
 【講座の実施内容】

回 会場 演題
参加
者数

1 5月 16日
井波総合文化セ
ンター

雪から読み解く地球環境
富山大学総合情報基盤センター
講師

遠山　和大 110

2 5月 30日 福光福祉会館
大人のための遺伝学
～病気や長寿は遺伝子で決まるのか～

金沢工業大学　基礎教育部
教授　博士（医学）

小木　美恵子 88

3 6月 13日 じょうはな座
★江戸時代の天文学者西村太冲の金沢で
の活躍

富山県天文学会　会員 渡辺　誠 91

4 6月 27日
福野文化創造セ
ンター

音楽を使って心身の活性化 日本音楽療法学会　認定音楽療法士 増田　羊子 80

5 7月 11日 じょうはな座
伝統木工技術「組子」の海外展開につい
て

㈱タニハタ　代表取締役社長 谷端　信夫 87

6 7月 25日
井波総合文化セ
ンター

美術文化と子供 富山大学　人間発達科学部　教授 隅　敦 76

7 8月 8日
井波総合文化セ
ンター

★一緒に歌って楽しいひととき 富山県立しらとり支援学校　教頭 澤田　昌子 67

8 8月 22日
地域包括ケアセ
ンター

海外からみた日本・南砺市 南砺市国際交流員 ケイト・エラーホースト 81

9 9月 5日
福野文化創造セ
ンター

★目の老化を考える 森田眼科医院 森田　嘉樹 93

10 9月 29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 124

11 10月 3日
福野文化創造セ
ンター

とやまでスターウォッチング 富山県天文学会　会員 水上　洋 80

12 10月 17日 現地研修 昔ながらの文化に触れる旅in富山市 現地解説員 69

13 10月 31日 福光美術館 棟方志功　広大無辺の書世界展 福光美術館学芸員 60

14 11月 14日 じょうはな座
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

㈱富山環境整備　アグリ事業部 71

15 12月 12日
井波総合文化セ
ンター

とやまのさくら～砺波地域のさくら～ とやまさくら守の会　会長 小原　耕造 77

16 1月 16日
福野文化創造セ
ンター

富山発の無花粉スギ『立山の輝き』の
開発と実用化

富山県農林水産総合技術センター
森林研究所　主任研究員

斎藤　真己 78

17 2月 20日 じょうはな座 水稲新品種「富富富」の挑戦 76

18 3月 13日 福光福祉会館 イタイイタイ病の歴史 富山大学　名誉教授 鏡森　定信 52

★は、県民カレッジ連携講座です。

富山県農林水産総合技術センター農業研究所　育種課

月　日

対　　象

申込者数

実施期間

実施場所

講師

 おおむね６０歳以上の方

 １４４名（男６４名　　女８０名）

Ⅴ　高齢者教育

 1　緑の里講座（高齢者大学）

 平成３０年５月１６日～平成３１年３月１３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
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　(１)城端地域

　　①南山田地区　　

月／日 場所 参加者(人）

　　②蓑谷地区　　　

月／日 場所 参加者(人）

6月21日 蓑谷公民館 18

月／日 場所 参加者(人）

42南山田公民館1月20日 財務省北陸財務事務所長

佐々木　勇介南山田フェスティバルⅢ　ショー

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

学習テーマ

　　【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、地域社会貢献する。

学習テーマ

南山田フェスティバルⅢ　防犯講座

講師

講師

講師

大井手　恵子笑いヨガ

城端交番所長、警察署員

6月11日 南山見公民館 65

8月25日 南山見公民館 27

2月11日 八乙女サロン会館 55

月／日 場所 参加者(人）

4月 8日 高瀬神社 58

8月23日 高瀬公民館 22

健康と体験学習から豊かな生きがいを求めて

学習テーマ

高清水断層と法林寺断層について
立山カルデラ砂坊博物館

専門学芸員　菊川　茂

　　 【学習のねらい】

井波彫刻協同組合

相談役　岩倉　雅美

　　② 高瀬高齢者教室

井波彫刻の現状とこれから

南砺警察署井波幹部交番
署長　藤井　肇

講師

高瀬神社宮司　藤井　秀弘

高齢者の交通安全について・犯罪講習会

高瀬神社境内清掃・金婚祭・講演

砺波地方における真宗の拡がり 瞑想の郷　館長　浦辻　一成
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　　③山野地区　　　

月／日 場所 参加者(人）

6月7日 山野公民館 39

11月22日 山野公民館 39

　　④井波地区

月／日 場所 参加者（人）

毎週木曜
19:30～21:00

井波社会福祉センター 9

月３回
（水曜２回、
木曜１回）

井波社会福祉センター 17

月１回 井波総合文化センター 10

毎週土曜 井波総合文化センター 5

　(３)福野地域

　　福野中部地区　

講 師

県金融広報アドバイザー
上田　亨

　　 【学習のねらい】 健やかな長寿をめざして

教室

女声コーラスサークル

社交ダンス

学習テーマ

知って安心！聞いて納得！相続・贈与
のお話

明るい終活について 妙蓮寺住職　竹部　俊恵

将棋教室

いなみウォーキング俳句会

講師

八嶋　順子

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

久保　美智子

鈴木　武
山崎　邦雄

月／日 場所 参加者(人）

６月～10月
全10回

福野中部公民館 8

教室

村澤 修一、干場 昌子、新山 泉

講師

武者絵伝承教室
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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～

「老いて増々いきいき」「箔功館・長町武家屋敷・２１世紀美術館」「笑いのヨガ」「交通安全い
きいき教室」「市政の現状と動き」「口から全身の健康を保つ」「刀利の話」「山村のくらし」
「マジックと玉すだれ」「楽しい旅」「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」「楽しい薬と健康講座」「県政について」「今庄そ
ば道場体験・花はす公園・鯖江めがね博物館・名勝養浩館庭園」「美化奉仕活動」「身体にいい発
酵食品」「北陸街道の港町　魚津周辺　魚津水族館と埋没林博物館　他」「楽しい新聞の読み方」
「アジアの仏教国を訪ねて」「観光バスの旅」「市政について」「認知症予防　閉講式」

～皆で伸ばそう　健康寿命～

「開講式 生涯学習講座を紹介します！」「交通安全　防犯教室」「今庄・鯖江方面」「エコエネ
ルギーについて」「タブレットの魅力　草むしり」「にこにこ１００才」「七尾・能登島方面」
「寒さ対策　雪囲い」「市政報告」「花の栽培」「富山県政」「法話　閉講式」

～行動を起こし　見て　聞いて　学び　生きがいを～

「開講式　南砺市政について」「野菜栽培」「交通安全いきいき教室」「１日研修旅行」「法話」
「介護予防を学ぶ」「音楽鑑賞」「切り絵」「陶芸教室」「転倒・骨折予防の運動の講義・実践」
「方言を学ぶ（福光の方言）」「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」「豪農の館　内山
邸、新富山美術館～環水公園」「くすりと健康講座」「富山県政を聴く」「木曽義仲・巴御前」
「自分でできる介護予防方法」「法話会」「見る・さわる・食べる　五感を使って脳を活性化す
る」「野菜栽培　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」「交通安全漫談　社会奉仕（農村公園
草刈り）」「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」「薬の話」「棟方志功」「法話」「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』」「新富山県美術館と北日本新聞越中座」「交通安全い
きいき教室」「老いてますます　手芸教室」「南砺市の現状を聞く」「相続と遺言等」「認知症予
防」「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」「薬と健康」「城端別院善徳寺『虫干
法絵』、井波別院瑞泉寺『太子伝会』宝物展示見学」「南砺地方の真宗の広まり」「上方落語」
「丹波地方と城崎温泉～伊根湾と天橋立」「スリランカ紀行」「ふくし出前講座『なんとに広がれ
ケアネット活動』」「法話」「県政について」「大村益次郎　閉講式」

～郷土を愛し　ふれあいを深めよう～

「開講式　温泉の話」「３０年後の子どもたちのための公共施設再編」「上越方面」「市政の課
題」「交通安全いきいき教室」「貯筋体操」「高山方面」「新聞の読み方」「未来に残すわたし
ノート」「市政報告」「県政報告」「みんなで防ごう特殊詐欺　閉講式」

～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」「現地学習で見聞を広める」「物故会員追
善法要　法話」「美化奉仕活動　ペタンクを楽しむ」「絵画教室」「くすりと健康」「『棟方志
功』について」「法話」「観光こぼれ話」「介護予防」「みんなで楽しく　閉校式」

北山田福寿大学 105

吉江福寿大学 139

南蟹谷福寿大学 54

太美山福寿大学 62

東太美福寿大学 61

山田寿福大学 141

広瀬福寿大学 79

広瀬舘福寿大学 171

西太美高砂大学 57

(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 45

石黒福寿大学 96
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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 渡部 孝子  古嶋 和代 桜井 恵子  

・会員数 １，０７１ 名

(2)平成３０年度実施事業 

月 日 事業及び内容 会 場

4 1 第１４回南砺市連合婦人会総会

・記念講演「おもしろ健口長生きのひみつ！」
 歯科衛生士事務所 ピュアとやま
          所長 精田紀代美氏

・生活委員会報告会「食品ロス削減への取り組み」

218 名

じょうはな座

5 13 富山県婦人会総会並大会        24 名 サンフォルテ

7 1 
1 

16 

南砺市連合婦人会だより第 27 号発行

富山県婦人会指導者研修会砺波地区研修会

・講演「城端蒔絵～４４３年の伝統を繋ぐ～」

講師 城端蒔絵 塗師屋治五右衛門１６代目

                小原好喬氏

・歴史探訪①城端曳山会館（城端新神明宮祭りの曳山行事）

     ②城端別院善徳寺山門周辺巡り 27 名

家庭教育セミナー映写会「いつまた、君と」

市内全戸配布

じょうはな座

クロスランドおやべ

8 18 
27～28

家庭教育セミナー映写会「鍵泥棒のメソッド」

富山県婦人会地域間交流事業「南砺市・利賀村研修」

砺波市文化会館

南砺市利賀村

9 22 連合婦人会日帰り研修旅行         24 名 金沢市内

10 21 連合婦人会家庭教育研究集会        20 名 南砺市上平地区

11 4 
25 

ねんりんピックボランティア

富山県婦人会 第９回 絆～活動と交流のつどい～

62 名

旅川グラウンド

富山県教育文化会館ホール

1 14 市長と語る会「小規模多機能自治への市長の思い」

実践紹介「住民主体による生活支援事業

“かようまいけ“とは」

北野北部地区婦人会きずなの会 得永三和子氏  

55 名

北野ふれあいセンター

3 1 
17 

南砺市連合婦人会だより第 28 号発行

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 14 回総会の開催

4 月 1 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・高田教育長ほか来賓多数を迎え 218 名の参加となる

 記念講演会  

   歯科衛生士事務所 ピュアとやま 所長 精田紀代美氏

     「おもしろ健口長生きのひみつ！」

   歯科衛生士の立場から健康と介護現場での口腔衛生の大切さについての講演。難しい話題をおもしろ

  おかしく、わかりやすく話していただけた。

②日帰り研修旅行

9 月 22 日（土）金沢市内「金沢おどりと市内散策」

24 名参加。初めての日帰り研修。

近隣金沢市への散策を楽しみながら、会員相互の

親睦を図る。例年一泊二日で行っていた研修を

会員の日々の忙しさも考慮し、日帰りで行ってみる。

時間が短かったが、内容の濃い研修であったかと

思われる。

③家庭教育研究集会

10 月 21 日（日）上平地区 20 名参加

  秋深まりゆく五箇山で、地元ガイドに同行いただき、 “山での暮らし、自然との繋がりや、

 今も大切に受け継がれている山の文化”について学び、自分たちの住む南砺市への理解や愛着を深める。

 また、里山ウォーキングを通し体力づくりを図ると共に、参加者相互の交流を深める。

④市長と語る会

1 月 14 日（月・祝）北野ふれあいセンター55 名参加。

 演題「小規模多機能自治への市長の思い」

4 月からスタートする小規模多機能自治と婦人会の在り方について市長自ら語っていただいた。

 また実践紹介では福野北部地区婦人会きずなの会の得永三和子氏により「住民主体による生活支援事業

“かようまいけ”とは」についてご紹介いただいた。
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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３０年５月１６日（水）　井波総合文化センター

④　常任委員会 平成３０年４月２３日（月）　南砺市井波庁舎

平成３１年３月１９日（火）　南砺市井波庁舎

（２）市民会議活動

月

６月～
９月

７月～
８月

11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

○「子ども１１０番の家」ウォークラリー横断幕作成
○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（若い芽発行、井波地域文化祭の展示発表）

○青少年健全育成に関する標語募集
○標語入りタオルの配布
○井口地域生涯学習フェスタ

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

「とやま県民家庭の日」作品コンクール募集・応募

夏の青少年の非行・被害防止に取り組む運動

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２１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

○家庭の日・非行防止標語募集
○あいさつ運動
○善行表彰式
○巴忌記念講演会

○巡回指導（曳山祭り、麦屋祭り）
○「自分たちで作るお弁当展」展示
○夏休み子ども居場所づくり事業
○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）
○広報活動（文化祭での活動報告パネル展示）
○サマーキャンプ交流会
○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
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・会長 奥野　康宏　（吉江中学校ＰＴＡ）

・副会長 齊藤　哲也　（福光中学校　校長） 坂本　博昭　(福光南部小学校　校長）

道宗　学紀  （上平小学校ＰＴＡ） 小西　宏和　（福野中学校育友会）

○第３回南砺市ＰＴＡ連絡協議会会員大会

日時： 平成３１年２月２日（土）　　１４：００開演

会場： ア･ミューホール

内容： 第１部　各単位ＰＴＡの活動紹介

第２部　講演会「ネット犯罪の世界」

　　講師：富山県警サイバー犯罪対策課

松永　賢一　氏

嶋津　貴也　氏

○研究大会参加

・第６６回日本ＰＴＡ全国研究大会新潟大会

・第７４回東海北陸ブロックＰＴＡ研究大会愛知大会

・第６回富山県ＰＴＡ会員大会

○情報モラル啓発パンフレット配付

・ネットマナー向上を目指した「アピール２０１8」配付

　　３月　６日（水）

ア･ミューホール

南砺市教育委員会との懇談会（第４回理事会）

　　７月～８月 ふるさとの大クリーン作戦 各地域

福光中学校　会議室

＜アピール２０１８＞

南砺市福野庁舎

　１２月　１日（土） 第１回拡大役員会（第７回理事会） 松風楼

　　１月２８日（月） 第２回拡大役員会（第８回理事会） 福光中学校　美術室

＜会員大会の様子＞    

（３）主な活動

第３回拡大役員会（第９回理事会） 福光中学校　美術室

　　２月　２日（土） 第３回南砺市ＰＴＡ会員大会

　１２月　５日（水） 市Ｐ連だより発行

３　南砺市PTA連絡協議会

（１）組織体制

（２）平成３０年度実施事業

期　　日 事業及び内容 会　　場

第２回理事会 福光中学校　会議室

　　４月２３日（月）

第６回理事会 福光中学校　会議室

　　９月１８日（火）

　　５月２６日（土） 定期総会 福光中学校　ランチルーム　

　　６月１１日（月）

　　７月　９日（月） 第３回理事会 福光中学校　会議室

第１回理事会 福光中学校　会議室

　　５月２６日（土） 家庭教育委員会 福光中学校　被服室　

　　６月　５日（火） 家庭教育委員会 福光中部小学校

　　７月１８日（水） 市Ｐ連だより発行、アピール2018発行

　　９月２２日（月）

　１０月２１日（水） 南砺市への要望書提出

第５回理事会 福光中学校　会議室

　　８月２０日（月）
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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   １８名 

   ビーバースカウト    ８名 

   カブスカウト      ９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    ５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   １７名 

   ビーバースカウト   １９名 

   カブスカウト     ２３名 

   ボーイスカウト    １３名 

   ベンチャースカウト   ２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。 

○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、また、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 

ドを作成して実施している。 

○８月に石川県珠洲市で開催された「第１７ 

回日本スカウトジャンボリー」に南砺市よ 

り、参加隊としてスカウト１２名、・リー 

ダー４名、奉仕隊としてリーダー４名の 

２０名が参加した。 

スカウトたちは全国のスカウトとともに８ 

日の間スカウト活動を経験し、自己の研鑽 

に努めた。 

38



（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　　　10名  （成人） 　　団委員・リーダー　　　　11名13名  （成人）

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

　 　ジュニア　　　　　　　　 6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）4名 (中学生）

　 　レンジャー　　　　 0名 (高校生） 　　レンジャー　　　　　　　　3名　(高校生）6名 (高校生）

　 　スキャップ     　　       10名  （成人） 　　スキャップ     　　       ９名　（成人）11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）

　　テンダー　　　　 2名

　　ブラウニー　　　　　　　　2名 （小学1年生～3年生）

　　ジュニア　　　　　　　 3名 （小学4年生～6年生)

　　シニア　　　　　　　　　　3名 (中学生）

　　レンジャー　　　　　　　　　　4名

　　スキャップ 3名  （成人）

②主な活動　

　　４月 福光里山で行われた南砺市植樹祭に参加

　　５月 「ガールスカウトの日１０１８」を南砺市園芸植物園

フローラルパークで開催し、地域の人々とふれあった

６月 ジュニア研修（二上まなび交流館）に参加

　　７月 県連盟キャンプ（立山青少年自然の家）に参加　　７月 県連盟キャンプ（立山青少年自然の家）に参加

薬物乱用「ダメ。ゼッタイ。」キャンペーンに参加

　　８月 北陸東海地区年長部門事業（愛知県開催）に３名のスカウト参加

　１０月 県大会（上市町）に参加

　１２月 ブラウニー研修会（砺波青少年自然の家）に参加

　　３月 県連盟年長部門ＶＡＶ集会（ウイングウイング高岡）に参加

　　　　（上記以外にも各団で活動をしています）

本年度は、県連盟の年間テーマ「よりよい社会へ～私が変わる。社会を変える」をもとに、地区及び各団

では様々な活動を行いました。ブラウニーは、活動を通して、仲間と協力することや、自分の意見を言う事の

大切さを学びました。ジュニアは、野外技術を学ぶ中で、コミュニケーション力やリーダーシップ力を養う機会と

なりました。年長部門は、社会に目を向け、又、他団や他県のスカウトと意見交換をすることによって自分を知る

ことができました。そこから、自ら考え行動できるスカウトに成長するための良き機会を得ることができました。

成人会員は、成人研修及び地区ごとに開かれているリーダー研修会等に参加し、ガールスカウトの指導者と

してのスキルアップを目指し、リーダーシップを発揮できる人材を育成するための支援を行っています。
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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 鉢呂 世成 

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

     ５月 花壇整備

６月 人形山山開き

     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

        平・上平・利賀青年団交流会 

    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 人形山山開き

上平地域敬老会

     ８月 五箇山ふれあわナイト

     ９月 平・上平・利賀青年団交流会 

    １０月 上平地区体育大会

     １月 新成人を祝う集い

        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 須河 優 

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 
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 
   利賀村青年団創立百周年記念式典 

利賀地域敬老会協力
８月 五箇山ふれあわナイト 

TOGA サマーフェスティバル協力 
 宝仙大学民謡指導 

９月  城端麦屋祭り・五箇山むぎや祭り民謡出演

利賀地域体育大会 
１０月 山祭りブース出展 
１１月 武蔵野青空市民謡出演 

  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 

団長 木本 翔吾

南砺市西赤尾２７７

上平公民館内
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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  中 井 邦 夫（高瀬西公民館）  

副 会 長  山 田 政 寛（北山田公民館）  

理  事  山 田 与志信（西太美公民館）   田 中 一 昭（南山見公民館） 

森 井 孫 俊（山野公民館）    朝 日 勝 彦（南山田公民館） 

    重 原 外 夫（福野南部公民館）  浦 辻 一 成（利賀公民館） 

 中 山 秀 一（井口ふれあい公民館）田 中   進（上平公民館） 

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 11 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 18 日（水） 南砺市公民館連合会総会・研修会(１回目) 井波総合文化センター 

4 月 27 日（金） 砺波地区公民館連合会総会・研修会（1回目） 砺波まなび公流館 

5 月 24 日（木） 第 12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（金） 南砺市公民館連合会理事会（２回目） 井波庁舎 

6 月 22 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 26 日（火） 砺波地区公民館連合会研修会（２回目） チューリップ四季彩館 

7 月 6 日（金） 南砺市公民館職員研修会（２回目） 氷見方面(現地研修)中止 

7 月 21 日（土） 第 47回富山県社会教育大会 婦中ふれあい館 

7 月 23 日（月） 公民館の小規模多機能自治移行に向けた研修会 井波総合文化センター 

9 月 14 日（金） 第 12回富山県公民館大会 富山県教育文化会館  

10 月 5 日（金） 南砺市公民館連合会理事会（３回目） 井波庁舎 
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11 月 1 日(木） 

～2日（金） 
第 40 回全国公民館研究集会東京大会 

新宿区 

日本青年館ホール 

12 月 7 日（金） 
南砺市公民職員研修会（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 17 日（日） 
南砺市社会教育推進大会 

（実践発表：桜ヶ池ネーチャースクール） 
福野文化創造センター 

3 月 1日（金） 南砺市公民館連合会理事会（５回目） 井波庁舎 

南砺市公民館連合会総会・職員研修会の様子 
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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３０年度に南砺市では３１地区公民

館のうち、１１地区公民館が１１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・石黒公民館・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・西太美公民館・東太美公民館・山田公民館

連携公民館

蓑谷公民館・南山田公民館・井波中央公民館・井口ふれあい公民館・福野西部公民

館・南蟹谷公民館・太美山公民館・北山田公民館・広瀬公民館・広瀬舘公民館・吉

江公民館

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

＊年間活動の概要＊
４ 月  桜を見ながら、句碑を探そう
５ 月　美術鑑賞　浮世絵「江戸の遊び絵づくし」
６ 月　ホタル観賞会　(高瀬遺跡他)
6.7月　手芸教室「着物リメイクに挑戦」4回
７ 月　虫干法会で「宝物観賞」と善徳寺・保存改修箇所の見学をしよう！
８ 月　夏休み親子体験「ストラップ作りとバーベキュー」
　　　　（石川県立自然資料館・奥卯辰山健民公園）
10月　秋の研修会
 “改修された「名古屋城本丸御殿」と犬山城下町・有松重建地区めぐり”

10月　手芸教室（婦人会主催・公民館共催）　「多肉植物の寄せ植え」
11月  城端地域の、自治振会・婦人会・社会福祉協議会・公民館活動
         展示発表（青少年ホーム）
　　　　男の料理教室「鯖缶など使って手軽な料理３品つくりましょう！」
12月　ソバ道場　（ソバ打ち体験）
　　　　先輩に学ぶ（城端中学卒の先輩が後輩に）講演　演題“城端愛
         を楽しもう”　講師　清部一夫氏　（場所・城端中学校）
１ 月　初釜とハンドベル・北陸電力出前講座　電気の安全な使い方
３ 月　三世代交流　「餅つきと玉すだれ・城端民俗文化財ちょんがれ」
         ＊「じょうはな学」　毎月第２土曜日　年８回実施

 みなみやまだ
〒939-1842

南山田　公民館

＊ 我が館の今年初めての行事!! ＊
・じょうはな学「桜を見ながら、句碑を探そう！」
今回は健康増進をかね、ウオーキングしながら、城端下口の
桜や、元禄時代の芭蕉の門人八十村路通（1649～1738）が城
端で詠じた“城端十景”（城端文化財・昭49.9.9）の石碑を見て
回りました。城端別院の枝垂れ桜や「育王房跡」の石碑、浄念寺
の「念仏谷夜月」、大工町の「袴腰晴雲」など見て知識を深めま
した。
・手芸教室
「着物リメイクに挑戦」を4回にわたって長澤満美子氏に教えて
頂きました。タンスに眠っていた着物が、個性的な素敵な洋服に
生まれ変わりました。11月の活動展示発表に飾り好評でした。

石崎　宣雄 2,024
原田　美智子 799

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

城　端　公民館
氏　  名

松平　保夫　 地　域　概　要

じょうはな学

桜を見ながら、句碑を探そ

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  市公民館総会　「皆さんで語ろう会」①
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）
　　　　「皆さんで語ろう会」②
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）
　　　 さくらんぼ教室、小規模多機能説明会
８ 月　三世代カローリング、五館合同事業

９ 月  麦屋祭り協力高志の国事業（むぎや）防災訓練・講座、
         地区民大運動会（台風の為中止）
10月  城端体育大会、「皆さんで語ろう会」③
11月　公民館祭、南山田フェス2(そばうち）中止、安全・防災部会
12月　わんぱく塾（Ｘｍａｓリース）
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、福祉部会、学習部会、まちづくり部会
２ 月  社会教育大会
３ 月  公民館だより発行　監査

朝日　勝彦 地　域　概　要
藤井　瞳 3,212
杉本　澄子 1,131

＊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・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。本年度、文部科学大
臣表彰受賞。
　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。

〒939-1842
南砺市野田1369番地
TEL　(0763)62-3393　　FAX　(0763)62-3393

南山田　公民館
氏　  名

三世代カローリング大会
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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

＊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
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

　み の た に
〒939-1812

蓑　谷　公民館

澤　徹 1,491
岡村　訓子 556

＊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。

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

大鋸屋　公民館
氏　  名

杉村　稔　 地　域　概　要

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＊
公民館主催の文化祭には、毎年マンネリ化にならない
ように新しい企画を取り入れています。今年は、とやまの
芸術家ふれあい公演事業に応募し、福野高校吹奏楽部
の皆さんに来て頂きました。秋晴れの下、広々とした芝生
広場での演奏会は大盛況。過疎化により来場者数の減
少と高齢化は、徐々に進んでいますが、地元の高校生の
赤や緑のカラフルつなぎを着た元気一杯な演奏に来場者
一同パワーをもらいました。

＊年間活動の概要＊
４ 月　教室開始（体操・歌唱・ハンドベル）
５ 月　縄が池探検、親子菜園（さつまいも苗植え）
６ 月　城端線の旅、若狭美浜原発電所見学
７ 月　夏休み子ども教室（７～８月）
８ 月　有峰森林文化語り部講参加
９ 月　絵手紙教室（８～10月）

10月　親子菜園（さつまいも堀り）
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２回開催）

税光　信作 地　域　概　要
山口　勝幸 709
梅原　雅美 249

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

蓑　谷　公民館
氏　  名
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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　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（糸魚川ジオパーク）、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　北野サマーフェスティバル、夏休みおやつ作り教室、
　　 　 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

10月　第38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　第38回北野元日マラソン
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

 　　たいら
〒939-1923

平　公民館

岡部　怜司 919
西田　純 295

＊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おり、お正月の参拝も
兼ねています。ファミリーでマラソンを楽しむ方も多くおられ、アッホー
ムな雰囲気のお薦めの大会です。
・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
チビッコ太鼓教室を開催し、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、北野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、子ども達が安全に、のびのびと遊べる場
として公民館を開放し、季節の簡単工作やトランプ、かるた遊び、天気
が良い日はグラウンドで巨大シャボン玉に挑戦したり、楽しい思い出を

つくっています。体操教室、おやつ作り教室も開催しています。

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

北　野　公民館
氏　  名

櫻井　光雄 地　域　概　要

第38回北野ふれあいまつり

チビッコ太鼓 ステージ発表

バスハイク 糸魚川ジオパーク

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　 運営委員会、文化協会総会
５ 月　 花いっぱい運動
６ 月　 工作教室（紙コップけん玉）
７ 月　 エアロビクス
８ 月　 なつまつり
10月　平地域探検事業
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25号発行
３ 月　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６団体（隔週１～２回）

池田　祐昇 地　域　概　要
武田　千春 951
滝本  清 340

＊我が館の自慢行事！！＊
10月に平地域探検事業「旧五箇山街道を歩こう」を、初
めて実施しました。これは、古くから五箇山と城端を結ん
でいた峠道を歩くもので、小学１年生から60歳代のシニア
まで21名が参加。講師に大鋸屋の今井芳正さんをお願い
しました。時折小雨が降る中を、一行は相倉合掌集落か
ら鹿熊峠とたいらスキー場を通り、朴峠まで歩きました。途
中、高さ27ｍの立石の上へ上がったりお助け小屋の跡を
見たりして、往時の人々の苦労を偲んでいました。

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

平　公民館
氏　  名
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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　運営委員会
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

　と　　　が
〒939-25071

利　賀　公民館

生田　登 650
山本　直子 201

＊我が館の自慢行事！！＊
「上平文化祭」
　上平文化祭では、生花クラブの作品展示、茶道クラブに
よるお茶席、各団体の作品展示や活動発表、一般作品の
展示を行っています。毎年、来館者の皆さんに、素晴らし
い作品をゆっくり観賞していただく為、各団体が協力、工
夫して楽しく準備しています。又、フリーマーケットや栃餅
販売も行っています。
　秋の上平文化祭に是非お越し下さい！

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

上　平　公民館
氏　  名

田中　進 地　域　概　要

上平文化

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
10月　高齢者健康教室・コンサート

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、手芸教室
２ 月　健康教室

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。

浦辻　一成 地　域　概　要
野原　陽子 502
野原　恵子 205

＊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。昨年に続き3B体操を開催、好評でした。９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６回目を開催。日帰りバス
教室では、野菜のカービング体験と井波の町並みを改め
て案内してもらいました。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。雪の多い冬の間に手芸教室や健康教
室を予定しています。

〒939-25071
南砺市利賀村184番地　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

コンサート

カービング体験
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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

 みなみやまみ
〒932-0241

南山見　公民館

＊年間活動の概要＊
４ 月　役員合同研修会・第１回運営審議委員会
５ 月　第22回町内対抗ﾏﾚｯﾄｺﾞﾙﾌ大会
６ 月　春の歩こう会「斑尾高原」
　　　  館報「いなみ」１号発行・第２回運営審議委員会
　　  　第16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42回いなみﾌｧﾐﾘｰﾏﾗｿﾝ大会　（台風の為中止）

10月　第３回運営審議委員会
　　　　 秋の歩こう会「恵那峡、妻籠」
　　　　 文化ﾌｫｰﾗﾑ事業「蚕堂、綿貫民輔邸、瑞泉寺」
　　　　 館報「いなみ」２号発行
11月　井波地域文化祭
12月　男の料理教室
１ 月　 成人式・左義長
２ 月　 第38回競書大会表彰式、元気塾（５回講座）
３ 月   第４回運営審議委員会・館報「いなみ」３号発行

伊東　淳一 4,494
廣原　弘子 1,727

＊我が館の自慢行事！！＊
　三世代交流は井波児童館「きぼりっこ」を会場に各団体
が１つのｺｰﾅｰをつくり、全部で10のｺｰﾅｰを児童それぞ
れが体験します。井波赤十字奉仕団による災害救護炊き
出し講習会や公民館スタッフによる竹馬作り、昔の遊び体
験など、子ども達と楽しいひと時を過ごします。昼食時に
は、食生活改善推進協議会の方々より、参加者全員にカ
レーが振る舞われます。
今年も三世代交流を通じて、高齢者の方々や保護者との
つながりを深めることが出来ました。

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

井　波　公民館
氏　  名

塚八　栄治 地　域　概　要

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　新・旧合同運営審議委員会
５ 月　チャレンジデー2018inなんと
６ 月　館報「八乙女」発行、環境美化活動
７ 月　第35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、戸隠高原トレッキング
８ 月　第39回町内対抗ソフトバレーボール大会、第41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41回南山見地区体育祭は大型台風接
         近のため中止

10月　館報「八乙女」発行
11月　第41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30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、詩吟、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

＊我が館の自慢行事！！＊
第41回八乙女フェスティバル　（盆踊り・納涼祭）
　今ではお盆の風物詩となっている八乙女フェスティバル
（盆踊り・納涼祭）、今年はグラウンドコンディションの関係
で体育館での開催となりました。
保育園児の踊り、小学生の交通安全宣言、特設ステージ
でのエレキギター演奏、皆が知っている曲の盆踊りで賑
わいます。各種団体の屋台、模擬店では、子どもから大
人まで、楽しくゲームをしたり、飲んだり食べたりして語ら
います。最後に、帰り際に花火を外で打ち上げ、空くじな
しの抽選会を楽しむお盆の一夜でした。

田中　一昭 地　域　概　要
村松　慶孝 1,009
林  律子 342

〒932-0241
南砺市川原崎15番地
TEL　(0763)82-5176　　FAX　(0763)82-5176

南山見　公民館
氏　  名

第41回八乙女フェスティバ
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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　環境敷地美化、環境美化委員会研修
５ 月　チャレンジデーラジオ体操会
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　体育祭（雨天中止）
10月　敬老会、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

　た　か　せ
〒932-0252

高　瀬　公民館

大浦　峻 1,912
長谷　寛子 630

＊我が館の自慢行事！！＊
「文化祭・敬老会」
10月28日（日）、これまで別々の日に開催していた文化
祭と敬老会を同日に開催し、運営する関係者の負担軽減
とより多くの住民の参加を願って実施されました。朝から
は展示と模擬店を、午後からは敬老会の式典そして引き
続き活動発表を行いました。今後の少子高齢化やそれに
伴う人口減少を考えるとき、人的資源の有効活用を考え
ていかねばならない時期に来ているようです。

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

山　野　公民館
氏　  名

森井　孫俊 地　域　概　要

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

玉井　順一 地　域　概　要
大西  勝 1,025
久恵　悦子 320

＊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。

〒932-0252
南砺市高瀬724番地2
TEL　(0763)82-5399　　FAX　(0763)82-5399

高　瀬　公民館
氏　  名

納涼盆踊り大会
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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

＊年間活動の概要＊
４ 月　運営委員会
６ 月　親子体験教室（豆腐づくり、紙すき体験）
10月　井口地域運動会（台風のため中止）
11月　井口生涯学習フェスタ

11月　キッズ体験教室（そば打ち体験）
12月　クリスマスコンサート
１ 月　新成人祝賀会

 ふくの ちゅうぶ
〒939-1507

福野中部　公民館

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

井口ふれあい公民館

氏　  名
中山　秀一　 地　域　概　要

＊ 我が館の自慢行事!! ＊
『井口生涯学習フェスタ第２部　クリスマスコンサート』
「井口生涯学習フェスタ」の第２部として、日頃身近でコ
ンサートなどを聴く機会が少ない地域の皆さんに楽しんで
いただこうと開催しているクリスマスコンサート。今年はジャ
ズ・ヴォーカル・カルテットの「ヴィザヴィ」をお招きし、心に
しみる日本の歌、そしてクリスマスソングを楽しみました。
また、スペシャルゲストとして、地域で活動している「なんと
混声合唱団椿」も出演しての楽しいひと時でした。

山﨑　喜弘 1,158
高田　里美 385

クリスマスコンサート

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　夜高祭休憩所設置・運営
６ 月　文化財めぐり
６ 月～10月　夜高行燈武者絵伝承教室（10回）
７ 月　軽スポーツの集い＆カローリング大会
８ 月　スキヤキパレード休憩所設置・運営

９ 月　文化祭
10月　歩こう･走ろう ふくの健康マラソン大会
11月　運営委員研修会(隔年)
12月　三世代交流料理教室、しめ飾り教室
３ 月　餅つき大会

蟹谷　康司 地　域　概　要
木澤　元之 3,208
清瀬　伊紀子 1,323

〒939-1507
南砺市二日町1545番地13
TEL　(0763)22-1660　　FAX　（0763）22-1660

福野中部　公民館
氏　  名

＊我が館の自慢行事！！＊
「三世代交流料理教室」
　平成23年から始めた「料理教室」も今年度で8回目を迎
えました。毎年、食生活改善推進協議会の方々のご協力
により、福野中部地区の子供たちを対象に開催していま
す。今回は、公民館運営委員の千代田誠さんの丁寧な指
導の下、「広島風お好み焼き」作りに挑戦しました。野菜
たっぷりのふわふわトロトロお好み焼きに参加者の笑みが
こぼれました。ホットプレートがあれば、家庭でも簡単に作
れるメニューとして大好評でした。 模型を使った作り方指導
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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

 ふくの とうぶ
〒939-1522

福野東部　公民館

＊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
６ 月　近思ウオーク（桜ケ池湖畔散策）
７ 月　北部公民館教室展示会ヘリオスにて（切り絵教室、絵手紙
　　　　教室、アート水引教室、掛軸教室）、キッズ・クッキング、
　　　　夏休み子供教室（絵を描こう）
８ 月　夏祭り、運動会、スキヤキパレード参加
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　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、切り絵教室、掛軸教室、
　　　　　　　民謡教室、詩吟教室、謡曲教室
＊広報発行
近思ほくぶ（９、２月）
近思会館だより（５、７、12月）

＊ 我が館の自慢行事!! ＊
　「キッズクッキング教室」
冷やし中華とデザート作りに食改の方々の協力を受け
ながら子供たちは挑戦しました。小学4年生以下は親子で
参加、男子の参加もありお母さん方から自分で作ったから
か苦手な野菜も食べてくれ良かったですと嬉しいコメント
を頂きました。（平成27年より子供支援事業の一環として
キッズクッキング教室年2回、夏休み子供絵教室、書初め
教室を開催しています。）

田尻　貢 3,972
澤田　由美子 1,300

 ふくの ほくぶ
〒939-1502
南砺野尻652番地2
TEL　(0763)22-6350　　FAX　(0763)22-　6350

福野北部　公民館
氏　  名

道畑　慎一 地　域　概　要

キッズクッキング教

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
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

窪　辰夫 地　域　概　要
大塚　康恵 1,885
斉藤　悦子 553

＊我が館の自慢行事！！＊
☆☆田楽行燈づくり＆スキヤキパレード参加☆☆
　田んぼに掲げ五穀豊穣を願った田楽行燈を、地区に住
む子ども達に継承する為に、平成24年度より「公民館親
子で高志の国探検事業」に申請し、継続して実施してい
ます。スキヤキだけでなく、東部地区の敬老会や文化祭
などへも参加の機会を設け、地域の一員としての自覚と
ふるさとへの愛着や誇りを育むよう企画しています。
　また、家族や友達・地域の方々とのふれあいの中から、
注がれる愛と絆を自覚し、子供らしい思いやりのある健全
で健やかな精神と思い出づくりが出来るよう検討していま
す。

〒939-1522
南砺市野新393番地
TEL　(0763)22-6292　　FAX　(0763)22-6292

福野東部　公民館
氏　  名
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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＊
６ 月　第60回バレーボール大会
８ 月　第18回納涼祭
９ 月　ゲートボール大会
10月　第35回大運動会
11月　第35回文化祭
１ 月　左義長
２ 月　第13回ピンポン大会

１． 年間６回「ワイワイ学園」児童対象
２．火曜日「瀬々らぎ会（民踊）」
３．水曜日「詩吟サークル」
４．木曜日「カラオケサークル」「つぼみの会（川柳）」
５．金曜日「初音会（大正琴）」
６．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。
７．地区広報誌　年３回発行（今年度は110号発刊しました）

 ふくの なんぶ
〒939-1534

福野南部　公民館

＊我が館の自慢行事！！＊
60回を迎えた地区民バレーボール記念大会
記念イベントとして、オール南砺vsオール高瀬西のドリームマッチ、過
去の大会の写真や歴代優勝チームの展示したほか、全世帯へ記念品
を配布、新聞記事掲載によるアピールを行いました。この大会は、旧高
瀬村の分村合併を契機として、地区民の絆を高めて行こうとスタートし
たもので、集落毎のまとまりや地区のスポーツ熱を高める効果もあり、
今では、次々とバレー部活に加入しレベルアップした子供たちや往年
の名選手が入り混った、世代を繋ぐ重要な大会となっています。このほ
か、納涼祭、運動会や文化祭では、地区内サークルのコラボレーション
など団体間の交流も進めています。高瀬西地区では、地区住民と意見
交換を図りながら、伝統を受け継ぎつつ、地区課題解決に向けて、地
区公民館が担うべき地区民の交流の場を提供しています。

寺井  克明 614
中山　京子 179

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

高瀬西　公民館
氏　  名

中井　邦夫 地　域　概　要

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！！＊
「大納涼祭」　7月29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、焼きそばや焼鳥、生ビールなどの販売
や出店で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
の演奏や巨大人形の大きさに驚き、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。

＊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）

重原　外夫 地　域　概　要
角能　衛 2,061
兼時　純子 627

〒939-1534
南砺市広安333番地3
TEL　(0763)22-6355　　FAX　(0763)22-6355

福野南部　公民館
氏　  名

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

＊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)
８ 月　納涼盆踊り大会、地区大運動会
10月　自主防災訓練

10月　敬老会・文化祭、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３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教室、スポーツ教室 ３教室
※ 西部のたより　広報　年３回発行

　や　す　い
〒939-1554

安　居　公民館

水木　一夫 1,426
高田　昌美 427

＊我が館の自慢行事！！＊
　ヨイヤサーヨイヤサー

　　　　みんなで作り曳いた　夜高行燈練り回し

毎年恒例の夜高行燈練り回し、今年は、6月8日が雨で
中止となり、9日～10日で練り回しを行いました。製作は5
月5日より小学校PTA・老人会・婦人会・民生委員の他大
勢の協力で行われ、6月3日に消防団による台締めで完
成しました。
太鼓や笛の音が各地区に響きわたり、今年の豊作を祈念
しました。今年は、これまでの行燈の武者絵の田楽を新し
くしいちだんと見応えのある行燈になりました。

 ふくの せいぶ
〒939-1545
南砺市布袋48番地1
TEL　(0763)22-5759　　FAX　(0763)22-5759

福野西部　公民館
氏　  名

河合　豊　 地　域　概　要

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も
あります。締めくくりの餅つきは、交代できねを振り、つき
たての餅を味わいます。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
前田　悟志 610
池田　万利子 200

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

安　居　公民館
氏　  名

地区文化祭（餅つき）

53



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　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、棟方志功を訪ねて
８ 月　子供絵画教室、盆踊り、イワナつかみ
９ 月　親子陶芸教室、敬老会
10月  福光公民館祭り

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＆ゲーム会、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

　い し く ろ
〒939-1613

石　黒　公民館

定村　一美 3,734
中田  まり子 1,472

＊我が館の自慢行事！！＊
毎年1月に開催される左義長は、1年を通して準備をし
ています。
　9月上旬に藁集め、12月第1土曜日に竹取・運搬、1月
第2土曜日に朝から竹組や注連縄などの回収をして、14
時に点火します。
　左義長委員会が中心となり、消防団、町内会長、推進
員、運営委員の方々の協力がないとできない行事です。
点火後に子供たちの書初めが空高くのぼり、お餅を焼い
て一年の無病息災祈ります。

　ふ く み つ
〒939-1654
南砺市福光1137番地
TEL　（0763）52-4684　　FAX　(0763) 52-4684

福　光　公民館
氏　  名

出村　孝志 地　域　概　要

☆左義長

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　第１回公民館運営委員会
７・８月　夏休み子供教室、高志の国探検事業　高岡
８ 月　立山ウォーキング・登山
　　　　納涼盆踊り大会、第42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
　　　　第２回公民館運営委員会
11月　第38回文化祭、餅つき実行委員会、
　　　　歴史文化施設巡り（京都迎賓館、嵯峨野巡り）
12月　第３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、ラージボール卓球教室

多賀　佐太郎 地　域　概　要
嶋田　智志 2,121
池田　恵里子 680

＊我が館の自慢行事！！
・夏休み子供教室：食改の料理教室、やじろべえ・おやつ
作り、移動図書館、明神川での自然教室、野菜の収穫・
調理、押し花工作、絵画教室、更女のスポーツ教室等を
開催した。各回30名前後の参加があった。流し素麺は約
60名が参加し、水鉄砲や器作りも楽しんだ。大勢の地域
の方の協力を得てこそ行うことができた。
・納涼盆踊り大会：今年は外にやぐらをくんで行った。盆
踊りを盛り上げようと中部小ＰＴＡの「親子で楽しもう、盆踊
りとお泊り会」が同時開催され、大勢の親子が踊りに参加
した。ＰＴＡの協力もあり例年より多い１０の出店が開かれ
大勢の人で賑わった。

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

石　黒　公民館
氏　  名

「水がもれないよう布を巻いて」水鉄砲作り
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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

＊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、館報「南蟹谷」発行
７ 月　第3回押し花教室、高志の国探検事業(棟方志功を訪ねて)
８ 月　第4回押し花教室、高志の国探検事業(イワナ捕り)

９ 月　第５回押し花教室
10月　第６回押し花教室、第１回料理教室
11月　公民館祭(ぎんなんフェスタ同時開催)
12月　館報「南蟹谷」発行、福光公民館合同寄せ植え
１ 月　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

　ひ　ろ　せ
〒939-1664

広　瀬　公民館

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

南蟹谷　公民館
氏　  名

戸成　博宣 地　域　概　要
石田　ひふみ 513
今村  加代子 180

＊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・工作・昔の遊び等。
　作品は公民館祭で展示し、地区のみなさんに見ていた
だいている。
・地域の親子活動の活性化を図るため、野外体験活動
「万華鏡づくり体験」を実施。
・昨年好評だった押し花教室を今年も開催。
・体にやさしく簡単に作ることのできる料理教室。

土曜子ども教室「万華鏡づくり」体

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　推進委員会、運営委員会
５ 月　田植え、除草
６ 月　マラニック90ｋｍ地点、地区運動会
７ 月　子供教室、公民館研修（永平寺他）
８ 月　子供教室、大掃除

９ 月   稲刈り
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

中山　繁實 地　域　概　要
苅谷　英之 1,254
尾山　ゆかり 415

〒939-1664
富山県南砺市竹内241番地
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15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（福井）
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6,7回健康麻将大会、）ふれあいｻﾛﾝ(むつみ会･講
演会)
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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

＊年間活動の概要＊
５ 月　城山に登ろう！！（杭打ちで登山道整備）
　　　  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 月～８ 月 夏休み子ども教室（６回実施）
８ 月　高志の国探検事業バスツアー
11月　異世代交流芋煮会ほか
12月　冬休み子ども教室（２回実施）

１ 月　地区左義長（地区交流、伝統継承）
　　　　地区公民館祭（活動発表、世代交流、親睦）

・男の料理教室（11回目７月、12回目11月）
・教養講座（アートフラワアレンジメント教室）
・健康づくり教室（脳と身体の健康づくり）6回
・公民館たよりの発行（毎月）
・移動図書館（毎月図書入替え）

　にしふとみ
〒939－1681

西太美　公民館

常本　剛弘 664
前田　貞子 185

＊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。

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

広瀬舘　公民館
氏　  名

才田　清志 地　域　概　要

「脳と身体の健康づくり教室」を開催し最終日に

内臓脂肪面積測定を個々に行いました。

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＊
６ 月　地区親善パークゴルフ大会
７ 月  住民運動会
　　　　南部校区親善ソフトボール大会
８ 月　盆踊り講習会
　　　　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
７ 月～３ 月　中級タブレット教室
★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

＊我が館の自慢行事！！
『地区親善パークゴルフ大会』…平成28年5月22日
　地元IOX-AROSAパークゴルフ場にて、大人から子ども
まで36人が４人１チームに分かれてプレーを楽しみまし
た。あちらこちらで声を掛け合ったり、拍手をしたりなど和
気あいあいとした様子が見られ、地域間や世代間の交流
を深める良い機会でもありました。

山田　与志信 地　域　概　要
辻　直幸 812
吉田　美穂子 258

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

西太美　公民館
氏　  名

地区親善パークゴルフ大会
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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

 ひがしふとみ
〒939-1756

東太美　公民館

＊年間活動の概要＊
５ 月　花いっぱい運動、郷土料理教室
７ 月　南部校区ソフトボール大会、郷土料理教室
７・８月　夏休み子ども教室
８ 月　夏休み公民館お泊り会、納涼祭
　　　　利賀演劇鑑賞会、親子で高志の国探検事業
９ 月　郷土料理教室

11月　公民館祭、郷土料理教室
12月　クリスマス会、冬休み公民館お泊り会
　　　　冬休み子ども教室
１ 月　郷土料理教室
２ 月　公民館麻雀大会
３ 月　公民館研修旅行、郷土料理教室
　　　　春休み子ども教室

影近　宏紀 373
上坂　洋子 130

＊我が館の自慢行事！！＊
＜郷土料理教室＞
　隔月、年6回郷土料理教室を開催。地元の食材を使い、
昔から食べられてきた手軽に作れる郷土料理を再現し伝
えていくということと住民の皆さんが一同に集まり、食事を
共にして親ぼくを図るという目的もかねて開催している。
食事会だけの参加者も増えてきており、料理にまつわる
思い出話などで盛り上がり住民の憩いの場となっている。

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

太美山　公民館
氏　  名

上坂　正治 地　域　概　要

｢会食の様子｣

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　緑化活動
５ 月　歩こう会
６ 月～　週一サロン「なごみ」開設(毎週月曜日)
７ 月　地区運動会　（台風接近・猛暑の為中止）
８ 月　納涼盆踊り大会
　　　　体験ﾊﾞｽツアー

８ 月　夏休み子ども教室（和菓子作り・動くおもちゃ作り）
10月　校区住民体育祭　（台風接近の為中止）
　　　　公民館祭、餅つき大会

奥野　欣一 地　域　概　要
斉田　亨 1,122
高島　博美 348

＊我が館の自慢行事！！＊
幅広い住民参加を目標とし、特に親子で取り組む事業
を中心とした緑化活動、体験バスツアー、三世代交流の
餅つき大会、活気ある地域を目指して納涼盆踊り大会、
公民館祭を開催しています。平成３０年６月からは、毎週
月曜日午前中公民館を開放して週一サロン「なごみ」を開
設、年齢問わず住民参加を呼びかけ貯筋体操、ほっと
あっとなんと体操を取り入れ健康な体作りや脳の活性化
を図り、一息ついて和める時間と楽しいものづくりなどを
提案し活動を推進しています。

〒939-1756
南砺市土生新522番地3
TEL　(0763)55-1224　　FAX　(0763)55-1224

東太美　公民館
氏　  名
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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　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
　　　　納涼盆踊り、夏休み子ども教室（８日間）

８ 月　子ども教室「プラネタリウム」
10月　第74回　山田地区レクリェーション大会
11月　第36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３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

　きたやまだ
〒939-1715

北山田　公民館

富田　新之介 1,281
永森　由佳里 474

＊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30年10月7日（日）13時より
会　場　　福光東部小学校体育館

　今年は第74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。

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

山　田　公民館
氏　  名

岩村　晃 地　域　概　要

レクリェーション大会（綱引き）

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　公民館運営委員会・総会
５ 月　親子でさつま芋苗植え
６ 月　三世代ふれあいレクリエーション大会
７ 月　公民館大掃除
　　　　公民館開館7/25～8/12
８ 月　夏休み親子でプラネタリューム観察
　　　　親子でバス研修
９ 月　親子体験（さつま芋ほり）

10月　パパ・ママ頑張れ球技大会
11月　公民館バス研修
11月　北山田地区文化祭
12月　親子体験（餅つき）
12月　子供教室（クリスマスキャンドル作り、クリスマス会）

毎月『広報北山田』発行
毎月２回　サロン開催

＊我が館の自慢行事！！＊
名　　　称　　餅つき＆クリスマス会＆そくさい会
開催日時　　平成30年12月23日（日）午前9：30～13：00
会　　　場　　北山田公民館
北山田公民館では、恒例の【餅つき＆クリスマス会＆そくさい会】と題
して３世代の交流を行いました。本年度は、まずクリスマスキャンドル制
作を行いました。保育園児～お爺ちゃん、お婆ちゃんまで皆一緒に制
作です。その後は、お父さん、お母さん、子ども達は餅つき、お爺ちゃ
んお婆ちゃん達は餅が出来上がるまで『演歌サイズ』で健康体操を行
いました。北山田地区社会福祉協議会との協賛でこの時期の恒例行
事となっており、毎年150人程の方々の参加で大盛り上がりな行事で

す。

山田　政寛
寺田　俊一 1,551
水口　美枝 485

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

北山田　公民館
氏　  名
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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　吉江公民館運営委員会
５ 月　親子で高志の国探検事業さつまいも苗植
　　　　吉江公民館サークル代表者会議
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
　　　　親子ふれあい教室（９月まで）

８ 月　夏休み子ども教室ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ（３公民館共催）
　　　　鉄道フェア（福光駅開業１２０年）
10月　親子で高志の国探検事業　芋ほり
　　　　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　子育て講演会（祖父母対象）
毎月　公民館だより「よしえ」発行

湯浅　雄介 3,826
舘田　清志 1,367

＊我が館の自慢行事！！＊
〈子育て講演会（祖父母対象）〉平成30年12月5日
　昨今、家庭の育児機能の低下に伴い、祖父母の役割が非常に重要
になってきています。そこで、祖父母を対象にした“子育て講演会”を
開催いたしました。
　講師には、“だれでもハウスめぐみ”主宰の木下三喜子先生をお迎え
し、約1時間30分ご講演をして頂きました。
　講演の要旨としては、『最近の子ども達は我慢をすることなく、物事が
思い通りになることが多いようです。そのことは大きくなって良い結果を
もたらすものではありません。苦手や嫌いなことを自ら解決する能力を
身につけさせることは家族ぐるみで取り組むべきことです。人生経験の
豊かな祖父母が、両親の足りない部分を補うことが必要です。ただし、
両親の子育て方針を理解したうえで、両親が自信をもって子育て出来
るよう出しゃばらないことが肝心です』と話しておられました。

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

吉　江　公民館
氏　  名

中川　賢一 地　域　概　要

子育て講演会〈祖父母対象〉の様子
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