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富山県 朝日町 ① 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17日、18日 朝日町文化体育センター 朝日町　外 無料
http://www.town.asahi.
toyama.jp/

朝日町教育委員会事務局
℡0765-83-1100
（内線321）

富山県 朝日町 ② 中高連携推進教育講演会
町内の中･高校生を対象に、国内外で活躍している著名人による講演会を開催します。一般の
方も入場可能です。

11月中旬 朝日町文化体育センター 朝日町 無料
http://www.town.asahi.
toyama.jp/

朝日町教育委員会事務局
℡0765-83-1100
（内線313）

開催日時未定

富山県 朝日町 ③ 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18日 朝日町文化体育センター 朝日町　外 無料
http://www.town.asahi.
toyama.jp/buntai/index
.html

朝日町文化体育センター
田中　脩勢
TEL　0765-83-1838

富山県 朝日町 ③ 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1日～11月4日
あさひコミュニティホール
アゼリア

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

朝日町文化体育センター
殿村　義和
TEL　0765-83-1838

富山県 射水市 ①②
（地域つくりかえ講座）
医療的ケアの基礎知識や技術を確認
しましょう

医療的ケア（経管栄養や喀痰吸引）の行為は、確実な方法で実施しなければ、かえって利用者
の身体に危害を与えてしまう恐れがあります。
適切な基礎知識や技術を確認し学びます。

11月2日 富山福祉短期大学　3号館 富山福祉短期大学 無料
http://www.t-
fukushi.urayama.ac.jp/s
ociety/

富山福祉短期大学
（共創福祉センター）
0766-55-1400

(１０月頃HP公開予定)
対象： 介護施設職員・一般

富山県 射水市 ①②
（地域つくりかえ講座）
エクセルを使いこなす！
初級編（其の一）

「データを用いた研究をしてみたい！」「データはあるけどエクセルの使い方がイマイチわから
ない」といった初心者向けのエクセル統計講座です。
データ入力の基本、計算式の入力の仕方、表とグラフ作成の基本まで、ふくたん心理統計学
のベテラン講師がお教えします。

11月3日 富山福祉短期大学　2号館 富山福祉短期大学 無料
http://www.t-
fukushi.urayama.ac.jp/s
ociety/

富山福祉短期大学
（共創福祉センター）
0766-55-1400

(１０月頃HP公開予定)
対象： 病院・施設職員の方、一般

富山県 射水市 ③
企画展
「没後50年 文人陶芸家石黒宗麿展」

射水市出身の重要無形文化財保持者(人間国宝)石黒宗麿の没後50年にあたり、詩・書・画に
も優れた文人陶芸家宗麿の業績を、陶芸・書画等の作品展示を通して紹介します。

9月14日～11月25日 射水市新湊博物館 射水市新湊博物館
http://www.city.imizu.t
oyama.jp/museum/

射水市新湊博物館
0766-83-0800

10月28(日)・11月11(日)陶芸体験
を開催。(要事前申込、参加費
2000円)

富山県 射水市 ①、③ 第7回射水市芸術文化協会美術展
市芸術文化協会美術部の会員による日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真6部門の作品を一堂
に展示します。

11月2日～4日
高周波文化ホール
（射水市新湊中央文化会館）展示室

射水市芸術文化協会 無料
http://www11.canet.ne
.jp/users/geibun/index
.html

射水市芸術文化協会
（高周波文化ホール内）
TEL0766-82-8400

富山県 魚津市 ①，② 新川キャンパスフェスティバル
新川キャンパスフェスティバルでは、各種講座の受講者や生涯学習団体と新川みどり野高校
の生徒が、学習の成果を展示・発表します。さらに、ステージイベントとしてジャック・ランダル氏
による影絵公演を行います。

10月27日
富山県民生涯学習カレッジ
新川地区センター
（新川みどり野高校内）

富山県民生涯学習カレッジ、
富山県生涯学習団体協議会、
県民カレッジ友の会「雷鳥会」

無料
http://www4.tkc.pref.t
oyama.jp/niikawa/

富山県民生涯学習
カレッジ新川地区センター
0765-22-4001

富山県 魚津市 ③ 2018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。 10月20,21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
魚津市文化協会

無料
http://www.miragehall.j
p/

魚津市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
0765-23-1045

富山県 魚津市 ③ 第58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。

11月3～11月8日
※11月6日休館

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.j
p/

魚津市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
0765-23-1045

富山県 魚津市 ③ 「たてもんの森」プロジェクト植樹祭
ユネスコ無形文化遺産に登録された「魚津のタテモン行事」で使う道具を地元の木材で作るこ
とを目指して子供たちと植樹を行います。

10月27日 新川学びの森天神山交流館 魚津市/魚津市教育委員会 無料
魚津市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
0765-23-1045

富山県 魚津市 ③ 米騒動フォーラム
基調講演とパネルディスカッション、ゆかりの地めぐるツアーとドキュメンタリー映画の上映を予
定しています。

11月10～11日 新川文化ホール 魚津市教育委員会 無料
魚津市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
0765-23-1045

第60回「教育・文化週間」関連行事

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

富山県 魚津市 ③
魚津歴史民俗博物館企画展「魚津の
米騒動」展

大正時代の米騒動に関する写真や文献資料等を展示し、当時の騒動の様子や魚津での特徴
を紹介。

6月15日～11月18日 魚津歴史民俗博物館 魚津市教育委員会 無料
http://www.nice-
tv.jp/~rekihaku/

魚津市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
0765-23-1045

富山県 小矢部市 ①，② となみキャンパスフェスティバル
県民カレッジ砺波地区センターは、各種講座の受講者や生涯学習団体の作品展示、となみ野
高校の生徒と共演するステージ発表を行います。

11月10日
富山県民生涯学習カレッジ
砺波地区センター
（となみ野高校内）

富山県民生涯学習カレッジ、
富山県生涯学習団体協議会、
県民カレッジ友の会「雷鳥会」

無料
http://www4.tkc.pref.t
oyama.jp/tonami/

富山県民生涯学習カレッジ砺
波地区センター
0766-61-2020

富山県 小矢部市 ③ 富山県今日の工芸展 富山県下で活躍する工芸家の作品を展示する 11月3日～11日 アートハウスおやべ 小矢部市芸術文化連盟 無料
http://www.city.oyabe.
toyama.jp/arthouse/

アートハウスおやべ
0766-53-5344

富山県 小矢部市 ③ 第41回小矢部作家展 小矢部市内で活躍する作家の作品を展示する 11月3日～11日 アートハウスおやべ 小矢部市芸術文化連盟 無料
http://www.city.oyabe.
toyama.jp/arthouse/

アートハウスおやべ
0766-53-5344

富山県 小矢部市 ③ 陶芸教室作品展 小矢部市芸術文化連盟主催の陶芸教室による作品を展示する 11月3日～4日 アートハウスおやべ 小矢部市芸術文化連盟 無料
http://www.city.oyabe.
toyama.jp/arthouse/

アートハウスおやべ
0766-53-5344

富山県 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30日～11月4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）
一般財団法人
上市町健康文化振興財団
076-473-9333

富山県 黒部市 ③ いわさきちひろの世界展 絵本画家・いわさきちひろの生誕100年を記念して著書や関連本を展示・貸出 10月20日～11月25日 黒部市立図書館 黒部市立図書館 無料
http://lib.city.kurobe.to
yama.jp/

黒部市立図書館
0765-54-2311

富山県 黒部市 ①，②，④ 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、自然の大切さや、自然と人との関わりにつ
いて考えてみましょう。

11月1日～11月30日
（予定）

黒部市吉田科学館 富山県自然保護協会 無料
黒部市吉田科学館
0765-57-0610

富山県 黒部市 ①，②，④ 科学館まつり 工作・ジオパーク・宇宙に関係するイベントが盛り沢山！一日科学館を楽しもう！ 11月3日～4日 黒部市吉田科学館 黒部市吉田科学館 無料
黒部市吉田科学館
0765-57-0610

富山県 黒部市 ③
第14回特別展「ふるさとの山　僧ヶ岳
－僧ヶ岳の自然と文化－」

地域の山として愛される僧ヶ岳と人々の関わりを紹介 7月27日～11月25日 黒部市歴史民俗資料館 黒部市歴史民俗資料館
黒部市歴史民俗資料館
0765-65-1010

大人300円
中学生以下無料

富山県 高岡市 ①，② ウィング・ウィング祭
県民カレッジ高岡地区センターは、各種講座の受講者や生涯学習団体の作品展示、ステージ
発表を行います。さらに、自遊塾講師によるミニ講座や名作映画上映会も行います。記念公演
は立川笑二による落語です。

10月19日～20日
富山県民生涯学習
カレッジ高岡地区センター
（ウィング・ウィング高岡内）

ウイング・ウイング祭実行委員会
（県民カレッジ高岡地区センター、県立志
貴野高校、高岡市生涯学習機関、末広開
発株式会社により構成）

無料
http://www4.tkc.pref.t
oyama.jp/takaoka/

富山県民生涯学習カレッジ
高岡地区センター
0766-22-5787

富山県 高岡市 ③ 第48回高岡市芸術祭

高岡市芸術文化団体協議会が昭和46年の創立以来、地域の芸術文化振興と向上に寄与する
べく開催している。今年は「撚-より-」という全体テーマのもと、邦楽、洋楽、華道、茶道、美術
の各分野の会員たちが、市内各会場で合同公演や作品展示等を通じ、日頃の研鑽の成果を
披露する。

10月12日～11月10日
富山県高岡文化ホール、高岡市
美術館、繁久
寺、勝興寺

高岡市芸術文化団体協議会、
高岡市美術作家連盟、
公益財団法人高岡市民文化振興事業団

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

高岡市芸術文化
団体協議会事務局
TEL：0766-20-1560
FAX：0766-20-1562

舞台公演/2,000円
茶会/2,000円（当日
2,500円）

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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富山県 高岡市 ③
椿絵名品展「つばき咲く」
―光琳、大観、夢二など―

近世から現代までの日本画、洋画、工芸における椿絵の名品約80点を展示します。尾形光
琳、横山大観、竹久夢二、岸田劉生、北大路魯山人など、日本美術史上に名を残した作家た
ちがつくりあげた、様々な椿の表現をお楽しみください。

10月26日～12月9日 高岡市美術館 椿絵名品展実行委員会
http://www.e-
tam.info/

椿絵名品展実行委員会
（高岡市美術館内）
TEL：0766-20-1177

【観覧料】
一般：1,000円
高校・大学生：700円
団体・シニア：800円
中学生以下無料
※団体は20名以上
※シニアは65歳以上
※各種障がい者手帳をお持ちの
方および付き添い者1名は半額
（要手帳持参）

富山県 高岡市 ③
常設展「高岡ものがたり　－楽しく知
ろう！ひらめき・ミュージアム－」

高岡市の歴史・民俗・伝統産業などをジオラマ、タペストリー、映像、各種体験コーナーなどで
分かりやすく紹介している。また「民具コーナー」、「お宝コーナー」では適宜展示替えを行ない
ながら、更なる充実を目指して開催している。

4月1日～成31年3月
31日【通年開催】

高岡市立博物館 高岡市立博物館 無料
http://www.e-
tmm.info/

高岡市立博物館
TEL：0766-20-1572
FAX：0766-20-1570
info@e-tmm.info

富山県 高岡市 ③
企画展「堀田一族と伏木　～堀田善
衞生誕100年・日本遺産「北前船寄港
地」追加認定記念」

国際的視野を持った芥川賞作家・堀田善衞(1918～98)は、高岡市伏木の廻船問屋「靏屋（つる
や）」の出身です。本展では堀田善衞の生誕100年の記念、及び先日伏木が日本遺産に追加
認定されたことを記念して、善衞を育んだ堀田一族と伏木について、歴史資料を中心に紹介し
ます。

9月8日～11月25日 高岡市立博物館 高岡市立博物館 無料
http://www.e-
tmm.info/

高岡市立博物館
TEL：0766-20-1572
FAX：0766-20-1570
info@e-tmm.info

富山県 高岡市 ③
青木紘二　冬季オリンピック
報道の世界・クライアントワーク
Part1　写真展

富山県出身の著名なスポーツ写真家、青木紘二氏の、躍動感あふれる冬季オリンピックの報
道写真を中心とする写真展です。

10月13日～11月25日 ミュゼふくおかカメラ館
公益財団法人
高岡市民文化振興事業団

無料
http://www.camerakan
.com

ミュゼふくおかカメラ館
電話番号：0766-64-0550

富山県 高岡市 ③
コレクション展　カメラとふくおかまち
―いま、むかし―

福岡町の発展の歴史をたどる写真とあわせて、各時代や、関連するテーマに沿った様々なカメ
ラを展示しています。

6月30日～11月25日 ミュゼふくおかカメラ館
公益財団法人
高岡市民文化振興事業団

http://www.camerakan
.com

ミュゼふくおかカメラ館
電話番号：0766-64-0550

期間中無料

富山県 高岡市 ③
第３１回特別展
「越中ふくおかの名刀 ～宇多派の真
髄に迫る～」

南北朝期から江戸期にかけて越中福岡に存在した刀匠一派、「宇多派」の刀剣約20点余を展
示します。

10月13日～12月2日 高岡市福岡歴史民俗資料館
高岡市、高岡市教育委員会、
高岡市福岡歴史民俗資料館

高岡市福岡
歴史民俗資料館
TEL・FAX 0766(64)5602

※土・日・祝日は高校生以下無料

富山県 立山町 ③ 平成30年度立山町民文化祭 町内で活動している、詩吟、音楽、民謡、邦楽、菊花など各部門の発表展示会を実施します。 11月3日～4日
立山町元気交流ステーション、立山町
民会館、五百石公民館

町民文化祭実行委員会 無料
教育委員会事務局
076-462‐9983

富山県 立山町 ①
第31回全国健康福祉祭とやま大会
ウォークラリー交流大会

本年度富山県内の各市町村で開催される全国健康福祉祭のウォークラリー交流大会を立山
町で開催します。

11月4日 立山町グリーンパーク吉峰 立山町ねんりんピック実行委員会 無料
立山町ねんりんピック
実行委員会
076-462-9983

富山県 砺波市 ① 公民館まつり 砺波市21地区の公民館で、地域住民による作品展示や各種催しが開催されます。 10月14日～11月11日 砺波市内各地域 地区公民館 無料
砺波市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
0763－82－1904

富山県 砺波市 ③ 文化財メンテナンス 砺波市内の国・県・市指定の文化財看板等の清掃及び修理などを実施する。 11月1日 砺波市一円
砺波市教育委員会
生涯学習・スポーツ課

無料
砺波市教育委員会
生涯学習・スポーツ課
0763-82-1904

富山県 砺波市 ③ 松尾敏男展
長崎県出身の日本画家松尾敏男（1926-2016）の70年にわたる画業を生前自ら替え乱打作品
を中心に紹介します。

10月27日～12月2日 砺波市美術館
公益財団法人
砺波市花と緑と文化の財団・
砺波市美術館

http://tonami-art-
museum.jp

砺波市美術館
0763-32-1001

観覧料：
一般600円、高校生以下無料

富山県 砺波市 ③ 工芸の秀作（館蔵品展）
砺波市美術館収蔵の工芸作品の中から、漆、木工、染織、陶など優れた日本の工芸作品を展
示します。

10月27日～12月2日 砺波市美術館
公益財団法人
砺波市花と緑と文化の財団・
松村外次郎記念庄川美術館

http://tonami-art-
museum.jp

砺波市美術館
0763-32-1001

観覧料：
一般210円、小中校生100円

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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富山県 砺波市 ③ 第8回全国ろくろ木工芸展 庄川をはじめ、全国各地の木地師たちのすぐれた作品を一堂に会し、展示します。 10月13日～11月11日 松村外次郎記念庄川美術館
公益財団法人
砺波市花と緑と文化の財団・
庄川水資料館

http://shogawa-
museum.jp

庄川美術館
0763-82-3373

観覧料：
一般・大学生410円、
65歳以上330円、
小中校生210円

富山県 砺波市 ③ 常設展示　流木と庄川
昭和初期まで庄川の流れを利用して流送の仕事をしていた人々の仕事ぶりや生活を模型や
映像で迫力いっぱいに再現しています。

年間 庄川水資料館
公益財団法人
砺波市花と緑と文化の財団・
砺波市美術館

http://www.shogawa-
museum.jp/mizusiryouk
ansite/mizuriyou.html

庄川美術館・水資料館
0763-82-3373

観覧料：
一般・大学生210円、
小中校生100円

富山県 砺波市 ③
平成30年第42回郷土先人展
「つなぐ　伝える　砺波の獅子舞」

寄贈された獅子頭や、獅子舞に使用される道具を展示し、獅子舞の歴史や市内各地区の獅
子舞の見所・現況を紹介します。

10月12～11月25日 砺波郷土資料館 砺波郷土資料館 無料
https://www.city.tona
mi.toyama.jp/section/1
298887642.html

砺波郷土資料館
0763-32-2339

富山県 砺波市 ③ 砺波市文化祭～民謡の世界～ 砺波市内で活動している民謡教室・グループの発表会 11月3日 砺波市文化会館大ホール 砺波市文化協会 無料
http://tonamibunka.or.j
p/bunka

砺波市文化協会
0763-33-5515

富山県 砺波市 ③ 砺波市文化祭～菊花展～ 砺波市菊花会による菊の展覧会 11月2日～4日 砺波市文化会館多目的ホール 砺波市文化協会 無料
http://tonamibunka.or.j
p/bunka

砺波市文化協会
0763-33-5515

富山県 富山市 ①，②
県民カレッジ
富山地区センター学遊祭

県民カレッジ富山地区センターは雄峰高校の学園祭とともに、各種講座の受講者や生涯学習
団体の作品展示、ステージ発表を行います。

11月3日
富山県民生涯学習カレッジ
富山地区センター（雄峰高校内）

富山県民生涯学習カレッジ、
富山県生涯学習団体協議会、
県民カレッジ友の会「雷鳥会」

無料
http://www4.tkc.pref.t
oyama.jp/toyama-c/

富山県民生涯学習カレッジ
富山地区センター
076-441-0301

富山県 富山市 ➀
平成30年度特別展「旧石器時代とは
どのような時代だったのか！」

県内から出土した旧石器を公開するほか、旧石器人はどのような暮らしをしていたのか、周辺
の自然や動植物などの環境はどうであったかなど、今わかっている考古学の研究成果を通し
て紹介します。

10月5日～
H31年3月 21日

富山県埋蔵文化財センター 富山県埋蔵文化財センター 無料
http://www.pref.toyam
a.jp/branches/3041/m
aibun/index.html

富山県埋蔵文化財センター
企画調整課
076-434-2814

富山県 富山市 ③
「明治の富山－礎を築いた人びと－」
（富山県公文書館　明治150年記念企
画展）

今年は、明治改元（１８６８年）から１５０年の節目にあたることを記念し、明治時代の富山に焦
点をあてた企画展を開催します。幕末から明治時代にかけての激動の時代を人びとはどのよ
うに生き抜き、現在の富山県の土台を築いていったのか、明治時代の富山の先人の活躍を中
心に展示・解説します。

10月4日～11月3日
富山県公文書館
展示室

富山県公文書館 無料
http://www.pref.toyam
a.jp/branches/1147/

富山県公文書館資料課
076-434-4050

会期中は土・日・祝日も開館

富山県 富山市 ①，④ 富山県発明とくふう展
発明奨励および創意工夫の高揚、科学技術の振興を図ることを目的として、県内在住の「一
般・企業」「児童・生徒」から広く作品を募集し、表彰、展示するものです。

10月20日～21日 富山市民プラザ
（一般社団法人）
富山県発明協会

無料
www.toyama-
hatsumei.com/guide/in
genuity

富山県発明協会
電話：0766-27-1150

表彰式
11月27日（火）

富山県 富山市 ① 富山県未来の科学の夢絵画展
子どもが持つ未来の夢や自由奔放な発想、純真で素朴な心を絵に表現してもらうことを目的と
しています。

10月20日～21日 富山市民プラザ
（一般社団法人）
富山県発明協会

無料
www.toyama-
hatsumei.com/guide/in
genuity

富山県発明協会
電話：0766-27-1150

表彰式
11月27日（火）

富山県 富山市 ①
第61回
読みなかまのつどい富山県大会

読書週間にちなみ、読書会や子どもへの読書支援活動に参加している方や、読書に関心を
持っている方が一堂に会して、読むことの喜びを分かちあうと共に、より豊かな読書活動のた
めに研修する集いです。

10月25日 富山県立図書館
富山県読書会連絡協議会、
富山県立図書館

無料
http://www.lib.pref.toy
ama.jp/index.aspx

富山県立図書館普及課
076-436-0229

富山県 富山市 ① 平成30年度第2回子どもと本の講座
子どもの読書活動の重要性が認められている現在、子どもと読書に関心を持つ方たちを対象
に、子どもの読書活動への理解をより深めることを目的とした講座です。

10月25日 富山県立図書館 富山県立図書館 無料
http://www.lib.pref.toy
ama.jp/index.aspx

富山県立図書館普及課
076-436-0229

富山県 富山市 ①，③
わくわく土曜シアター
「日本の古典文学特集」

県民に広く楽しみ親しんでもらうために、富山県映像センターが所蔵する優れた映像の中か
ら、日本の古典文学特集として「井原西鶴」「奥の細道の世界」「奥の細道をゆく」の３本を無料
上映します。

10月27日 富山駅前ｃｉｃ　５階研修室１
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

無料
http://www4.tkc.pref.t
oyama.jp/eizou/

富山県映像センター
076-441-8455

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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富山県 富山市 ①
わくわく土曜シアター
「氷河特集」

県民に広く楽しみ親しんでもらうために、富山県映像センターが所蔵する優れた映像の中か
ら、氷河特集として「氷河時代の日本」「立山の自然」「氷河期襲来」の３本を無料上映します。

11月10日 富山駅前ｃｉｃ　５階研修室１
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

無料
http://www5.tkc.pref.t
oyama.jp/eizou/

富山県映像センター
076-441-8455

富山県 富山市 ③ 第17回富山県ねんりん美術展
生きがいと健康づくりの活動を促進することを目的に、富山県内の高齢者の創作による美術
の作品（日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真）を展示します。

11月3日～5日 富山県民会館
社会福祉法人富山県社会福祉協議会
富山県いきいき長寿センター

無料

www.toyama-
shakyo.or.jp/wp/wp-
content/uploads/l_vita
113_bijyututenn.pdf

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

富山県 富山市 ③ ねんりんピック富山2018　美術展
全国の高齢者の創作による、日本画、洋画、彫刻、工芸、書及び写真の作品を展示し、高齢
者の文化活動と生きがいづくりを促進するとともに、高齢者が創作した作品とのふれあいを通
じ、世代間の相互理解を深めます。

11月3日～5日 富山県民会館

・厚労省
・富山県
・一般財団法人長寿社会開発センター
・ねんりんピック富山2018実行委員会

無料
http://nenrin-
toyama2018.jp/

ねんりんピック富山2018
実行委員会事務局
ＴＥＬ：076-444-4592

富山県 富山市 ③
ねんりんピック富山2018
地域文化伝承館

高齢者が長年培ってきた豊かな経験・知識・技術を生かして取り組んでいる様々な地域文化・
生活文化の伝承活動を、その実演・展示を通して披露し、各世代間との交流を図ります。

11月3日～5日 とやま自遊館

・厚労省
・富山県
・一般財団法人長寿社会開発センター
・ねんりんピック富山2018実行委員会

無料
http://nenrin-
toyama2018.jp/

ねんりんピック富山2018
実行委員会事務局
076-444-4592

富山県 富山市 ③ ねんりんピック富山2018　音楽文化祭
県内の吹奏楽や合唱、郷土芸能等の５団体によるステージ発表の他、
歌手の加藤登紀子さんによるミニコンサートを開催します。

11月4日
富山市芸術文化ホール
（オーバード・ホール）

・厚労省
・富山県
・一般財団法人長寿社会開発センター
・ねんりんピック富山2018実行委員会

無料
http://nenrin-
toyama2019.jp/

ねんりんピック富山2018
実行委員会事務局
076-444-4592

募集人数：2,000名
(事前に観覧の申込みが必要)
※応募者多数の場合は抽選

富山県 富山市 ③ ねんりんピック富山2018　講演会

高齢者の健康、生きがいをテーマとした講演会を開催し、生涯にわたって健やかで、心豊かに
生活することができる社会づくりを図ります。
講演者：俳優の高橋英樹さん
演題：生涯現役！健康で楽しく！

11月6日
富山市芸術文化ホール
（オーバード・ホール）

・厚労省
・富山県
・一般財団法人長寿社会開発センター
・ねんりんピック富山2018実行委員会

無料
http://nenrin-
toyama2020.jp/

ねんりんピック富山2018
実行委員会事務局
076-444-4592

募集人数：2,000名
(事前に観覧の申込みが必要)
※応募者多数の場合は抽選

富山県 富山市 ③ 文化の日無料公開 富山市内の博物館施設1１館を無料で公開します。 11月3日

富山市科学博物館、富山市天文台、
富山市郷土博物館、
富山市佐藤記念美術館、
富山市民俗民芸村、
浮田家住宅、旧森家住宅、
富山市大山歴史民俗資料館、
富山市八尾おわら資料館、
富山市猪谷関所館、
富山市ガラス美術館（※常設展のみ）

富山市 無料
富山市教育委員会
生涯学習課
076-443-2138

富山県 富山市 ③
発掘速報展2018
｢焼き物でみる幕末から明治期の富
山｣

幕末から明治前期に生産された幻の越中丸山焼や富山城下町に位置する千石町遺跡の出土
品（恵比寿土面など）を展示し、当時の陶磁器生産の様相や城下町の変遷をさぐります。

7月24日～
平成31年1月14日

富山市婦中安田城跡歴史の広場
安田城跡資料館

富山市教育委員会 無料
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/maibu
n/yasuda/top.htm

安田城跡資料館
076-469-4241

富山県 富山市 ③
特別講演会
「再興九谷焼と越中丸山焼」

発掘速報展2018 ｢焼き物でみる幕末から明治期の富山｣に併せて講演会を開催します。
講師：石川県埋蔵文化財センター所長　藤田邦雄氏
演題：「再興九谷焼と越中丸山焼」

10月27日
富山市婦中安田城跡歴史の広場
安田城跡資料館

富山市教育委員会 無料
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/maibu
n/yasuda/top.htm

安田城跡資料館
076-469-4241

富山県 富山市 ③
北代縄文館ミニ企画展
  ｢捨て場からみえる縄文人の暮らし｣

富山市浜黒崎野田・平榎遺跡の縄文時代後期から晩期に形成された土器捨て場から出土し
た資料から縄文人の暮らしについてさぐります。

5月29日～11月25日
富山市
北代縄文広場北代縄文館

富山市教育委員会 無料
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/maibu
n/index.htm

北代縄文館
076-436-3664

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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富山県 富山市 ③
北代縄文考古楽講座
 ｢古代人の精神世界｣

北代縄文館で開催される新しい視点での縄文時代や地域史の講座（全4回）の第4回目講座。
奈良・平安時代の遺跡から出土したまじないの道具を実際に見ながら古代人の心に迫ります。
講師：富山市埋蔵文化財センター所長　堀沢祐一

11月17日
富山市
北代縄文広場北代縄文館

富山市教育委員会 無料
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/maibu
n/index.htm

北代縄文館
076-436-3664

富山県 富山市 ① 富山市民大学特別講演会
平成30年度山田地域文化祭において、小杉邦夫氏（NPO法人富山県防災士会理事長）によ
る、富山市民大学特別講演会を開催します。

11月3日 富山市山田公民館

山田地区ふるさとづくり推進協議会
（文化祭主催）
富山市教育委員会
（富山市民大学特別講演会主催）

無料
富山市山田公民館
076-457-2055

富山県 富山市 ①，③
特別展
幕末動乱と富山藩

幕末の富山藩では家老暗殺事件、沿岸への異国船出没など不安定な状況が続きました。本
展は、こうした情勢から北越戦争への出兵にいたるまで、富山藩の動乱期を紹介します。

9月15日～11月11日 富山市郷土博物館 富山市教育委員会
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/muse/

富山市郷土博物館
076-432-7911

入館料400円

富山県 富山市 ①，③
特別展
江戸時代初期の茶の湯

江戸時代初期の茶の湯では、様々な広がりを見せ華やかな創造がおこなわれました。本展で
は、江戸時代初期に視点をすえ、ゆかりの道具によりその時代の茶の湯を紹介します。

10月6日～11月4日 富山市佐藤記念美術館 富山市教育委員会
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/muse/

富山市佐藤記念美術館
076-432-9031

入館料500円

富山県 富山市 ③
企画展
100年愛用ノモノ

民芸で伝えたい「用の美」に着目し、築100年を超える民芸館・民芸合掌館で、100年を超えて
使用されてきた民芸品を中心に約150点を紹介します。

5月24日～11月18日 富山市民芸館・民芸合掌館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/minzo
kumingei/index.htm

民芸館
076-431-6466

入館料100円
11月3日文化の日
無料公開

富山県 富山市 ③
館蔵品展115
市民コレクション　盤若一郎と篁牛人

水墨画の篁牛人と洋画家の盤若一郎は呉羽山の麓、安養坊にアトリエを構え、互いに親交を
深め合いながら、それぞれ孤高の画人と称されるような芸術活動をしてきました。本展では2人
の作品約50点を紹介します。

6月27日～11月14日 富山市篁牛人記念美術館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/minzo
kumingei/index.htm

篁牛人記念美術館
076-433-9215

入館料100円
11月3日文化の日
無料公開

富山県 富山市 ③
企画展
山と鉱山遺跡

市内、県内の山岳地や鉱山遺跡の最新調査状況について、分布調査資料、個人採集資料な
どから紹介します。

7月21日～12月16日 富山市考古資料館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/minzo
kumingei/index.htm

考古資料館
076-433-8634

入館料100円
11月3日文化の日
無料公開

富山県 富山市 ③

企画展
越中瀬戸焼・小杉焼・越中丸山焼－
富山城下町出土資料からの視点を加
えて

富山の近世陶磁器を代表する3窯の伝世品を、城下町遺跡の出土品と比較展示し、当時の生
産と流通の様相を探ります。

9月8日～11月28日 富山市陶芸館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/minzo
kumingei/index.htm

陶芸館
076-433-8610

入館料100円
11月3日文化の日
無料公開

富山県 富山市 ③
企画展
米騒動の時代とそのくらし

大正7年（1918）6月下旬～7月上旬に始まったといわれる東水橋町の米騒動を含む、現富山市
域の米騒動と当時の人びとのくらしについて、文字資料・民俗資料・写真資料を通して紹介し
ます。

9月15日～12月2日 富山市民俗資料館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/minzo
kumingei/index.htm

民俗資料館
076-433-4109

入館料100円
11月3日文化の日
無料公開

富山県 富山市 ③
特別展
富山藩の薬草・植物画

富山藩の薬草への関心と研究の深さを、薬草に関する著書や植物がを通して紹介します。 10月6日～11月25日 富山市売薬資料館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/minzo
kumingei/index.htm

売薬資料館
076-433-2866

入館料100円
11月3日文化の日
無料公開

富山県 富山市 ① 呉羽山探訪ツアー
呉羽丘陵を中心に散策し、人々の呉羽山との関わり、営みの歴史を探訪するツアーです。今
年度は白鳥城址を中心に、文化財をめぐります。

11月3日 富山市民俗民芸村 富山市民俗民芸村 無料
http://www.city.toyam
a.toyama.jp/etc/minzo
kumingei/index.htm

民俗民芸村管理センター
076-433-8270

富山県
富山市，
射水市

② 秋季オープンキャンパス 学校説明，オープンクラス，校内見学等を行います。 11月10日,18日
富山高等専門学校本郷キャンパス，
射水キャンパス

富山高等専門学校 無料
http://www.nc-
toyama.ac.jp/

本郷キャンパス
　学務課076-493-5498
射水キャンパス
　学生課0766-86-5145

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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第60回「教育・文化週間」関連行事

富山県 南砺市 ①，③
緑の里講座　第13回
「棟方志功　広大無辺の世界」

健康法や地域の歴史、文化など様々な分野の話を聞くことができる講座。１回の申込で年間１
８回すべての回を自由に受講可能。

10月31日 福光美術館 生涯学習スポーツ課
南砺市教育委員会
生涯学習スポーツ課
℡0763-23-2013

富山県 南砺市 ①，④
緑の里講座　第14回
「次世代施設園芸事業によるトマトや
花卉の栽培について」

健康法や地域の歴史、文化など様々な分野の話を聞くことができる講座。１回の申込で年間１
８回すべての回を自由に受講可能。

11月14日 城端伝統芸能会館　じょうはな座 生涯学習スポーツ課
南砺市教育委員会
生涯学習スポーツ課
℡0763-23-2013

富山県 南砺市 ①，③ 南砺市民大学講座　ふるさとを巡る 全５回、ふるさとの史跡、寺社などを訪れて学ぶフィールドワーク形式の講座。 10月26日、11月8日 富山県内現地 生涯学習スポーツ課
南砺市教育委員会
生涯学習スポーツ課
℡0763-23-2013

受講申込受付は終了しました

富山県 南砺市 ①，③ 南砺市民大学講座　人と自然・文化
自然・文化分野の専門家からわかりやすく楽しく学ぶ講座。全５回で、座学形式と現地での
フィールドワークがある。

11月13日 福光福祉会館 生涯学習スポーツ課
南砺市教育委員会
生涯学習スポーツ課
℡0763-23-2013

受講申込受付は終了しました

富山県 南砺市 ①，③ 南砺市民大学講座　ふるさとの歴史 全５回、ふるさと「富山」や「となみ野」の歴史を学ぶ座学形式の講座。 11月7日、11月21日 井波総合文化センター 生涯学習スポーツ課
南砺市教育委員会
生涯学習スポーツ課
℡0763-23-2013

受講申込受付は終了しました

富山県 南砺市 ①，③，④
南砺市民大学講座
大人のための企業・店見学

全４回、個人では見学が難しい、ものづくりの企業やお店などを対象にした大人のための社会
科見学の講座。

11月9日 富山県内企業（とやま土人形工房） 生涯学習スポーツ課
南砺市教育委員会
生涯学習スポーツ課
℡0763-23-2013

受講申込受付は終了しました

富山県 入善町 ①，③ 第46回入善町芸能発表会
町内で活動している詩吟、詩舞、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
（入善町入膳3200番地）

公益財団法人 入善町文化振興財団 無料
公益財団法人
入善町文化振興財団
0765-72-1105

富山県 入善町 ③ 第46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、書、写真、彫刻・工芸の4部門から芸術作
品が出品、展示されます。

10/13～10/21
町民会館ギャラリー
（入善町入膳3200番地）

公益財団法人 入善町文化振興財団 無料
公益財団法人
入善町文化振興財団
0765-72-1106

富山県 入善町 ③ 木藤　純子展
光や水など自然の要素をモチーフに、普段見逃しがちな現象を独自の視点と感性で読み解き
作品に昇華させる木藤純子の個展。
一年前から何度も入善の地を訪れ、自身の身体で感じたものをインスタレーションで表現する

11/23～2019/3/24
下山芸術の森　発電所美術館
（入善町下山364-1）

公益財団法人 入善町文化振興財団

http://www.town.nyuz
en.toyama.jp/cosmo/k
yoiku/bunka/bijutsuka
n/bijutsukan/h30_sche
dule.html

公益財団法人
入善町文化振興財団
0765-72-1107

一般600円
高大生300円
中学生以下無料

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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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富山県 入善町 ③
ポールメイエ＆須川展也
プレミアムコンサート

ポールメイエ（クラリネット）と須川展也（サクソフォン）による世界的トップ奏者の夢の競演。
1日限りの奇跡のデュオが入善コスモホールで実現。

11月4日
コスモホール
（入善町入膳3200番地）

公益財団法人 入善町文化振興財団

https://www.town.nyuz
en.toyama.jp/cosmo/k
yoiku/bunka/kominkan
/cosmohall/koen/h30_
meyer-sugawa.html

公益財団法人
入善町文化振興財団
0765-72-1108

一般3,000円
高大生1,000円
※学生席は社会人を除く大学生
以下対象（当日要学生証）

富山県 氷見市 ①，②，③
氷見市立博物館特別展
「大境洞窟・朝日貝塚100年」

両史跡が発見・調査されて100年の節目を迎え、東京大学総合研究博物館の代表的な出土遺
物を中心に展示します。

10月19日～11月18日 氷見市立博物館 氷見市立博物館 無料
http://www2.city.himi.t
oyama.jp/museum/

氷見市立博物館
電話：0766-74-8231

富山県 氷見市 ③ 第39回合同華道展 会員の秀作展示を市民と共に鑑賞します。 10月6日～7日 教育文化センター４階ホール
氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③
第15回ムジカグラート氷見
サンクスコンサート

日頃の練習成果を発表する演奏会です。
プログラム　ムジカグラード氷見の演奏とマーチング
ダンシング・クイーン、チャルダッシュ、歌姫伝説、マーチング・ボレロ、ふるさと他

10月8日 氷見市ふれあいスポーツセンター ムジカグラート氷見
ムジカグラート氷見事務局
電話：090-9445-0641

富山県 氷見市 ③ 第56回氷見市美術展覧会
氷見市在住者、勤務・在学者及び出身者から出品作品を募集し、美術作品を一堂に展示しま
す。
部門　日本画、洋画、彫刻工芸、書、写真の5部門

10月10日～14日 氷見市ふれあいスポーツセンター
氷見市、氷見市教育委員会、氷見市芸術
文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 第72回氷見川柳大会 会員並びに一般参加で川柳の秀句を選出する大会です。 10月14日 氷見市農業会館
氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 秋の山野草展 会員の秀作展示を市民と共に鑑賞します。 10月20日～21日 氷見市海浜植物園
氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 第23回常磐会書展 会員の秀作展示を市民と共に鑑賞します。 10月26日～28日 教育文化センター４階ホール
氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 第32回民謡民舞まつり 会員の民謡・民舞の発表を市民と共に鑑賞します。 10月28日 氷見市いきいき元気館３階ホール
氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 第28回氷見市菊花大会 会員と会員が指導する市民の菊花づくりの秀作並びに一般展示を市民と共に鑑賞します。 11月2日～4日 氷見市海浜植物園
氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 高志俳句大会 会員並びに一般参加で俳句の秀句を選出する大会です。 11月2日～4日
教育文化センター４階
第２研修室

氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 氷見市吟道大会 会員並びに市民が発表する詩吟を市民と共に鑑賞します。 11月3日 氷見市いきいき元気館３階ホール
氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 氷見市謡曲大会 会員の謡曲・仕舞の発表を市民と共に鑑賞します。 11月3日 圓照寺
氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 短歌大会 会員並びに一般参加で短歌の秀句を選出する大会です。 11月4日
教育文化センター４階
第２研修室

氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 第39回氷見市総合芸能大会
市内の芸能分野で活動している方々の発表の場として総合芸能の大会を開催します。
プログラム　筝曲、日舞、仕舞、民舞、剣詩舞、民謡、詩吟、新舞、郷土芸能

11月11日 氷見市ふれあいスポーツセンター
氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　②教育（学校教育）　③文化　④科学技術・学術
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富山県 氷見市 ③ 第39回合同茶会 会員並びに一般参加で行う茶会です。 11月18日 茶道館磯波風
氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 氷見市 ③ 市民俳句大会 市内で俳句に親しんでいる方々の発表の場として市民俳句大会を開催します。 11月18日
教育文化センター４階
第２研修室

氷見市教育委員会
氷見市芸術文化団体協議会

無料
氷見市芸術文化団体協議会
電話：0766-74-8271

富山県 舟橋村 ③ 第３８回舟橋村文化祭
舟橋村在住者及び在勤者が創作した作品展示及びサークル団体の発表。
天達武史氏による文化講演会　演題「天気の達人から見た異常気象と気象災害への備え」

11月10日 舟橋会館 舟橋村文化祭実行委員会 無料
舟橋村教育委員会
076-464-1126

イベントの類型　①教育（社会教育・生涯学習）　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


