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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16、17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
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13日 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
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17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
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。

10月31日～11月4日 朝日まちなか体育館 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
0765-83-1838

富山県 射水市 ①③ 第8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
www11.canet.ne.jp/users/geib
un/index.html

射水市芸術文化協会
（高周波文化ホール内）
0766-82-8400

富山県 射水市 ③ 企画展「戦国から幕末の射水」
野・山・川・海に育まれた射水の戦国時代から幕末維新にいたる特徴あ
る姿とそのあゆみを紹介します。

9月13日～11月24日 射水市新湊博物館 射水市新湊博物館
ｈｔｔｐ//ｗｗ
ｗ.ciy.imizu.toyama.jp/museum
/

射水市新湊博物館
0766-83-0800

一般310円、65歳以上・障が
いのある方150円、小中無料
企画展・常設展観覧券共通

富山県 魚津市 ①② 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気象予報士の武田康男氏による講演を行い

11月2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.toyama.j
p/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 2019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26,27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.jp/

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59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2～11月7日
※11月5日休館

新川文化ホール 無料 http://www.miragehall.jp/
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。

11月9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
魚津歴史民俗博物館企画展「松倉城の
歴史」展

平成28・29年度に発掘調査を実施した松倉城の出土品や調査成果を中
心に、松倉城や周辺の支城郡の歴史について紹介します。

9月20日～11月17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 ①② 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。さらに、餅つきイベントやミニ講座、わくわくシアターも行います。

11月9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.toyama.j
p/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 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しま
す。

10月29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
第15回特別展「十二貫野用水－開削の
記憶－」

十二貫野用水を拓いた椎名道三と開削に関わった人々を中心に、今日
の地域発展の礎となった用水開削と新田開発の歴史を紹介します。

7月26日～11月24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 黒部市 ③
黒部市美術館開館25周年
風間サチコ展－コンクリート組曲－

開館25周年を記念した木版画を主な表現媒体とする現代美術家風間
サチコの個展です。

10月12日～12月22日 黒部市美術館 黒部市美術館
https://www.city.kurobe.toyam
a.jp/category/page.aspx?servn
o=79

黒部市美術館
0765－52－5011

料金500円ほか

富山県 黒部市 ①②④ 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17日(予
定）

黒部市吉田科学館 富山県自然保護協会 無料 http://kysm.or.jp/
黒部市吉田科学館
0765-57-0610

富山県 黒部市 ①②④ 科学館まつり
工作や実験、自然、宇宙など、「科学」に関するイベントが盛り沢山で
す！

11月23日～24日 黒部市吉田科学館 黒部市吉田科学館 無料 http://kysm.or.jp/
黒部市吉田科学館
0765-57-0610

富山県 黒部市 ①②④ オーロラ上映＆トークライブ
オーロラメッセンジャー中垣哲也さんをお招きして、オーロラの上映や
トークライブを行います。プラネタリウムドームでオーロラを体感しよう！

11月2日 黒部市吉田科学館 黒部市吉田科学館 無料 http://kysm.or.jp/
黒部市吉田科学館
0765-57-0610

富山県 高岡市 ①② 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。ホールイベントとして記念演奏会も
あります。

11月1日～2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.toyama.j
p/takaoka/

富山県民生涯学習カレッジ
高岡地区センター
0766-22-5787

第61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61回「教育・文化週間」関連行事

富山県 高岡市 ③ 第49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「円-まどか-」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、市内各会場で舞台公演や作品展示等を通じ、日頃の研鑽の成果を
披露します。

10月26日～11月10日
富山県高岡文化ホール、高岡市生涯
学習センター、高岡市美術館、繁久
寺、雲龍山勝興寺

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

邦楽公演/2,000円、
洋楽公演/1,000円、
茶会/淡交会・竹風会：濃茶
席、薄茶席2,000円（当日
2,500円）　清風の会：薄茶
席、煎茶席2,000円

富山県 高岡市 ③
第49回高岡市芸術祭
高岡市美術作家連盟創立70周年記念
展

高岡市を中心に活動する美術作家の団体展。日本画、洋画、彫刻、工
芸、書、写真の6部門にわたり会員の作品を展示。連盟創立70周年を記
念し、地元富山大学芸術文化学部と共同開催します。

11月2～10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、公益財団法人高
岡市民文化振興事業団

無料
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

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ます。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ます。

4月2日(火)～令和2年3
月31日(火)【通年開催】

高岡市立博物館 高岡市立博物館 無料 https://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
呈茶の会「松聲庵－博物館で抹茶を楽
しみませんか－

紅葉の季節、さわやかな秋の陽差しが降り注ぐ古城の杜の中のお茶室
で、のんびりとお茶席をお楽しみいただけます。
※参加料：400円（菓子付）

11月2日 高岡市立博物館 高岡市立博物館 無料 https://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 ①
古文書講座「初めての古文書教室」（全
6講のうち第5講）

古文書（こもんじょ）は貴重な歴史の証言者です。古文書をひもとくこと
により、郷土の歴史を再発見できます。
※受講料（全6講分）：2,000円（親しむ会会員1,800円）

11月7日 高岡市立博物館 高岡市立博物館 無料 https://www.e-tmm.info/

高岡市立博物館
TEL：0766-20-1572
FAX：0766-20-1571
info@e-tmm.info

富山県 高岡市 ③ 安珠写真展「ビューティフルトゥモロウ」
パリコレモデルとしても活躍する写真家 安珠が表現する「少年少女の
世界」をテーマとした写真展。大人が忘れてしまった美しい世界に気付く
感性をつづった作品をご覧ください。

9月7日～11月4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

https:://www.camerakan.com
ミュゼふくおかカメラ館
TEL：0766-64-0550
FAX：0766-64-0551

富山県 高岡市 ③ コレクション展　あこがれのライカ展
アマチュアからプロカメラマン、コレクターに至るまで様々なカメラ愛好家
より高い支持を受ける「ライカ」について、メーカーの歴史やその魅力に
ついて紹介いたします。

9月7日～12月15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

https:://www.camerakan.com
ミュゼふくおかカメラ館
TEL：0766-64-0550
FAX：0766-64-0551

富山県 高岡市 ③
街角クラシックin Little Wing ～さまざま
な音楽に酔いしれて～

どこかで聞いたことのあるあの曲を、ピアノとエレクトーンで生演奏しま
す。出演：伊藤僚馬ほか

11月4日
高岡市生涯学習センター１階リトルウ
イング（ウイング・ウイング高岡）

高岡市、公益財団法人高岡市民文
化振興事業団

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

高岡市民文化振興事業団
TEL：0766-20-1560
FAX：0766-20-1562

入場料/1,000円(未就学児無
料)

富山県 高岡市 ①
高岡市生涯学習センター自主講座「平
安文学の世界」

『源氏物語』が現代にどのように生命を維持しているかという問題につ
いて、現代の作家たちがこの作品を踏まえて新しい作品を生み出す姿
を辿ります。『源氏』と作家たちの関係のドラマから、あらためてこの作
品の持つ魅力を考えます。

11月14日,28日,12月5日
高岡市生涯学習センター5階研修室
503（ウイング・ウイング高岡）

高岡市、公益財団法人高岡市民文
化振興事業団

http://www.manabi-
takaoka.jp/

高岡市民文化振興事業団
TEL：0766-20-1450
FAX：0766-20-1658

受講料/1,000円
定員：50名

富山県 高岡市 ①
高岡市生涯学習センター自主講座「泉
鏡花と富山」

泉鏡花が初めて富山を訪れた経緯と、その時に関わりある作品、また、
鏡花と高岡との関わりについて学びます。

10月11日,11月15日
高岡市生涯学習センター5階研修室
501（ウイング・ウイング高岡）

高岡市、公益財団法人高岡市民文
化振興事業団

http://www.manabi-
takaoka.jp/

高岡市民文化振興事業団
TEL：0766-20-1450
FAX：0766-20-1658

受講料/500円
定員：40名

富山県 高岡市 ①
高岡市生涯学習センター自主講座
「ポーランド講座『違うけど実は似てい
る!?日本とポーランド』」

憲法記念日が同じだったり、見た目は違うけどちょっと控えめな性格が
わりと日本人ぽいなど、日本とポーランドのちょっと意外な共通点につい
て紹介します。

10月25日
高岡市生涯学習センター5階研修室
501（ウイング・ウイング高岡）

高岡市、公益財団法人高岡市民文
化振興事業団

http://www.manabi-
takaoka.jp/

高岡市民文化振興事業団
TEL：0766-20-1450
FAX：0766-20-1658

受講料/300円
定員：40名

富山県 高岡市 ①
高岡市生涯学習センター自主講座「ふ
るさと再発見物語」

御車山、百足獅子の系譜など、高岡の祭礼について学びます。 11月5日,12日,19日
高岡市生涯学習センター5階研修室
501（ウイング・ウイング高岡）

高岡市、公益財団法人高岡市民文
化振興事業団

http://www.manabi-
takaoka.jp/

高岡市民文化振興事業団
TEL：0766-20-1450
FAX：0766-20-1658

受講料/1,000円
定員：40名

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



97

都道府県 市区町村 類型 行事名 行事の概要 開催日程 会場 主催機関名 料金 ＵＲＬ 問合せ先 備考

第61回「教育・文化週間」関連行事

富山県 高岡市 ③
第３２回特別展「 瑞龍寺奉納刀“家重”
と北陸の名刀たち 」

　承応三年に前田利常が瑞龍寺に奉納した刀剣『家重』を含む、北陸ゆ
かりの名刀約20点余を展示します。

10月12日～12月1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 高岡市 ①
創立30周年記念事業
令和元年度高岡法科大学秋季公開講

本学が長年培ってきた教育・研究の成果を広く地域社会へ発信し
ていくことで、教育・文化の向上に資することを目指しています。

11月9日,16日,23日,30日 高岡市生涯学習センター
学校法人高岡第一学園高岡法科大
学

無料
https://www.takaoka.ac.jp/lec
ture/kokai

高岡法科大学学生課
Tel.0766-63-3388（代）

富山県 高岡市 ④ 日本法政学会第131回学会
法学及び政治学に関する研究並びに研究者相互の協力をすることを推
進する日本法政学会の学術研究大会および「地方分権改革」をテーマ
としたシンポジウムを開催します。

11月23日、24日 高岡法科大学ミレニアムホール 日本法政学会 無料 http://www.jalps.jp/index.html
高岡法科大学学生課
Tel.0766-63-3388（代）

富山県 高岡市 ②
創立30周年記念事業
中学生対象の法教育

戸出中学校での出前講義（模擬評議）。社会科目の中の裁判につい
て、本学教員による裁判の仕組み及び裁判員裁判の概要説明を行った
後に、模擬評議を行います。

10月中旬～11月中旬 戸出中学校 戸出中学校 無料

富山県 高岡市 ②
創立30周年記念事業
高校生対象の法教育

富山県内の高校にて、主権者教育を富山県選挙管理員会とタイアップ
して主権者教育を行います。

各高校 富山県選挙管理委員会 無料

富山県 高岡市 ② 基礎演習Ⅰ　職業体験
官公庁における職業体験。前期に行った裁判所と同様に、後期では自
衛隊を見学し、自衛隊という職業の講演を聴講したうえでゼミ単位にて
問題点の提起や改善点等の報告会を行います。

10月18日か10月25日 金沢駐屯地
学校法人高岡第一学園高岡法科大
学

無料
高岡法科大学学生課
0766-63-3388（代）

富山県 高岡市 ②
創立30周年記念事業
在学生と卒業生交流イベント

本学卒業生による就職活動時のパネルディスカッションを行いながら、
本学在学生と交流を図る会を開催します。これにより、在学生には就職
活動を行う際に、どのような事が必要なのかまた、今の自分に何が足ら
ないのかを考えてもらうことで、将来につなげることを目指しています。

10月19日 高岡法科大学
学校法人高岡第一学園高岡法科大
学

無料
高岡法科大学学生課
0766-63-3388（代）

富山県 立山町 ③ 令和元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2～3日(予定）
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 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
します。

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

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 第15回　砺波市美術展〈市展〉
砺波市在住・在勤・在学者を対象とした公募展です。優秀作品には市展
大賞ほか各賞が贈られます。

10月26日～11月10日 砺波市美術館 砺波市美術館 無料 http://tonami-art-museum.jp
砺波市美術館
0763-32-1001

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24日～12月22日 砺波市美術館 砺波市美術館 無料 http://tonami-art-museum.jp
砺波市美術館
0763-32-1001

富山県 砺波市 ③ 開館30周年記念　小堀四郎洋画展
松村外次郎と同時代を生き、生涯画壇に属さず活動した知られざる画
家の業績を紹介します。

10月12日～11月10日 松村外次郎記念庄川美術館 松村外次郎記念庄川美術館 http://shogawa-museum.jp
松村外次郎記念庄川美術館
0763-82-3373

富山県 砺波市 ③ 高慶敬子展 水をテーマに描いた洋画家・高慶敬子の世界を紹介します。 10月5日～12月8日 庄川水資料館 庄川水資料館
http://www.shogawa-
museum.jp/mizusiryoukansite/
index.html

庄川水資料館
0763-82-3373

富山県 砺波市 ③ 第43回郷土先人展　麻問屋神田家
幕末から明治・大正にかけて、砺波地方を牽引する一大麻産業を築い
た砺波市出町の麻問屋神田家を紹介します。

10月11日～11月24日 砺波郷土資料館 砺波郷土資料館 無料
http://www.city.tonami.toyama
.jp/section/1298887642.html

砺波郷土資料館
0763-32-2339

富山県 砺波市 ③ 砺波市文化祭　どんぐりこ絵画展 絵画グループ「となみ絵の会どんぐりこ」の作品展です。 10月31日～11月4日 砺波市美術館　市民ギャラリー 砺波市文化協会 無料
http://tonamibunka.or.jp/bunk
a/02event/event.html

砺波市文化協会
0763-33-5515

富山県 砺波市 ③ 砺波市文化祭　砺波市菊花展 菊花の品評会です。 11月2日～5日 チューリップ四季彩館 砺波市文化協会 無料
http://tonamibunka.or.jp/bunk
a/02event/event.html

砺波市文化協会
0763-33-5515

富山県 砺波市 ③ 砺波市文化祭　民謡の世界 砺波市文化協会所属団体による民謡発表会です。 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.jp/bunk
a/02event/event.html

砺波市文化協会
0763-33-5515

富山県 砺波市 ③ 砺波市文化祭　謡曲大会 砺波市文化協会所属団体による謡曲等発表会です。 11月4日 砺波市文化会館大ホール 砺波市文化協会 無料
http://tonamibunka.or.jp/bunk
a/02event/event.html

砺波市文化協会
0763-33-5515

富山県 富山市 ②
第37回特別支援学校・みんながんばっ
てます作品展

富山県内の特別支援学校15校の作品を一堂に集め、幼児・児童・生徒
の日頃の学習の成果や努力の足跡を多くの方々に見ていただく作品展
を開催します。

10月25日～11月10日 富山県教育記念館1階展示場
富山県特別支援学校文化連盟
公益財団法人富山県ひとづくり財団

無料 http://www.t-hito.or.jp/
公益財団法人
富山県ひとづくり財団
076-444-2000

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 ①③
わくわく土曜シアター
「昭和30年代日本の生活特集」

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、昭和30年代日本の生活特集として「北陸・岐阜
編」「おふくろのバス旅行」「おばあちゃんあやまる」の3本を無料上映し

10月26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.toyama.j
p/eizou/

富山県映像センター
076-441-8455

富山県 富山市 ①③
わくわく土曜シアター
「紙幣になった女性達特集」

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、紙幣になった女性達特集として「お金のできる
まで」「紫式部」「樋口一葉」「津田梅子」の4本を無料上映します。

11月9日
富山県教育文化会館
5階ハイビジョン学習室

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.toyama.j
p/eizou/

富山県映像センター
076-441-8455

富山県 富山市 ①
平成31年度特別展「HYOUSHIKI　標式
土器―　私たち研究者の縄文時代の編
み上げ方―」

県内から出土した縄文土器を一堂に会し、縄文時代研究の基礎となる
様式・型式の典型である「標式土器」とその特徴を紹介します。

10月4日～令和2年3月8
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.toyama.jp/bra
nches/3041/maibun/index.htm
l

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
「富山藩主、勢ぞろい！－初代利次か
ら13代利同まで－」
（富山県公文書館　令和元年度企画展）

今年は、改元のあった節目の年です。そこで当館では、藩主の「代替わ
り」という節目を何回も経験した富山藩を振り返り、初代から１３代以ま
でのすべての富山藩主にスポットをあて、その人物像や治世などについ

10月3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.toyama.jp/bra
nches/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 第62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24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.toyama.jp/i
ndex.aspx

富山県立図書館普及課
076-436-0229

富山県 富山市 ① 令和元年度第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24日 富山県立図書館 富山県立図書館 無料
http://www.lib.pref.toyama.jp/i
ndex.aspx

富山県立図書館普及課
076-436-0229

富山県 富山市 ①② 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2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.toyama.j
p/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 ③
瀧口修造／加納光於≪海燕のセミオ
ティク.≫2019　詩人と画家の出会い　交
流　創造

戦後を代表する美術家の一人である加納光於と、その才能をいち早く
見出した富山出身の詩人で美術評論家でもある瀧口修造の、2人の精
神と創造に光を当てた展覧会です。2人が共同で制作した作品やその
交流を示す資料を併せて展示します。

11月1日～12月25日 富山県美術館 富山県美術館 https://tad-toyama.jp/
富山県美術館
076-431-2711

休館日：毎週水曜日、祝日の
翌日

富山県 富山市 ③
かがやく天産物－時代を越える立山ブ
ランドを求めて－

立山山麓紅葉のシーズンに、立山で産出した天産物の開発に関する歴
史を紹介する企画展です。立山の自然、歴史を展示する当館のコンセ
プトに沿って、立山を事例に日本の近代化と国際的な関わりを知ってい

9月14日～11月4日 富山県[立山博物館] 富山県[立山博物館]
http://www.pref.toyama.jp/bra
nches/3043/home.html

富山県[立山博物館]
076-481-1216

休館日：毎週月曜日、祝日の
翌日

富山県 富山市 ③
小倉遊亀と院展の画家たち展
滋賀県立近代美術館所蔵作品による

女性初の日本美術院同人で文化勲章受賞者の小倉遊亀と日本美術院
の創意工夫の軌跡を滋賀県立近代美術館所蔵の名品により紹介しま

9月13日～11月4日 富山県水墨美術館 富山県水墨美術館
http://www.pref.toyama.jp/bra
nches/3044/3044.htm

富山県水墨美術館
076-431-3719

休館日：毎週月曜日、祝日の
翌日

富山県 富山市 ③
藤子不二雄Ⓐ展－Ⓐの変コレクション
－

本展では、揺れ動く人間の心を多彩なジャンルで描き出し、日本を代表
するブラックユーモア作品を世に生み出した藤子不二雄Ⓐ氏の奇妙な
世界を「変コレクション」とともに紹介します。

10月6日～12月22日 高志の国文学館 高志の国文学館 http://www.koshibun.jp/
高志の国文学館
076-444-5492

休館日：毎週火曜日、祝日の
翌日

富山県 富山市 ③ 東京キャラバンin富山

東京キャラバンを総監修する野田秀樹（劇作家・演出家）氏が設定する
テーマの下、リーディングアーティストの木ノ下裕一（ドラマトゥルク・「木
ノ下歌舞伎」主宰）氏が指揮を執り、自身の選出した様々なアーティスト
（活動地域不問）と富山県内各地のアーティストや芸術文化資源とがコ
ラボレーションし、「文化混流」を体現するパフォーマンスを創作・公開し

11月3日、4日
富岩運河環水公園
富山県美術館

東京都
アーツカウンシル東京
富山県

info@tokyocaravan.jp

富山県 富山市 ①④ 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19日～20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/ingenuity

一般社団法人富山県発明協
会
0766-27-1150

表彰式11月26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19日～20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/ingenuity

一般社団法人富山県発明協
会
0766-27-1150

表彰式11月26日（火）

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 富山市民大学特別講演会
令和元年度山田地域文化祭において、木地智美氏（気象キャスター）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 ①③
特別展
越中富山の本屋さん－江戸時代の書
籍文化を探る－

富山で出版され、流通した書物には、どのような特色があったのでしょう
か。今回は、江戸時代の本屋の活動を中心に、富山の人々と書物の関
わりを紹介します。

10月5日～11月24日 富山市郷土博物館 富山市・富山市教育委員会
http://www.city.toyama.toyam
a.jp/etc/muse/index.html

富山市郷土博物館　076-
432-7911

入館料400円（富山市佐藤記
念美術館特別展との共通券
は720円）

富山県 富山市 ①③
特別展
柳宗悦の茶～日本民藝館名品選

大正・昭和にかけて活躍した思想家・柳宗悦が推し進めた茶の改革に
焦点をあて、日本民藝館所蔵作品の中から約60点を展示します。

10月5日～12月1日 富山市佐藤記念美術館 富山市・富山市教育委員会
http://www.city.toyama.toyam
a.jp/etc/muse/index.html

富山市佐藤記念美術館
076-432-9031

入館料500円（富山市佐藤記
念美術館特別展との共通券
は720円）

富山県 富山市 ③ 文化の日無料公開 富山市内の博物館等施設10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2019　part2
｢発掘でみる近現代の富山城跡｣

「旧富山市民病院」関連遺物や「旧富山地方裁判所」の木札など、江戸
時代の旧富山城域内（本丸・西ノ丸・三ノ丸）で見つかった近現代の出
土品や調査写真を展示し、明治維新以後の富山城の変遷を考古資料

7月23日～12月1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.toyama.toyam
a.jp/etc/maibun/yasuda/top.h
tm

安田城跡資料館
076-469-4241

富山県 富山市 ③
特別講演会
「富山城周辺の近現代の変遷」

発掘速報展2019　part2 ｢発掘でみる近現代の富山城跡｣に併せて講演
会を開催します。
講師：富山近代史研究会会長　竹島慎二氏
演題：「富山城周辺の近現代の変遷」

9月29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.toyama.toyam
a.jp/etc/maibun/yasuda/top.h
tm

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
  ｢新収蔵品展－黒田コレクションか

黒田氏から寄付された北代遺跡及び周辺遺跡等の縄文土器や石器等
を紹介します。

6月4日～1月26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.toyama.toyam
a.jp/etc/maibun/index.htm

北代縄文館
076-436-3664

富山県 富山市 ③
北代縄文考古楽講座
 ｢縄文時代の北陸の貝塚｣

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。
出土した骨・貝を中心に北陸の縄文時代貝塚の特徴を紹介します。
講師：富山市埋蔵文化財センター　納屋内高史

11月16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.toyama.toyam
a.jp/etc/maibun/index.htm

北代縄文館
076-436-3664

富山県 富山市 ③
企画展
「リノ・タリアピエトラ　ライフ・イン・グラ
ス」

卓越したヴェネチアン・グラスの技を誇る作家の展覧会。鮮やかな色彩
と伸びやかな形をもつ作品を展示し、彼がガラスに捧げた足跡を辿りま
す。

10月12日～2月29日 富山市ガラス美術館 富山市ガラス美術館
http://toyama-glass-art-
museum.jp/exhibition/exhibitio
n-3029/

富山市ガラス美術館
076-461-3100

富山県 富山市 ③ ロビー展「タンポポにあつまる虫たち」
タンポポに集まっている昆虫やクモなどの写真と、実物標本を展示しま
す。

10月26日～12月8日 富山市科学博物館 富山市科学博物館
http://www.tsm.toyama.toyam
a.jp

富山市科学博物館
076-491-2125

入館料　大人520円
高校生以下無料

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
http://www.city.toyama.toyam
a.jp/etc/minzokumingei/index.

民俗民芸村管理センター
076-433-8270

富山県 富山市 ③
企画展
自然布・古布・藍染布

本展では、自然布では苧麻、シナノキ、葛を素材にしたもの、古布では
裂織の背当、ぼろをつなぎ合わせたこたつカバー、藍染布では江戸自
体の布団地など、3つのテーマに即した味わい深い布を紹介します。

7月4日～12月8日 富山市民芸館・民芸合掌館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyama.toyam
a.jp/etc/minzokumingei/index.
htm

民芸館
076-431-6466
民芸合掌館
076-431-8156

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119
牛人のアトリエ、芋洞庵

水墨画の篁牛人は呉羽山の麓、安養坊にアトリエを構え、孤高の画人
と称されるような芸術活動をしてきました。本展では戯れに紙以外の媒
体に描かれた牛人の遺品や鍾馗などの彩色画、金太郎などの渇筆画

9月28日～3月2日 富山市篁牛人記念美術館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyama.toyam
a.jp/etc/minzokumingei/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
古代とやまのまじない

本展では、富山県内で出土した人面墨書土器や人形、斎串などの祭祀
遺物を通して、越中の古代のまじないを紹介し、奈良・平安時代の人々
の生活を探ります。

7月20日～12月15日 富山市考古資料館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyama.toyam
a.jp/etc/minzokumingei/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
やきものの“白”を楽しむ

本展では、器の“白”をテーマに館蔵品約100点を展示します。陶工や作
家たちが白に込めた様々な思いや工夫を探り、楽しむ機会となれば幸
いです。

8月21日～11月13日 富山市陶芸館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyama.toyam
a.jp/etc/minzokumingei/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
特別展
民俗資料にみる富山　－東？西？それ
とも？－

残された、民俗資料を基に富山の生活文化を東西日本文化の中に位
置づけ、紹介します。

9月7日～12月1日 富山市民俗資料館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyama.toyam
a.jp/etc/minzokumingei/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
企画展
義経と弁慶　－売薬版画から－

収蔵品の売薬版画から義経・弁慶をテーマに取り上げて紹介、展示しま
す。

10月3日～1月19日 富山市売薬資料館 富山市民俗民芸村
http://www.city.toyama.toyam
a.jp/etc/minzokumingei/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 南砺市 ①③
～色ソメツ 心ソメツ～　美に愛された染
色家　芹澤銈介展　宗廣コレクション

染色工芸家　芹澤銈介作品の日本屈指のコレクターである宗廣陽助氏
のコレクションから、宗廣氏自身が選んだ作品を展示します。

10月5日～11月4日 南砺市立福光美術館 南砺市、南砺市立福光美術館 ttp://nanto-museum.com
南砺市立福光美術館
0763-52-7576

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61回「教育・文化週間」関連行事

富山県 南砺市 ①③
緑の里講座　第13回「宗廣コレクション
芹沢銈介展」

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
座で、１回の申込で年間１８回すべての回を自由に受講が可能です。

10月30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 ①③
緑の里講座　第14回「歴史都市・日本遺
産　高岡の魅力」

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
座で、１回の申込で年間１８回すべての回を自由に受講が可能です。

11月13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 ①③ 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
講座です。

10月24日、11月7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 ①③ 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です。全５回
で、座学形式と現地でのフィールドワークがあります。

10月31日 高岡市内現地 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 ①③ 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で
す。

11月6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 ①③④
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をおこないます。

10月25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 入善町 ①③ 第47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47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。

10/12～10/20
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
0765-72-1105

富山県 入善町 ③ 藤原　隆洋展　somewher
自然の光景や現象をもとに知覚を刺激する「現象」を創り出す現代美術
作家、藤原隆洋の個展です。自然の織り成す壮大な美しさや、そこから
感じる生命力を表現した新作インスタレーションを展示します。

2019/10/19～2020/3/22
※12/23～1/10は休館

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
公益財団法人
入善町文化振興財団
0765-72-1105

一般600円
高大生300円
中学生以下無料

富山県 氷見市 ③ 第29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 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 第73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。 11月4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 舟橋村 ③ 第３９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
表です。森永卓郎氏による文化講演会（演題「誰がうそをついているの
か？増税も改革も必要ない！」）も開催します。

11月3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


