
２　子供体験活動

分野 教　室　名 実施期間 時　間 会　場 回数 定員
参加
者数

伝
統

芸
能
塾

平・上平教室 6月～11月 19:30～21:00 春光荘他 20 50 50

ねん土と友だち（陶芸） 6/17,7/1,15
9:15～10:30
10:45～12:00

福野文化創造センター
各
3

各
20

16
19

ロボット体験教室
8/3,4,5,7,10
12/23～12/25

13:30～15:30
13:00～16:00

井波総合文化センター
5
3

各
10

8
16

親子で望遠鏡を作ろう！ 8/5 9:30～11:30 井波総合文化センター 1 20 7

スターウォッチング 6月～9月
19:30～21:00

他
埋蔵文化財センター別
館

5 － 73
(のべ)

気軽に乗馬体験 7/15 9:00～16:00 福光乗馬ステージ 1 － 39

　南砺市の豊かな自然と文化に根ざす、たくましいからだと豊かな心をもつ青少年を育成するた
め、「子ども伝統芸能塾」、「週末子ども文化塾」、「チャレンジ冒険塾」の三つの分野でさま
ざまな体験活動プログラムを展開した。また、子ども伝統芸能塾を除くすべての教室は、市内全
小学生に対して募集を行い、だれもが参加できる機会を設けた。

　南砺市には、平家の落人の哀愁を奏でる「麦屋節」や1400年前から歌い継がれる「こきりこ」を
はじめとする国選択無形民族文化財の「五箇山民謡」があり、これら伝統芸能を未来へ伝承するた
めに、小中学校と連携して放課後や長期休業中に、平、上平地域において芸能塾を開催した。

　平成14年度から完全実施された学校週５日制に対応して、旧町村では合併前から、地域で子ども
を育てる環境の整備を進めてきた。こうした週末や長期休暇中のさまざまな活動の取り組みでは多
くの文化・スポーツを指導する地域人材がかかわっている。これら地域人材の教育力を生かして週
末にさまざまな文化的体験活動プログラムを実施し、豊かなこころと感性を伸ばすことを目的に４
つの文化塾を開催した。

チ
ャ

レ
ン
ジ

自
然
塾

(１) 子ども伝統芸能塾　【むぎや踊りや民謡を伝承する伝統文化教室】

(２) 週末子ども文化塾　【さまざまな文化活動をとおして豊かなこころを育む文化教室】

(３) チャレンジ自然塾　【野外での多様な自然体験を通し積極的な行動力を育む体験教室】

週
末
子
ど
も
文
化
塾

  南砺市は、豊かな自然と体験活動施設を有している。これらのフィールドや施設で、週末や長期
休暇中に、さまざまな自然体験活動プログラムを実施し、普段の学校生活や日常生活では得られな
い直接体験活動をすることにより、たくましい体と探究心を育てることを目的に２つの冒険塾を開
催した。
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市全体 城端 平・上平 利賀 井波 井口 福野 福光

10:00
～11:30

10:00
～12:00

10:00
～11:30

10:00
～12:00

10:00
～12:00

10:00
～11:30

10:00
～12:00

城端伝統
芸能会館

上平公民館
利賀複合
教育施設
アーパス

井波総合
文化ｾﾝﾀｰ

いのくち
椿館

福野文化
創造ｾﾝﾀｰ
ヘリオス

ＪＡ福光
中央会館

男 252 40 7 4 41 8 74 78

女 217 34 6 3 40 4 55 75

計 469 74 13 7 81 12 129 153

3

4

実施時間

会　　場

2

○成人式のしおり(式次第・２０年間のあゆみを掲載)

 ○新成人者名簿　　 ○県知事メッセージ　　　○お金のリーフレット

 ○南砺市交通安全協会ボールペン　○市政パンフレット　○ほけんのキホン

 ○献血ＰＲリーフレット・ティッシュ  　○適正飲酒のススメ

 ○ローン・キャッシングＱ＆Ａ　　○健康手帳

 ○あぶないアクション

 ○選挙のススメ

知事メッセージに知事の顔写真を入れて印刷し、成人者に配布
知事

ﾒｯｾｰｼﾞ

３　成人式

配布物

参
加
者

○平成30年　南砺市成人式実施状況　　実施日：平成30年1月7日（日）

地域

1

開式の辞

国歌斉唱

式辞

祝辞

記念品贈呈

祝電披露

謝辞

閉式の辞

記念撮影

交通安全
宣言

新成人を
祝う歌

はたちの
主張

新成人の
抱負

はたちの
つどい

二十歳の
ﾒｯｾｰｼﾞ

新成人
抱負発表

思い出のアル
バム

思い出のアル
バム

祝賀会 祝賀会 祝賀会

同左 同左 同左 同左

祝電披露
の後、

交通安全
宣言

同左 同左

謝辞は、
新成人の
抱負発表

 ○エイズ予防

式典と
記念行事

5

同左
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期 実施期間 時　間 回数 定員
応募
人数

5/17～7/20 9:00～ 5 20
※
52

5/23～8/9 19:00～20:30
フィールドワーク　9:00～

5 30 29

6/7～7/19 19:30～21:00 5 30 37

5/16～11/14 19:30～21:00 14 15 8

6/16 9:30～ 1 50
※
86

5/15～12/5 13:30～15:30 30 20 14

5/15～12/5 19:30～21:30 30 20 12

9/21～11/9 9:00～ 5 20
※
34

9/26～12/6 19:00～20:30
フィールドワーク　9:00～

5 30 27

9/27～11/22 19:00～20:30 5 30 27

前

期

ふるさとを巡る【前期】

なんと陶芸講座　昼コース

津幡城ほか現地

井波総合文化センターふるさとの歴史

ふるさと見聞シリーズ

後

いなみ木彫りの里

人と自然・健康

（株）富山環境整備ほか

城端陶芸工房

Ⅳ　成人教育

 １　南砺市民大学

  南砺市民大学は、市民大学講演会と市民大学講座からなり、１５歳以上の全市民を対象に、誰
でも、どの講座でも受講できる。市民大学講演会と一部講座を除いては、経費の一部を受益者負
担とする講座である。

(１) 南砺市民大学講座

　大学等の高等教育機関の教官や博物館の学芸員、様々な機関の研究者や実践的指導者など高い
専門性をもつ講師による教養講座や、地元の講師を招き、南砺市への理解と愛着を深めることを
目的とする講座を開設した。

会　場講　座　名

ふるさとの歴史

人と自然・健康 福光福祉会館ほか

利賀瞑想の郷ほか

井波総合文化センター

なんと陶芸講座　夜コース

ふるさとを巡る【後期】

いなみ木彫りの講座

福光福祉会館ほか

9/27～11/22 19:00～20:30 5 30 27

9/22～11/10 13:00～ 4 25
※
50

大人のための企業・店見学 （株）能作ほか

※　抽選にて受講生を決定

期
ふるさとの歴史 井波総合文化センター

「ふるさとの歴史」 「人と自然・健康」
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1

2

(３) 南砺市生涯学習講座　作品展・活動報告

　　平成30年2月17日（土）～18日（日）

（２）市民大学講演会

日時・会場

2月18日（日）
13:30～

第14回社会教育推進大会

　南砺市民一人ひとりが生涯にわたって主体的に学び、心身ともに充実した生活をおくることができ
るような機会づくりのため、さまざまな分野の著名な講師を招き文化教養講演会を実施した。

受講者数演題・講師・職・備考

市民大学講演会

5月27日（土）
14:00～

250

「ダウン症の娘と共に生きて」

井波総合文化センター

福野文化創造センターヘリオス

金澤　泰子
金澤　翔子

「転んだら、どう起きる？」

　　　南砺市民大学講座・なんと市民学遊塾・子供体験活動の受講生の学習や活動の成果を
　　発表する場をもうけることにより、受講生や市民の学習意欲を高め、また、新たな発見や
　　創造へのきっかけをつくる。

　③　会　場

450

　①　目　的

　南砺市民大学講座
　なんと市民学遊塾の総合開講式

俳優

書家

宇梶　剛士

　②　期　日

　社会教育推進大会記念講演

　　福野文化創造センター ヘリオス

　　出品団体等

1

2

3

4

5

6

7

8

南砺市内３１公民館

なんと陶芸講座（市民大学）

いなみ木彫りの講座 (市民大学)

南砺市民大学、なんと市民学遊塾、子供体験活動　活動写真

ねん土と友だち（子供体験活動）

はなの木畚作り（学遊塾）

ススタケとサルナシの籠作り（学遊塾）

ふくの少年ハーティークラブ

　④　内　容
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２　なんと市民学遊塾

(１) 講師募集

【 前期 】募集期間 平成28年12月26日～平成29年2月15日 応募講師数　のべ11人　

【 後期 】募集期間 平成29年5月8日～平成29年6月16日 応募講師数　のべ5人　

(２) 開講した講座

講座名 会　場 回数 定員

はなの木ふご作り 5/16～7/16 9:30～12:00 五箇山合掌の里 10 10

ひとりで装うはじめての“ゆかた“ 5/24～6/14 19:15～20:45 福野文化創造センターヘリオス 4 10

はじめての籐工芸 6/10～8/26 14:00～16:00 井波総合文化センター 6 10

歌謡曲でフラダンス 5/16～9/19 10:30～11:30 いのくち椿館 10 10

初めてのオカリナ 5/20～8/12 9:30～11:00 福光福祉会館 6 10

サルナシとススタケの籠作り 10/3～11/21 9:30～12:00 五箇山合掌の里 8 10

スッキリ！美姿勢エクササイズ 9/25～11/20 19:00～20:30 福光青少年センター 8 15

60才からの美姿勢エクササイズ 9/21～11/9 10:45～12:00 福光青少年センター 8 15

歌謡曲でフラダンス 10/3～2/6 10:30～11:30 いのくち椿館 10 10

　市民の自主的・自発的な「学び」の場として「なんと市民学遊塾」を開設した。この講座
は、一般市民から講師を募り、講師が企画した講座内容で塾生を募集する。開講決定は事務
局で判断し、講師と塾生が協力して自主的に運営する。また、事務局運営、講師謝金、施設
使用料などの運営経費は、塾運営費と受講料によって賄い、広報費は市の一般会計より支出
する。将来的には事務局の運営も、ボランティア・スタッフによって行う自主的運営の講座
をめざす。

時　間実施期間

前

期

後

期

講座名 会　場 回数 定員

各地の農業・酪農 5/24～5/26 19:30～20:40 福野文化創造センターヘリオス 3 30

やさしい英会話 6/14～9/13 10:30～11:30 福野文化創造センターヘリオス 4 10

草木の「いろ」遊び 5/24～9/20 10:00～12:00 井波総合文化センター 6 10

楽しいアーティフィシャルフラワー 5/25～7/20 19:00～20:30 福野文化創造センターヘリオス 3 10

『天災を知る・備える』「気象庁」
のしごとABC

5/17～9/20 18:00～20:00 福野文化創造センターヘリオス 10 30

人工知能とロボットが創る未来 5/21～7/30 13:00～15:30 福野文化創造センターヘリオス 10 20

「歴史」から現代を考える 11/8～12/20 13:30～15:00 福野文化創造センターヘリオス 7 10

開
講
で
き
な
か
っ
た
講
座

時　間実施期間

歌謡曲でフラダンス

60才からの

美姿勢エクササイズ
初めてのオカリナ

はじめての籐工芸
ひとりで装う

はじめての“ゆかた”
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３ 社会教育推進大会 

教育関係者及び社会教育に関心の深い市民が一堂に会し、新しい時代の社会教育を考える機会と

して開催した。また、南砺市教育委員会表彰式をあわせて行い、教育部門に功績のあった個人と団

体を表彰した。 

(１) 日 時 平成 30 年 2 月 18 日（日）13：30～16：00    

(２) 会 場 福野文化創造センターヘリオス  

(３) 日 程 13：30 開会 開会挨拶 教育委員長 

         13：35 平成 29 年度 南砺市教育委員会表彰式 

         14：15 社会教育実践発表  

「大鋸屋公民館」         

14：30 記念講演 講演 金澤 泰子 氏（書家） 

          揮毫 金澤 翔子 氏（書家） 

「ダウン症の娘と共に生きて」 

         16：00 閉会挨拶  

(４) 参加者  450 名

(５) 南砺市教育委員会表彰受賞者（敬称略） 

氏 名 功績・成績・大会名など

一

般

表

彰

今井 一雄
功績部門：指導育成

井口中学校スポーツエキスパート（１３年）

辻  直幸 
功績部門：社会教育

西太美公民館主事（１５年）

南  成子  
功績部門：社会教育

井波公民館前指導員（１５年）

フラット♭

代表 折口 律子

功績部門：社会教育

平図書館や上平小学校でのブックトークや絵本の読

み聞かせなどのボランティア

特

別

表

彰

谷口 信夫 改組新第３回日展特選（工芸美術）

 横山 丈樹 改組新第４回日展特選（彫刻）

 米  隆斗
第２６回全国小学生バドミントン選手権大会

団体戦 都道府県対抗男子の部 ３位
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特

別

表

彰

山田 呼夏
2017ＪＯＣジュニアオリンピック全国選抜ジュニアスキー競技会

女子スーパーＧ 優勝、女子ＳＬ 準優勝

安達 あん珠
第３７回三笠宮杯全日本ＤＳ選手権 全日本選手権 

ジュニアラテン 準優勝 スタンダード ３位

岡田 愛彩
第１２回オールジャパン・ジュニアＤＳカップ 2017in 東京

ジュニアラテン 準優勝

堀  真
第２５回都道府県対抗全国 DS 大会 in 愛媛

都道府県対抗団体戦 ラテン ３位

松村 愛花
第２５回都道府県対抗全国 DS 大会 in 愛媛

都道府県対抗団体戦 ラテン ３位

大西大晶・大西咲菜 ペア
第３７回三笠宮杯全日本ダンススポーツ選手権

スタンダード３位、ラテン３位

竹原 義之
第 90 回全日本学生スキー選手権大会 クロスカントリー男子１部

リレー10km ×4 優勝（日本大学） 

徳川 愛実
第２４回全日本シングルス選手権(ｿﾌﾄﾃﾆｽ) 
女子の部 優勝（２年連続） 

南砺福野高等学校放送局
第６４回 NHK 杯全国高校放送コンテスト

創作ラジオドラマ部門 優勝 

南砺福光高等学校 ライフル射撃部
平成２９年度 第５５回全国高等学校ライフル射撃競技

選手権大会 学校対抗戦 AR 女子３位

ハッピーＨＡＰＰｙクローバー

代表 大西 早織

第１２回オールジャパン・ジュニアＤＳカップ 2017in 東京

フリーダンス チーム対抗戦 優勝
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 【講座の実施内容】

回 会場 演題
参加
者数

1 5月 18日
井波総合文化セ
ンター

インド巡礼・お釈迦さまの八大聖地を訪
ねて

浄教寺　住職 高瀬　顕正 107

2 5月 31日 福光福祉会館 ブランド医薬品とジェネリック医薬品
金沢大学名誉教授（元薬剤部長）
中北薬品金沢支店薬事情報室長

宮本　謙一 97

3 6月 14日
井波総合文化セ
ンター

★素材とデザインで市場を拓く （株）能作　代表取締役社長 能作　克治 81

4 6月 29日
福野文化創造セ
ンター

富山のガラス造形作家たちによる美の競
演

富山ガラス工房　館長 野田　雄一 86

5 7月 12日 じょうはな座
城端神明宮祭の曳山行事
～ユネスコ無形文化遺産登録を受けて～

城端曳山祭保存会　会長 大西　正隆 86

6 8月 2日 じょうはな座
★「故郷」～日本人が手にした第二の国
歌～

作曲家 小西　和行 66

7 8月 9日 福光美術館
デルゲ印経院旧蔵　チベット仏教木版画
展

利賀瞑想の郷　館長 浦辻　一成 64

8 8月 23日
地域包括ケアセ
ンター

世界遺産研究の現状と課題 富山国際大学　現代社会学部　教授 佐藤　悦夫 71

9 9月 6日
福野文化創造セ
ンター

利賀村の民謡 利賀村むぎや節保存会　会長 野原　哲二 84

10 9月 23日
井波総合文化セ
ンター

【公開講座】コントDE健康講演会
南砺市民病院　院長
コントDE健康ボランティアグループ

清水　幸裕 161

11 10月 4日
井波総合文化セ
ンター

生活習慣病研究の歴史と健康のための睡
眠指針

富山大学大学院
疫学・健康政策学　准教授

山田　正明 78

12 10月 18日 現地研修
暮らしと文化の歴史を辿る旅
～氷見・高岡方面～

現地解説員 73

13 11月 1日 福光福祉会館 元気が出る毎日
金沢大学名誉教授
中谷宇吉郎雪の科学館　館長

広瀬　幸雄 74

14 11月 16日
福野文化創造セ
ンター

地域包括コミュニティとものがたり ものがたり診療所　所長 佐藤　伸彦 66

15 11月 29日 じょうはな座
富山湾の海水を利用した陸上養殖
（アナゴ、サクラマス）

近畿大学水産研究所
富山実験場　場長

家戸　敬太郎 78

16 12月 14日
井波総合文化セ
ンター

どんどん増える食物アレルギー
－原因と対策について－

富山大学大学院
医学薬学研究部　教授

足立　雄一 67

17 1月 17日
福野文化創造セ
ンター

これからの南砺が目指す農村文明社会 南砺市長 田中　幹夫 75

18 2月 7日
井波総合文化セ
ンター

北陸新幹線と日本鉄道史 富山ふるさとマスター 松井　慎一郎 38

19 2月 28日 じょうはな座
高岡御車山祭と町民文化
～ユネスコ無形文化遺産登録を受けて～

高岡御車山会館　館長 林　昌男 58

20 3月 14日 福光福祉会館 朴坂峠（殿様道）を訪ねて 郷土史愛好家
上田　伸一
土居　敬生

84

★は、県民カレッジ連携講座です。

 おおむね６０歳以上の方

 １４９名（男７２名　　女７７名）

Ⅴ　高齢者教育

 1　緑の里講座（高齢者大学）

 平成２９年５月１８日～平成３０年３月１４日

 井波総合文化センター　福野文化創造センター　福光福祉会館　じょうはな座　ほか

月　日

対　　象

申込者数

実施期間

実施場所

講師
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　(１)城端地域

　　①南山田地区　　

月／日 場所 参加者(人）

1月22日 南山田公民館 52

1月22日 南山田公民館 52

1月22日 南山田公民館 52

　　②蓑谷地区　　　

月／日 場所 参加者(人）

12月11日 蓑谷公民館 10

1月10日 蓑谷公民館 12３B体操 小西　志津子

財務省富山財務事務所長

トゥインクルスターズ南山田フェスティバルⅢ演奏会

南山田フェスティバルⅢ金融講座

学習テーマ

２　地区高齢者学級

　(２)井波地域

　　①南山見高齢者教室

　　【学習のねらい】 美しい自然の環境を創造する歴史と伝統に育まれ、自らの人生をより健康
で明るく、益々生きがいを高めるよう学習に励み、地域社会の貢献につと
める。

学習テーマ

南山田フェスティバルⅢ防犯講座

講師

講師

小西　志津子３B体操

城端交番所長、警察署員

月／日 場所 参加者(人）

6月12日 南山見公民館 46

6月20日 南山見公民館 48

11月30日 福光美術館　など 22

2月15日 南山見公民館 28

月／日 場所 参加者(人）

4月 8日 高瀬神社 70

6月11日 高瀬遺跡公園
南砺市埋蔵文化財センター

45

8月18日 高瀬公民館 25

健康と体験学習から豊かな生きがいを求める。

学習テーマ

地域に密着した介護予防
南砺市地域包括支援センター
　武部　範代

そのままでよろしい、そのままではいけ
ない

妙蓮寺　住職　竹部　俊惠

　　 【学習のねらい】

現地解説員

　　② 高瀬高齢者教室

南砺市政バス日帰り研修

南砺市埋蔵文化財センター
学芸員　山森　伸正

南砺警察署　井波幹部交番所長
　藤井　肇

講師

高瀬神社宮司　藤井　秀弘

高瀬遺跡清掃
埋蔵文化財の見学について

高瀬神社境内清掃・金婚祭
講演「神社の風習について」

高齢者の交通安全について
近頃の犯罪と犯罪防止について　など

学習テーマ

感謝の心を３倍に

める。

浄教寺　住職　高瀬　顕正

講師
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　　③山野地区　　　

月／日 講 師 参加者(人）

6月3日
南砺市地域包括支援

センター
武部　範代

53

11月25日
浄教寺

住職　高瀬　顕正
39

　　④井波地区

月／日 講師 参加者（人）

毎週木曜
19:30～21:00 八嶋　順子 11

月３回
（水曜２回、
木曜１回）

オーケストラ・アンサンブ
ル金沢合唱団　田形　縁
ピアノ講師　本江　あずさ

15

月１回 久保　美智子 11

毎週土曜
林　清作
斉藤　裕章

13

　(３)福野地域

　　福野中部地区　

教室 場 所

女声コーラスサークル 井波社会福祉センター

ダンスクラブ
ダンス体験

山野公民館

山野公民館

場 所教 室

開講式
健康と介護予防について

法話会「今をよろこぶ」
閉講式

井波社会福祉センター

将棋教室 井波総合文化センター

いなみウォーキング俳句会 井波総合文化センター

月／日 場所 参加者(人）

８月～12月
全10回

福野中部公民館 8

２月～４月 産業文化会館 10ミニあんどん教室 村澤　修一

教室

武者絵伝承教室 村澤 修一、干場 昌子、新山 泉

講師
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     地区高齢者学級（１１学級）
    「　主　題　　～老ゆるとも　努力忘るな　いきいきと～　」

　　①　開設場 　各地区公民館等
　　②　学習回 　各学級　年間１２回（月１回）
　　③　現地学 　県内外の社会探訪　各学級　年間１～２回

学級名 学級のテーマ／平成29年度の主な学習内容 会員数

～お互いに寄り添いあって楽しく～

「新聞の読み方」「研修旅行」「介護予防」「交通安全いきいき教室」「市政の現状と動き」「方
言について」「陶芸」「福光の石仏の話」「美術館よもやま話」「仏さまの塗り絵」「県政の現状
と展望」「法話」

～学びを通して生きがいとふれあいを深めよう～

「開講式 交通安全いきいき教室　防犯教室」「老いて益々いきいき」「県政について」「大自然
のパノラマ上高地と山あいの秘湯　中の湯温泉」「美化奉仕活動」「薬の話」「８月会館‘新’富
山県美術館と富岩運河水上ライン」「法話」「笑う門には福来る」「市政について」「春夏野菜花
木栽培のコツ」「認知症予防、脳トレ、体操、介護予防、介護制度等について　閉講式」

～みんなで目指そう、にこにこ１００才～

「開講式 南砺市の高齢者について」「交通安全と防犯教室」「にこにこ１００歳　加賀蒔絵につ
いて」「介護予防」「救急救命　奉仕活動・草むしり」「薬の話」「県中央植物園　もりもりハウ
ス（木材加工について）」「認知症予防　奉仕活動・雪囲い」「研修旅行裏話」「麹の話」「富山
県政の現状」「法話 閉講式」

～集まって　見て　学び　生きがいを～

「開講式　南砺市政について」「勤労奉仕活動」「交通安全いきいき教室」「１日研修旅行」「法
話」「勤労奉仕活動」「笑いのヨガ」「小矢部川水系の農業用水路について」「陶芸教室」「昨今
の農業事情」「美術館よもやま話」「閉講式　県政と時事」

～見て　聞いて　有意義な余生を～

「開講式 交通安全教室　防犯教室」「地域美化奉仕活動」「南砺市政を聴く」「海王丸パーク＆
内川遊覧きっときっと市場・瑞龍寺」「上方落語　大道芸口上」「富山県政を聴く」「大鍾乳洞・
郡上踊り　時の零の刻んだ大自然の造形美」「町史　福光時代の棟方志功」「法話会」「自分にで
きる介護予防法　物忘れ防ぐ・健康で過ごす」「仏・観音さまの塗り絵」「笑いヨガ　閉講式」

～郷土を愛し　相互の親睦を図り　元気で学ぼう～

「開講式 交通安全・防犯教室」「南砺市の市政について」「火の用心と救急救命法　社会奉仕
（農村公園草刈り」「社会探訪（施設めぐり）」「口から全身の健康を保つ」「見る・さわる・食
べる等　五感を使って脳を活性化する」「五箇山・福光の歴史」「曳山の話」「紀行　スリランカ
の旅」「県政と時事問題」「認知症予防　脳をいきいき健康に保つ方法」「物故会員追悼法会 総
会・閉講式」

～老ゆるとも　元気で学ぼう　皆の集い～

「開講式 出前健康講座『コントDE健康』」「立山カルデラの自然と砂防を学ぶ　立山山麓温泉で
心身を癒す」「交通安全いきいき教室」「笑いのヨガ　手芸教室」「南砺市の現状を聞く」「体操
の実践で若返り」「マジックと玉すだれの技をみる」「富山県政と実情」「楽しい旅」「講話　閉
講式」

～生きがいのある生活を求めて友愛の輪を広げよう～

「講話」「小矢部川水系の農業用水路について」「立山の話」「悠久の歴史街道と瑞泉寺」「県政
の現状と将来」「認知症を学び　地域で支えよう」「自然の再発見」「交通安全いきいき教室　防
犯教室」「福光の石仏」「懐かしのレコード」「知って得する薬の話」「野菜栽培について」

～健康な体と　明るい心で　日々を過ごそう～

「開講式 交通安全・防犯教室」「南砺市の市政について」「認知症予防」「今庄そば道場、花は
す公園、福井市名勝“養浩館庭園”」「インドネシアの観光」「松村謙三さんと中国」「下呂温泉
と馬籠宿　清流の里郡上八幡と南信州飯田」「釈迦と仏教（紀行）」「天気予報について」「法
話」「県政について」「市社協の出前講座　閉講式」

～郷土を愛し　ふれあいを深めよう～

「開講式　相続と遺言等」「防災の心構え」「福井県勝山大野方面」「市政の課題」「交通安全い
きいき教室」「共同募金について」「金沢方面」「笑いのヨガ」「電気の安全について」「市政報
告」「県政報告」「閉講式　美術館運営」

～明るく　仲良く　元気よく～

「開講式 交通安全防犯教室」「県政・市政を聴く」「社会探訪」「物故会員追善法要　講話」
「美化奉仕活動　ペタンクを楽しむ」「陶芸教室」「絵画教室（女性）、 男のための調理教室」
「法話」「南砺市の観光」「（郷土学習）山村の暮らし」「認知症を予防する」「春夏野菜栽培
閉校式・茶話会」

北山田福寿大学 102

吉江福寿大学 150

南蟹谷福寿大学 51

太美山福寿大学 53

東太美福寿大学 61

山田寿福大学 140

広瀬福寿大学 88

広瀬舘福寿大学 176

西太美高砂大学 64

(４)福光地域

　【学習のねらい】
福光地域在住の高齢者のニーズに即した学習の場を設定することにより、学習者に主体性のある自己啓

発を促す。
　主体的に学習参加することにより教養を高め、また趣味・特技を生かして充実した生活と積極的な社会
参画ができるように援助する。

福光福寿大学 52

石黒福寿大学 98
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Ⅵ 社会教育団体 

1 南砺市連合婦人会

(1)組織体制 

 ・会 長 武部 範代

・副会長 小西 泰子  細木 淑美 山本 雅美  

・会員数 １，３０８ 名

(2)平成２９年度実施事業 

月 日 事業及び内容 会 場

4 2 第１３回南砺市連合婦人会総会

・記念講演「あったか地域の大家族
       ～富山デイサービスの 23 年」
 富山型デイサービス このゆびとーまれ所長
               惣万佳代子氏

・ミニライブ ｼﾝｶﾞｰｿﾝｸﾞﾗｲﾀｰ 北村 瞳氏

・食品ロス 第 1 回アンケート実施
222 名

じょうはな座

5 14 富山県婦人会総会並大会        23 名 富山県民共生センター

6 11 富山県婦人会指導者研修会砺波地区研修会

 『食品ロス・食品廃棄物について』    22 名

庄川生涯学習センター

7 1 
8～9 

22 

南砺市連合婦人会だより第 25 号発行

連合婦人会国内研修            21 名

家庭教育セミナー映写会「オケ老人」

市内全戸配布

能登方面

クロスランドおやべ

8 19 家庭教育セミナー映写会「この世界の片隅で」 砺波総合文化会館

9 16 
下旬

富山県家庭教育研究集会          2 名

食品ロス 第 2 回アンケート実施      450 名

サンフォルテ

南砺市全地域婦人会

10 12 東海北陸社会教育研究大会         5 名 県民会館

11 12 

13 

富山県連合婦人会 創立 70 周年記念大会 

  第 8 回 絆～活動と交流のつどい    102 名

全地婦連 中部ブロック研究大会       19 名

富山第一ホテル

   〃

1 8 市長と語る会         

『南砺市の防災対策について』       56 名

北野ふれあいセンター

3 1 
20 

南砺市連合婦人会だより第 26 号発行

平成 29 年度 南砺市連合婦人会新旧会長会議

市内全戸配布

福光庁舎別館
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（３）主な活動 

①第 13 回総会の開催

4 月 2 日（日）午後 1 時より式典及び総会をじょうはな座にて開催

  田中市長・長井市議・高田教育長他来賓多数を迎え、222 名の参加となる

  同時に第 1 回食品ロスに関するアンケート調査を実施（婦人会だよりに掲載）

 記念講演会  

   富山型デイサービス このゆびとーまれ所長  惣万佳代子氏

     「あったか地域の大家族～富山デイサービスの 23 年」

   富山弁炸裂で日々の出来事を面白おかしく語っていただき、楽しい内容が好評だった。

   ミニライブ 

  シンガーソングライター 北村 瞳氏によるピアノの弾き語り

  南砺市福光出身の方で、日常をテーマに若者らしい感性で親しみやすい歌を披露

②国内研修

7 月 8 日(土)～9 日(日) 能登方面「のと里山里海号と座禅体験」

21 名の参加。これからの婦人会に

ついての意見交換や会員減少対策

など話し合いながら、親睦を深める

研修となった。

③市長と語る会

・テーマ 「南砺市の防災対策について」 56 名の参加

 市長による基調講演後、震災食講座を実施。石川県栄養士会員の乙川味巧先生による実習を

 通して、災害時に備えての料理方法や工夫を教わった。

④家庭教育研究集会

・テーマ 「食品ロス削減への取り組み」 

４月２日の総会出席者を対象に、マイバッグ運動の実施状況・３R 運動やエコストアの認知度・

食品ロスついての１回目アンケート調査を実施。７月１日発行の婦人会だよりに集計結果を掲載。

 ９月下旬に、全地区会員を対象に２回目のアンケート調査「お宅の冷蔵庫拝見！」を実施。

冷蔵庫に長い間残っている食材や食品ロス削減への工夫等を集計し 10 月 28 日井波総合文化センター

で行われた「富山県環境保健衛生大会」に結果をまとめたポスターを展示して活動報告。

3 月 1 日発行の婦人会だよりにも掲載。
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２　青少年育成南砺市民会議

（１）組織・役員会

①　会長　　岩井　透

　　〒932-0292　南砺市井波520　南砺市役所井波庁舎

③　総会　 平成２９年５月１８日（木）　井波総合文化センター

④　常任委員会 平成２９年４月２７日（木）　南砺市井波庁舎

平成３０年３月２０日（火）　南砺市井波庁舎

（２）市民会議活動

月

５月

６月～
２月

10月

（３）支部活動

支部 事務局

城端 城端支部

平
平若者センター

「春光荘」

上平
五箇山山村開発

センター

利賀
複合教育施設

アーパス

井波
井波総合文化

センター

井口 井口行政センター

福野
福野文化創造

センター
ヘリオス

福光 福光福祉会館

内　　容

夏の青少年の非行・被害防止に取り組む運動

夏休み子ども居場所づくりの支援

子供・若者育成支援強調月間

○ふくの少年ハーティクラブ活動
○第１８回「子ども１１０番の家」ウォークラリー
○「家庭の日」デザインコンテスト・ポスター作成、地域内掲示
○さわやかあいさつ運動（６月・１０月）
○書店・コンビニへの有害図書立入調査

○体験学習ツアー
○親子体験学習講座
○あいさつ運動
○善行表彰式
○青少年健全育成講演会

○巡回指導（曳山祭り、麦屋祭り）
○親子でクッキング（弁当作りに挑戦）
○啓発チラシ・ティッシュの配布
○有害図書の処分・陳列点検

○祭礼時の巡回指導
○朝のあいさつ運動（小学校・中学校・高校）
○親子ふれあい活動・奉仕活動（小学校・中学校・高校）

○巡回指導（夏期）
○子どもの育成活動（サマージャンボ交流会、古代米稲刈り体験）
○広報活動（文化祭での活動報告パネル展示）
○善意表彰
○左義長

○「家庭の日」　作品募集、審査会、全戸配布、標語表彰
○２１世紀を担う利賀青少年の集い
○啓発チラシ・ティッシュの配布

○巡回指導（夏期、太子伝観光祭期間）
○青少年育成講演会
○広報活動（若い芽５５号発行、井波地域文化祭の展示発表）
○スマホ、ネット有害環境対策チラシ配布

○青少年健全育成に関する標語の看板設置
○夏の青少年育成夜間パトロール
○推進委員研修会

②　事務局　南砺市教育委員会生涯学習スポーツ課内

主　　な　　活　　動　　内　　容

内　　　容

「子ども１１０番の家」ウォークラリー

青少年健全育成講演会

ふくの少年ハーティクラブ活動

月

７月～
８月

８月

11月
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井波（井波小学校　校長）



Ⅲ 青少年教育 

４ ボーイスカウト＆ガールスカウト 

 （１）ボーイスカウト 

①ボーイスカウト南砺第１団（旧城端） 

 ○所在地 南砺市城端 

   代表 川田 征利 団委員長 

 ○団員数  

   団委員・リーダー   １９名 

   ビーバースカウト    ６名 

   カブスカウト     １３名 

   ボーイスカウト     ２名 

②ボーイスカウト南砺第２団(旧井波) 

 ○所在地 南砺市井波 

   代表 藤井 圭一 団委員長 

 ○団員数  

   団委員・リーダー    ６名 

   ボーイスカウト     １名 

③ボーイスカウト南砺第３団(旧福野) 

○所在地 南砺市福野 

代表 奈良井 真一 団委員長 

 ○団員数  

   団委員・リーダー   １８名 

   ビーバースカウト   １５名 

   カブスカウト     ２５名 

   ボーイスカウト    １２名 

   ベンチャースカウト   ３名 

活動内容 

  ○各団では、自然を愛し、他人を思いやるやさしい心や自分で考え、行動できる自立 

心と創造力を育てることを目指して活動を行っている。 

○南砺第２団・３団では、富山スカウトバンドを結成し、滑川市で開催された第６０

回ボーイスカウト富山県大会や地域のイベントなどで、ドラム演奏を行っている。 

  ○毎年恒例の歳末助け合い募金活動を、募 

金箱・のぼり旗やプラカードを作成して 

 各団で実施している。 

○各団では、特色を生かした隊集会として 

キャンプ・オールナイトハイクやお茶会 

などを行い、砺波地区で開催のビーバー 

ラリーにも参加している。 

  ○平成３０年８月に開催される第１７回日 

   本ジャンボリーに南砺市のスカウトや指 

導者が参加する。 
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（２）ガールスカウト

①組織

富山県第２団 富山県第１４団

○　所在地　南砺市城端　 ○　所在地　南砺市福光

 　　団委員長　　山下洋美  　　団委員長　　渡邊一美

○　団員数 ○　団員数

　　 団委員・リーダー　　　11名  （成人） 　　団委員・リーダー　　　　11名14名  （成人）

　 　ブラウニー　　　　　　 4名 （小学1年生～3年生） 　　ブラウニー　　　　　　　　3名 （小学1年生～3年生）

　 　ジュニア　　　　　　　　 5名 （小学4年生～6年生) 　　ジュニア　　　　　　　　　5名　（小学4年生～6年生)6名 （小学4年生～6年生)

　 　シニア　　　   　   　 3名 (中学生） 　　シニア　　　　　　　　　　　1名　(中学生）6名 (中学生）

　 　レンジャー　　　　 0名 (高校生） 　　レンジャー　　　　　　　　3名　(高校生）5名 (高校生）

　 　スキャップ     　　       10名  （成人） 　　スキャップ     　　       ９名　（成人）10名  （成人）

富山県第３４団

○　所在地　南砺市井波

 　　団委員長　　小松敬子

○　団員数

　　団委員・リーダー　　　　16名  （成人）

　　ブラウニー　　　　　　　　2名 （小学1年生～3年生）

　　ジュニア　　　　　　　 7名 （小学4年生～6年生)

　　シニア　　　　　　　　　　5名 (中学生）

　　スキャップ 2名  （成人）

②主な活動　

　　４月 年長スカウト研修会。南砺の山々を守る植樹祭に参加。　

　　５月 ガールスカウトの日2017。団委員長会議。

６月 ジュニア研修

　　７月 年長スカウト研修

　　８月 北陸東海年長スカウト研修

　　９月 富山県連盟キャンプ（福井県）

　１１月 ブラウニー研修

　１２月 成人研修

３０/２月 ワールドシンキングデイ

（上記以外にも各団で活動をしています）

今年度は、世界連盟の活動テーマ「Ｇｒｏｗ　広げる」を受け富山県連盟が定めた年間活動テーマ

「よりよい社会へ～新しい仲間とともに～」のもとに、各団は様々な活動を行いました。

成人会員は日本連盟が使命として掲げる 「若い女性と少女が、様々な体験活動を通して他の人々の

幸福と平和のために　自ら考え行動できる人となれるようにする」 ための支援をしました。

特に重点項目として、より良い社会を構築する人材を育成するために、会員一人ひとりが地域の課題

を発見し、行動をおこすことが出来る様になるための研修会をうけました。また、変化する社会に対応し

何事にも挑戦できる女性を育成していくために、指導者のスキルアップにつなげる研修会を実施しました。

2020年に日本のガールスカウト運動が100周年を迎えます。多くの女性を育て導いたこの運動を絶やす

ことなく、より良い社会を目指して活動を推進していきます。
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５ 青年団 

団名 支部代表者・事務局 活  動  内  容 

平
青
年
団

団長 山下 翔太 

南砺市下梨 2271 

平若者センター「春光荘」内 

○目 標 団員相互の親睦ならびに各種団体との交流

を深め、活力ある地域作りに貢献する。

○活 動 ４月 定例総会 入団式

６月 人形山山開き 花壇整備

７月 平・上平青年団交流会

     ８月 五箇山ふれあわナイト

        たいらクロスカントリー大会協力

     ９月 平地域敬老会協力 

    １０月 平地域体育大会協力

    １１月 平芸能まつり協力 花壇整備

     １月 成人式参加・新成人を祝う会主催

     ３月 平地域スキー大会協力

     通年 フットサル練習・大会参加 

上
平
青
年
団

○目 標 団員相互の親睦を深め、地域活動に積極的に

参加することで郷土の理解を深める。

○活 動 ４月 定例総会

６月 上平地域敬老会

        桂湖レガッタ

     ８月 五箇山ふれあわナイト 

    １０月 上平地域体育大会

        平・上平・利賀青年団交流会

     １月 新成人を祝う集い

     １月 上平地域スキー大会

     通年 域学連携交流会

利
賀
村
青
年
団

団長 ｶﾙﾊﾞｰﾘｮ･ｱﾙﾂｰﾙ･ﾏﾙｼｳｽ 

南砺市利賀村 171 

利賀行政センター内 

○目標 団員相互の親睦ならびに各種団体との交流を

深め、活力ある地域作りに貢献する。 

○活動 ４月 地域清掃活動・ふるさとマラソン 
５月 TOGA 天空トレイルラン運営協力 
   京都南砺利賀享有会物産展運営協力 
６月 金剛堂山山開き参加

   しんりょく祭り民謡出演/ブース出展 
桂湖レガッタ参加 
利賀地域敬老会協力

７月 サマーキャンプ 
８月 TOGA サマーフェスティバル協力 
９月 宝仙大学民謡指導 

１０月  利賀地域体育大会/山祭りブース出展 
１１月 福野里芋祭り民謡出演 

  １２月 白川、平、上平、利賀青年団交流会 
    １月 新成人を囲む会 
   ２月 南砺利賀そば祭り民謡出演/ブース出展 
   ３月 総会 

   随時/民謡練習・民謡出演  毎月 25 日定例会 
      利賀村青年団１００周年実行委員会 

団長 木本 祥吾

南砺市西赤尾２７７

上平公民館内
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