
Ⅶ 公民館 

公民館活動  

公民館は、市民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、住

民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するこ

とを目的に設置されている。地区における生涯学習センター的な役割をもち、創造的な活力ある

地域を築くための機関であり、また、地区住民の学習要求を把握し、その要求に応えるべく情

報提供機関としての機能を果たし、地域社会を発展させる実践拠点として位置づけられている。 

  南砺市には中央公民館と 31 館の地区公民館が設置されている。各地区公民館には館長、主事、

指導員などの職員をそれぞれの地区住民の中から委嘱して組織の強化と活動推進体制の充実を

図っており、地区住民の要望に応え、特色のある学習内容の展開に努めている。 

１ 南砺市公民館連合会

(１) 組織体制

会  長  高 瀬 英 明（福野中部公民館）  

副 会 長  山 田 政 寛（北山田公民館）  

理  事  碓 井 好 彦（南山見公民館）   山 田 与志信（西太美公民館） 

森 井 孫 俊（山野公民館）    藤 井  優 （上平公民館） 

    朝 日 勝 彦（南山田公民館）   浦 辻 一 成（利賀公民館） 

    中 井 邦 夫（高瀬西公民館）   中 山 秀 一（井口ふれあい公民館） 

監  事  松 平 保 夫（城端公民館）    池 田 祐 昇（平公民館） 

（任期：平成 29年 4月 1日～平成 31 年 3 月 31 日） 

(２) 活  動

 年間活動 

期  日 事    業    名 開 催 場 所 

4 月 12 日（水） 南砺市公民館連合会理事会（１回目）・監査 井波庁舎 

4 月 14 日（金） 砺波地区公民館連合会理事会（H28 年度 3回目） 井波庁舎    

4 月 19 日（水） 南砺市公民館連合会総会・研修会(１回目) 城端伝統芸能会館 

4 月 26 日（水） 砺波地区公民館連合会総会・研修会（1回目） 井波総合文化センター 

5 月 19 日（金） 第 11回富山県公民館連合会定期評議員会 富山県教育文化会館 

6 月 1 日（木） 南砺市公民館連合会理事会（２回目） 井波庁舎 

6 月 16 日（金） 富山県公民館職員初任者研修会 富山県教育文化会館  

6 月 29 日（木） 砺波地区公民館連合会研修会（２回目） 砺波市庄川生涯学習センター他 

7 月 6 日（木） 南砺市公民館職員研修会（２回目） 利賀地域(現地研修) 

9 月 13 日（水） 第 11回富山県公民館大会 富山県教育文化会館 

10 月 6 日（金） 南砺市公民館連合会理事会（３回目） 井波庁舎 

10 月 12（木） 

～13 日（金） 

第 48 回東海北陸社会教育研究大会 

（兼第 46回富山県社会教育研究大会） 
富山県民会館 
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10 月 19 日(木） 

～20 日（金） 
第 54 回東海北陸公民館大会 石川大会 

金沢市  

歌舞伎座大ホール他 

12 月 1 日（金） 
南砺市公民館長研修会（３回目） 

南砺市公民館連合会理事会（４回目） 
井波総合文化センター 

2 月 18 日（日） 
南砺市社会教育推進大会 

（実践発表：大鋸屋公民館） 
福野文化創造センター 

3 月 2日（金） 南砺市公民館連合会理事会（５回目） 井波庁舎 

南砺市公民館職員総会・研修会の様子 
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２ 公民館親子で高志の国探検事業（県委託事業）

ふるさと教育にノウハウを持つ公民館同士が連携交流することで、ふるさと学習や自然体験活動

を行う範囲を広げ、子どもたちがより興味・関心を持てる魅力ある活動の実施を目指す。ふるさ

との未来を担う子どもたちが、親子一緒に地域の人々と交流しながら、身近な自然や歴史・文化

を体験し学ぶことは、地域の一員としての貴重な経験になるとともに、豊かな心やふるさと富山

（高志の国）への愛着と誇りを育むことにもつながる。平成２９年度に南砺市では３１地区公民

館のうち、１２地区公民館が１３地区公民館と連携して、「公民館親子で高志の国探検事業」に

取り組んだ。

主体公民館

南山田公民館・大鋸屋公民館・蓑谷公民館・北野公民館・井波公民館・南山見公民

館・福野東部公民館・福光公民館・広瀬公民館・広瀬舘公民館・太美山公民館・北

山田公民館

連携公民館

蓑谷公民館・北野公民館・南山田公民館・中央公民館・井口ふれあい公民館・福野

西部公民館・南蟹谷公民館・石黒公民館・西太美公民館・東太美公民館・山田公民

館

各公民館の活動の様子
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

朝日　勝彦 地　域　概　要

城　端　公民館

じょう　　はな
〒939-1867
南砺市城端969-27
TEL　（0763）62-1066　　FAX　（0763）62-1066

2,036
796

地　域　概　要
氏　  名

松平　保夫　
石崎　宣雄
原田　美智子

＊年間活動の概要＊
４月  市公民館総会
５月  わんぱく塾（ガーデニング教室）カレッジ開講
　　　 チャレンジデーへの参加　地域づくり勉強会
６月  南山田フェス1（ウォーキング）　さくらんぼ教室
　　　 福祉座談会
７月  南山田バスツアー、ひまわりフェス、わんぱく塾（マナー・写生会）
８月  わんぱく塾（おにぎり）　三世代バスツアー　防災講座
       三世代カローリング　さくらんぼ教室

９月   麦屋祭り協力高志の国事業（むぎや）地区民大運動会
10月  共同募金活動　城端体育大会
11月　公民館祭、南山田フェス2（そばうち）カレッジ
12月　わんぱく塾（ミニ門松作り）多機能自治市民会議
１月   新春年賀の会　　南山田フェス3 （防犯&講座&ショー）
        だより委員会
２月   社会教育大会
３月   公民館だより発行　監査

＊ 我が館の今年初めての行事!! ＊
・男の料理教室
一人暮らしの高齢者が増える中、男性が自立して生活及び食事の準備
ができるようにと今年度初めて「男の料理教室」を開催した。大川美智子
先生に”ギョーザ”の皮の作り方から教えていただいて悪戦苦闘し、おいし
い”ギョーザ”が出来上がった。なかなか好評であった。
・手芸教室
今年度初めて、4回にわたり手芸教室を開催した。一人でも多くの人が
公民館に集まってもらって手を動かし、おしゃべりをして楽しいひと時を過
ごそうと参加者を募った。11月の活動展示発表会に、素敵な作品を並べ
て皆さんに喜んでいただいた。

3,255
1,125

＊我が館の自慢行事！！＊
三世代交流及び地区民親睦を目指し、南山田フェスティバルを年3度
開催。恒例行事として定着。他に、子供対象行事（わんぱく塾）・高齢者対
象行事を企画・実施。三世代カローリング大会・三世代バスツアーも実施・
好評を得ています。運動会・公民館祭など、従来から定着している行事も
時代と共に内容を変化・充実させ、地区民交流の場として提供している。
　 地元の伝統行事『じょうはなむぎや祭り』（高志の国探検事業助成）に参
加・協力する事で地域への愛着・継承に貢献、大変好評を得ています。
継続事業もより内容の充実を図り、多くの参加を得ました。今後も継続す
ることで、地区活性化に努めたいと思います。

＊年間活動の概要＊
4 月　城端町並み散策と桜観賞
5 月　手芸教室①「箸置き作り」
6 月　春の研修会　北陸の銀閣寺と呼ばれる「天真寺松桜閣」と
　　　「黒部牧場」へ行こう
6 月　ホタル観賞会　(池川他)
7 月　男の料理教室「ギョーザを作ろう」
8 月　夏休み親子体験（子供未来館・太閤山ランド）
8 月　手芸教室②「手鏡作り」
10月  美術鑑賞「富山県美術館の開館記念展」

10月　 手芸教室③「スイートピーと花瓶作り」
10月　 手芸教室（婦人会主催）「スワック作り」
11月　 城端地域の活動展示発表（青少年ホーム）
12月　 先輩に学ぶ講演　講師中野恵子（城端中学校）
12月　 ソバ道場　（ソバ打ち体験）
1月　 初釜と大正琴
2月　 手芸教室④「和紙でお雛様を作ろう」
3月　 三世代交流「 餅つきと手品」

＊「じょうはな学」　毎月第2土曜日　年9回実施

勇﨑　翔
杉本　澄子

みなみやまだ
〒939-1842
南砺市野田1369
TEL　(0763)62-3393　　FAX　(0763)62-3393

南山田　公民館
氏　  名

三世代親子バスツアー

手芸教室 ①箸置き作り
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯
＊我が館の自慢行事＊
5年前親子自然体験事業で赤米作りに挑戦した事
をきっかけに、毎年公民館近くの畑をお借りし、保育
園児や小学生を対象に親子菜園事業を行っていま
す。最近は、この畑で採れた食材をバザーに利用
し、文化祭に地域の方々に食べて頂くのが恒例に
なっています。今年は、さつま芋と小豆とゴマを植え、
自家製焼き芋や小豆とゴマたっぷりのおはぎを作り、
皆さんに食べて頂きました。「味も最高」と喜んで頂け
ました。

＊我が館の自慢行事！！＊

大鋸屋公民館のある大鋸屋地区は、城端市街の
南方に位置し、五箇山と接する山間地を有し、一方
広大に整備された福祉の里（保育園や老人ホーム）
や水車の里もエリアとしています。特に、干し柿の産
地としても知られています。縄ケ池、夫婦滝、高落葉
山のブナの原生林、パラグライダーの発進基地、つく
ばね森林公園など貴重な自然に恵まれた地域で

す。

＊年間活動の概要＊
４月　桜花見・教室開始（歌唱・ハンドベル）
５月　バス旅行（雪の大谷）・親子菜園
６月　城端線の旅・蛍観察会・絵手紙教室（7～8月）
７月　夏休み子ども教室（7～8月）
８月　熱送り太鼓練習・納涼祭
９月　立山カルデラ砂防体験学習会（中止）

10月　親子菜園（さつまいも堀り・ゴマ収穫）
11月　文化祭とステージ発表
12月　冬休み子供教室・華道教室
１月　 造形盆栽教室・バドミントン大会
２月　 そば打ち体験教室・三世代交流ペタンク大
会
☆毎月25日公民館たより発行
☆体操教室（4月より毎月１回開催）

722
247

＊年間活動の概要＊
４月　趣味の教室スタート／公民館総会
５月　花いっぱい運動／パラグライダー飛来体験
６月　ビーチバレーボール大会／
        園芸教室Ⅰ春のよせ植え
７月　夏山登山／夏休みわんぱく塾
        (陶芸･木工作･おやつ作り)
８月　忠魂碑清掃／地区ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ大会(おがやの祭)

９月　 自主防災訓練参加
10月　ニュースポーツ大会／ＪＡ共催「親子わくわく体験」
11月　大鋸屋地区文化祭／役員研修会
12月　園芸教室Ⅱお正月のよせ植え 冬休みわんぱく塾
         公民館大掃除
１月　 新年年賀交換会
２月　 JA共催「親子わくわく体験」
３月　 会計監査・総会

山口　勝幸
梅原　雅美

みの　　たに
〒939-1812
南砺市蓑谷1167
TEL　(0763)62-3501　　FAX　(0763)62-3501

蓑　谷　公民館
氏　  名

税光　信作 地　域　概　要

大鋸屋　公民館

  お   が   や
〒939-1824
富山県南砺市大鋸屋123番地
ＴＥＬ　(0763)62-2321　　FAX　(0763)62-2321

1,402
456

地　域　概　要
氏　  名

杉村　稔　
澤　徹
岡村　訓子

夏山登山（立山弥陀ヶ原）の様子
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

＊我が館の自慢行事！！＊
・北野元日マラソンは北野天満宮を起点にしていて、お正月の参拝と
一緒でご利益もあり、本当にお薦めの大会です。
・北野地区の伝統芸能である式年太鼓を越中式年太鼓保存会により、
子どもたちに伝承しています。この公民館施設で練習を重ねその成果
を、天満宮祭礼時と公民館文化祭『北野ふれあいまつり』の舞台で披
露しています。
・小学校の長期休業時には、こども達が安全に、のびのびと遊べる場
として公民館を開放しています。また体操教室、交通安全教室を開催
したり、季節の簡単工作（暑中見舞いの絵葉書作り、クラフトバンドの
かご作り、毛糸のポンポンやゆびあみなど）をして楽しい思い出をつ
くっています。

北野　公民館

き　た　の
〒939-1807
南砺市北野1193-1
TEL　(0763)62-3395　　FAX　(0763)62-3395

955
298

地　域　概　要
氏　  名

櫻井　光雄
岡部　怜司
西田　純

＊年間活動の概要＊
４月　運営委員会、文化協会総会、清掃活動
５月　花いっぱい運動
８月　Let'tryエアロビクス、なつまつり、人間すごろく大会
９月　工作教室（紙飛行機）、平地域球技大会
10月 多肉植物寄せ植え教室（教養講座）、平地域
        体育大会
11月 平文化祭、平芸能まつり、羽幌町交流展

１月　成人式
２月　文集「かぞく」第24号・公民館報「たていし」発行

通年事業
○子ども広場（平日）
○放課後子ども教室（毎週火曜日）
○子ども書道教室（隔週月曜日）
○サークル活動７団体（隔週１～２回）

960
343

＊年間活動の概要＊
4月 春休み子どもふれあい広場開催
5月 チャレンジデーへの参加
7月 バスハイク（六渡寺海岸清掃、氷見あいやまガーデ
      ン）チビッコ太鼓教室開催・夏休み子どもふれあい
      広場開催
8月 地区レクリエーション大会・夏休み・北野天満宮秋季例
      大祭太鼓奉納

10月 ガーデニング教室・婦人手芸教室開催・ 第37回北野
       ふれあいまつり開催（作品展示・舞台発表・呈茶席・
       体験コーナー・バザー・フリマ等）
12月 冬休み子どもふれあい広場開催・ふれあい三世代
       交流会  （イルミネーション装飾作り）
1月  新年互礼会・冬休み子どもふれあい広場
3月  春休み子どもふれあい広場
※梅の花（公民館だより）毎月発行・趣味の教室

武田　千春
滝本  清

たいら
〒939-1923
南砺市下梨2271
TEL　(0763)66-2240       FAX　(0763)66-2644

平　公民館
氏　  名

＊我が館の自慢行事！！＊
当公民館の重要な行事（事業）に文集「かぞく」の発行がありま
す。これは今回で24号を数えるもので、上平小学校、平中学校、
南砺平高等学校の全生徒からの作文を載せています。両親、兄
弟姉妹、祖父母からペットにいたるまで内容は様々ですが、読ん
でいて思わず笑顔になるもの、胸が熱くなるものなど優れた作文
がたくさんあります。２月末に完成したら、平地域の全世帯と、上
平地域及び平高校の作文掲載者に配付されます。

池田　祐昇 地　域　概　要

これは昨年度の第23号。第24号は

現在鋭意編集中です。

バスハイク 六渡寺海岸清
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

＊年間活動の概要＊
5月　 チャレンジデー
6月　 利賀地域敬老会
　　　  高齢者スポーツ大会
8月　 ２１世紀を担う青少年の集い
9月　 利賀地域体育祭・　コンサート
10月  高齢者健康教室

12月　3世代交流ふれあいクッキング
1月　 利賀地域成人式
２月　 映画上映会
3月　 ３Ｂ体操
公民館報｢アーパス通信｣の発行
年間を通して、寄せ植え教室、クラブ・サークル活動
やコンサートが行われています。

522
215

＊年間活動の概要＊
４月　運営委員会
６月　桂湖レガッタ
７月　ビーチボール大会
８月　夏休み子ども教室
　　　 高齢者スポーツ大会

９月　  ゲートボール大会
１０月　地域体育大会、
１１月　文化祭、ビーチボール大会
１２月　料理教室、書初め練習会
１月　  地域スキー大会

福岡　一美
野原　恵子

　と　　　  が
〒939-25071
南砺市利賀村184　複合教育施設｢アーパス｣内
TEL　(0763)68-2016　　FAX　(0763)68-2875

利　賀　公民館
氏　  名

＊我が館の自慢行事！！＊
複合教育施設｢アーパス｣内に公民館が設置されており、生涯
学習の拠点として、幅広い年代の人に活用されている。８年目を
迎えた寄せ植え教室は、年末には地区社協さんと共催でお正月
の寄せ植えを作成。また、音楽家安田夫妻のコンサートも各種団
体の協力のもと４回目を開催。本年は初めての試みで戸や市内
へのバス教室も開催しました。少人数ながらも心温まる成人式。
旧スノーバレーでスキー大会もロープリフトを利用して開催して
います。雪の多い冬の間に名作映画の上映会を、3月末には３Ｂ
体操を開催予定。

浦辻　一成 地　域　概　要

＊我が館の自慢行事！！＊
「上平文化祭」
　上平文化祭では、生花クラブ・書道クラブの作品展示、茶道ク
ラブによるお茶席がおこなわれ、日頃の学習活動の成果を発表
しました。又、各団体、一般作品の展示も行いました。
　今年４月には新しく南砺市上平公民館が完成し、沢山の作品
応募があり、１０７名の来館者で賑わいました。

上　平　公民館

かみ　　たいら
〒939-1977
南砺市西赤尾町277
TEL　(0763)67-3650　　FAX　(0763)67-3924

662
201

地　域　概　要
氏　  名

藤井　優
下田　友康
山本　直子

上平地域文化

バス教室 成人式
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

みなみやまみ
〒932-0241
南砺市川原崎15
TEL　(0763)82-5176　　FAX　(0763)82-5176

南山見　公民館
氏　  名

＊年間活動の概要＊
４月　新・旧合同運営審議委員会
５月　公民館設立７０周年記念事業の開催
        チャレンジデー2017inなんと
６月　館報「八乙女」発行、環境美化活動
７月　第34回ビーチボール大会、環境美化活動
　　　 三世代交流ラジオ体操・ミニマラソンの集
　　　 い、教育懇談会、伊吹山トレッキング
８月　第38回町内対抗ソフトバレーボール大会、
        第40回八乙女フェスティバル、館内大掃除
９月　環境美化活動、第40回南山見地区体育祭

10月　館報「八乙女」発行
11月　第40回南山見地区文化祭
12月　館内大掃除、体育館大掃除
 1月　新年の集い、館報「八乙女」発行
 2月　第29回三世代交流の集い、公民講座
 3月　運営審議委員会
・各種教室
　大正琴、茶道、生花、民踊
  書道、ピアノ、子ども民踊
・運営審議委員会、町内会長と合同運営委員会、

　館報編集委員会、スポーツ推進委員会を随時開催

　　南山見公民館設立７０周年記念事業
　　　ジャズライブ　ワイン＆フレンチパーティ
南山見公民館は今年、設立７０周年を迎え、地元出身のサクソ
フォン奏者とフレンチシェフをスペシャルゲストに迎え、地区民３５
０名が集うジャズライブを開催しました。自治振興会の設立４０周
年も併せて行いました。実行委員手づくりの会場・進行でした
が、地区体育館は熱気に溢れていました。８０周年を目指して今
後も地域住民と共に頑張っていきたい。

951
280

村松　慶孝
林  律子

碓井　好彦 地　域　概　要

井  波　公民館

  い　   なみ
〒932-0231
南砺市山見1400
TEL　(0763)82-3744　　FAX　(0763)82-3744

4,448
1,652

地　域　概　要
氏　  名

鴨野　一夫
宮田　弘
廣原　弘子

＊年間活動の概要＊
4月　第1回運営審議委員会
5月　役員合同研修会・第21回町内対抗ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ
       大会
6月　春の歩こう会「乗鞍高原」
　　　 館報「いなみ」1号発行・第2回運営審議委員会
　　　 第15回室内ﾍﾟﾀﾝｸ大会
7月　七夕まつり・太子伝「氷の彫刻」参加
       ラジオ体操指導者講習会・三世代交流事業
　     立山登山
9月　第41回いなみﾌｧﾐﾘｰﾏﾗｿﾝ大会

10月 第3回運営審議委員会
　      秋の歩こう会「YKKと宇奈月」
　      文化ﾌｫｰﾗﾑ事業　井波「歴史遺産とアート巡り」
        館報「いなみ」2号発行
11月 井波地域文化祭・第43回将棋大会
　　　 男の料理教室
12月 健康料理教室
1月　成人式・左義長・体操教室（全4回ｺｰｽ）
2月　第39回競書大会「南砺市の歌」表彰式・体操教室
3月　第4回運営審議委員会・館報「いなみ」3号発行

＊我が館の自慢行事！！＊
　今年度４１回を迎えたファミリーマラソン大会は、小中学生、ファミリー、一般
の部があり毎年６００名余りが参加する競技会である。
　今回も晴天の中、井波小学校を発着点に折返しのコース行われた。毎年
ファミリーの部には、多くの参加があり親子で励まし合いながら走る姿はスタン
ドや沿道で応援していても微笑ましい。新記録が誕生したり、５歳児が母親と５
ｋｍ完走したりと話題にも事欠かない。
　また、当日の運営には、多くの諸団体(約１５０名)が役員として協力して頂い
ている。

ジャズライブ ﾜｲﾝ＆ﾌﾚﾝﾁﾊﾟｰ

46



役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

＊年間活動の概要＊
5月　チャレンジデー(体操＆ビーチボール＆カローリング等)
6月　地区体育祭・高瀬遺跡菖蒲まつり千音加礼踊り
　　　 春の花壇の手入れ
7月　七夕の集い・いなみ太子伝観光祭千音加礼踊り
8月　納涼盆踊り大会・健康づくり(登山)
9月　館報発行

10月  秋の花壇の手入れ
11月  地区文化祭・マレットゴルフ大会
        フォトコンテスト
12月  三世代交流クリスマスの集い
        公民館年末大掃除
2月　 ビーチボール大会・公民館教養講座
3月　 館報発行

1,034
323

＊年間活動の概要＊
４月　環境敷地美化
５月　チャレンジデーラジオ体操会
　　　 環境美化委員会研修
６月  環境美化（花壇花植え）
７月  館報発行
８月  地区民ラジオ体操会、三世代交流草むしり
       公民館夏季清掃　　立山登山　　盆踊り大会

　      ふれあいパークゴルフ大会
９月    敬老会
10月  体育祭・文化祭
11月  花壇球根植え
12月  三世代交流事業・ 館報発行・公民館冬季清掃
２月   青年会レクリェーション大会
３月   バレーボール大会・館報発行

大西  勝
久恵　悦子

 たか　    せ
〒932-0252
富山県南砺市高瀬724-2
TEL　(0763)82-5399　　FAX　(0763)82-5399

高　瀬　公民館
氏　  名

＊我が館の自慢行事！！＊
「高瀬地区文化祭」・「マレットゴルフ大会」同日開催
　生涯学習社会における日頃の各種文化活動等を一同に発表・
展示する場を提供することにより、より一層の文化活動への参加
意欲の向上に努めております。併せて、地域住民の親睦、心豊
かな生活の充実をめざしております。
　また、公民館に隣接している国指定史跡・高瀬遺跡、マレットゴ
ルフ場は、地区住民の誇りであります。同会場を利用し、文化祭
同日、マレットゴルフ大会も行っております。

石岡　敬夫 地　域　概　要

山  野　公民館

や　ま　　の
〒932-0204
南砺市飛騨屋20番地
TEL　(0763)82-4510　　FAX　(0763)82-4510

1,936
631

地　域　概　要
氏　  名

森井　孫俊
谷口　繁慶
長谷　寛子

＊我が館の自慢行事！！＊「立山登山」
今年の立山登山は好天に恵まれ、雄山・浄土山・みくりが池の
３コースに分かれ、それぞれの見どころを満喫しました。
「雄山」は夏休み中で団体が入り交じり、登るも下るも混雑しまし
たが、雄山登頂の満足感は何物にも代えられません。「浄土山」
は、たくさんの高山植物に癒されながら進むと、つがいの雷鳥２
組に出会い、至福のひと時となりました。「みくりが池」は室堂山
経由でみくりが池に向かい、湖面に映る雄山に感嘆した後みくり
が池温泉につかり、立山を大満喫しました。

三世代交流クリスマスの集い
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

ふくのちゅうぶ
〒939-1507
南砺市二日町1545-13
TEL　(0763)22-1660　　　FAX　（0763）22-1660

福野中部　公民館
氏　  名

＊年間活動の概要＊
６月　文化財めぐり
７月　軽スポーツの集い＆カローリング　菊作り教室
８月～１２月　夜高行燈武者絵伝承教室（10回）
９月　文化祭

１０月　歩こう・走ろう健康マラソン大会
１１月　運営委員研修会
１２月　しめ縄作り教室　料理教室
１月～４月　ミニ行燈製作教室（毎日）
３月　  餅つき大会

3,212
1,315

＊我が館の自慢行事！！＊
「ミニ行燈製作教室」
　旧福野町の中部と言う事で夜高祭りに縁があり、ミニ行燈教室、武
者絵教室、田楽行燈教室、などお祭に関係のある教室を色々と開
催しています。武者絵教室３０回、ミニ行燈教室は１０回目になりま
すが本番の行燈に見劣りしない位の作品に仕上がっています。毎
回どの教室にも大勢の方が通われ、立派な作品を完成させ、福野
中部公民館の文化祭や夜高祭のギャラリーで展示披露していま
す。
　このような伝統ある行事を絶えさせる事なく、次の世代へ継承させ
ていきたいと思っています。

松島　勝彦
清瀬　伊紀子

高瀬　英明 地　域　概　要

いのくち
〒939-1898
南砺市蛇喰1009
TEL　(0763)64-2211　　FAX　(0763)64-8077

1,175
388

地　域　概　要
氏　  名

中山　秀一　
開澤　哲也
高田　里美

＊ 我が館の今年初めての行事!! ＊
『有峰森林文化村　日帰り語り部講』
８月２０日、晴、ときどき曇。有峰ビジターセンター職員
の解説で有峰湖周辺の遊歩道を散策しました。オカリ
ナの音楽会もあり、有峰の自然を五感で体感し、心身
をリフレッシュしました。
『体育館にプラネタリウムがやってきた』
移動式でも本格的。お母さんたちからも「わー、すご
い！」。分かりやすい解説で、夜空をみるのが楽しみに
なりました。

10月 井口地域運動会
11月 井口生涯学習フェスタ
12月 クリスマスコンサート
1月   新成人祝賀会

＊年間活動の概要＊
4月 運営委員会
6月 頼成の森ハイキング
7月 移動プラネタリウム
8月 有峰日帰り語り部講

井口ふれあい公民館

小西邸で発表しました

有峰森林文化村

プラネタリウム
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

＊年間活動の概要＊
４月　総会・南砺の山々を守ろう
５月　さつまいも植え・チャレンジデー
６月　地区敬老会・七夕づくり
       さわやかファミリーロード・花壇づくり
７月　高齢者交流会・田楽行燈づくり
８月　立山登山・地区運動会・スキヤキパレード参加
９月　高齢者交流会

10月　男性料理教室・さつまいも掘り＆ 東部地区散策
        （東部地区はどんなところ？）
11月　地区文化祭
12月　もちつき（ちびっ子）・クリスマス会（ちびっ子）
２月　 東部地区社福研修会
３月　 お別れ会（ちびっ子）・キンボール大会
毎月　『お知らせ公民館』発行
毎月　健康教室…月2回第1.3火曜日
年5回　青色パトロール

＊年間活動の概要＊
４月　　各種団体年次総会
５月　　北部児童会、クラブ、ＰＴＡ交流会
          チャレンジデー参加、三世代交流行燈作り教室
６月　　近思ウオーク、北部公民館教室展示会
          （切り絵教室、絵手 紙教室、アート水引教室、
          掛軸教室）
７月　　キッズ・クッキング・三世代交流料理教室、
8月　　夏祭り、夏休み子供教室（絵を描こう）
          スキヤキパレード参加
9月  　 近思ウオーク
10月　 立山探訪、運動会（雨天中止）
11月　 北部地区文化祭・敬老会

１月　　賀詞交歓会、冬休み子供教室（書初め教室）、
２月　　ビーチボールボール大会 、 キッズ・クッキング
          教室
各種教室　４月～３月
ひなたぼっこの会、太極拳を楽しむ会
絵手紙教室、アート水引教室
さわやか体操、切り絵教室、掛軸教室
民謡教室、詩吟教室、謡曲教室
＊毎月２５日発行
近思ほくぶ（5.6.8.9.11.12.2.3月）
近思会館だより（4.7.10.1月）

＊ 我が館の今年初めての行事!! ＊
文化祭と敬老会を同一場所で同日開催して、地区の方々に楽し
みながら、お互いの交流を深める場をもっている。公民館文化、ス
ポーツ活動の発表も兼ね年々充実した内容に努めている。

1,886
563

＊我が館の自慢行事！！＊
☆☆東部地区はどんなところ？☆☆
頻発する自然災害や地震活動への不安、緊迫する世界情勢などの中
で、子ども達が親子の絆・地域のみなさんとの絆をしっかり育み、ふるさと
東部を大切に思ってくれるよう、その景色を記憶し、思い出を作ってくれる
ようにとの思いを重ねてみんなで一緒に歩きました。毎年実施しているも
ので、今年は体験に重きを置き、年代地区を重点的に回りました。
　城宝清幸様宅（チューリップ生産農家のお話し）→年代公民館（香川真
有美日展作家の秋の幸を使った染物教室）→公民館（ホットドックとサンド
イッチ作り＆さつまいも収穫体験）と盛りだくさんの企画となりました。参加
者52名。作品は文化祭で展示しました。

大塚　康恵
斉藤　悦子

ふく の   とう  ぶ
〒939-1522
南砺市野新393
TEL　(0763)22-6292　　　FAX　(0763)22-6292

福野東部　公民館
氏　  名

金道　誠治 地　域　概　要

福野北部　公民館

 ふく の   ほく ぶ
〒939-1502
南砺野尻652-2
TEL　(0763)22-6350　　FAX　(0763)22-　6350

3,952
1,282

地　域　概　要
氏　  名

西部　重世
道畑　慎一
澤田　由美子

文化祭余興より園児の遊戯
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

＊年間活動の概要＊
4月　玉成会館・南部公民館運営委員会他委員会
5月　玉成会館だより発行（随時おしらせ発行）
6月　子ども活動　いこいの会交流会
7月　熱送り太鼓競演会　大納涼祭　子ども活動
8月　大運動会　夏休みなかよし広場
9月　文化祭実行委員会

10月　文化祭　芸能祭　敬老会
11月　男と女の料理教室
12月　書初め練習会（ｸﾘｽﾏｽ会）
1月　 子ども活動　餅つき大会他
2月　 いこいの会交流会
3月　 各団体総会
年間通しの教室（書道、健康体操、ヨガ他）

・＊我が館の自慢行事！！＊
＜子ども達の歓声飛び交う納涼祭＞
祭り当日、２回地区内を広報車が回ります。地区体育館前での開場前から住民
が集まり、ビールなどを酌み交わしながら世間話に花が咲きます。ころあい見なが
ら、ステージで、大正琴、飛び入りカラオケなどで祭りを盛り上げます。この頃にな
ると、観客もほろ酔い加減の中、家族連れが集まり始め、やきそば・あんばやし・フ
ランクフルト・枝豆・カキ氷などに舌鼓。お腹がふくれたころに、花火ショーの点
火、子ども達の歓声が沸きあがります。会場が大いに盛上った頃を見計らい、提
灯の下で全員での輪踊りを楽しみます。
　最後は、ドキドキ感いっぱいの景品抽選会で解散となります。準備と予算は大変
ですが、真夏の夜の楽しい思い出づくりに一役買って、地区民交流の場を創り出
す重要な恒例行事となっています。

2,081
615

＊年間活動の概要＊
６月　 第59回バレーボール大会
８月 　第36回ゲートボール大会
　　　　第17回納涼祭
10月　第34回大運動会
11月　第34回文化祭
１月　 左義長
２月　 第12回ピンポン大会

＊ 年間６回「ワイワイ学園」小学生対象
＊ 火曜日「瀬々らぎ会（民踊）」
＊ 水曜日「詩吟ｻｰｸﾙ」
＊ 木曜日「ｶﾗｵｹｻｰｸﾙ」「つぼみの会（川柳）」
＊ 金曜日「初音会（大正琴）」
＊ 日曜日「邦楽サークル（琴・尺八）」･･･のｻｰｸﾙ活動が
行われている。
＊ 地区広報誌　年３回発行

大橋　隆樹
兼時　純子

 ふく  の  なん ぶ
〒939-1534
南砺市広安333-3
TEL　(0763)22-6355　　FAX　(0763)22-6355

福野南部　公民館
氏　  名

＊我が館の自慢行事！！＊
「大納涼祭」　7月30日（日）
三世代交流事業として毎年真夏に開催しておりま
す。花椿かがやきの販売出店や、各団体の協力を得
て、焼きそばや焼鳥、生ビールなど皆さんが楽しく飲
んで食べて。ステージでは当地区を練習場にしてい
るスキヤキスティールオーケストラの演奏を聴き、老
若男女で盆踊りを楽しみました。　　最後に花火を打
ち上げ、大歓声があがりました。

重原　外夫 地　域　概　要

高瀬西　公民館

 たか  せ  にし
〒989-1527
南砺市森清3148番地
TEL　(0763)22-6600　　FAX　(0763)22-6600

612
178

地　域　概　要
氏　  名

中井　邦夫
寺井  克明
中山　京子

スキヤキスティールオーケストラの演奏
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯
＊我が館の自慢行事！！＊
「安居地区文化祭」
　恒例の地区文化祭は、日頃の学習の成果の発表
の場として、婦人会をはじめ各種団体の協力のもと
毎年にぎやかに開催しています。作品展示、活動報
告、舞台発表のほか、遊休品販売、バザー、野菜等
の即売、そしてお楽しみのビンゴゲームや餅つきもあ
ります。今年も古本コーナーを設け、売上金は共同
募金へ寄付しました。今後も地区住民の交流と親睦
を深める貴重な場になればと思います。

＊年間活動の概要＊
４月　公民館総会
５月　チャレンジデーへの参加
       （坂道ウォーキング）
６月　世代交流会（草刈り＆バーベキュー）
８月　地区体育祭
９月　地区敬老会

11月　地区文化祭
１月　 児童新春書き初め大会

＊　子育て支援センターの出前講座
     （年間２回）

東田　外司彦 地　域　概　要

福野西部　公民館

 ふく  の せい ぶ
〒939-1545
富山県南砺市布袋48-1
TEL　(0763)22-5759　　　FAX　(0763)22-5759

1,452
428

地　域　概　要
氏　  名

河合　豊　
水木　一夫
高田　昌美

＊我が館の自慢行事！！＊
　三世帯交流事業
作って食べて　門松・しめ縄・しめ飾り作り・餅つき大会
毎年恒例の三世帯交流事業として西部公民館を主会場
にして約１００余名が参加して行われます。寿会・小学校Ｐ
ＴＡ・食生活推進委員・民生委員等の協力で実施する。
小学生約60名が公民館長指導のもとでしめ飾り作りに取
り組み、又寿会・食改の協力で餅つきの体験をし、公民館
正面には大きな門松が寿会の方で作られ,お昼には、皆さ
ん全員でつきたてのお餅豚汁を頂き世代間の交流を深
めお正月を迎えます。

621
196

＊年間活動の概要＊
4月　総会
5月　田祭り行燈作り（ミニ行燈作り）
6月　行燈練り回し(地区内3日間)
7月　自主防災訓練
8月　納涼盆踊り大会・地区大運動会

10月　敬老会・文化際　さつまいも堀りバーベＱ
12月　門松・しめ縄・しめ飾り作り・餅つき
※ 毎月第4木曜　ちびっこ広場開催
※ 高齢者招待会　年６回
※ 公民館教室　１６・スポーツ教室　3
※ 西部のたより　広報　年３回発行

金谷　秀　一
池田　万利子

 やす　　 い
〒939-1554
南砺市安居199-2
TEL　(0763)22-4420　　　FAX　(0763)22-4420

安　居　公民館
氏　  名

地区文化祭（餅つき）
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

＊年間活動の概要＊
４月　公民館総会
６月　ラージボール卓球教室
７月　公民館運営委員会
       伊吹山・養老の滝ウォーキング
７・８月　夏休み子供教室　高志の国探検事業
           桜ヶ池
８月　納涼盆踊り大会　　第41回体育祭

８・９・10月　絵手紙教室
９月　 公民館大掃除　　敬老会協力
10月　公民館運営委員会　絵手紙教室（8・9・10月）
11月　第37回文化祭　餅つき実行委員会
　　　  歴史文化施設巡り（京都御所、京都国立博物
         館）
12月　第2回3世代交流餅つき　しめ縄飾り作り
２月　 雪あかり祭り協力

2,330
756

＊年間活動の概要＊
５ 月　花の講座年3回・環境美化花植え
６ 月　防災訓練
７ 月　七夕コンサート
８ 月　子供絵画教室・盆踊り・イワナとり
９ 月　親子陶芸教室・敬老会
10月  福光公民館祭り・棟方志功を訪ねて

11月　優良公民館研修
12月　左義長竹取・クリスマスコンサート・
        三世代交流餅つき＆かるた会・正月飾り
１ 月　左義長
毎月１回　上映会・そくさい会
※毎月25日公民館報（いつついし）発行
　 随時　推進員各部会会議・運営委員会

嶋田　智志
池田　恵里子

 いし　 　くろ
〒939-1613
南砺市川西385
TEL　(0763)52-4791　　FAX　（0763）52-4791

石　黒　公民館
氏　  名

＊我が館の自慢行事！！
・夏休み子供教室：保護者の参加も多く地元の方や新たに大学
生の協力を得て実施し、交流の場となった。流し素麺や食改の
方との料理教室、移動図書館、明神川での自然教室、家庭菜園
での収穫・料理、押し花の作品作り、絵の教室、プレーバスに加
えて、新たに、更女の申し出による人形劇を開催し、延べ307名
が参加した。
・3世代交流餅つき大会：3世代交流となるよう見直し、参加型の
餅つきやお手玉や折り紙、コマ回し等の伝承遊びもし、石黒地
区の昔話を聞いた。約200名が参加し、各世代の交流の場となっ
た。

西田　義秋 地　域　概　要

＊我が館の自慢行事！！＊
公民館親子で高志の国探検事業で、「棟方志功を訪
ねて」を計画して実施をいたしました。福光ゆかりの棟
方志功を知ろうと、愛染苑・資料館・鯉雨画斎・光徳寺
を見学し、石碑の説明をして貰いながら街中を歩く計
画でしが、当日あいにくの雨で、車の移動となってしま
いました。それでも車の中や、施設の中で詳しい説明
を受け、参加者みんな満足して帰路につきました。

福  光　公民館

 ふく     みつ
〒939-1654
南砺市福光1137
TEL　（0763）52-4684　　FAX　(0763) 52-4684

3,558
1,403

地　域　概　要
氏　  名

出村　孝志
定村　一美
中田  まり子

☆棟方志功を訪ねて☆

伝承遊び（コマ回し）大盛況、技を伝授
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

みなみかんだに
〒939-1603
南砺市砂子谷1500
TEL　(0763)58-1333　　FAX　(0763)58-1333

517
183

地　域　概　要
氏　  名

戸成　博宣
鳥越　知証
今村  加代子

９月 ・第5回押し花教室
10月・地区運動会・第6回押し花教室
11月・公民館祭・第2回料理教室
12月・館報「南蟹谷」発行・高志の国探検事業
        (寄せ植え)
１月・文化講演会・館報「南蟹谷」発行
２月・老人会、壮年会と合同レクリエーション大会
３月・館報「南蟹谷」発行・スポーツ教室

＊我が館の自慢行事！！＊
・5月～2月、隔週で実施している土曜子ども教室
スポーツや学習・昔の遊び・料理等。
作品は公民館祭で展示し、地区のみなさんに見ていただいてい
ます。
・地域の親子活動の活性化を図るため、野外体験活動「プラネタ
リウムで星空」を実施。
・地元在住の押し花作家の指導による「押し花教室」を6回実施。
　「ものづくりの楽しさ」を伝えるため、公民館祭に展示。
・体にやさしく簡単に作ることのできる料理教室。

南蟹谷　公民館

＊年間活動の概要＊
４月・南蟹谷公民館総会
５月・第1回押し花教室
６月・第2回押し花教室・高志の国探検事業
       (棟方志功)
７月・館報「南蟹谷」発行・第3回押し花教室
     ・第1回料理教室
８月・高志の国探検事業(イワナ捕り)・第4回押し花教室

ひ　ろ   　せ
〒939-1664
富山県南砺市竹内241
TEL　(0763)52-4696　　FAX　(0763)52 4696

広　瀬　公民館
氏　  名

＊我が館の自慢行事！！＊
公民館三世代事業（田植え、稲刈り、餅つき･かるた大会、
しめ飾り作り）ﾚｸﾚｰｼｮﾝ大会
子供教室11回（流しそうめん、自然教室、ｽﾎﾟｰﾂ教室、料理教
室、版画教室、書道教室、将棋教室他）公民館研修（岐阜）
福寿大学、ﾒﾝｽﾞｷｯﾁﾝ(震災食)、婦人学級、公民館祭
社協との連携事業（介護予防運動、ｹｱﾈｯﾄ・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ講座
第四,五回健康麻将大会、）ふれあいサロン(むつみ会)

中山　繁實 地　域　概　要

＊年間活動の概要＊
４月　推進委員会、運営委員会
５月　田植え、除草
６月　地区運動会
７月　子供教室、公民館研修（郡上八幡）
８月　子供教室、大掃除

９月　 稲刈り、なんと移住体験ﾂｱｰ受け入れ
10月　健康麻将・ﾒﾝｽﾞｷｯﾁﾝ(震災食)
11月　公民館祭、三世代餅つき（かるた会）
　　　  ニコニコ広場
12月　大掃除、版画教室,しめ縄作り,子供教室
１月　 書初め教室
２月　 健康麻将

1,238
398

苅谷　英之
尾山　ゆかり

新しく実施した｢押し花教室｣
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

＊我が館の自慢行事！！＊
当館の「公民館祭」は、毎年１月の後半に開催しています。前身は「地域おこ
し談義」から始まった「医王トピア」で、その後を受けて実施しています。地区
住民の交流の場として、小さい子供から年配の方々までが一同に集い、地区
特産の味噌、ひまわり油、酒粕を使った「医王鍋」や地酒成政酒造の「しぼりた
て」を味わいながら色々な話題を語り、楽しいひと時を過ごす催しです。
　山城（広瀬城）が残る「城山へ登ろう！」では、今年も登山道の整備を行ない
ました。異世代交流事業「親子で里芋植え、里芋掘り」を実施して、土と触れ
合いました。また成人クラブが主として「芋煮会」を開催し親睦を深めました。
今後も恒例行事としてより広く地域の方に声掛けを行ない参加者を増やして
いきたいと思います。また新規事業として健康づくり教室「脳と身体の健康づく
り」を開催し、６０代から８０代の方に参加いただきました。

広瀬舘　公民館

 ひろ  せ  たち
〒939-1675
南砺市祖谷28-1
TEL　(0763)-52-4597　　FAX　(0763)-52-4597

686
189

地　域　概　要
氏　  名

才田　清志
常本　剛弘
前田　貞子

＊年間活動の概要＊
７月  「住民運動会」
　　　 「南部校区親善ソフトボール大会」
８月　「サマーフェスティバル」
　　　 「夏休みわくわくツアー」
　　　 「夏休み子ども教室」
10月 「南部校区住民体育大会」

11月　 「西太美公民館まつり」
　　　　 「子ども餅つき体験」
12月　 「フラワーアレンジメント教室」
11～1月「貯筋運動教室」
12～3月「そば打ち体験教室」
★公民館だより（毎月発行）
★移動図書館（毎月図書入替）
★ホームページ随時更新

822
258

＊年間活動の概要＊
５月  城山に登ろう！！
　　 　親子で里芋植え
６月　地区運動会（地区住民の運動で交流親睦の場）
７月　南部校区ソフトボール大会
７～８月 夏休み子ども教室（７回実施）
８月　 高志の国探検事業バスツアー
１０月 南部校区住民体育祭
１１月 親子で里芋掘り、芋煮会

12月　冬休み子ども教室（３回実施）
１月　 地区左義長・時間を日中に変更
          （地区交流・伝統継承）
１月　 地区公民館祭（活動発表、世代交流、親睦）
・男の料理教室　（９回目７月、１０回目１１月）
・教養講座（花の寄せ植え教室）
・健康づくり教室（脳と身体の健康づくり）
・公民館たよりの発行（毎月）
・移動図書館（毎月図書入替え）

辻　直幸
吉田　美穂子

 にし ふと   み
〒939－1681
南砺市才川七1744-3
TEL　(0763)55-1126　　FAX  (0763)55-1126

西太美　公民館
氏　  名

山田　与志信 地　域　概　要

＊我が館の自慢行事！！
『夏休み子ども教室』…平成29年8月
  公民館にて、食生活改善推進協議会のメンバーやイタリア料理
人の方を講師に料理教室を開催しました。季節の地元産野菜を
使ったメニューや耳慣れないイタリア料理を学び、皆で出来上
がった料理を囲みました。上級生と下級生がお互い助け合う様
子が見られ、大人と子供、世代間の交流を深める良い機会でも
ありました。

イタリア料理教室

地区運動会が終わった後の、懇親会
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

＊年間活動の概要＊
05月　　花いっぱい運動
06月　　昔の農業体験（田植え）
7・8月　 夏休み子ども教室
      　　 夏休み公民館お泊り会
08月　　納涼祭
　　　　　演劇鑑賞会
10月　　「親子で高志の国探検事業」研修会
　　　　　昔の農業体験（稲刈り）

11月　公民館祭
12月　餅つき大会
　　　　クリスマスの集い・冬休み公民館お泊り会
　　　　冬休み子ども教室
02月　公民館研修旅行・麻雀大会
03月　春休み子供教室

太美山　公民館

 ふと  み  やま
〒939-1761
南砺市太美1
TEL　(0763)55-1311　　FAX　(0763)55-1311

376
129

地　域　概　要
氏　  名

上坂　正治
影近　宏紀
上坂　洋子

＊我が館の自慢行事！！＊
＜公民館お泊り会＞
　夏休みと冬休みに“子ども公民館お泊り会”を開催し
ている。保育園児から小学生が公民館で宿泊し、食事
準備や勉強会・遊びを通じて、年齢の違う子ども達が
助け合いながら、喜びを共有し、自信や自立心を育て
る行事となっている。

＊年間活動の概要＊
４月　緑化活動
５月　歩こう会
７月　地区運動会
８月　納涼盆踊り大会
８月　体験ﾊﾞｽツアー

８月　  夏休み子ども教室（料理・にがおえ
　　　   教室）
１０月　校区住民体育祭
１０月　公民館祭
１２月　餅つき大会

1,141
346

斉田　亨
高島　博美

ひがしふとみ
〒939-1756
南砺市土生新522-3
TEL　(0763)55-1224　　FAX　(0763)55-1224

東太美　公民館
氏　  名

＊我が館の自慢行事！！＊
毎年、地域住民参加を目標に各事業を開催し幅広い
世代の交流をもてるよう工夫しています。体験ﾊﾞｽツ
アーでは親子での参加、公民館祭では、富山県産米
の新品種【富富富】の試食会を開きました。地元のコシ
ヒカリと食べ比べをし、たいへん好評でした。又、餅つき
大会では、高齢者とのふれあいで地域の紙芝居やむ
かしばなしに地元を再認識することができました。

奥野　欣一 地　域　概　要

｢朝の勉強風景｣
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

9月　  さつま芋堀
　　　　ウｵーキングフェステイバル参加
10月　球技大会
11月　文化祭
12月　餅つき＆クリスマス会
1月    カルタ、百人一首練習会
　　     書初め練習会

毎月『広報北山田』の発行
毎月第2、4（火）サロンひまわりの会開催

＊我が館の自慢行事！！＊
北山田公民館では、【北山田地区安心・安全フェステイバル】と
題して、各団体様及び南砺署の皆様に御協力を頂き、安全戦隊
『事故セイバー』や地元の駐在さんの寸劇、白バイ乗車体験、衝
突体験車の乗車体験、災害用非常食の試食等を行いました。
　２００名近くの参加となり、地域の防犯や交通に関しての認識を
再確認する一日となりました。

1,564
476

＊年間活動の概要＊
4月　総会、交通安全週間への協力（マスコット配布）
5月　花壇植込み、田植え、さつま芋苗植え
　　　チャレンジデーへの参加
6月　三世代ふれあいレクリエーション大会
7月　夏休み開館（7/25～）、公民館大掃除
　　　北山田地区安心・安全フェステイバル
8月　子供夏休みバス体験会

＊年間活動の概要＊
4月　公民館推進委員会
       各種団体行事日程連絡調整会
5月　山田地区年間行事カレンダー発刊
7月　自主防災訓練
8月　山田地区クリーン作戦・自治会花壇コンクール
8月　納涼盆踊り、夏休み子ども教室（7日間）

9月　  ウォーキング事業「フェステバル」
10月　第73回　山田地区レクリェーション大会
11月　第35回　山田地区文化まつり
12月　冬の子ども教室、公民館冬支度
年4回　やまだ元気塾（熟年世代対象）
年4回　親子で高志の国探検事業
毎月　「公民館だより」の発行、移動図書館入替

寺田　俊一
水口　美枝

 きた やま  だ
〒939-1715
南砺市宗守458-1
TEL　(0763)52-5865      FAX　(0763)52-5865

北山田　公民館
氏　  名

山田　政寛

＊我が館の自慢行事！！＊
名　称　　「山田地区レクリェーション大会」
期　日　　平成29年10月2日（日）13時より
会　場　　福光東部小学校体育館
今年は第73回大会となり、福光東部小学校体育館で
開催された。朝から準備に多くの住民が参加し交流の
輪を広げた。子供から大人までさまざまな世代の人が
参加できる種目があり、地区の一大イベントとなってい
る。

山　田　公民館

　や　ま　だ
〒939-1743
南砺市大塚60
TEL　(0763)52-4559　　　FAX　(0763)52-4559

1,206
378

地　域　概　要
氏　  名

林　清
富田　新之介
永森　由佳里

レクリェーション大会（綱引き）
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役　職
館　長
主　事 地域の人口 人
指導員 地域の世帯数 世帯

＊年間活動の概要＊
４月　みんなでアグリ開校式
５月　古文書解読講座開講（１２月まで）
６月　吉江地区住民運動会（東部小グランド）
７月　吉江公民館文化祭
７月　親子ふれあい教室（９月まで）

　８月　鉄道フェア（福光駅開業１２０年）
１０月　バス研修旅行（富山県美術館ほか）
１１月　吉江地区ビーチボール大会
１２月　「ワイン講座」
毎月　公民館だより「よしえ」発行

＊我が館の自慢行事！！＊
〈吉江地区ビーチボール大会〉平成29年11月5日
初夏の吉江地区住民運動会とともに吉江公民館のスポーツ行
事として、晩秋の11月に「吉江地区ビーチボール大会」を開催し
ています。今年度は第38回大会となり、福光東部体育館、福光
東部小学校体育館の2会場に23チームが5コートに分かれて熱
戦を展開しました。
  それぞれのコートでは白熱した試合展開に応援もピークに達

し、地域住民の交流と親睦を深める機会となりました。

吉　江　公民館

　よ　し　え
〒939-1732
南砺市荒木5382-1
TEL　(0763)52-4680　　FAX　(0763)52-4680

3,832
1,359

地　域　概　要
氏　  名

中川　賢一
湯浅　雄介
舘田　清志

第38回大会開会式の様子
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