
Ⅷ　図書館
１　南砺市立図書館概要

中央 城端 平 井波 福野
上平
ｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰ

利賀
ｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰ

井口
ｻｰﾋﾞｽｾ
ﾝﾀｰ

計

総数
（司書）

9（5） 4（3） 4（１） 4（2） 6（6） １（0） １（0） １（0） 31（16）

専任
（司書）

9（5） 4（3） 3（１） 4（2） 6（6） ― ― ― 27（16）

兼任
（司書）

― ― １（0） ― ― １（0） １（0） １（0） ４（0）

143,923 92,130 24,550 98,231 151,613 0 0 0 510,447

総数 142,395 90,928 23,925 96,892 147,308 0 0 0 501,448

うち
児童書

26,486 22,752 7,627 20,531 30,666 0 0 0 108,062

1,528 1,202 625 1,339 4,305 0 0 0 8,999

総数 4,181 1,802 822 1,745 3,603 0 0 0 12,153

うち

年間
図書
受入
冊数

平成31年３月31日現在

職員数

所蔵総数（A+B)

蔵書
冊数
（A）

視聴覚資料（B)

館名

項目

うち
購入
冊数

3,069 1,290 676 1,425 3,002 0 0 0 9,462

125,540 26,715 6,210 39,304 79,666 8 6 0 277,449

総数

うち
児童

貸出
冊数

137,809 43,304 7,365 67,492 99,304 4 3 0 355,281

うち
児童書

41,467 17,704 3,680 25,957 30,323 2 0 0 119,133

注１：年間受入図書冊数の中には、購入の他、寄贈、遡及入力分（旧蔵書を遡ってシステムに入力したもの）
　　等も含む。

受入
冊数
注１

入館者数

実利用
者数

10,502

1,646

貸出
冊数
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２ 図書館主催事業 

（１）なんと！こども読書週間

春の「子ども読書の日」及び「こどもの読書週間」関連事業として、全館で「なんと！

こども読書週間」を開催し、児童の読書活動推進事業の開催・ＰＲに努めた。  

期間：平成 30 年４月 21 日（土）～５月 13 日（日） 

会 場 内 容・日 程・参加者数 

全館共通 

① おたのしみセット～どんな本が入っているのかな？～ 

図書館職員おすすめの絵本を３冊セットにして貸出。期間中、全館で 376

セット（1,128 冊）の貸出があった。 

中央図書館 

「わたしの１冊おはなし会」（4 月 28 日）         46 人参加 

南砺福光高等学校の生徒によるおはなし会と、ひとりに１冊ひとりじめ

おはなし会と、世界に１冊のオリジナル絵本づくりを実施。 

特別展「わたしの１冊、光高 100 冊～本のカーニバル～展」（４月 21 日

～５月 13 日） 

南砺福光高等学校２年生の図書館研修で作成したポップをパネル展示

し、その本の貸出も実施。           貸出冊数延べ 155 冊 

「ポップコンテスト」（４月 21 日～５月 13 日）    投票数：154 票

南砺福光高等学校２年生の図書館研修で作成したポップのコンテストを

開催、トップ３の作品と、本は夏休み期間中、図書館のおすすめ本コー

ナーで発表・貸出。 

「まんまるのおはなし会」（５月５日）          12 人参加 

読み聞かせグループ「おはなしまんまる」のおはなし会と、おりがみで

こいのぼりを作成。 

こどもの日「としょかんししょに挑戦！」（５月５日）20 人 114 冊貸出 

図書館司書の業務の１つである貸出体験を実施。 

城端図書館 

本の展示 えほんさっかライブラリー「マーカス・フィスタ＆降矢なな」

「やなせたかし」の絵本を展示・貸出。（４月１日～５月 31 日） 

「城端小学校２年生図書館招待」（4 月 26 日）             66 人参加

地域の図書館を知ってもらうため、地域の小学２年生を図書館に招待し、

利用方法の説明やブックトークを実施。 

「虹の会のおはなし会＆かぶとをつくってあそぼう」（４月 28 日）22 人参加

絵本と紙芝居の読み聞かせと、かぶることができる「かぶと」を制作。 

「パンダのしおりをつくろう！」（４月 21 日～５月 13 日）延べ 64 人参加

しおりはパンダのかおに色ぬりして、紙ビーズのしっぽをつけて作成。 

平図書館 
「わくわく本のひろば 春」（５月 20 日）         ４人参加

「カエルってばカエル」をテーマにしたおはなし会と工作会を実施。 

井波図書館 

本の展示と紹介・貸出（４月 21 日～５月 13 日） 

・「2017 年度ベストリーダー」絵本・児童書の人気ランキング本の展示。 

・「たくさん読んで大きくなあれ」図書館職員おすすめの児童書の展示。

「この本がすき!!」（４月 21 日～５月 13 日）       69 人参加 

好きな本の名前を記入してもらったカードを乗り物の形のボードに貼っ

てもらい、児童コーナーに展示。 

工作コーナー「チャレンジ！かんたんカードケース～おりがみでつく

る？デコにする？～」（４月 21 日～５月 13 日）      123 人参加

オリジナルカードケースの作成。              
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「子ども会」（ピッコログループ）（４月 21 日）      ２人参加 

絵本や紙芝居の読み聞かせを実施。             

「ミニおはなし会」（つばきの会）（４月 28 日）      ３人参加 

絵本や紙芝居の読み聞かせを実施。             

「読書ノート」配布（４月 21 日～５月 13 日） 

福野図書館 

おはなしとお買い物あそび「あれもこれもかっちゃおう」（４月 28 日） 

職員によるおはなし会の後、買い物遊び（バッグ型の色画用紙に、おも

ちゃのお金で買った品物を貼る）。            29 人参加 

本の展示「アレもコレもほし～い！ わくわく☆おかいもの」（４月 21

日～５月 31 日） 

テーマに関連した絵本の展示。 

（２）なんと！本と子育て応援講座 ～家庭へ、地域へ、学校へ～ 

 読み聞かせボランティアや地域や、地域で子育て支援活動をしている方々の研修の機会

をつくり、読み聞かせの裾野を広げた。また、参加者相互の意見交換の場の設け、交流の

場を深めた。学校司書等への研修を設け、学校図書館の充実を図った。 

会 場 開催日 参加者 内     容 

中央図書館 

６月 24 日 30 人 
第１回 読み聞かせボランティア初級講座 

講師：中川美穂（絵本専門士・福野図書館副主幹） 

第２回 読み聞かせボランティア養成講座 

講師：うつのみやかおり氏（JPIC 読書アドバイザー） 

第３回 ブックトーク実践講座 

講師：池上令子氏（前立山町立立山図書館長） 

９月 30 日 42 人 

11 月 22 日 43 人 

（３）夏休み！手作り絵本教室 

 子どもの読書活動推進事業の一環として開催し、子どもの図書館利用の機会づくりの拡

大を図った。 

会 場 開催日 参加者 内     容 

平 図書館 ７月 25 日 22 人 
沢田奈美枝さんを講師とし、色画用紙 

などを使い、絵本を製作。 

参加費：200 円 

城端図書館 ７月 27 日 26 人 

中央図書館 ７月 30 日 29 人 

井波図書館 ８月 10 日 28 人 

福野図書館 ８月 10 日 24 人 

（４）夏休み読書感想文の書き方教室 

 子どもの読書活動推進事業の一環として開催し、子どもの図書館利用の機会づくりの拡

大を図った。 

会 場 開催日 参加者 内     容 

平 図書館 ７月 27 日 10 人 岡部淳子さんを講師とし、小学生を 

62



福野図書館 ７月 30 日 31 人 上学年（３～６年生）・下学年（１・２年

生）に分けて読書感想文の書き方教室を

実施。 

参加無料 

中央図書館 ７月 31 日 34 人 

井波図書館 ８月１日 34 人 

城端図書館 ８月３日 28 人 

（５）なんと！図書館まつり ～本のかずだけＨＡＰＰＹがある～ 

読書週間を中心とした期間に、主に子どもを対象として開催した。読書の楽しさや、本

に親しむ機会づくりの推進を図った。 

  開催期間 平成 30 年 10 月 26 日（金）～11 月 18 日（日） 

会 場 内 容・日 程・参加者数 

全館共通 

① 家族で挑戦!!分類でビンゴ 

期間中に、いろいろな分類の本を借りて、ビンゴに挑戦。３ビンゴで

プレゼントをゲット(先着 350 人)に記念品を贈呈。 

② おたのしみセット～どんな本が入っているのかな？～ 

図書館職員おすすめの絵本を３冊セットで貸出。期間中、全館で

442 セット(1,326 冊）の貸出があった。 

③ 本の展示「みんなはどんな本が好き？～木になる気になる本～」 

利用者に、おすすめの本を木の葉の形の紙に記入してもらい、木の絵

に掲示。また、紹介された本を展示・貸出。 

④ 本の展示「郷土を知ろう！」 

南砺市や富山県に関する郷土資料を展示・貸出。 

⑤ 「ブックリサイクル市」 

図書館で廃棄する雑誌等を無料で提供。 

中央図書館 

「まんまるのおはなし会」（11 月３日）          10 人参加

読み聞かせボランティア「まんまる」のおはなし会を実施。 

「ＤＶＤ上映会」（11 月 10 日）              19 人参加 

・「綾小路きみまろ 爆笑！最新ライブ名演集」、「ぴったんこ！ねこざか

な①」を上映。 

『あらっ？ふしぎ！マジックスクリーン』をつくろう！（10 月 26 日～

11 月 18 日） 

城端図書館 

「虹の会のおたのしみ会」（11 月 17 日）                 11 人参加 

読み聞かせボランティア「虹の会」による読み聞かせとむくむくびっく

り箱を製作。 

「こどもとおとなシアター」（11 月 10 日）         1 人参加

子ども向けのアニメ「くまのがっこう」「はらぺこあおむし」、大人向け 

のドラマ「ツバキ文具店１」を上映。 

「カードいれをつくろう！｣(10 月 26 日～11 月 18 日） 延べ 37 人参加 

職員が指導してかわいいカードいれをつくる。   

図書館クイズ「五箇山」「りんご」（期間中）      延べ 72 人参加

小学生向けにテーマに基づいたクイズを出題し、関連した本を展示・貸

出を実施。 

平図書館 

出前おはなし会（10 月 26 日・11 月 15 日）         5 人参加

平複合施設内で活動している五箇山子ども広場に出向いて、おはなし会

を実施。 
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（６）本の展示会 

  利用者が関心を持つようなテーマを設定し、関連する本を毎月展示し紹介した。 

  また、平成 23 年度から「ちょっと気になる一冊」（現在：おすすめ本）のコーナーを

全館に増設。市内全図書館の年間上・下半期に分け、文芸書は上位 20 位まで、実用書は

上位３位までを発表し、各本に順位№を貼り付け展示・貸出をした。（ベストリーダーの

展示・貸出）その他にも各図書館がおすすめする本や絵本、視聴覚資料を置き、職員の

感想等をポップに付け、来館者が手にとりやすい展示方法を工夫。 

・８月に（終戦記念日を中心に）、平和に関する本を展示（５館共通、継続） 

・保健センターと連携し、自殺対策強化月間（３月）に「こころの健康づくり」コーナ

ーを設置した。（５館共通、継続） 

・税務課と連携し、確定申告相談会場（全８会場の内４会場）に雑誌を配置した。（継続） 

月 中央図書館 城端図書館 

上段：一般書の展示 上段：一般書の展示 

下段：児童書の展示 下段：児童書の展示

４ 

明治 150 年 ここちいい暮らし 

としょかんへようこそ！ 
えほんさっかライブラリー 

「マーカス・フィスター＆降矢なな」

「としょかんであそぼ！」（11 月３日）          58 人参加 

おはなし会「おはなしランド」は、「おかしのじけん」をテーマに読み聞

かせ、手遊びを実施。 

工作会「つくってあそぼ！」は、クラフト紙でマイバッグ作り、お絵か

きやぬり絵を実施。 

井波図書館 

「ミニおはなし会」（つばきの会）（10 月 27 日）      ５人参加 

絵本や紙芝居の読み聞かせを実施。 

「こどもえいが会」（11 月 10 日）                          51 人参加

子ども向け DVD アニメーション「おしりたんてい」を上映。 

「わくわく★どきどき★バルーンアート」（11 月 10 日）      59 人参加

ボランティアグループ「つばきの会」の指導によるバルーンアート工作

を実施。 

「子ども会」（ピッコログループ）（11 月 17 日）      ９人参加 

ボランティア「ピッコロ」による、絵本や紙芝居の読み聞かせを実施。 

「この秋のたからもの リースをつくろう！」（10 月 26 日～11 月 18 日）

自分で作れる工作コーナーを設置。         延べ 89 人参加 

「読書ノート」の配布(10 月 26 日～11 月 18 日) 

子供用と大人用を作成して希望者に配布。 

福野図書館 

福野図書館×ヘリオス 絵本ライブ２０１８        269 人参加

「えほんのせかいに、とびこんじゃえ！」（10 月 27 日）

絵本をスクリーンに投影し、音響や照明等の演出を加えた絵本ライブ。

【ヘリオスとの共催事業】 

紙コップ工作「ムクムクちゃんを作ろう！」（11 月 10・11 日）48 人参加

職員指導の工作を実施。 

ＤＶＤ上映会（11 月 18 日）               20 人参加 

一般向けの落語「三遊亭小遊三の船徳・宿屋の仇討」と、子ども向けア

ニメ「ノンタン」「まめうし」を上映。 
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５ 

はじめよう！育てよう！咲かせよう！花と

緑のある生活 
本屋大賞 2018 

えほんでせかいいっしゅうだ！ 
えほんさっかラブラリー 

「やなせたかし」 

６ 

世界が注目！日本のあれこれ 結婚あれこれ 

かってみよう！そだててみよう！いきもの

＆しょくぶつ 

えほんサッカライブラリー 

「長野ヒデ子」 

７ 
夏の本棚 サマー・ホリディ 

あついぜっ！ 夏休みおたすけコーナー 

８ 
第２の人生、第３の人生 GREENBOOK緑色の本♪ 

なぜ？なぜ？こども質問箱 夏休みおたすけコーナー 

９ 

挑戦！の秋 医食同源 

よ～い ドン！ えほんさっかライブラリー 

「いわむらかずお」 

10 

大人の暮らしを楽しむエッセンス ちょこっとミステリー 

○○○はみんな生きている 
えほんさっかライブラリー 

「ふくざわゆみこ」 

11 

郷土を知ろう！～ふるさとのいまむかし～ 仲良きことは美しきこと哉 

マンガで学ぶ えほんさっかライブラリー 

「わたなべゆういち」 

12 

2018 我が家の総決算!! ときには、エッセイ 

ゴロゴロしたいけれど･･･冬のお･た･の･し･

み 

えほんさっかライブラリー 

「なかがわりえこ＆やまわきゆりこ」

１ 

１年の計は“この１月”にあり！ 福よ、来い♪ 

みんなえがお えほんさっかライブラリー 

「赤羽末吉」 

２ 

この甘い世界の中で愛を読む 理系の本はおもしろい 

おにはこわい！？ えほんさっかライブラリー 

「いせひでこ」 

３ 

あったかいんだから～♪ また逢う日まで… 

おおきくなったね！ えほんさっかライブラリー 

「飯野和好」 

月 井波図書館 福野図書館 

４ 
百花繚乱 行ってみたい！ 春のおでかけ。 

はるのいろ はる ららら♪ 

５ 
思い立ったが吉日♪ 人間関係改善術 

ベストリーダー アレもコレもほし～い！ わくわく☆おかいもの 

６ 
コーヒー・ブレイク 時代小説は、これを読め！ 

かえるのがっしょう♪ ひらけ！科学のとびら 

７ 
小説は史実を超える！？ 暑い夏にゾクッとする怪談 

なまむぎなまごめなまたまご 夏がきた！ さあ冒険だ！ 

８ 
サマー・タイム 脱!!夏バテ！～元気になる本～ 

なつのえほん大行進！ あつ～い夏にはこわ～いはなし 

９ 
備えあれば憂いなし まんがでホッと一息 

おつきさま すてきな夜の世界 

10 おいしくなあれ♪ 笑って長生き！ 
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もりもりたべよう！ いただきま～す！ 

11 

郷土を知ろう！～ようこそ、日本遺産

木彫刻のまち井波へ～ 

映像化作品 

本であそぼ♪ しゅっぱつしんこう！のりものえほん 

12 
スッキリ！！ 映像化作品 

プレゼント■ わくわく☆クリスマス 

１ 
猪突猛進撃 2019年を駆け抜けろ！ 笑う門には福来たる 

ふゆげしき 特別展示「だいすき福野～小学生手作り絵本～」 

２ 
ビター＆スイート 暮らしのヒント 

もふもふ■かわいいどうぶつ 長く愛されつづける名作たち！ 

３ 
さくらいろ 平成ふりかえり 

のりものでゴー！ あのおはなしを英語で♪ 

月 平図書館 

４ 2017年度平図書館ベストリーダー 

５ 
こどもが楽しい本はみんなが楽しい

♪ 

６ 変身！！きみのヒーローは？ 

７ 夏ごはん 

８ スイーツサマー 

９ 日本の伝統に触れる 

10 しゃしんしゅう 

11 郷土を知ろう！ 

12 オリオリオリガミ 

１ みんながすきな絵本2018 

２ チョコレイトディスコ 

３ 皇室の歴史 

（７）ホームページおすすめ図書 

 ホームページにおすすめ図書のページを追加し、利用者が本を選んで予約しやすいよう

に図書を選定して更新している。 

テーマ 表示期間 

今、話題の本 随時更新 

絵本っておもしろい！（富山県教育委員会） 通年 

すすめたい ふるさと とやま 100 冊の本 通年 

南砺市行政資料 随時更新 

南砺市立図書館ベストリーダー 
上半期：７月～12 月 

下半期：１月～６月 

フレッシュライフ ４月～５月 
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春・爛・漫 ４月～５月 

「福野夜高祭」について調べる ４月～５月 

「城端曳山祭」について調べる ４月～５月 

本屋大賞 
2016：４月～６月 

2017（ノミネート作品）：２月～３月

青少年読書感想文全国コンクール課題図書 ６月～８月 

七夕～星に願いを～ ６月～７月 

夏の虫キング ７月～８月 

平和について考える ８月 

「井波彫刻」について調べる ８月～９月 

「むぎや祭り」について調べる ８月～９月 

敬老の日読書のすすめ（読書推進運動協議会） ９月～12 月 

秋を愛でよう！！ 10 月～11 月 

「五箇山合掌造り」について調べる 10 月～11 月 

ハッピーホリデー！ 11 月～12 月 

心も身体もぽっかぽか 12 月～１月 

若い人に贈る読書のすすめ（読書推進運動協議会） 12 月～３月 

こころの健康 ２月～３月 

ひなまつり ２月～３月 

（８） 主な活動 

①寄贈の呼びかけ

平成 22 年度から、市民に出版から５年以内の読み終えて不要になった本の寄贈を呼び

かけている。 

②「新春おたのしみ抽選会」 

平成 31 年１月４日（金）～20 日（日）の期間、貸出し１回につき応募券を１枚お渡

しし、抽選のうえ当選者に雑誌の付録をプレゼントした。 

※平成 23 年度から、毎年１月４日に実施していた「新春ふくびき大会」を変更。 

※平成 30 年度から、「新春大抽選会」の名称を変更。 

③市内の小中学生に夏休み期間中の図書館利用促進チラシを配布。 

④老人福祉施設や保育園等を中心に団体貸出を実施。（47 団体） 

⑤子どもの頃から読書の習慣を身に付けてもらうため、平成 23 年度から新小学１年生

「図書館利用カード」プレゼントを実施。（約８割の 281 人の申込みがあった） 

⑥絵本を紹介するリーフレット「どの絵本にしようかな」を季刊で発行し、図書館内に

配置、保育園と子育て支援センターへ配布した。 

⑦平成 24 年 12 月より毎月、新着図書リスト「青少年向け新着図書案内」を、図書館内

に掲示し、市内の中学校と高校に配布した。 

⑧「郵送貸出しサービス」（H30 年度 実績なし） 
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 平成 29 年２月から、身体障害者を対象に、来館が困難な方に対して、図書資料や録音資

料と点字資料の郵送貸出を無料で行う。 

⑨「雑誌スポンサー制度」（H30 年度 21 社） 

 市立図書館の年間雑誌購入代金をご負担いただくかわりに、その雑誌の最新号の閲覧カ

バーの表面に「スポンサー名」、裏面に「全面広告（年間３回更新可能）」を掲載するこ

とができる。 

⑩「ふるさと文学巡回文庫の貸出について」 

 毎年、富山県教育委員会生涯学習・文化財室より協力依頼があり、希望する市内小中学

校へ貸出を実施。（H30 年度：１小学校） 

⑪「館内での水分補給について」 

 平成 30 年８月から、健康保持のため、座席で適度な水分補給をしてもよいことにした。

ただし、図書資料や机が汚れる恐れがあるため、容器はふたつきのもの（ペットボトル・

水筒）に限る。 

中央図書館                            単位：人 

   事業名 開催日 参加者 内 容 

まんまる  おはなし

会 

毎月 

第１土曜日 

(全 11 回) 

延べ 

142 

絵本や紙芝居の読み聞かせを実施。

ボランティア団体：「おはなしまんま

る」 

七夕飾り～星に願い

を～ 

６月 29 日～ 

７月 29 日 
－ 

七夕にちなみ、利用者が短冊に願い

を書き、館内の笹に飾り付けを実施。

夏休みお役立ち本コ

ーナー 

７月１日～ 

８月 31 日 
－ 

読書感想文課題図書、自由研究おす

すめ本の展示・貸出 

としょかんししょに

挑戦！ 

７月・８月 

毎週月曜日 

14:00～17:00 

40 

自分の借りたい本のカウンター体験

を実施。（208 冊貸出） 

分類 de スタンプラ

リー 

７月 23 日～ 

８月 31 日 
46 

いろいろなテーマの本 12 冊借り、ス

タンプラリーに参加（達成者 46 人）

郷土の偉人 松村謙

三先生 

７月６日～ 

８月 27 日 
－ 

松村謙三先生の古文書等の展示 

南砺福光高校生によ

る 小学生対象「図

書館おたのしみ会」 

in summer 

８月３日 51 

南砺福光高等学校放送部による、お

はなし会と、本探しゲーム、地下室

探検を実施。 

おばけ大集合！！ 
７月１日～ 

８月 31 日 
－ 

おばけ本、こわいおはなしの本の展

示 

こわ～いこわ～いお

はなし会 
７月 28 日 80 

南砺福光高等学校放送部によるこわ

い絵本の読み聞かせを実施。 

山田公民館「夏休み子

ども教室」への協力 
７月 27 日 29 

職員による絵本の読み聞かせと、移

動図書館を実施。（66 冊貸出） 

東太美公民館「夏休み

子ども教室」への協力
８月２日 15 

職員による絵本の読み聞かせと、移

動図書館を実施。（44 冊貸出） 
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石黒公民館「夏休み子

ども教室」への協力 
８月７日 18 

職員による絵本の読み聞かせと、移

動図書館を実施。（54 冊貸出） 

棟方志功展 in 成

熟の地 南砺市 

９月 13 日～ 

10 月 28 日 
― 

棟方志功展示と貸出、パネル展示、

装丁本、茶筒、お菓子の包装紙など

を展示（山本コレクション） 

福光中心商店街「福

光まちなか文化祭」

への協力 

10 月 27 日 － 

「福光まちなか文化祭」（10 月 27 日）

に合わせ、次の事業を開催 

○福光まちなか文化祭展示「棟方志

功展 in 成熟の地 南砺市」 

（９月 13 日～10 月 28 日） 

福光ゆかりの棟方志功に関する資料

展示。 

職業体験・研修等の

受入 

９月 15 日 

10 月２日～ 

10 月５日 

12 月 12 日 

12 月 21 日 

２月９日 

３月 12 日 

102 

８ 

24 

28 

25 

78 

南砺福光高等学校１年生の校外研修

の受入。 

福光中学校・吉江中学校２年生 

「14 歳の挑戦」受入。 

南砺福光高等学校１年生の校外学習

の受入（学童疎開の歴史探求チーム）

南砺福光高校図書委員会の研修受

入。（絵本の読み聞かせ体験・本の福

袋つくり体験） 

南砺福光高等学校１年生の校外学習

の受入（統計からみる地域再生提案

チーム） 

南砺福光高校２年生の図書館見学

と、ポップ作成。 

施設見学等の受入 

５月 25 日 

６月 12 日 

７月 23 日 

９月 25 日 

９月 28 日 

11 

50 

27 

57 

13 

福光南部小学校３年生の施設見学 

井波小学校３年生社会科の見学受

入。 

井口中学校１～３年生、図書館利用

指導受入。 

福光東部小学校２年生 施設見学・

利用説明・図書貸出受入 

福光南部小学校２年生 生活科施設 

見学・利用説明・図書貸出受入。 

団体貸出 

各団体 

年 12 回 

（全 168 回） 
― 

福光地域の保育園３箇所、福光青葉

幼稚園、子ども支援センター「コス

モス・にこにこ・ほほえみ」、特別養

護老人ホームやすらぎ荘、ふく満デ

イサービスセンター、ＪＡ福光デイ

サービス日向ぼっこ、山田、西太美、

太美山、広瀬舘公民館に配本。 

クリスマスおたのし 12 月 22 日 105 
読み聞かせボランティアおはなしま

んまるの絵本の読み聞かせと工作、
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み会（まんまる） DVD 上映会を実施 

まちどおしいなサン

タさん

11 月 23 日～ 

12 月 25 日 
－ 

メッセージカードに願いごとを記入

してもらい、掲示。 

南砺市交流協会パネ

ル展受入 

12 月 28 日～ 

１月 23 日 
― 

南砺市交流協会の活動をパネル展示

で紹介。（主催：南砺市交流協会） 

本の福袋 
１月４日～ 

１月９日 

87 

セット 

南砺福光高校の研修で、小学校低学

年～中高生向けの本の福袋を作成、

新年の開館に併せて、貸出を実施 

木彫刻作品展示 
平成 23 年９月

から通年 
― 

南砺市いなみ国際木彫刻キャンプ

2011 で製作された作品３点を館内で

展示 

開館時間延長 
平成 25 年度 

より継続 
― 

ねつおくり七夕祭り期間（３日間）、

午後８時まで開館時間を延長 

スタンプラリー 

チェックポイント 

平成 25 年度 

より継続 
― 

百縁商店街のチェックポイントとな

った。（年１回） 

城端図書館                            単位：人 

   事業名 開催日 参加者 内 容 

虹の会のおはなしか

い 

年６回 

（工作のおはな

し会開催以外の

第３土曜日） 

延べ 

39 

絵本や紙芝居の読み聞かせを実施。 

ボランティア団体：「虹の会」 

虹の会のおはなしか

い＆こどもの日の工

作

4 月 28 日 22 

絵本や紙芝居の読み聞かせや、子ど

もの日の工作（かぶとをつくってあ

そぼう！）を作成。ボランティア団

体：「虹の会」 

城端中学校 移動図

書館オリエンテーシ

ョン 

５月２日 73 

城端中学校で実施している移動図書

館の利用の仕方について、城端中学

校の図書室で新 1 年生向けに説明。 

出前おはなし会（子

育て支援センターさ

くらんぼ） 

５月 15 日 13 

子育て支援センターさくらんぼを訪

問、職員による読み聞かせや手遊び

を実施。 

虹の会のおはなしか

い＆父の日のプレゼ

ントづくり 

6 月 16 日 10 

絵本や紙芝居の読み聞かせや、父の

日のプレゼント（にじいろトムボー

イ）を作成。ボランティア団体：「虹

の会」 

図 書 館 へ い こ う ！

（さくらんぼ来館） 
6 月 20 日 10 

子育て支援センターさくらんぼの利

用者に直接図書館へ来てもらい、図

書館案内や利用方法の説明、読み聞

かせや手遊びを実施。 

七夕飾り～星に願い

を～ 

６月 29 日～ 

７月７日 
－ 

七夕にちなみ、利用者が短冊に願い

を書き、館内の笹に飾り付けを実施。

虹の会のたなばたか

い 
6 月 30 日 20 

絵本や紙芝居の読み聞かせと、「七夕

かざり・短冊」を作成。 

ボランティア団体：「虹の会」 
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夏休みこどもシアタ

ー 

８月 11 日 
５ 

DVDアニメーションの上映会を実施。

職業体験の受入 
10 月 2 日 

～10 月 5 日 
４ 

城端中学校２年生 

「14 歳の挑戦」受入。 

虹の会のクリスマス

おはなしかい 
12 月 15 日 14 

絵本や紙芝居の読み聞かせと、工作

（クリスマスカード）を実施。 

団体：「虹の会」 

城端さくら保育園 

出前おはなしかい 
２月 13 日 140 

職員が保育園を訪問し、読み聞かせ

や手遊び等を実施。（各部屋ごとで３

回実施） 

子育て支援センター

さくらんぼ 出前お

はなしかい 

２月 13 日 16 

職員が子育て支援センターを訪問

し、読み聞かせや手遊び等を実施。 

虹の会のひなまつり

かい 
２月 23 日 14 

絵本や紙芝居の読み聞かせと、工作

（紙コップのおひなさま）を実施。

ボランティア団体：「虹の会」 

えいごでおはなしか

い 
３月 10 日 10 

英語の絵本の読み聞かせと、お話し

にちなんだ工作（イースタエッグ）

を実施。 

読み聞かせ等：中川一葉氏 

どくしょスタンプラ

リー 

４月１日～ 

  ３月 15 日 
200 

児童の読書への関心と普及に努める

ため、「どくしょスタンプラリーカー

ド」を配布し、読書への意欲化を図

った。（カード配布は希望者のみ） 

図書館クイズ 
４月１日～ 

３月 31 日 
455 

月毎にテーマを変えてクイズを３問

ずつ出題。全問正解者には手製のシ

ールを配布し、シールを貼った用紙

を掲示。 

団体貸出 

各団体 

年１～12 回 

（全 104 回） 

― 

ケアハウス城端うらら、城端児童館、

城端小学校、城端中学校、北野公民

館、介護老人保健施設城端うらら、

城端老人福祉センター美山荘、特別

養護老人ホームきらら、城端さくら

保育園、子育て支援センターさくら

んぼ、介護老人保健施設城端うらら

デイサービスセンターうららに配

本。 

移動図書 

毎月 

第２･４金曜日

（全 17 回） 

延べ 

 535 

城端中学校へ 300 冊程度の本を持参

し、個人へ貸出しを実施。 

協力：ボランティア３名 

平図書館                             単位：人 

   事業名 開催日 参加者 内 容 

としょかんたんけん 

６月 26 日 

６月 29 日 

11 月 14 日 

延べ 

75 

平みどり保育園、上平保育園の年長

～年少児を図書館に招待。 

６月は、館内を案内し、利用のおや
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11 月 15 日 くそくクイズ・紙芝居・大型絵本の

読み聞かせを実施。七夕飾りを切り

紙で作成、飾り付けを実施。 

11 月は、忍者やだるまが主人公の絵

本や紙芝居を読み聞かせ。工作では、

４面のパタパタ絵本にお絵かきを実

施。 

わくわく本のひろば

夏 
８月 12 日 7 

「おやさい」をテーマに、おはなし

会と工作を実施。 

職業体験の受入 
10 月 2 日  

10 月 5 日 
1 

平中学校２年生 

「14 歳の挑戦」受入 

施設見学の受入 11 月 16 日 17 

上平小学校２年生 

館内見学と利用説明、児童の質問に

回答した。 

団体貸出 

各団体 

年６～12 回 

(全 39 回) 

― 

上平小学校に９回、平みどり保育園、

上平保育園に月１回､つつじ荘に隔

月配本。 

おはなし届け隊 
月１回 

（全 22 回） ― 

平みどり保育園、上平保育園への団

体貸出に合わせて、保育園で絵本の

読み聞かせを実施。 

図書館だよりの発行 年４回 ― 平、上平地域を対象とし、図書館情

報やおすすめ本を紹介。 

井波図書館 

 事業名 開催日 参加者 内 容 

子ども会 

毎月 

第３土曜日 

(全 12 回) 

延べ 

107 

絵本や紙芝居の読み聞かせと、パネ

ルシアター、折り紙、工作等を実施。

ボランティア団体：「ピッコログルー

プ」 

ミニおはなし会 

毎月 

第４土曜日 

(全 12 回) 

延べ 

46 

絵本や紙芝居の読み聞かせと、手遊

びを実施。 

ボランティア団体：「つばきの会」 

こどもえいが会 

５月 19 日 

７月 14 日 

９月８日 

11 月 10 日 

１月 12 日 

３月９日 

延べ 

116 

園児・児童向けのアニメーションの

ＤＶＤ上映会を実施。 

わくわく☆どきどき

☆バルーンアート 
11 月 10 日 

延べ 

59 

こどもえいが会のあとにバルーンア

ート体験を実施。 

ボランティア団体：「つばきの会」 

マジックとクイズで

あそぼう！ 
１月 12 日 

延べ 

21 

こどもえいが会のあとに簡単なマジ

ックとクイズあそびを実施。 

ボランティア団体：「バルーンアート

友の会」 
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七夕かざり 
６月 21～ 

７月 ７日 
― 

来館者が願い事を書くための短冊と

笹を玄関に設置。 

職業体験の受入 
10 月２日 

～10 月５日 
2 

井波中学校２年生 

「14 歳の挑戦」受入。 

施設見学の受入 10 月 19 日 69 井波小学校２年生 

おはなしぬり絵 
児童の 

長期休業期間 

延べ 

452 

来館した子供を対象に、季節や行

事・おはなしの場面等のぬり絵がで

きるコーナーを設置。 

団体貸出 

各団体 

年 10～12 回 

(全 159 回) ― 

井波小学校、井口小学校、井波中学

校、井口中学校、にじいろ保育園、

山野保育園、井口保育園、子育て支

援センターきらきら、子育て支援セ

ンターなかよし広場、養護老人ホー

ム楽寿荘、特別養護老人ホームいな

み、社会福祉法人マーシ園、マーシ

園木の香、南砺市社会福祉協議会井

波支所に配本。 

職員おすすめ絵本の

展示と貸出 
毎月 

― カウンター前に「どの絵本にしよう

かな」掲載の絵本コーナーを設置。 

福野図書館                            単位：人 

   事業名 開催日 参加者 内 容 

七 夕 飾 り ～ 星 に 願

いを～ 

６月 29 日～ 

７月７日 
― 

七夕にちなみ、利用者が短冊に願い

を書き、館内の笹に飾り付けを実施。

職業体験の受入 
７月２日～ 

７月６日 
6 

福野中学校２年生 

「14 歳の挑戦」受入。 

図 書 館 探 検 ＆ ち ょ

っ ぴ り こ わ い お は

なし会 

８月６日 27 

小学生対象に、カウンター体験・書

庫配架体験・本探し対戦を実施。

また、講師によるストーリーテリン

グのおはなし会を実施。

施設見学の受入 
５月 23 日 

９月 20 日 

12 

107 

館内見学。 

利用案内、館内見学を実施。 

福野小学校２年生 

福 野 小 学 校 ６ 年 絵

本作り講師派遣 
11 月 26 日  

6 年 3 組の授業に職員（絵本専門士）

を派遣。 

びっクリスマス工作

～お金が消える！？貯金

箱をつくろう！～ 

12 月 15 日 44 

職員による絵本の読み聞かせとサン

タクロースやツリーの貯金箱作り。 

出前おはなし会 
２月４日～ 

２月 27 日 

延べ 

約 384 

職員が福野地域の保育園・幼稚園・

子育て支援センターを訪問し、絵本

の読み聞かせや手遊び等を実施。 
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（８）図書館活動協力団体                  平成 31 年３月現在

団 体 名 代表者名 会員数（人） 主な活動地域 

おはなしまんまる 堀田 蘭湖 11 福光地域 

虹の会 山本 良江 ８ 城端地域 

フラット♭ 折口 律子 ５ 平 地 域 

ピッコログループ 城寳 マチヱ ８ 井波地域 

つばきの会 傍田 裕子 ６ 井波地域 

本でこんにちは 高田 里美 ９ 福野地域 

（９）特記事項 

①図書費の寄附

千葉県在住の内山伸治氏（旧福野町出身）から、子どもたちのための図書購入資金とし

て、福野図書館に 100 万円の寄附があり、533 冊の図書を購入した。 

ぽかぽか春のおはな

し会＆絵本 de クイ

ズラリー 

 ３月 16 日 38 

ボランティアと職員による絵本等の

読み聞かせと、クイズラリー 

ボランティア団体：「本でこんにちは」

土曜おはなし会 
毎週土曜日 

(全 46 回) 

延べ 

169 

ボランティアと職員で、絵本や紙芝

居の読み聞かせを実施。 

ボランティア団体：「本でこんにちは」

福野小学校お話を聞

く会への協力 

６～11 月 

全８回 

延べ 

約 662 

福野小学校が実施している事業に、

読み聞かせボランティア・職員を派

遣。 

ボランティア団体：「本でこんにちは」

Ｄｅｎ・Ｇｏｎ・Ｂ

ａｎ 
通年 ― 

館内青少年コーナーで、投稿された

イラスト・メッセージ等を掲示。 

「これから入る本」

リストの掲示 
通年 

― 次週受入予定図書リストの掲示。 

団体貸出 

各団体 

年 12 回 

(全 96 回) 

― 

福野地域の保育園・子育て支援セン

ター各２箇所と幼稚園１箇所、福野

老人福祉センターさつき荘、福野デ

イサービスセンター、旅川デイサー

ビスセンターに配本。 

ミニコーナー「日々

子そだて、時々息ぬ

き」 

通年 ― 

児童コーナーの一角に、保護者向け

の図書（育児・教育、家事、趣味等）

を、毎月内容を変えて展示、貸出を

実施。 

予約図書トップ５の

掲示 
（通年） ― 

予約の多い図書のリストと書名入り

予約申込書を作成。（毎週更新） 
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Ⅸ 社会体育の概要 

１ 生涯学習スポーツ課スポーツ係主要事業 

(１) 次代を担う子どもたちの育成 

① 体力向上の支援 

・ 園児への運動遊び教室での指導、親子運動遊び教室での指導 

・ 市保育士会研修会等での指導 

② スポーツ団体（体育協会、スポーツ推進委員協議会、スポーツ少年団、総合型

地域スポーツクラブ）相互の連携の強化 

(２) コミュニティスポーツの推進 

① 生涯スポーツ指導者の育成 

・ スポーツ推進委員の研修参加推進 

・ スポーツ団体におけるスポーツ指導者の養成 

② 生涯スポーツ推進のための各種大会・事業の開催・支援 

・ Ｂ＆Ｇ財団体験会等活動事業 

・ チャレンジデー2018in なんと開催 

・ スポレクデーin なんと開催 

 (３) 地域で支えるスポーツ拠点づくり

① 総合型地域スポーツクラブの育成 

市内各地域スポーツクラブ自主事業の促進、教室・セミナー等の充実 

② 社会体育施設の整備・充実 

・ 社会体育館等、社会体育施設の計画的な改修 

・ 指定管理者等による施設の安全かつ効率的な管理・運営及び利用者の利便性の

向上 

(４) チャンピオンスポーツの推進（競技力向上策）

① スポーツ団体等の育成・支援 

・ スポーツ団体の育成及び団体間の連携 

・ 競技スポーツの強化 

・ 指導者の養成 

② 市民体育大会への市民参加と競技力向上 

・ 競技志向や地域性を考慮した部門分け 

（チャンピオンスポーツ、市民スポーツ、交流スポーツ） 

③ 優秀スポーツ選手の支援 

・ 全国・北信越大会等出場監督・選手の支援 

   ④ トップクラスのスポーツ大会の開催及び観戦の支援 

・ スポーツクライミング競技 JOC ジュニアオリンピックカップ大会 

・ 西日本バイアスロン選手権大会 
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２　主なスポーツイベント・大会・事業

(１) 市内の主なスポーツイベント・大会・事業

期　　日 大会名等 場　　所

5月19日(土)
第27回富山県民スポーツ・
レクリエーション祭（ペタンク）

旅川グラウンド

5月26日(土)
第27回富山県民スポーツ・
レクリエーション祭（男女混合綱引）

城端西部体育館

5月27日(日)
第27回富山県民スポーツ・
レクリエーション祭（インディアカ）

福野体育館

5月30日(水) チャレンジデー2018ｉｎなんと 市内全域

6月17日(日)～24日(日)
第14回市民体育大会
（23競技＋新体操）

市内全域

（中止）
第14回南砺市民ボート大会
桂湖レガッタ

市営桂湖ボート場

7月5日(木)
第71回富山県民体育大会
　（ゴルフ・三部）

トナミロイヤルゴルフ倶楽部

7月8日(日)
第71回富山県民体育大会
　（なぎなた・一部、三部）

福野体育館

7月8日(日)
第71回富山県民体育大会
　（ライフル射撃・一部）

富山県福光射撃場

7月22日(日)
第71回富山県民体育大会
　（ライフル射撃・三部）

南砺市福光体育館

7月14日(土)
第71回富山県民体育大会
　（クレー射撃・一部）

南砺市クレー射撃場

7月15日(日)
第71回富山県民体育大会
　（クレー射撃・二部、三部）

南砺市クレー射撃場

7月21日(土)～23日(月)
第71回富山県民体育大会
　（軟式野球・二部）

城南スタジアム

8月5日(日) スポレクデーｉｎなんと（井波） 井波社会体育館

8月11日(土)～13日(月)
第21回スポーツクライミング競技
JOCジュニアオリンピックカップ大会

桜ヶ池クライミングセンター

8月19日(日) 第30回たいらクロスカントリー大会 たいらクロスカントリー場

（中止） 第6回2932(ふくみつ)街中リレーマラソン 福光中心市街地

10月8日（月・祝） スポレクデーｉｎなんと（福光） 福光体育館

10月20日（土） スポレクデーｉｎなんと（城端） 城端屋内グラウンド、城端市街地

11月11日（日） スポレクデーｉｎなんと（福野） 福野体育館

11月17日(土)
2020年東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ機運創出
事業「小椋久美子 バドミントン教室」

福野体育館

平成31年1月1日(火) 第42回ふくの元旦マラソン2019 福野地域

1月15日(火)～17日(木) 富山県高等学校総合体育大会スキー競技会
たいらスキー場
たいらクロカンスキー場

1月15日(火)～17日(木) 富山県中学選手権スキー大会
たいらスキー場
たいらクロカンスキー場

1月18日(金)～20日(日)
第72回富山県民体育大会
（アルペン）

たいらスキー場

1月19日(土)～20日(日)
第72回富山県民体育大会
（クロスカントリー）

たいらクロカンスキー場

1月27日(日)～29日(火) 第69回中部日本スキー大会
たいらスキー場
たいらクロカンスキー場

1月27日(日)
第6回日本雪合戦選手権大会北陸予選会
第26回ザ・雪合戦なんと2019

城南パークイベント広場

3月2日(土)～3日(日) 第15回西日本バイアスロン選手権大会
タカンボースキー場
上平バイアスロン競技場

3月8日(金)～10日(日) SAJB(ユース)公認富山県ユーススキー大会 たいらスキー場

3月10日(日)
第72回富山県民体育大会
（スノーボード・SL）

IOXアローザスキー場

3月16日(土)
第72回富山県民体育大会
（スノーボード・ハーフパイプ）

IOXアローザスキー場

3月21日(木) 第14回市民体育大会スキー競技 たいらスキー場

3月22日(金)～24日(日)
2019東海北陸フリースタイルスキー選手権大会
(FS競技 Ａ級ﾓｰｸﾞﾙ種目)

たいらスキー場
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(２) その他の主なスポーツイベント・大会・事業

期　　日 大会名等 場   所

5月13日(日) 県スポーツフェスタ総合開会式 富山県総合体育センター

7月28日(土)～29日(月) 第71回富山県民体育大会(2部・3部) 県内一円

9月29日(土)～10月9日(火) 第73回国民体育大会 福井県福井市 他

11月11日(日) 第36回富山県駅伝競走大会 富山市～高岡市

1月18日(金)～20日(日)
1月19日(土)～20日(日) 他

第72回富山県民体育大会スキー競技 富山市、南砺市

2月14日(木)～17日(日) 第74回国民体育大会冬季大会 北海道札幌市 他

(３) 市スポーツ少年団の主な大会・事業

期　　日 大会名等 場   所

4月8日(日) 市スポーツ少年団入団式 福野体育館

6月2日(土)～3日(日)
第30回交流会能登支部・福野支部
　　スポーツ少年団交流会

南砺市

6月23日(土)
第28回富山県スポーツ少年団
　　競技別総合交流大会開会式

富山県総合体育センター

7月27日(金)～29日(日)
平成30年度 多度津町・南砺市福野支部
　　スポーツ少年団交流会

南砺市

8月18日(土)～19日(日)
平成30年度 常滑市・南砺市福光支部
　　スポーツ少年団交流会

南砺市

11月11日(日)
平成30年度 金沢市・南砺市福光支部
　　スポーツ少年団交流会

南砺市

11月24日(土) 第２回南砺市スポーツ少年団大運動会 福野体育館
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（４） 各種大会の詳細

　 第１４回南砺市民体育大会（２３競技　３，１８０人参加）

№ 期　　日 競 技 種 目 場    所

開会式 今年度から実施しない

５月１３日（日）～６月３日（日） 野球（一般の部）

５月２０日（日） 野球（成年の部）

６月２４日（日）、３０日（土） 野球（中学の部）

2 ５月２４日（木） ゲートボール 井波ゲートボール場

3 ６月１０日（日） 陸上競技 小矢部陸上競技場

福光総合グラウンド

福光中学校グラウンド

7 ６月１０日（日） マレットゴルフ 井波向野マレットゴルフ場

8 ６月１６日（土） ペタンク 旅川グラウンド

井波社会体育館

井波中学校体育館

10 ６月１７日（日） 卓球 福光体育館

11 ６月２４日（日） 山岳 福地山

12 ６月２４日（日） ビーチボール 井波社会体育館

13 ６月２日（土） クレー射撃 南砺市クレー射撃場

14 ６月２３日（土） パークゴルフ IOX-AROSAパークゴルフ場

15 ６月２４日（日） テニス 福光屋内グラウンド

16 ６月２３日（土）、２４日（日） バスケットボール 吉江中学校体育館

17 ６月２４日（日） 柔道 福野中学校武道場

福野体育館

福光体育館

19 ６月２４日（日） ゴルフ トナミロイヤルＧＣ

20 ６月２４日（日） 剣道 旅川体育館

21 ６月１７日（日） ターゲットバードゴルフ 城南ターゲットバードゴルフ場

22 ６月３日（日） 相撲 福光東部小学校相撲場

23 ７月１日（日） 水泳 福光プール

城南スタジアム

福光総合グラウンド

ソフトボール

1

6

4 サッカー

5
６月１０日（日)、１６日（土）
　　２３日（土）

ソフトテニス 福光屋内グラウンド

井波中学校グラウンド

18 バドミントン６月２３日（土）、７月１日（日)

５月３０日（水）～６月１日（金）
６月８日（金）

６月１７日（日）、２３日（土）

６月１７日（土）、２３日（土）9 バレーボール
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３ 子どもの体力向上事業（次代を担う子どもたちの育成） 

(１)平成 30 年度 「なんと元気っ子教室」事業 

①目的 

子どもが運動・スポーツの基礎を身に付け、子どもの体力向上を図るための実技指導 

及び助言を行い、生涯にわたって運動に親しむ態度を育成し、生涯スポーツ社会の実現

に寄与する。 

②実施事業一覧 

79



③成 果 

神経系の発達が著しい幼児期は、走る、投げる、跳ぶ、しゃがむ、はう等の基本的な動き

を獲得するために適した時期といわれる。子どもを取り巻く環境が変化し、身体的な活動を

伴う遊びが減少する中、「なんと元気っ子教室」では、様々な運動遊びを通して、基本的な 

動きの獲得につながる遊び方を提示している。 

保育士や保護者に対して遊び方を提示することで、継続的な運動遊びの実施が期待で

き、実際に多くの保育園で日常の保育に取り入れられている。 

運動指導教室（マット遊びと鉄棒あそび） 親子運動指導教室
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４ 南砺市福野Ｂ＆Ｇ海洋センター

                           設立：昭和６３年６月１５日 

１ 重点目標（理念、目指すところ等） 

B&G プランに基づき、主に海洋性レクリエーションなどの自然体験を通じて、次代を

担う子どもたちの「こころ」と「からだ」の育成をはじめ、地域住民の健康づくりのた

めの活動を推進する。 

２ 教室・セミナー等の実施状況                     単位：人 

教室・セミナー名 実施月 曜日・時間 回数 申込者数 

ジュニアスイミング 

（小学生対象） 
7 月～8 月 月～木曜日 13:00～13:45 

各曜日

5 回 
81 

うんどうあそびスイミ

ング（幼児対象） 
7 月～8 月 

水曜日  16:30～17:15 

金曜日  16:30～17:00 

8 回 

5 回 
18 

うんどうあそびサッカ

ー教室（幼児対象） 
4 月～3 月 金曜日  19:00～20:00 

4 期 

各 8 回 
71 

テニス大好き教室 

（小学生対象） 
4 月～3 月 水曜日    16:20～18:00 

5 期 

各 8 回 
132 

３ イベント 

①  ５月 ３日（木）Ｂ＆Ｇマリンスポーツ体験会「カヌーに挑戦」 

会場 桜ヶ池  天候不順により中止 

②  ７月１日（日）、９月２日（日）ＳＵＰ ＹＯＧＡ 体験会 

会場 Ｂ＆Ｇ海洋センタープール  

７月１日（日）１７名参加 

９月２日（日）１６名参加 

③  ８月１２日（日）Ｂ＆Ｇランド（プールイベント） 

           会場 Ｂ＆Ｇ海洋センタープール ４５名参加 

④  ８月２９日（水）ＳＵＰ 体験会（障害児童対象） 

           会場 Ｂ＆Ｇ海洋センタープール １２名参加 

⑤  ９月９日（日）Ｂ＆Ｇ親子ＳＵＰ体験教室 

         会場 Ｂ＆Ｇ海洋センタープール 水温低下のため中止 

⑥ １０月１７日（水）冬場に向けての水辺の安全教室 

会場 Ｂ＆Ｇ海洋センターミーティングルーム他 １４名参加 

４ 指導者数（平成３０年度資格保有者） 

  センターインストラクター   １０名 

  リーダー           １９名 
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５ 南砺市スポーツ推進委員協議会 

(１) 協議会の重点目標 

心豊かなスポーツライフ・コーディネイトの実践

～南砺市スポーツ推進委員自らが、

スポーツの楽しみ方と楽しませ方を研究し行動する～

(２) 平成３０年度 主な活動内容 

①委員の資質向上事業（研修会等開催及び参加） 

■砺波地区スポーツ推進委員研修会

期日：平成 31 年 2 月 9 日（土） 

会場：庄川体育センター他

内  容：実技（ハンぎょボール） 

参加人数：２０名 

■南砺市スポーツ推進委員研修会①

期日：平成 30 年 7 月 7 日（土） 

会場：井波社会体育館 

内  容：ソフトバレーボール、熱中症予防講習

参加人数：２３名 

■南砺市スポーツ推進委員研修会②

期日：平成 31 年 2 月 3 日（日） 

会場：井波八乙女体育館 
内  容：ペタンク、新体力テスト 

参加人数：３６名 

■南砺市スポーツ推進委員協議会女性部企画研修会 ⇒ H30 年度から女性部は廃止

期日：  月  日（  ） 

会場： 
内  容： 

参加人数： 

■富山県スポーツ推進委員アウトドアスポーツ研修会

期日：平成 30 年 8 月 5 日（日） 

会場：黒部市 
内  容：パークゴルフ、ノルディックウォーキ

ング、アーチェリー 

参加人数：５名 

■富山県スポーツ推進委員フェスタ

期日：平成 30 年 9 月 2 日（日） 

会場：南砺市福野体育館他 
内  容：実技（ソフトボール、パークゴルフ、

ソフトバレー） 

参加人数：５０名

■富山県スポーツ推進委員研修会

期日：平成 30 年 12 月 9 日（日） 

会場：入善町 
内  容：実技（バブル体験、バブルサッカー、

シナプソロジー） 

参加人数：９名 

■北陸地区スポーツ推進委員研修会 

期日：平成 30 年 6 月 23 日（土） 

～24 日（日）   

会場：石川県白山市 

内  容：<1 日目>表彰、講演、シンポジウム 

          <2 日目>実技（スライディングペタンク

他） 

参加人数：５名 

■全国スポーツ推進委員研究協議会

期日：平成 30 年 11 月 15 日（木） 

～16 日（金）  

会場：鹿児島県鹿児島市 

内  容：<1 日目>表彰、講演、シンポジウム 

<2 日目>分科会 

参加人数：３名 
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②ニュースポーツ等の普及事業（出前指導、スポーツイベントの運営・協力） 

■出前指導（井波小学校ＰＴＡ親子活動） 

期日：平成 30 年 5 月 26 日（土） 

会場：井波小学校体育館 

種目：エアボール、ペタンク 

対象：３年生親子 

■出前指導（井波小学校ＰＴＡ親子活動） 

期日：平成 30 年 6 月 30 日（土） 

会場：井波小学校体育館 

種目：エアボール、キンボール 

対象：５年生親子 

■出前指導（城端小学校ＰＴＡ親子活動） 

期日：平成 30 年 7 月 1 日（日） 

会場：城端小学校体育館 

種目：エアボール 

対象：低学年親子 

■出前指導（福光中部小学校ＰＴＡ親子活動）

期日：平成 30 年 9 月 9 日（日） 

会場：高岡市 

種目：キンボール 

対象：５年生親子 

■スポレクデーin なんと

 ①期日：平成 30 年 8 月 5 日（日） 

会場：井波社会体育館 

 ②期日：平成 30 年 10 月 8 日（月・祝） 

会場：福光体育館他 

 ③期日：平成 30 年 10 月 20 日（土） 

会場：城南屋内グラウンド 

 ④期日：平成 30 年 11 月 11 日（日） 

会場：福野体育館 

内容：水風船的当て、ターゲットバードゴルフ、

プールあそび等 

内容：ビームライフル、スポーツ吹き矢、トラン

ポリン、スラックライン等 

内容：ノルディックウォーク 

内容：カボーリング、体力測定、筋トレアドバイ

ス、パワーヨガ等 

■協議会広報誌「なんと＠ｓｐｏｒｔｓ！」の発行 

発行：年１回（4 月） 

部数：18,000 部（全戸配布） 

内容：ニュースポーツ等の紹介 

   スポーツイベントの告知 等 

〈県ｽﾎﾟｰﾂ推進委員ﾌｪｽﾀ「ソフトバレー」〉 〈出前指導「エアボール」〉

〈南砺市研修会「ペタンク」〉 〈総会〉
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