
受講料：4,800円 テキスト代・受験料別

2/5（木）～10（火）
（4回）
申込期限：1/15（木）

98
[TT-31]
データベース入門
　Access基礎講座
　（Access2013）

データベースの作成方法や活用の基礎知識と、
Accessに備わっている様々な機能の基本を学
ぶ。
定員：20名
受講料：7,200円 テキスト代・受験料別

2/12（木）～20（金）
（6回）
申込期限：1/22（木）

99
[TT-32]
くらしに役立つ広報講座

（Word2013）

パソコンソフトワードで、写真や図形を挿入、読
みやすく親しみのあるお便り等の広報文章作成
を学ぶ。
定員：20名
受講料：7,200円 テキスト代・受験料別

2/23（月）～3/3（火）
（6回）
申込期限：2/2（月）

100
[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。
定員：20名
受講料：4,800円 テキスト代・教材費別

12/1（月）～4（木）
※連続4日間
申込期限：11/10（月）

101 ミニ企画展「富山市南部の
城郭縄張り図展」

会場：富山市大山歴史民俗資料館
料金：入館料大人100円　子ども50円 10/11（土）～3/15（日）

富山市
大山歴史民俗資料館
TEL：076-481-1415
FAX：076-481-1417
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富

山

市

102
北日本新聞社創刊130周年記念
この絵師に敵なし
円山応挙と四条派
相国寺・鹿苑寺・慈照寺所蔵作品を中心に

江戸中期、写生の概念を追究し、日本の絵画観
を大きく変革した円山応挙。応挙作品に円山四
条派の代表作を加え、その魅力を紹介します。

9/12（金）～10/26（日）

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

103 あつまれ墨画アーティスト
点からはじまる墨の世界

子どもたち対象の水墨画ワークショップの作品
に、講師にむかえた浅見貴子氏（画家）の作品と
県外および当館所蔵の「点」が生きた作品を紹
介します。

10/31（金）～12/14（日）

104
源氏物語絵巻
　復元模写に見る王朝美
の世界

国宝「源氏物語絵巻」は、古典文学と関わり深
い絵画で日本美術史上まれな存在です。最新技
術を用いた現状模写と復元模写を展示し魅力
を探ります。

1/16（金）～3/1（日）

105
北陸新幹線開業記念
横山大観　富山を愛した
巨匠

富士を多く描いた横山大観は「越中立山の頂上
から望む冨士はことに良い」と残しています。大
観と富山の密接な関係から、知られざる一面を
紹介します。

3/13（金）～

106
「くすりの植物」コーナー
開園１周年記念展「売薬版
画と富山のくすり」

富山市売薬資料館との提携による版画等の展
示 9/5（金）～10/29（水）

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

107 花と緑のコンクール入賞作
品展

平成26年度に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 11/1（土）～18（火）

108 秋の盆栽展 富山皐月会との共催 11/14（金）～16（日）

109 第８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 11/22（土）～24（月・祝）

110 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 12/5（金）～7（日）

111 干支にちなんだ植物 干支にちなんで「午」と「未」の名前がついた植
物を展示 12/12（金）～1/21（水）

112 第２回「新春カトレヤ展」 新春に開花するカトレヤの仲間の展示 1/4（日）～7（水）

113 平成26年度 研究発表展 植物園の研究成果を一般に紹介するための発
表展示 1/23（金）～2/18（水）

114 第2回クリスマスローズ展 クリスマスローズの仲間の展示 2/20（金）～22（日）

115 第43回 富山県蘭まつり大会 北陸最大のランの展示会。富山県蘭協会と共催 2/27（金）～3/1（日）

116 第11回 雪割草富山県大会 雪割草の展示。富山雪割草の会と共催 3/6（金）～8（日）

117 富山のサクラ（仮題） 北陸新幹線の開業に合わせたサクラの企画展 3/13（金）～

118
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、クラフト製作、ナイト
ハイク等
対象：小学生（1～3年）
定員：80名

10/25（土）～26（日）
1泊2日
募集：9/23（火）～10/3（金）

富山県
呉羽青少年自然の家
TEL：076-434-1908
FAX：076-434-1942
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119
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、干支の置物（羊）作り、クリスマス
リース作り
対象：親子・一般

12/20（土）･21（日）
9:00～12:00
募集：11/26（水）～12/14（日）

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

120 子どもが育つ自然体験活
動フォーラム

教育講演会、自然の中で集団を育てる指導力の
養成、クラフト製作等
対象：教員、大学生等
定員：100名程度

1/17（土）～18（日）
1泊2日
募集：12/16（火）～1/11（日）

121
冬の集い

「キッズチャレンジ冬の呉
羽で心と体を鍛えよう！」

スノーチューブ、雪遊び、雪上キャンプファイ
ヤー、おもしろパン作り等
対象：小学生（1～3年）
定員：60名　

2/14（土）～15（日）
1泊2日
募集：1/13（火）～23（金）

122
第1回なかよし合宿

（秋の集いｲﾝくれは）
※同じ内容で2回開催

施設の活動プログラム体験、周辺教育施設を生
かしたプログラム体験
対象：小学生（1～3年）
定員：40名

①10/18（土）～19（日）
②11/8（土）～9（日）
①、②ともに1泊2日

123 第2回なかよし合宿
（冬の集いｲﾝくれは）

施設の活動プログラム体験、周辺教育施設を生
かしたプログラム体験
対象：小学生（1～3年）
定員：40名

2/7（土）～8（日）
1泊2日

124 キノコ狩りとキノコ鍋を楽
しむ

園内でのキノコ採集、鑑定とキノコ鍋の試食
キノコ鍋の試食定員：300名

10/13（月・祝）
10：00～12：00

富山県自然博物園
ねいの里
TEL：076-469-5252

125 巣箱づくりと公園街道を歩
く

鳥の巣箱づくりを体験した後に、野鳥の園から
ねいの里まで、紅葉の公園街道を歩きます。

11/3（月・祝）
9：30～15：00

126「春の七草」頒布会
頒布数：200セット
※1人2セットまで園内とその周辺で採集、栽培
した春の七草の頒布と、野鳥の観察をします。

1/4（日）～6（火）
9：00～17：00

（初日のみ13：00～）

127 冬の生きもの観察と動物の
恵みに感謝

イノシシやシカなどの生態や体の構造について
の解説とカンジキハイキング
ジビエ試食定員：30名

2/15（日）
9：30～12：00

128 ねいの里の春みつけ！ 早春の園内を散策して春の息吹を探します。 3/21（土・祝）
9：30～12：00

129 健康講話
「睡眠と肥満」

講師：健康パークスタッフ
会場：とやま健康パーク2階「第1研修室」
参加費：無料

10/31（金）
14：00～14：40

とやま健康パーク 
TEL：076-428-0809
FAX：076-428-0831

130 健康医学講演会　
（運動・リラクゼーション）

実践!ラフターヨガ～笑いとヨガの呼吸法を組み
合わせたエクササイズ～
定員：100名（先着順）要予約
会場：とやま健康パーク2階　　参加費：無料

11/21（金）
13：30～15：00

131 健康講話　
「脳卒中のサイン～FAST～」

講師：健康パークスタッフ
会場：とやま健康パーク2階「第1研修室」
参加費：無料

12/19（金）
14：00～14：40

132 健康医学講演会
（疾病予防）

最新の肺がん情報とその予防（仮）
定員：100名（先着順）　要予約
会場：とやま健康パーク2階
参加費：無料

.1/23（金）
13：30～15：00

133 健康講話
「楽しく　脳トレ」

講師：健康パークスタッフ
会場：とやま健康パーク2階「第1研修室」
参加費：無料

2/27（金）
14：00～14：40

134 健康医学講演会
（こころ）

精神的健康（メンタル＆スピリチュアル・ヘルス）
の知識と心の向き合い方
定員：100名（先着順）要予約
会場：とやま健康パーク2階　　参加費：無料

3/27（金）
13：30～15：00

135
平成26年度
北陸4大学連携まちなかセミナー

「薬物依存・薬物乱用の怖さ」

会場：富山駅前ＣｉＣビル５階
いきいきKAN多目的ホール

※事前申込不要・受講料無料
10/18（土）
14:00～17:00

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
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136
平成26年度富山大学サテライト講座
第5回　成長する企業の戦
略と課題

講師：経済学部　教授　内田　康郎　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

10/4（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

137
平成26年度富山大学サテライト講座
第６回　「ニュー・ハリウッド」
の幕開け－アメリカ映画『卒
業』（１９６７）を批評的に見る

講師：人文学部　教授　藤田　秀樹　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

11/29（土）
14:00～15:30

138
平成26年度富山大学サテライト講座
第７回　ケータイやインターネットにかか
わるトラブルとその解決法は？－子どもた
ちの間で今起こっていることから考える－

講師：人間発達科学部　准教授　長谷川　春生　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

12/20（土）
14:00～15:30

139
平成26年度富山大学サテライト講座
第８回　体内時計を利用した治療（時
間治療）について～体内時計の異常に
よる病気の発症から薬物治療まで～

講師：大学院医学薬学研究部（薬学）　教授　藤　秀人　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

2/7（土）
14:00～15:30

140 企画展
「とやまの鉄道物語」

企画展テーマ
「とやまの鉄道物語」

9/26（金）～11/3（月）
9:00～17：00

（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

141 古文書教室[初級コース]
テーマ：「私たちの村のお宮さん

－加賀藩政下の神社書上を読む－」
講師：安カ川　恵子　氏
　（砺波市立砺波郷土資料館　主任学芸員）

10/16（木）～11/13（木）
（4回）
13:30～15：30

142 収蔵展示室　企画展
小竹貝塚速報展

会場：富山県埋蔵文化財センター
入場無料 4/10（木）～3/1（日）

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

143 特別展　とやまの史跡５０年 会場：富山県埋蔵文化財センター
入場無料 9/12（金）～11/9（日）

144 企画展　弥生時代のとやま 会場：富山県埋蔵文化財センター
入場無料 11/21（金）～3/31（火）

145

富山市民俗民芸村
　開村35周年記念
　　連携企画展「花と実」

売薬資料館　「薬になる花・実」 7/2（水）～10/5（日）

富山市民俗民芸村
TEL:076-433-8270
FAX:076-433-8370

146 民俗資料館　「花を愛で、実を食し、生きる人び
と」 7/19（土）～11/3（月・祝）

147 陶芸館　「うつわと花と実」 9/10（水）～11/24（月・祝）

148 篁牛人記念美術館
　「仙人　花の精・長寿の実」 9/13（土）～12/3（水）

149 民芸館・民芸合掌館　
　「花の文様　実のうつわ flower × nuts」 9/20（土）～11/20（木）

150 考古資料館
　「考古資料にみる花と実のデザイン」 9/23（火・祝）～12/7（日）

151
特別展
富山売薬－国指定重要有
形民俗文化財・富山の売薬
用具

売薬資料館 10/11（土）～6月下旬

152 アンティークドール　創作
人形

講師：鵜飼　文代　氏
定員：各5人
受講料：6,000円/回（材料費別）

第2土曜（新規）
第4土曜（継続）
13：00～16：00

株式会社
富山市民プラザ
TEL：076-493-1313
FAX：076-493-1317
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153 プチポアン刺繍
講師：鵜飼　文代　氏
定員：10人
受講料：前期21,000円/ 後期21,000円

（材料費別）

第3水曜
13：00～16：00

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

154 ポーセリン・ペインティング
講師：山本　貴子　氏
定員：5人
受講料：6,000円/回

（教材費・材料費・焼成代別）

第1土曜 10：00～13：00
第3月曜 13：00～16：00 

155 イギリスの伝統ニット
講師：左近　智恵子　氏
定員：各10人
受講料：3,000円/回（材料費別）

第3土曜 13：00～15：00
第4木曜 13：00～15：00
第4月曜 13：00～15：00

156 織りもの
講師：吉村　祐三子　氏
定員：各6人
受講料：初心者 前期：20,000円　　後期：24,000円 

経験者 前期：10,000円/　後期：12,000円

①初心者の方…第1・3金曜
10:00～12:00

②経験者の方…第2木曜
10:00～12:00

157 消しゴムはんこ
講師：坂林　明博　氏
定員：各12人
受講料：前期12,000円/後期12,000円

（材料費別）

第2土曜 10:00～12:00
第2水曜 13：00～15：00
第3木曜 13：00～15：00

158 レカンフラワー
講師：開　直美　氏
定員：5人
受講料：2,500円/回（材料費別）

水曜 10：00～12：00

159 ビーズジュエリー
講師：開　直美　氏
定員：各5人
受講料：2,500円/回（材料費別）

①木曜コース10:00～12:00
②木曜コース13:00～15:00
③土曜コース10:00～12:00

160 変わり糸で編む簡単ニット
講師：舟田　民恵　氏
定員：各10人
受講料：2,600円/回（材料費別）

第2火曜
①10：00～12：00 
②13：00～15：00

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

第1火曜 10：00～13：00

162 豆本教室
講師：堀　麻由美　氏
定員：各10人
受講料：2,000円/回（材料費別）

第3火､土曜・第4木曜
10：00～12：00

163 カリグラフィー
講師：谷口　綾子　氏
定員：15人
受講料：2,500円/回 

（初回のみ材料費別 1,500円程度）
第2月曜 13：00～15：00

164 ミシンキルト
講師：森田　圭子　氏
定員：8人
受講料：5,000円/回（材料費別）

第4火曜　10：00～15：30
（16：00）（1H休憩）

165 生け花
対象：35歳未満の勤労青少年
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

10月～12月教室
　申込：9/7（日）～
　　（窓口申し込み順）

1月～3月教室
　申込：12/7（日）～
　　（窓口申し込み順）

※年度登録料（友の会会
費）500円必要

166 料理
対象：35歳未満の勤労青少年
定員：各曜日24名
会費：5,600円（8回）

月・水・木・金曜18：30～

167 抹茶
対象：35歳未満の勤労青少年
定員：15名
会費：4,000円（8回）

月曜18：30～

168 煎茶
対象：35歳未満の勤労青少年
定員：15名
会費：4,000円（8回）

木曜18：30～

169 書道
対象：35歳未満の勤労青少年
定員：20名
会費：3,200円（8回）

火曜18：30～
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170 ペン字
対象：35歳未満の勤労青少年
定員：20名
会費：3,200円（8回）

水曜18：30～

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

10月～12月教室
　申込：9/7（日）～
　　（窓口申し込み順）

1月～3月教室
　申込：12/7（日）～
　　（窓口申し込み順）

※年度登録料（友の会会
費）500円必要

171 着付け
対象：35歳未満の勤労青少年
定員：15名
会費：2,400円（8回）

火曜18：30～

172 和裁
対象：35歳未満の勤労青少年
定員：10名
会費：2,400円（8回）

水曜18：30～

173 フラワーデザイン
対象：35歳未満の勤労青少年
定員：10名
会費：6,500円（3回）

水曜18：30～

174 英会話
対象：35歳未満の勤労青少年
定員：20名
会費：2,400円（8回）

土曜10：00～

175 陶芸
対象：35歳未満の勤労青少年
定員：20名
会費：4,800円（8回）

金曜19：00～

176
［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4

ﾜｲﾙﾄﾞ遊び・野外炊飯・竹,木工ｸﾗﾌﾄ・五右衛門風
呂・ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞなど　※多少の変更あり
対象：小学校3・4年生
定員：約50名（男女各25名程）

11/8（土）～11/9（日）

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

177
［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5

スノーチューブそり・かんじきハイク・スノーキャン
ドル作り・アイスクリーム作り　など
対象：小学校3・4年生
定員：約40名（男女各20名程）

1/17（土）～18（日）

178
[幼児自然体験活動]（1泊2日）
親子で楽しむ自然の森
パート2

スノーチューブそり・雪上ハイク・デザート作り　
など
対象：年長児とその保護者
定員：約30名（12家族）

2/14（土）～15（日）

179
[わくわく体験活動]（日帰り）
第3弾　紅葉の牛岳登山に
挑戦

牛岳登山
定員：約60名 10/25（土）

180
[わくわく体験活動]（日帰り）
第4弾　ハンドメイド　クリ
スマス

蔓や木の実などを使ったリース作り・クリスマス
オブジェ・キャンドル作り
定員：約30名

12/6（土）

181
[親子ふれあい活動]（日帰り）
食を楽しむ秋のファミリー
デー

ダンボール窯でのピザ作り・スープ作り　など
対象：小学校1年生以上
定員：約20家族50名

10/11（土）

182
[親子ふれあい活動]（1泊2日）
山田の雪に親しもう in 子
どもの村

スノーチューブそり・かんじきハイク・アイスク
リーム作り　など 
対象：小学校1年生以上
定員：約15家族40名

1/31（土）～2/1（日）

183
[親子ふれあい活動]（日帰り）
作って遊ぼう！昔のおも
ちゃとグッズ

こま回し・ミニわらじ作り・紙相撲　など 
対象：小学校1年生～4年生
定員：約15家族40名

3/7（土）

184 企画展
「武士の作法」

「越富奇談島山物語」や「富山藩領山方絵巻」
などの絵画資料を用いて、礼儀や暮らしなど、江
戸時代の武士のあり方を紹介します。

10/4（土）～12/7（日）
休館日：11/17

富山市郷土博物館
TEL：076-432-7911 185 企画展

「（仮）富山城以前の富山」

富山城が地域の核となる以前の富山地域はどう
なっていたのか。南北朝時代から戦国時代に焦
点を当て、富山地域の中世後期社会の一面を
紹介します。

12/13（土）～3/1（日）
休館日：12/28～1/4

186 特別展
「都市“富山”の４００年」

富山城の城下町として栄え、現在は日本海側有
数の都市として発展を続けている富山。城下町
富山４００年の歴史を、３部構成で振り返ります。

3/7（土）～5/10（日）
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187 第34回富山市民大学祭
富山市民大学で学んだ一年間の学習成果の発
表を行う。
場所：市民プラザ

11/27（木）～11/29（土）
富山市
市民学習センター
TEL：076-493-3500

188 平成26年度
富山市民大学閉講式・特別講演会

講師：木村　宣彰　氏（鈴木大拙館館長）
場所：市民プラザ 2/18（水）

189
第57回　読みなかまのつどい
富山県大会
～読書の喜びをすべての世代に～

午前：講演会　堀田善衞と「鶴のいた庭」
講師：丸山　珪一　氏

（「堀田善衞の会」代表）
午後：分科会（読書会及び講演会）

10/23（木）
富山県立図書館
TEL：076-436-0229 
FAX：076-436-0178

190
子どもの本の講座

「こころの架け橋をかけよう
～ひとり読みができる子になぜ
読み聞かせが必要なのか～」

講師：うつのみや　かおり　氏
（JPIC読書アドバイザークラブ北陸支部長）
定員：130名（先着順）
場所：富山県立図書館3階多目的ホール　入場無料

10/23（木）
13：00～15：00

191
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年生以上（親子での参加大歓迎！！）
定員：12組（要予約）

10/4（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

192
北陸電力エネルギー科学館
こちら電気研究所～電気の
道編～

対象：小学4年生以上
（低学年は保護者同伴）
定員：20名（要予約）

10/5（日）
14:00～15:30

193 北陸電力エネルギー科学館
科学実験ショー

対象：小学生以上
（小学3年生以下の方は保護者の方と一緒にご
参加ください）
定員：参加自由

10/11（土）
10:00～、11:00～
14:00～、15:00～

【各回約30分】

194
NPO法人ガリレオ工房
サイエンスショー
　あけずに見やぶれ！不
思議なプレゼント

対象：小学4年生～中学3年生
※保護者の方は特設会場の中には入れません。
定員：各日100名　（要予約）

10/12（日）、13（月・祝）
14:00～15:30

195 北陸電力エネルギー科学館
実験工作ストリート

対象：小学生以上
（小学3年生以下の方は保護者の方と一緒にご
参加ください）
定員：自由

10/18（土）、19（日）
10:00～15:30

（途中休憩あり）

196 理科好きの子どもを育てる
二酸化炭素と温暖化の実験

講師：山村　紳一郎　氏
（サイエンスライター：埼玉県）
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）

10/25（土）、26（日）
11:00～12:30
14:00～15:30

197 親子でわくわくエネルギー教室
「電池の歴史」

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年生以上（親子での参加大歓迎！！）
定員：12組（要予約）

11/1（土）
14:00～15:30

198 北陸電力エネルギー科学館
こちら電気研究所～電気の道編～

対象：小学4年生以上
（低学年は保護者同伴）
定員：20名（要予約）

11/2（日）、3（月・祝）
14:00～15:30

199 ハンフリード？作って遊ん
でサイエンス！

講師：緒方　秀充　氏
（SKIPPA原体験＠豊田）
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）

11/8（土）、9（日）
11:00～12:30
14:00～15:30

200 科学館で音楽鑑賞はいかがですか？
ワンダー・ラボコンサート

対象：小学生以上
定員：参加自由
主催：とやま室内楽フェスティバル実行委員会

11/8（土）
14:30～15:15

201 電子キャンドルを作ろう
講師：朝野　敏彦　氏

（元県立高等学校教員：黒部市）
対象：小学5年生～中学3年生
定員：16名（要予約）

11/15（土）
14:00～15:30

202
あかり和～くす
プレゼント型ランプシェー
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）

11/16（日）
14:00～16:00

203
原体験教育研究会＆
北陸電力エネルギー科学館
えっちゅう理科の森

対象：小学生以上（小学3年生以下の方は保護
者の方とご一緒にご参加ください）
定員：自由

11/22（土）、23（日）
10:30～16:00

（途中休憩あり）
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204 サイエンスカフェ
日本の理科とサイエンス

講師：山田　卓三　氏
（兵庫県立南但馬しぜん学校長・兵庫教育大学名誉教授：兵庫県）
対象：高校生以上
定員：20名（要予約）

11/24（月・振）
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

205 紙のからくり
とびだすヒヨコを作ろう

講師：中村　開己　氏
（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）

11/29（土）
14:00～15:30

206
芸術探検隊
ダンボールでオリジナルフ
レームを作ろう

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）

11/30（日）
14:00～15:30

207 北陸電力エネルギー科学館
クリスマス☆アカデミー

対象：小学4年生以上
（低学年は保護者同伴）
定員：自由

12/6（土）、7（日）
10:00～16:00

（途中休憩あり・
　15:30受付終了）

208 おもしろ科学実験教室
講師：チャーリー西村氏

（米村でんじろうサイエンスプロダクション：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）

12/13（土）、14（日）
11:00～12:30
14:00～15:30

209 不二越工業高等学校
ロボット工作教室

対象：小学4年生～中学3年生
定員：各回20名（要予約）

12/20（土）
11:00～12:30
14:00～15:30

210 富山工業高等学校
電子工作教室

対象：小学4年生～中学3年生
定員：各回20名（要予約）

12/21（日）
11:00～12:30
14:00～15:30

211 北陸電力エネルギー科学館
実験工作ストリート

対象：小学生以上（小学3年生以下の方は保護
者の方とご一緒にご参加ください）
定員：自由

12/23（火・祝）・25（木）～28（日）
（5日間）10:00～15:30
（途中休憩あり）

212 北陸電力エネルギー科学館
科学実験ショー

対象：小学生以上（小学3年生以下の方は保護
者の方とご一緒にご参加ください）
定員：自由

1/4（日）
時間未定

213 親子でわくわくエネルギー教室
「灯りの歴史」

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年生以上（親子での参加大歓迎！！）
定員：12組（要予約）

1/10（土）
14:00～15:30

214
北陸電力エネルギー科学館
こちら電気研究所
～暮らしと電気編～

対象：小学4年生以上（低学年は保護者同伴）
定員：20名（要予約）

1/17（土）
14:00～15:30

215 電工キットワークス
対象：中学生・高校生
定員：16名（要予約）
材料費：500円

1/18（日）
14:00～16:00

216 おもしろ科学実験教室
講師：北野　貴久　氏

（神戸村野工業高等学校：神戸市）
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）

1/24（土）、25（日）
11:00～12:30
14:00～15:30

217 北陸電力エネルギー科学館
実験工作ストリート

対象：小学生以上（小学3年生以下の方は保護
者の方とご一緒にご参加ください）
定員：自由

1/31（土）、2/1（日）
10:00～15:30

（途中休憩あり）

218 親子でわくわくエネルギー教室
「放射線の利用」

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年生以上（親子での参加大歓迎！！）
定員：12組（要予約）

2/7（土）
14:00～15:30

219 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）

2/8（日）
14:00～15:30

220 あかり和～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）

2/11（水・祝）
14:00～15:30
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221
北陸電力エネルギー科学館
こちら電気研究所
～暮らしと電気編～

対象：小学4年生以上
（低学年は保護者同伴）
定員：20名（要予約）

2/14（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

222 北陸電力エネルギー科学館
電工キットワークス

対象：中学生・高校生
定員：16名（要予約）
材料費：500円

2/15（日）
14:00～16:00

223 おもしろ科学実験教室
講師：滝川　洋二　氏

（NPOガリレオ工房理事長：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）

2/21（土）、22（日）
11:00～12:30
14:00～15:30

224 北陸電力エネルギー科学館
実験工作ストリート

対象：小学生以上（小学3年生以下の方は保護
者の方とご一緒にご参加ください）
定員：自由

2/28（土）
10:00～15:30

（途中休憩あり）

225 アレマー玉井のLet'sバ
ルーン

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）
定員：当日受付

3/1（日）
11:00～、13:00～
14:00～、15:00～

（各回約45分）

226
北陸電力エネルギー科学館
こちら電気研究所
～暮らしと電気編～

対象：小学4年生以上
（低学年は保護者同伴）
定員：20名（要予約）

3/7（土）、8（日）
14:00～15:30

227 北陸電力エネルギー科学館
でんきゼミナール

対象：小学4年生以上
（低学年は保護者同伴）
定員：自由

3/14（土）、15（日）
10:00～16:00
途中休憩あり・
　15:30受付終了

228 おもしろ科学実験教室
講師：米村　傳治郎　氏

（米村でんじろうサイエンスプロダクション：東京都）
対象：小学4年生～中学3年生
定員：各回30名（事前募集）

3/21（土）、22（日）
11:00～12:30
14:00～15:30

229 北陸電力エネルギー科学館
実験工作ストリート

対象：小学生以上（小学3年生以下の方は保護
者の方とご一緒にご参加ください）
定員：自由

3/25（水）～2７（金）
（3日間）
10:00～12:00
13：30～15:30

230 おもしろ科学実験教室
講師：山本　明利　氏

（北里大学：神奈川県）
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）

3/28（土）、29（日）
11:00～12:30
14:00～15:30

231 北陸電力エネルギー科学館
実験工作ストリート

対象：小学生以上（小学3年生以下の方は保護
者の方とご一緒にご参加ください）
定員：自由

3/31（火）
10:00～12:00
13：30～15:30

232
農林水産総合技術センター
平成26年度農林水産総合技術センター
研究成果発表会

会場：農協会館 11/19（水）

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

233
農林水産総合技術センター
平成26年度農業研究所
成果発表会

会場：未定 ３月上旬予定

234
農林水産総合技術センター
平成26年度園芸研究所
成果発表会

会場：園芸研究所 12/4（木）

235
農林水産総合技術センター
平成26年度畜産関係
業績・成果発表会

会場：未定 １月下旬

236
農林水産総合技術センター
平成26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

237
農林水産総合技術センター
平成26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） 9/29（月）PM
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238
農林水産総合技術センター
平成26年度水産研究所
研究成果発表会

会場：サンシップ富山 2/27（金）

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

239
ウィークエンド・コンサート2014
トリプレッツ
（声楽・器楽アンサンブル）

会場：富山市立浜黒崎公民館
入場無料

9/12（金）
19:00～

（公財）富山市民文化事業団
TEL：076-445-5610
FAX：076-445-5611

240
ウィークエンド・コンサート2014
桐朋アカデミー弦楽アンサンブル

（弦楽アンサンブル）
会場：富山市立藤ノ木公民館
入場無料

9/26（金）
19:00～

241
ウィークエンド・コンサート2014
桐朋アカデミー木管三重奏団

（木管三重奏）
会場：大山地域市民センター
入場無料

9/27（土）
14:00～

242 ウィークエンド・コンサート2014
富山古楽協会（バロック音楽）

会場：富山市立婦中熊野公民館
入場無料

10/4（土）
14:00～

243
ウィークエンド・コンサート2014
Toyama Ensemble Singers AI

（女声アンサンブル・合唱）
会場：富山市立堀川公民館
入場無料

10/12（日）
14:00～

244
ウィークエンド・コンサート2014
Felice フェリーチェ

（ソプラノ・ピアノ）
会場：富山市立月岡公民館
入場無料

10/31（金）
19:00～

245 ウィークエンド・コンサート2014
Listí リスティー（フルート・ピアノ）

会場：富山市立神明小学校体育館
入場無料

11/15（土）
14:00～

246
ウィークエンド・コンサート2014
アンサンブル“Figaro”

（木管アンサンブル）
会場：富山市立桜谷公民館
入場無料

11/16（日）
14:00～

247
ウィークエンド・コンサート2014
TOYAMAヴォーカル・ソレイユ

（声楽アンサンブル）
会場：富山市立太田公民館
入場無料

11/21（金）
19:00～

248 ウィークエンド・コンサート2014
アンサンブル30（バロック音楽）

会場：富山市立光陽公民館
入場無料

11/22（土）
14:00～

249
ウィークエンド・コンサート2014
グループ「伽羅」

（ピアノ・ハワイアン 他）
会場：富山市立草島公民館
入場無料

11/23（日）
14:00～

250 子供クッキング
クリスマスケーキ作り教室

参加資格：３才～小学６年生
参加費：3,240円（材料費込）
持ち物：エプロン・三角巾・手拭きタオル

12/23（火・祝）
10:30～12:00 総合カレッジSEO

〈富山校〉
TEL：076-482-4549
FAX：076-482-4548

251 伝統料理
かぶら寿司講座

参加費用：10,800円さば又はぶり
             （ぶりは1,000円UP）
持ち物：桶、重石、エプロン
お正月に食べ頃となります

12/20（土）、21（日）、23（火・祝）
18:00～20:00
※3日間とも参加出来る方

252

平成26年度
県民ふれあい公演

【声楽・合唱】ＦＥＬＩＣＩＴＥ（フェリシテ）
【洋舞】可西舞踊研究所
会場：学校法人萩浦学園さみどり認定こども園
入場無料

10/7（火）
10:30～11:30

一般社団法人
富山県芸術文化協会
TEL：076-441-8635

253
【吹奏楽】富山県立入善高等学校
会場：黒部市立若栗公民館
入場無料

10/26（日）
11:00～11:40

254
【邦楽】富士原文以千乃社中
【洋楽】とやまレディース・オーケストラＯＡＳＩＳ（オアシス）
会場：富山市立大沢野中学校
入場無料

11/6（木）
13:30～14:30
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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

255

平成26年度
県民ふれあい公演

【詩吟剣舞】渋川流剣詩舞道「紅栄会」、「恵承会」
【日本舞踊】西川扇博社中、藤間香寿富社中、藤間松山社中
会場：富山県立中央農業高等学校
入場無料

11/7（金）
11:00～12:00

一般社団法人
富山県芸術文化協会
TEL：076-441-8635

256
【中国雑技】中国遼寧省・瀋陽民族芸術学校芸術団
【洋楽】リトル・フローリア
会場：富山県立しらとり支援学校
入場無料

12/9（火）
10:00～11:00

257
【声楽・合唱】安田裕美＜ソプラノ＞、内橋綾野＜ピアノ＞
【大正琴】琴城流富山琴翔支部アンサンブル翔
会場：砺波市出町子供歌舞伎曳山会館
入場無料

12/13（土）
13:00～14:00

258
【日本舞踊】藤間勘寿弥社中、藤間寿栄仙社中、西川扇城緒社中、
藤間弥祢松社中、地方：稀音の会、杵美の会、喜代澄会、福原流

【邦楽】黒川邦楽院
会場：アイザック小杉文化ホールラポール  入場無料

12/23（火・祝）
11:00～11:40

259
【吹奏楽】富山県立小杉高等学校
会場：社会福祉法人市野瀬福祉会

戸出西部保育園
入場無料

12/25（木）
14：30～15：30

260
【洋舞】田中バレエ研究所
【洋楽】Ａｉｒｉｓ（アイリス）
会場：富山市立雲雀ヶ丘保育所
入場無料

1/26（月）
10:00～11:00

261
【声楽・合唱】Ｖｉｓ-à-Ｖｉｓ（ヴィザヴィ）
【洋舞】和田朝子舞踊研究所
会場：小矢部市立石動幼稚園
入場無料

2/7（土）
10:30～11:10

射

水

市

262 海王丸パーク
　総帆展帆

総帆展帆はすべての帆（29枚）をひろげ「海の
貴婦人」と称された優美な姿を披露します。
※10/12は満船飾も実施予定

10/12（日）、10/19（日）

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

★定休日
　毎週水曜日（水曜日が
祝日の場合は木曜日）、
と年末年始（12月29日～
平成27年1月3日）

★イルミネーション
　日没～22：00　毎日

263 海王丸パーク
　満船飾 満船飾 11/3（月・祝）

264 海王丸パーク
　アンベンディングセイル 帆を外す作業を行います。 11/8（土）～9（日）

265 海王丸パーク
　探鳥会 場所：海王バードパーク 11/9（日）

12/7（日）

266 海王丸パーク
　特別公開見学会 非公開区域を見学することができます。 12/23（火･祝）

1/12（月･祝）

267 海王丸パーク
　パワーバレンタインウィーク パワーバレンタインウィーク 2/7（土）～14（土）

268 海王丸パーク
　進水記念日、特別公開、満船飾 進水記念日、特別公開、満船飾 2/14（土）

269
海王丸パーク
　探鳥会（海王バードパークで開催）
　野鳥講演会

探鳥会（海王バードパークで開催）
野鳥講演会 3/1（日）

270 カプラで遊ぼう 場所：プレイホール
10/4～5、11/1～3、
12/6～7、2/7～8
9:00

富山県こどもみらい館
TEL：0766-56-9000
FAX：0766-56-7722

※各イベントとも変更す
る場合もあります。271 遊具で遊ぼう 場所：プレイホール

10/11～13、11/8～9、
12/13～14、2/14～15
9:00
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射

水

市

272 キッズクラブ 場所：研修室他
10/11、11/8、12/13、1/10、
2/14、3/14

（土）　10:00

富山県こどもみらい館
TEL：0766-56-9000
FAX：0766-56-7722

※各イベントとも変更す
る場合もあります。

273 おはなしの会 場所：研修室
10/11、11/8、12/13、1/10、
2/14、3/14

（土）　14:00

274 バンデットクラブ 場所：研修室他
10/12、11/16、12/14、1/11、
2/15、3/21～3/22
10:00

275 和太鼓どんどんクラブ 場所：プレイホール
11/15、12/20、1/17、2/21

（土）、3/15（日）
10:00 

276 キンダーひろば 場所：プレイホール
10/18、11/15、12/20、1/17、
2/21、3/16

（土）　14:00

277 わくわくステージ 場所：プレイホール
10/19、11/16、12/21、1/18、
2/22

（日）　14:00

278 かえっこバザール 場所：プレイホール
10/25～26、11/22～24、1/24
～25、2/28～3/1、3/21～4/5
12:30

279 かみしばい 場所：トイギャラリー
10/25、11/22、12/27、1/24、
2/28、3/28

（土）　14:00

280 Xマスの集い 場所：プレイホール 12/23（火）
14:00

281 お正月遊びにチャレンジ 場所：プレイホール 12/27（土）～1/12（月）
9:00

282 永田萠絵本原画展
『ココの森』の絵本原画を展示。
入館料：大人510円、中高生310円、

小学生100円
10/1（水）～11/27（木）

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

283 第9回絵本館まつり 絵本マーケット、飲食コーナー等設置。
無料 10/26（日）

284 かがくいひろし絵本原画展
「だるまさん」シリーズほかの絵本原画を展示。
入館料：大人510円、中高生310円、

小学生100円
11/29（土）～2/1（日）

285 クリスマスコンサート ファミリー向け音楽コンサート。
要チケット　大人1500円　小人600円 12/7（日）

286 ジャンボかるた大会
毎年恒例オリジナルジャンボかるた大会
入館料：大人510円、中高生310円、

小学生100円
1/11（日）

287 スズキコージ絵本原画展
2冊分の絵本原画を展示。
入館料：大人510円、中高生310円、

小学生100円
2/7（土）～3/29（日）

288 こぐま座人形劇 こども向け人形劇。
要チケット　大人1500円　小人600円 3/1（日）
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射

水

市

289 富山福祉短期大学
臨床美術セミナー

会場：富山県民共生センター
（サンフォルティ）307研修室 10/25（土）

富山福祉短期大学
TEL：0766-55-5567 
FAX：0766-55-5568 

290 若 手 介 護 福 祉 士 スキ ル
アップ研修

会場：富山福祉短期大学3号館
前期受講生のみ受講可

10月～3月
毎月第１木曜日

291 臨床美術士4級取得講座 会場：富山福祉短期大学4号館造形室
臨床美術士5級取得者のみ受講可

11/1（土）～2/8（日）
（7回）

292 地域つくりかえ講座 未定 1月または2月

293 古文書講座 会場：射水市新湊農村改善センター
申し込み　電話又はFAXで（先着順）

1 0 / 2 0 、1 0 / 2 7 、1 1 / 1 0 、
11/17、12/1（いずれも月曜日）
10:00～12:00（5回開催）

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

294
企画展

「高越　甚
　深遠な自然をみつめて」

会場・観覧料：射水市新湊博物館
一般310円　65歳以上又は障がいのある方150円
太閤山ランドふるさとギャラリー
無料　要駐車料金（普通車390円）

9/13（土）～11/24（月・祝）

295 企画展
　「まつの手紙」

初代加賀藩主前田利家夫人、芳春院まつの自
筆書状を展示します。
一族や家臣団を思い、家の繁栄を願う心情が読
み取れます。

11/28（金）～1/18（日）

296
企画展

「石黒宗麿
－人間国宝６０周年記念－」

射水市出身の陶芸家、石黒宗麿（1893～
1968）は昭和30年に重要無形文化財保持者い
わゆる人間国宝に認定されました。
その60周年を記念し本館が収集した高雅で気
品あふれる優品を選りすぐって紹介します。

1/23（金）～3/1（日）

297 企画展
いみずの文化財（Ⅰ）

射水市の文化財をとおして、射水の歴史を辿る
シリーズ展の第一回です。 3/6（金）～4/19（日）

高

岡

市

298 パソコン
冬期　 高齢

講師：串田　幹夫　氏
定員：10名
場所：高岡市ふれあい福祉センターパソコン室
受講料：3,050円

10/31（金）～12/5（金）
10:00～11:30

（8回）

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

299 えほんのじかん
子どもの年齢にあわせて、絵本の読み聞かせや
手あそびを行う。
対象者：幼児～
料金：無料　※申込不要

毎週月曜日～金曜日
（祝日・第4月曜を除く）
11：00～11：15

高岡市立中央図書館
TEL：0766-20-1818

300 えほんの広場
子どもの年齢に合わせて、絵本の読み聞かせや
手あそびなどを行う。
対象者：幼児～小学生
料金：無料　※申込不要

毎週土・日曜・祝日
（第4月曜を除く）
11：00～11：30

301 とやま環境フェア　2014 主催：とやま環境フェア開催委員会
会場：高岡テクノドーム

10/4（土） 10：00～17：00
10/5（日） 10：00～16：00

とやま環境フェア開催委員会
TEL:076-431-4607
FAX:076-431-4453

302
特別展示

「『万葉のふるさと　高岡フォ
トコンテスト』入賞作品展」

『万葉のふるさと高岡』をテーマに募集した作品
の中から入選作品を展示紹介します。 10/8（水）～11/24（月）

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

303 越中万葉故地めぐり
能登方面の故地をバスで巡ります。研究員の解
説を聞きながら奈良時代の大伴家持の巡行に思
いを馳せてください。

11/16（日）

304 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
風などを展示します。万葉集を通して正月の雰
囲気を味わってください。

11/26（水）～1/26（月）

305
「おもしろ講座・高岡のみじ
かい話」

講演：「地名は楽しい！」　晒谷館長
定員：80名　（事前申込不要・当日先着順）
会場：当館3階講堂
受講料：無料

10/2（木）
14：00～14：40

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

306
講演：「加賀藩主の数え方」　仁ヶ竹主査学芸員
定員：80名　（事前申込不要・当日先着順）
会場：当館3階講堂
受講料：無料

11/13（木）
14：00～14：40
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高

岡

市

307

「おもしろ講座・高岡のみじ
かい話」

講演：「日本美術を世界に紹介・林忠正」　中村学芸員補
定員：80名　（事前申込不要・当日先着順）
会場：当館3階講堂
受講料：無料

12/11（木）
14：00～14：40

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

308
講演：「幕末の志士・逸見文九郎」　鎌田学芸員補
定員：80名　（事前申込不要・当日先着順）
会場：当館3階講堂
受講料：無料

1/15（木）
14：00～14：40

309
展示解説：「館蔵品展」　藤井学芸員
定員：80名　（事前申込不要・当日先着順）
会場：第1企画展示室
受講料：無料

2/7（土）
14：00～14：40

310
講演：「皇太子行啓と高岡」　中村学芸員補
定員：80名　（事前申込不要・当日先着順）
会場：当館3階講堂
受講料：無料

3/12（木）
14：00～14：40

311
特別展講演会

「高岡の交通史抄―古代北
陸道から新幹線まで―」

講師：樽谷　雅好　氏
（高岡市児童文化協会副会長）

定員：先着80名
受講料：300円

10/11（土）
14：00～15：30

312
呈茶の会

「松聲庵―博物館で抹茶を
楽しみませんか―」

茶室見学会：10：30～　13：30～　（無料）
常設展示説明会：11：30～　14：30～　（無料）
参加料：400円（お茶とお菓子）

11/8（土）
10：00～15：00

313 郷土学習講座　第4講
「前田利長正室永姫」

講師：見瀬　和雄　氏
（金沢学院大学文学部歴史文化学科教授）
定員：先着80名
受講料：300円

11/22（土）
14：00～15：30

314
キッズ・パフォーマンス
TAKAOKA-SHINKA2014-
舞台公演

ダンサー・近藤良平（コンドルズ）を演出に迎え、
子ども達が多彩なパフォーマンスステージに挑
戦します
入場料：一般1,000円　18歳以下500円（全席自由）

10/13（月・祝）
16：00開演

高岡市民会館
TEL：0766-20-1560

315 劇団四季
「こころの劇場」

高岡市内の小学6年生を対象とした「劇団四季」
によるミュージカル公演です（一般入場不可）

10/31（金）
13：30開演

316 歌曲とオペラ・アリアの夕べ
会場：高岡市生涯学習センターホール
入場料：3,000円（全席自由）
出演：中嶋彰子（ソプラノ）、森雅史（バス）ほか

11/6（木）
19：00開演

317
オーケストラ・アンサンブル
金沢高岡定期公演
クリスマス・ガラコンサート

入場料：S席4,000円 A席3,000円 B席2,000円
指揮：金聖響
出演：オーケストラ・アンサンブル金沢　ほか

12/20（土）
15：00開演

318
北陸新幹線開業記念
第3回みんなで歌おう高岡

「第九」公演

北陸新幹線開業を祝い、古城の森合唱団が「歓
喜の歌」を歌いあげます
入場料：1,000円

3/15（日）
15：00開演

319 アートプリントを楽しもう
講師：穴井　純子　氏
定員：10名（7歳以上からの親子受講可）
場所：高岡市立博労公民館
運営費：1,000円　　材料費：6,000円（5回分）

10/4（土）～12/6（土）
9:30～11:30（5回）
問合せ：090-8263-7310 学遊俱樂部

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

320 やさしいカギ針編み
講師：塚西　百合子　氏
定員：10名
場所：高岡市立野村公民館
運営費：1,000円　材料費：2,000円（4回分）

10/20（月）～12/1（月）
9:30～11:30（4回）
問合せ：090-2033-6300

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

10/18（土）～2/21（土）
14:00～16:00（5回）
問合せ：090-7749-4352

322 第44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、舞台公演や展覧会を通じてご披露します。

11/１（土）～9（日）
高岡市芸術文化
団体協議会事務局
TEL：0766-20-1560

323 たかおか学遊フェスタ
内容：学遊倶樂部作品展示・体験講座、 市民大
学たかおか学遊塾のステージ発表（午後から）
場所：富山県高岡文化ホール1階
参加無料・申込不要

12/6（土）
10:00～15:30

学遊倶樂部
市民大学
たかおか学遊塾
TEL：0766-23-0515

324
秋の企画写真展

「亀山の眼　田附の眼　み
えるものとみえないものと
の境界」

会場：ミュゼふくおかカメラ館
観覧料：一般700円、高校・大学生300円、

小・中学生100円
9/6（土）～11/9（日）
9:00～17:00

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

市

325
第61回
ニッコールフォトコンテスト
写真展

「ニッコールフォトコンテスト」は日本最大かつ
最も権威ある写真コンテストのひとつ。各部門
の入賞作品を紹介する。
会場：ミュゼふくおかカメラ館

11/16（日）～1/12（月・祝）

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

326
ワンダーボックス
安念余志子写真展「光のど
けき」

会場：ミュゼふくおかカメラ館 1/17（土）～1/25（日）

327
北陸新幹線開業記念 公募展

「ワンダ ーフォト写 真 展
2014-2015」

会場：ミュゼふくおかカメラ館 1/31（土）～3/29（日）

328
カメラ常設展示
「ファインダーにみるカメ
ラ機能と美」

会場：ミュゼふくおかカメラ館
ファインダーの種類ごとにクラシックカメラを展示。 6/14（土）～1/12（月・祝）

329 平成26年度　秋季公開講
座

英詩を読む－T.S.エリオット作品を中心に－
定員：40名程度
場所：ウィング・ウィング高岡　研修室501号

11/8（土）～29（土）
（4回）

高岡法科大学
TEL：0766-63-3388

330
平成26年度
高岡法科大学
イブニング・セミナー

『激動期の民商事法の世界―債権法・会社法改正の論点と展望』
定員：20名程度
場所：ウィング・ウィング高岡　研修室501号
受講料：Ⅰ期（4回）あたり1,000円

10/2（木）～23（木）
（4回）

331 第6回 まなびっこフェス
ティバル

子どもや家族、地域のみなさんに施設を開放。
各種体験ブースで当館の活動体験や、青少年
団体等の活動を紹介。
募集人数：400名

10/4（土）

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

332 なかよし合宿
　秋のつどい①

小学校低学年（１～３年生）の子ども達が、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
つ作り等－
対象：小学1～3年生
募集人数：各回40名

10/11（土）～12（日）

333 なかよし合宿
　秋のつどい② 11/8（土）～9（日）

334 なかよし合宿
　冬のつどい① 1/10（土）～11（日）

335 なかよし合宿
　冬のつどい② 2/7（土）～8（日）

336 秋の二上山を楽しもう
紅葉深まる山を散策（ナチュラリスト同行）、秋
素材のクラフト活動。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

11/15（土）

337 クリスマスのつどい
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。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：50名

12/13（土）～14（日）

338 冬の二上山を楽しもう
動物足跡や野鳥・樹木の芽観察（ナチュラリスト
同行）。餅つき体験。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

1/24（土）

339 ひな人形づくり教室
教え合い協力し合いしながら、イメージする作品
を作り上げ、参加者との交流を楽しむ。対象：小
学生以上の個人またはグループ
募集人数：40名

2/11（水・祝）

340 ものづくり体験クラブ
小学５年生から始まる「ものづくり･デザイン科」に向け、高
岡市伝統工芸に親しむ。高岡漆器または銅器製作体験等。
対象：小学4年生
募集人員：30名

2/21（土）～22（日）

341 収穫祭
笛の販売、注文・地元新鮮野菜・農産加工品・漬
物・パンなどの販売・ミニ動物園・「秋の寄せ植え
教室」開催
受講料：1,800円

10/18（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

342 冬のふれあい市 地元新鮮野菜・農産加工品・漬物・パンなどの販
売・花鉢、花苗の販売

12/13（土）
9：00～15：00
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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

高

岡

市

343
日本海学講座
「明治時代の外国人が見た
立山信仰」

講師：高野　靖彦　氏
（富山県立山博物館学芸課主任）
定員：60名
会場:高岡市生涯学習センター
受講料:無料

10/25（土） 14:00～15:30
申込期間：　
9/1（月）～10/14（火）

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

344 万葉の遺跡を詠んだ俳句
講師：大西　紀夫　氏

（富山短期大学名誉教授）
定員：40名
会場:高岡市生涯学習センター
受講料:500円

11/4（火）、 11（火）
14:00～15:30 申込期間：9/1

（月）～10/21（火）

345
富山短期大学公開講座

「芭蕉の越中通過とその後の
越中の俳壇」「高岡の女流俳
人はぎ女偽者説について」

講師：大西　紀夫　氏
（富山短期大学名誉教授）
定員：40名
会場:高岡市生涯学習センター
受講料:500円

2/2（月）、 9（月）
14：00～15：30
申込期間:12/1（月）～1/21（水）

346
富山短期大学公開講座

「自分らしさと介護予防　サク
セスフル・タイム」「『ビタミン
Ｔ』!?で向き合う認知症ケア」

講師：石橋　郁子　氏（福祉学科准教授）
/井上　理絵　氏（福祉学科准教授）

定員：40名
会場:高岡市生涯学習センター  受講料:500円

2/17（火）、 24（火）
14：00～15：30
申込期間:1/5（月）～2/5（木）

347 ふるさと文学探訪
講師：萩野　恭一　氏

（富山短期大学非常勤講師）
定員：40名
会場:高岡市生涯学習センター
受講料:1,000円

3/4（水）、 11（水）、 18（水）
14:00～15:30
申込期間：1/5（月）～2/18（水）

348 高岡万葉遊楽宴
寺井尚子JAZZコンサート

世界を舞台に活躍するジャズ・バイオリニスト・寺井
尚子とヴォーカルに山本いつかを交えたコンサート。
会場:高岡市生涯学習センター
全席指定 3,500円

11/28（金）
19:00開演（18:30開場）

349 高岡万葉遊楽宴
小曽根真ソロピアノコンサート

ジャズピアニストであり、作曲家としても活動す
る小曽根真によるコンサート。
会場:高岡市生涯学習センター
全席指定 3,500円 　

2/21（土）
18:30開演（18:00開場）

350 高岡市美術館開館20周年記念
江戸の劇画家　歌川国芳の世界

世界最高水準を極める国芳のドラマチックで
ユーモアあふれる浮世絵を、魅力的な代表作
200点（前後期で25点ずつ入替あり）で紹介
観覧料：一般1,000円

9/9（火）～10/19（日）

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

351 第44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作品展。日
本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真の6部門にわ
たる会員の作品を展示。
観覧料：無料

11/1（土）～9（日）

352 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～

高岡市立小・中学、特別支援学校の児童・生徒
が、図画工作科、国語科、家庭科、美術科、もの
づくり・デザイン科で制作した作品の展覧会。
観覧料：無料

12/6（土）～1/12（月・祝）

353
GEIBUN6
―富山大学芸術文化学部卒業・
修了制作展―

富山大学芸術文化学部とのコラボレーション。
学生、修了生のみなさんの力作・大作に合わせ、
楽しいイベントも予定。
観覧料：無料

2/10（火）～22（日）

354 生誕80周年記念
「藤子・F・不二雄展（仮称）」

ドラえもんの生みの親、藤子・F・不二雄先生の生
誕80周年を記念して、先生のふるさと高岡で開
催。子どもから大人まで楽しめる企画展。
観覧料：未定

3/1（日）～5/6（水・祝）

355「2014年度講座」
英語　入門

会場：高岡市国際交流センター
受講料：会員5,000円　非会員7,000円

10/23（木）～12/25（木）
（8回）
13：30～14:30

英語講座は
10/6（月）～8（水）まで
受付の上、抽選
定員：各講座10名
申込：Eメールで受付

高岡市国際交流協会
TEL：0766-27-1856
FAX：0766-27-1858

E-mail：
kokusai＠p1.tcnet.ne.jp

356「2014年度講座」
英語　初級

会場：高岡市国際交流センター
受講料：会員5,000円　非会員7,000円

10/23（木）～12/25（木）
（8回）
15:00～16:00

357「2014年度講座」
英語　中級

会場：高岡市国際交流センター
受講料：会員5,000円　非会員7,000円

10/21（火）～12/24（水）
（8回）12/24のみ水曜日
13:30～14:30

358「2014年度講座」
英語　上級

会場：高岡市国際交流センター
受講料：会員5,000円　非会員7,000円

10/21（火）～12/24（水）
（8回）12/24のみ水曜日
15:00～16:00

359「2014年度講座」
ロシア語　初級～中級

会場：高岡市国際交流センター
受講料：会員8,000円　非会員10,000円

9/10（水）～3/18（水）
（12回）
15：00～16：30

360「Talking Salon」
各国からの外国人ゲストを招き、文化や習慣の
違いなど、いろいろなお話を主に英語でうかが
います。
参加無料、事前申し込み不要

9月～3月
毎月第２・４土曜日
14：00～15：30
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高

岡

市

361「第24回たかおか国際交
流フェスタ」

姉妹・友好都市の紹介、世界の食を体験することができるお
楽しみコーナーや、在住外国人の方や市民の方によるステー
ジ演技などを通して、市民と在住外国人が交流を深めます。
場所：ウイング・ウイング高岡　4Fホール他　入場無料

11/16（日）
11：00～16：00

高岡市国際交流協会
TEL：0766-27-1856
FAX：0766-27-1858

362 K131
フライス盤精密加工技術

定員：10名
受講料：15,500円

10/6（月）、7（火）、
8（水）、9（木）
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。

363
K090

ＣＡＥを活用した構造解析
技術（モデル化実践編）

定員：10名
受講料：10,500円

10/7（火）、8（水）、9（木）
9：00～16：00

364
K030

機械加工を考慮した設計技術
（設計基準と加工基準）

定員：10名
受講料：28,500円

10/15（水）、16（木）、17（金）
9：00～16：00

365
K171

マシニングセンタ実践技術
（プログラミング編）

定員：10名
受講料：14,000円

10/21（火）、22（水）、
23（木）、24（金）
9：00～16：00

366
K181

マシニングセンタ実践技術
（段取り・加工編）

定員：10名
受講料：15,500円

10/27（月）、28（火）、
29（水）、30（木）
9：00～16：00

367
K280

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－

定員：10名
受講料：19,500円

10/28（火）、29（水）
9：00～16：30

368
K040

実践機械設計製図
（幾何公差の解釈活用技術）

定員：10名
受講料：20,000円

11/5（水）、6（木）
9：00～16：00

369
K111

製造技術者のための
油圧実践技術

定員：10名
受講料：14,000円

11/10（月）、11（火）、12（水）
9：00～16：00

370
K141

フライス盤実践技術（高精
度穴加工編）と品質の向上

定員：10名
受講料：14,500円

11/19（水）、20（木）、21（金）
9：00～16：00

371
K260

表面粗さと形状偏差の精密測定技術
＜表面粗さ・真円度測定機＞

定員：10名
受講料：7,500円

11/25（火）、26（水）
9：00～16：00

372
K151

ＮＣ旋盤実践加工技術
（プログラミング編）

定員：10名
受講料：17,500円

12/1（月）、2（火）、3（水）、
4（木）、5（金）
9：00～16：00

373
K241

精密測定技術
（長さ測定編）

定員：10名
受講料：7,500円

12/8（月）、9（火）
9：00～16：00

374
K161

NＣ旋盤実践加工技術
（段取り・加工編）

定員：10名
受講料：14,000円

12/15（月）、16（火）、
17（水）、18（木）
9：00～16：00

375
K291

機械保全実践技術
（伝動装置・分解組立調整編）

定員：10名
受講料：10,500円

1/21（水）、22（木）、23（金）
9：00～16：00

376
K100

設計品質向上のための
機構解析技術

定員：10名
受講料：7,500円

1/27（火）、28（水）
9：00～16：00

377
K190

カスタムマクロによるＮＣ
工作機械カスタマイズ技術

定員：10名
受講料：14,000円

2/3（火）、4（水）、
5（木）、6（金）
9：00～16：00

378
K251

精密測定技術
（精度管理編）

定員：10名
受講料：11,500円

2/12（木）、13（金）
9：00～16：30
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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

379
E042

有接点シーケンス制御による
電動機制御の実務

定員：10名
受講料：9,000円

10/1（水）、2（木）
9：00～16：30

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。

380
E080

ＰＬＣによる自動化制御技術
（三菱Ｑ編）

定員：10名
受講料：10,000円

10/3（金）、6（月）、7（火）
9：00～16：00

381
E061

制御盤製作のための
実践的技術

定員：10名
受講料：12,000円

10/8（水）、9（木）、10（金）
9：00～16：00

382 E241
空気圧実践技術

定員：10名
受講料：9,000円

10/14（火）、15（水）
9：00～16：30

383
E140

空気圧制御とＰＬＣ
（三菱Ｑ編）

定員：10名
受講料：10,000円

10/16（木）、17（金）、
20（月）
9：00～16：00

384
E110

数値処理によるＰＬＣ制御技術
（三菱Ｑ編）

定員：10名
受講料：10,000円

10/21（火）、22（水）、
23（木）
9：00～16：00

385 E051
電気保全の実務

定員：10名
受講料：9,000円

10/29（水）、30（木）
9：00～16：30

386
E210

ＰＬＣによるネットワーク
構築技術

定員：10名
受講料：9,000円

11/5（水）、6（木）
9：00～16：30

387
E090

ＰＬＣによる自動化制御技術
（ＯＭＲＯＮ編）

定員：10名
受講料：10,000円

2/16（月）、17（火）、18（水）
9：00～16：00

388
E150

空気圧制御とＰＬＣ
（ＯＭＲＯＮ編）

定員：10名
受講料：10,000円

2/19（木）、20（金）、
23（月）
9：00～16：00

389
E120

数値処理によるＰＬＣ制御技術
（ＯＭＲＯＮ編）

定員：10名
受講料：10,000円

2/24（火）、25（水）、26（木）
9：00～16：00

390 E170
ＳＴ言語によるＰＬＣ制御技術

定員：10名
受講料：7,000円

3/2（月）、3（火）
9：00～16：00

391
E200

ＰＬＣ制御による位置決め
制御技術（ＯＭＲＯＮ編）

定員：10名
受講料：9,000円

3/11（水）、12（木）
9：00～16：30

氷

見

市

392
特別展

「写真にみる氷見の昔と今 Ⅱ」
－うつりゆく人・もの・風景－

平成14年度「写真にみる氷見の昔と今」展から
12年、再び古写真が持つ情報を読み解きます。
会場：氷見市立博物館特別展示室
観覧料：無料

10/17（金）～11/9（日）

氷見市立博物館
TEL：0766-74-8231 

393 特別展「氷見の縄文人」
－その足跡をたどる－

縄文人がどのような営みをしていたのか、最新の研究成
果をもとに、縄文時代の氷見の新たな姿を紹介します。
会場：氷見市立博物館特別展示室
観覧料：無料

2/27（金）～3/22（日）

砺

波

市

394
富山県文化ホール
ネットワーク公演事業
ホールシネマ・イン・トヤマ2014

富山県ゆかりの名作映画、人気映画を上映。
『おまえうまそうだな』
会場：砺波市文化会館

12/23（火・祝）
18：00開演

砺波市文化会館
TEL：0763-33-5515 
FAX：0763-33-5516

395 砺波市合併10周年記念事業
となみ野音楽祭

オーケストラアンサンブル金沢と
地元合唱団との共演

会場：砺波市文化会館
入場料：一般2,000円、小中高生1,000円

11/30（日）
15：00開演

396 オリジナルミュージカル
「STATION」

となみミュージカルキッズを中心に、参加者を公
募し、市民と協働して創るミュージカル公演。
会場：砺波市文化会館
入場料：指定席と自由席あり　大人1,000円～1,500円、
高校生以下500円～800円（他障害者割引あり）

3/7（土）18：30開演
3/8（日）13：30開演
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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

397 キノコ狩りと観察会
キノコ狩りし採取したキノコを鑑定。きのこ汁有
り。おにぎり販売
定員：50名
参加費：300円

10/12（日）
10：00～13：00

県民公園頼成の森
・森林科学館
TEL：0763-37-1540

398 頼成の森・感謝の集い
リース・ドングリ教室、林内散策、 オカリナ演奏・
お楽しみ抽選会等、きのこ汁・綿菓子（無料）、
物品販売、リース作り：30名 500円、ドングリ工
作：40名 200円

11/23（日）
9:30～14:00

399 チェーンソー整備点検講習
チェーンソーと刈払い機に感謝し点検整備の技
術を学ぶ。
定員：12名
参加費：無料

12/7（日）
9:30～12:00

400 ミニ門松作り教室
孟宗竹や笹を使ってお正月用のミニ門松作りに
挑戦する。
定員：30名
参加費：500円

12/21（日）
9:30～12:00

401 自作の竹スキーに乗ろう
孟宗竹製のミニスキー作りと試乗し、きのこ汁
で温まる。
定員：30名
参加費：500円

1/25（日）
9:30～13:00

402 冬も楽しい森の中探検
かんじきで雪上を歩き冬の森を探検し、きのこ
汁で温まる。
定員：30名
参加費：300円

2/8（日）
9:30～13:00

403
平成26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②

「宿根サルビア」
定員：20名
教材費（予定）：2,000円 10/11（土）13：30～15：00

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。

404
平成26年度県民緑花オープン講座
スイセンの魅力「球根の寄
せ植え」

定員：20名
教材費（予定）：2,000円 10/25（土）10：00～11：30

405 平成26年度県民緑花オープン講座
雪吊りの基礎を学ぼう 定員：20名 11/15（土）13：30～15：00

406
平成26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づくり③

「シクラメン・ハボタン」
定員：20名
教材費（予定）：2,000円 11/22（土）13：30～15：00

407
平成26年度県民緑花オープン講座
プリザーブドフラワーアレンジメント②

「クリスマス」
定員：20名
教材費（予定）：3,000円 12/6（土）13：30～15：00

408 平成26年度県民緑花オープン講座
プロから学ぶ門松作り

定員：20名
教材費（予定）：4,000円 12/20（土）13：30～15：00

409
平成26年度県民緑花オープン講座
フラワーアレンジメント「お
正月」

定員：20名
教材費（予定）：2,500円

12/23（火・祝）
13：30～15：00

410
平成26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づくり④

「プリムラ」
定員：20名
教材費（予定）：2,000円 2/7（土）13：30～15：00

411
平成26年度県民緑花オープン講座
プロから学ぶクリスマス
ローズの育て方

定員：20名
教材費（予定）：2,000円 2/14（土）13：30～15：00

412
クリスマス・ファミリーコン
サート

「音楽のおくりもの」

【第一部】ワイワイコンサート
【第二部】アフタヌーンコンサート

入場料：第一部　大人1,000円（中学生以上）子供500円（3歳以上）
第二部　1,500円

11/23（日）
（公財）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

413
黄や橙のキクなどを主とし
た展示
～秋の花～

キク、ツワブキ、コリウスなど 9/19（金）～11/18（火）
チューリップ四季彩館
TEL：0763-33-7716
FAX：0763-33-0090

414
秋季特別企画展
第13回となみチューリップ

球根まつり
となみチューリップ球根まつり 10/10（金）～13（月・祝）
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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

415
ポインセチアなど赤の花を

主とした展示
～クリスマスの花～

ポインセチア、シクラメン、ミニバラなど 11/21（金）～12/26（金）

チューリップ四季彩館
TEL：0763-33-7716
FAX：0763-33-0090

416
紅や白のハボタンなどを

主とした展示
～新春の花～

チューリップ、ラナンキュラス、ハボタンなど 1/4（日）～2/3（火）

417
シンピジウムなどピンクの花を

主とした展示
～早春の花～

チューリップ、ヒアシンス、シンピジウムなど 2/6（金）～3/24（火）

418 第 29回春を呼ぶチュー
リップ展 春を呼ぶチューリップ展 3/13（金）～22（日）

419 砺波市合併10周年記念
第１０回市展 砺波市在住・在勤・在学者が対象の公募展 10/11（土）～11/3（月・祝）

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

420
砺波市合併10周年記念展
越中真言の古刹 芹谷山 
千光寺の至宝

本展は砺波郷土資料館、となみ散居村ミュージ
アム、砺波市美術館の三館共同企画展として同
寺に伝わる寺宝などを展示します。

11/8（土）～12/14（日）

421 館蔵品にみる イメージの
冒険

館所蔵作品によるテーマ展示。作品にまつわる
様々なイメージに注目し、テーマ別にその魅力
を紹介します。

1/10（土）～2/1（日）

422 至高の精神展１６ 尾﨑真
理

県内で旺盛な活動を展開する美術作家を紹介。
第16回目として、朝日町の日本画家・尾﨑真理
氏を紹介。

１/31（土）～3/1（日）

423 第１１回 砺波市美術協会 
会員展

砺波市美術協会の会員展。日本画・洋画・彫刻・
工芸・書・写真の６部門です。 3/7（土）～4/5（日）

424
秋の特別展示
第38回郷土先人展

「芹谷山千光寺と法道上人展」
入場無料 10/10（金）～11/30（日）

砺波郷土資料館
TEL：0763-32-2339
FAX：0763-32-2436

425 秋の五箇山を描く
講師：吉川　信一　氏（洋画家）
定員：20名程度
場所：南砺市五箇山
受講費：2,000円

10/25（土）、26（日）
松村外次郎記念
庄川美術館
TEL・FAX：0763-82-3373

426 干支を彫る
講師：野村　修三　氏（彫刻家）
定員：20名程度
場所：庄川美術館
受講費：2,000円

11/9（日）、16（日）

427 子供クッキング
クリスマスケーキ作り教室

参加資格：３才～小学６年生
参加費：3,240円（材料費込）
持ち物：エプロン・三角巾・手拭きタオル

12/20（土）
14:00～16:00

総合カレッジSEO
〈砺波本校〉
TEL：0763-32-1371
FAX：0763-32-5238

428 伝統料理
かぶら寿司講座

参加費用：10,800円さば又はぶり
             （ぶりは1,000円UP）
持ち物：桶、重石、エプロン
お正月に食べ頃となります

12/20（土）、21（日）、23（火・祝）
10:00～12:00
※3日間とも参加出来る方

429 伝統料理
お重詰めおせち講座

参加費用：21,600円（材料費込）
持ち物：三段重、昼食、エプロン
手作りおせちでお正月を迎えましょう

12/30（火）または12/31（水）の
いずれか1日
10:00～16:00
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ビデオ教材を借りる

映像を編集する　スタッフが支援します！

録音、録画する

富山県映像センター利用案内

ビデオ教材レンタル、映像編集、
　録音、録画などで映像を楽しもう！ 無料

スタッフが
優しく指導

1人、5本
、

1週間まで 所蔵作品数… H26.3月現在

16ミリフィルム… 約2,400本
VHSテープ… 約4,700本
DVD外… 約1,350本

ゆうメール利用例
VHSテープ5本（1kgまで）350円
DVD5本（500gまで）300円
宅配便利用例
上記内容でいずれも756円　※事前確認要

来所する場合
❶会員登録をする。
※映像センターを利用する場合に必要：初回のみ。
　免許証等を提示、即日登録。

❷申請書を記入し利用申し込みをする。
※事前に電話で利用教材の予約可。

❸一週間以内に返却する。

宅配便を利用する場合
❶電話で予約をする。
❷申請書をＦＡＸ送付する。（映像センターのホームページからダウンロード可）
❸映像センターからビデオ教材を発送。
※輸送に要する期間は、利用期間に含み輸送料は利用者負担。

❹視聴後、教材を返送する。

❶申請書を記入し利用申し込みをする。
※事前に電話で利用パソコンの予約可。

❷編集作業。
【編集用パソコン12台設置】

❶申請書を記入し利用申し込みをする。
※事前に電話でスタジオ等の予約可。

❷録音・録画作業。
朗読、ナレーション、演奏、講演、歌唱等様々な
機会にご利用ください。
【録画・録音用スタジオ、調整室完備】

〒930-0096　富山市舟橋北町7－1…富山県教育文化会館3階　TEL…076-441-8455　FAX…076-441-5334

富山県映像センター
（富山県民生涯学習カレッジ映像センター課）

Http://www4.tkc.pref.toyama.jp/eizou/

〈利用時間〉… 月・水～土曜日　9：00～19：00
… 日曜・祝祭日　　9：00～17：00
〈休 所 日〉… 火曜日（ただし祝日の場合は翌日）祝日の翌日
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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………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26年9月24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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