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富山県
市区町村 種類 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ又は連絡先 備考

朝日町 ③ 平成23年度あさひ芸能文化祭 朝日町の芸能文化団体が、一堂に会して、合同発表会を開催します。 11月20日
朝日町文化体育セ
ンター

朝日町　外 http://www.town.asahi.toyama.jp/buntai/index.html

朝日町 ③
開館20周年記念企画展「棟方志
功と縁の画人たち」

戦火を逃れ富山県に疎開していた棟方志功。彼に影響を受けた地元芸
術家の作品を、棟方作品とともに展示し、その時代背景を探る。

10月29日～12月11
日

朝日町立ふるさと
美術館

朝日町　外 http://www.town.asahi.toyama.jp/buntai/index.html

朝日町 ③ 第32回朝日町美術展
絵画（日本画・洋画・版画）、書、彫刻・工芸・デザイン、写真の4部門によ
る公募展です。

11月3日～6日 アゼリアホール 朝日町　外 http://www.town.asahi.toyama.jp/

朝日町 ①
平成23年度あさひ生涯学習フェス
ティバル

生涯学習関係団体などの学習成果・活動の発表や展示を行います。 11月19日,20日
朝日町文化体育セ
ンター

朝日町　外 http://www.town.asahi.toyama.jp/

富山市 ③
第３回高専祭
  －志峰祭－

学科展示等の学校企画行事，各種文化系クラブの発表展示，模擬店等
の学生企画行事等を行います

11月4日～6日
富山高等専門学校
（本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ）

富山高等専門学校
（本郷ｷｬﾝﾊﾟｽ）

無料
掲載予定
http://www.nc-toyama.ac.jp/event.html
学務課学生担当076-493-5499

富山市 ④
第4回とやまビジネスプランコンテ
スト

起業を目指す学生や社会人が企画した独創的なビジネスプランのコンテ
ストです。

10月19日 富山市民プラザ 富山大学、富山市 無料 http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.html

富山市 ④
富山大学和漢医薬学総合研究所
民族薬物資料館一般公開

漢方医学や中国医学、インド医学で用いられる生薬を中心として館内で
展示されている生薬標本などを一般公開します。

10月29日
富山大学杉谷キャ
ンパス民族薬物資
料館

富山大学 無料 http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.html

富山市 ② 富山大学医学薬学祭
医学薬学に関する各種イベントや講演会、学内展示などが楽しめる大学
祭です。

10月28日～30日
富山大学杉谷キャ
ンパス

医学薬学祭実行委員会 無料 http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.html
模擬店等で軽食・
飲料の販売有

富山市 ①
富山大学スマイルフェスティバル
2011

大学生が「段ボールの巨大迷路」「お菓子でのオブジェづくり」「ミニ職業体
験」などを企画して地域の子どもたちと楽しみます。

11月5日,6日
富山大学五福キャ
ンパス

富山大学 無料 http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.html
模擬店等で軽食・
飲料の販売有

富山市 ①
平成23年度第6回サテライト公開
講座「暮らしの中の化学物質」

日常の暮らしから切り離すことができない様々な化学物質について大学
教員が分かりやすく講義します。

11月19日
富山駅前CiCビル3
階学習室

富山大学 無料 http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.html

高岡市 ③ 第41回高岡市芸術祭　舞台公演
高岡市芸術文化団体協議会邦楽部会会員・洋楽部会会員による舞台公
演。

11月6日
富山県高岡文化
ホール

高岡市芸術文化団体協議
会・高岡市美術作家連盟・
（財）高岡市民文化振興事業
団

http://www.takaoka-bunka.com/

高岡市 ③ 第41回高岡市芸術祭　茶会 高岡市芸術文化団体協議会茶道部会会員による茶会。 11月3日

富山県高岡文化
ホール/繁久寺/高
岡市土蔵造りのま
ち資料館

高岡市芸術文化団体協議
会・高岡市美術作家連盟・
（財）高岡市民文化振興事業
団

http://www.takaoka-bunka.com/

高岡市 ③ 第41回高岡市芸術祭　華道展 高岡市芸術文化団体協議会華道部会会員の作品展示。 11月5日, 6日
富山県高岡文化
ホール

高岡市芸術文化団体協議
会・高岡市美術作家連盟・
（財）高岡市民文化振興事業
団

無料 http://www.takaoka-bunka.com/

高岡市 ③
第41回高岡市芸術祭　高岡市美
術作家連盟展

高岡市美術作家連盟会員の作品展示。
[日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真(６部門)]

11月5日～13日 高岡市美術館

高岡市芸術文化団体協議
会・高岡市美術作家連盟・
（財）高岡市民文化振興事業
団

無料 http://www.takaoka-bunka.com/

高岡市 ③ 第41回高岡市芸術祭　呈茶席 高岡市芸術文化団体協議会茶道部会会員による呈茶。 11月5日
富山県高岡文化
ホール

高岡市芸術文化団体協議
会・高岡市美術作家連盟・
（財）高岡市民文化振興事業
団

http://www.takaoka-bunka.com/

高岡市 ③
第41回高岡市芸術祭 　ミニステー
ジ

高岡市芸術文化団体協議会邦楽部会会員・洋楽部会会員によるミニス
テージ公演。

11月5日
富山県高岡文化
ホール

高岡市芸術文化団体協議
会・高岡市美術作家連盟・
（財）高岡市民文化振興事業
団

無料 http://www.takaoka-bunka.com/

高岡市 ③ 郷土文化に関する写真展（仮称） キャンパスが所在する高岡市の郷土文化に関する写真を展示します。 10月24日～11月4日
富山大学高岡キャ
ンパス芸術文化図
書館

富山大学 無料 http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.html

高岡市 ②
富山大学高岡キャンパス祭「創己
祭」

芸術文化学部の学生達の作品展示や各種イベントなど、地域住民と学生
が一体となって日頃の成果等を発表する大学祭です。

10月29日,30日
富山大学高岡キャ
ンパス

富山大学高岡キャンパス学
生会

無料 http://www.u-toyama.ac.jp/jp/outline/event/index.html
模擬店等で軽食・
飲料の販売有

高岡市 ① 高岡法科大学秋季公開講座 テーマ『成年後見制度の現状と課題』
11月5日～12月3日

（毎週土曜日）

ウィングウィング高
岡（生涯学習セン
ター研修室501）

高岡法科大学 無料 http://www.takaoka.ac.jp
時間14:00～15:30
定員50名

高岡市 ② 第45回 高岡第一学園連合演奏会
附属幼稚園の園児および幼稚園教諭・保育士養成所の学生による器楽
演奏、ドリル演奏、オペレッタ

11月26日
高岡市民会館ホー
ル

学校法人 高岡第一学園 無料
高岡第一学園附属第三幼稚園
0766-21-0630

魚津市 ① 越中山城サミット
平成24年に魚津で開催される「全国山城サミット」のプレイベントとして、城
の管理・活用策について県内の取り組みを紹介します。

10月8日 新川文化ホール
魚津市
魚津市教育委員会 無料

魚津市教育委員会
0765-23-1045

魚津市 ③ 2011魚津市民文化祭
魚津市内の芸術文化団体や小・中学校の日頃の活動の成果を一堂に発
表します。

10月22日,23日 新川文化ホール
魚津市
魚津市教育委員会 無料 http://www.miragehall.jp/

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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魚津市 ③ 第51回 魚津市美術展
魚津市民等が、日頃の創作活動の中で制作した美術作品を一堂に発表
する市民参加型公募展です。

11月3日～7日 新川文化ホール
魚津市
魚津市教育委員会
新川文化ホール

無料 http://www.miragehall.jp/

魚津市 ① 宝くじふるさとワクワク劇場
桂三枝をはじめプロの落語家・漫才師等による明るく健康的な笑いを提
供するステージです。

11月20日 新川文化ホール

魚津市
魚津市教育委員会　　富山県
(財）富山県文化振興財団
(財)自治総合センター

http://www.miragehall.jp/

滑川市 ① 第2回市民ﾁｬﾚﾝｼﾞｳｫｰｸ 早月川探訪とサケの遡上見学会 10月29日 早月川河口付近 生涯学習・ｽﾎﾟｰﾂ課 無料 http://www.city.namerikawa.toyama.jp/

滑川市 ①
ひかりのプラン推進会　男女共同
参画講座

青木新門講演会「いのちのﾊﾞﾄﾝﾀｯﾁ」－映画「おくりびと」によせて- 11月3日
西地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ

滑川市ひかりのプラン推進員
会

無料 http://www.city.namerikawa.toyama.jp/

黒部市 ③
第6回特別展
「明日山　法福寺」
～加賀藩前田家の祈願所～

法福寺に所蔵されている古文書等の展示をします。 8月10日～11月6日
黒部市歴史民俗資
料館（うなづき友学
館内）

黒部市歴史民俗資料館

黒部市 ③ 黒部市芸術祭 黒部市美術展 黒部市在住者等より公募した作品を展示します。 10月27日～31日
黒部市国際文化セ
ンター　コラーレ

黒部市

黒部市 ④
秋のプラネタリウム「ぬすまれた
月」

和田誠さんの絵本のプラネタリウム版。土日、祝日は宇宙空間を自在に
飛びまわれるビューワソフト「Mitaka」を用いて投影します。

9月10日～11月27日 黒部市吉田科学館 黒部市吉田科学館 http://www.kysm.or.jp/

黒部市 ④ 天体写真展「樹と星空」
大西浩次氏が撮影された天体写真の展示及び小惑星探査機はやぶさに
関する展示を行います。

10月15日～11月13
日

黒部市吉田科学館 黒部市吉田科学館 http://www.kysm.or.jp/

黒部市 ④
自然観察会
「秋の野鳥観察」

黒部川河川敷に生息する野鳥の観察を行います。講師として日本野鳥の
会富山会員による解説があります。

11月3日 黒部川河川敷 黒部市吉田科学館 http://www.kysm.or.jp/

黒部市 ③
kurobi Hanga Collectin2011光輝く
版表現

美術館収蔵作品より日本の現代版画44点展示 9月17日～11月3日 黒部市美術館 黒部市美術館

黒部市 ③
常設展「炭田幸一展」＆戸出喜信
作「黒部川」展示

黒部市出身の炭田幸一作品の展示です。 9月17日～11月3日 黒部市美術館 黒部市美術展

黒部市 ③ 郷土芸能の祭典
黒部市に古くから伝わる各地区獅子舞、郷土芸能を一堂に集め公演しま
す。

11月3日
黒部市国際文化セ
ンター　コラーレ

黒部市・
黒部市国際文化センター　コ
ラーレ

砺波市 ③ 第3回増山城戦国祭り 武者行列による入場行進，ウォークラリー他 10月30日 城山城跡 城山城戦国祭り実行委員会 無料 0763-37-2056

小矢部市 ③
小矢部ふるさと博物館　特別企画
展
　大谷家住宅一般公開

大谷家住宅の一般公開を行います 11月5日. 6日 小矢部市教育委員会 無料

射水市 ① ビビット祭
地域に開かれた教育機関として、地域貢献事業の一環で主に小中学生
の皆さんを中心に職業体験講座を中心としたビビット祭を開催します。当
校の学科の特色を生かした講座を多数ご用意いたしております。

10月29日
学校法人浦山学園
富山情報ビジネス
専門学校

富山情報ビジネス専門学校 無料 http://www.bit.urayama.ac.jp

舟橋村 ④ 舟橋村文化祭
各部門一般作品・児童生徒作品の展示 楽曲・民謡の発表などがありま
す。

11月3日 舟橋会館 舟橋村文化祭実行委員会 無料 076-464-1126

上市町 ③ 上市町文化祭
上市町在住者、出身者及び在勤者が創作した作品を一堂に展示するも
の。

10月29日～11月3日

北アルプス文化セ
ンター
上市町文化研修セ
ンター

上市町 無料

教育委員会事務局
076-472-1111（345）
財団法人上市町健康文化振興財団
076-473-9333

立山町 ③ 町民文化祭
各部門一般作品・児童生徒作品・町民カレッジ生徒作品の展示　音楽・民
謡の発表　および囲碁・詩吟大会です。

11月3日,5日,6日

立山中央体育セン
ター
立山町民会館
五百石公民館

町民文化祭実行委員会 無料

立山町 ③ 勤労青少年ホーム祭 勤労青少年ホーム利用者による発表会です。 10月30日
立山町勤労青少年
ホーム

立山町勤労青少年ホーム 無料

入善町 ① 第46回入善町菊花展
町内の菊花愛好家が丹精込めて育て上げた自慢の菊を出品、展示しま
す。

11月1日～3日 町民会館ギャラリー
財団法人 入善町文化振興財
団

無料 http://www.town.nyuzen.toyama.jp/cosmo/index.jsp

入善町 ① 第39回入善町芸能発表会
町内で活動している詩吟、民謡、邦楽、カラオケ、舞踊などの愛好団体が
一堂に会し、日頃の研鑽の成果を発表されます。

11月3日 コスモホール
財団法人 入善町文化振興財
団

無料 http://www.town.nyuzen.toyama.jp/cosmo/index.jsp

入善町 ①③ 第39回入善町美術展
年1回開催される、町内最大の公募展であり、絵画、陶芸など多くの芸術
作品が出品、展示されます。

10月15日～23日 町民会館ギャラリー
財団法人 入善町文化振興財
団

無料 http://www.town.nyuzen.toyama.jp/cosmo/index.jsp

入善町 ③
コスモホール開館25周年記念公
演 第九演奏会

コスモホール開館25周年を記念し、第九演奏会を行います。指揮に山下
一史を迎え、町内合唱団も出演します。

11月5日 コスモホール
財団法人 入善町文化振興財
団

http://www.town.nyuzen.toyama.jp/cosmo/index.jsp

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料
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入善町 ③
発電所美術館 秋季企画展　「伊
藤公象展 地表の襞―再び波立つ
プールに―」

水力発電所を改装した全国的にも珍しい美術館で、現代アートの造形作
家による作品展示が行われます。

9月17日～12月18日
下山芸術の森　発
電所美術館

財団法人 入善町文化振興財
団

http://www.town.nyuzen.toyama.jp/nizayama/index.jsp

11月3日文化の
日は入場無料で
す。
祝翌日の11月4
日も休まず開館し

イベントの種類　①教育（社会教育・生涯教育）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
料金欄が空白の場合、有料又は一部有料


