
 
 
 
 
                              
 
 
 
 
 

 
 

 

 

いつでも、どこでも、だれでも、楽しく学びましょう！！ 
滑川市生涯学習情報紙  

【NO.7４】 

滑 川 市 教 育 委 員 会 

令 和 ４ 年 ６ 月 １ 日 

新・浜加積地区公民館竣工 
滑川市産材の木の香りとぬくもりを感じる 

 今年２月に浜加積地区公民館の新築工事が完了し  

３月１８日（金）に竣工式を行いました。 

 この公民館は、滑川市の市有林（東福寺野や魚津 

市島尻地内）や富山県産材をふんだんに使用してお 

り、木の香りが漂うぬくもりのある空間になってい 

ます。公民館内には、広々とした集会室をはじめ、 

調理室や和室も備え、地域住民の様々なニーズに対 

応できる施設となりました。 

 今後、町内の会合や児童クラブ、老人会のイベン 

ト、公民館祭りの会場として使用される予定です。 

公民館が、地域コミュニティの拠点として機能し、 

地域住民の絆がますます深まるよう取り組んでいき 

ます。 

市民文化講演会（青少年育成・家庭教育講座）  

思春期の「性」と向き合う 
 市民文化講演会（青少年育成・家庭教育講座）を女性クリニック We!TOYAMA 代表で、富山県議会議員

の種部恭子先生をお招きし、２月１０日（木）市民交流プラザ 3 階多目的ホールにて開催しました。当日は

リモート参加も多数ありました。思春期の「性」について具体的なデータに基づいた問題の指摘があり、ま

た、学校教育、家庭教育の役割についてもお話していただきました。 

 

お問合せ先 

滑川市教育委員会 生涯学習課 

 475-2111（内線 255・256） 

ホタル観賞のつどい 
本江・小森地区と滑川運動公園の

ホタル観賞スポットを巡り、間近

でホタルを観賞します。 

 

 

日時：６月１０日(金) 

時間：午後７時～９時 

対象：市内小学生とその保護者 

東福寺野自然公園写生会 
 海の見える時計台や東福寺野の自

然を思い思いに描きます。夏休み

の応募作品にもなります。 

 

日時：８月２日(火)(雨天３日に順延) 

時間：午前９時～１１時 

対象：市内小学生 

   保護者同伴可 

なめりかわのジオパーク 

まるごと体験ツアー 
市内のジオサイトを巡って土地の

成り立ちについて学び、大地・川・

海の見どころを再発見します。 

 

日時：１０月（予定） 

時間：午前１０時～午後３時 

対象：市内小学生とその保護者 

田中小学校旧本館一般公開 
歴史ある木造校舎 田中小学校旧

本館の内部を公開します。館内で、

特別展示も行います。 

 

 

日時：１０月（予定） 

時間：午前９時～午後５時 

対象：どなたでも 

ディスカバー滑川 

「ふれあい事業」

のお知らせ 

～たくさんの方の参加を 

お待ちしています～ 

図書館コンサート 
カフェと音楽が生み出す「癒し」 

 

 図書館コンサートを３月１２日（土）

に滑川市立図書館にて開催しました。出

演者は、滑川市出身のサックス奏者加藤

由貴さんです。 

 当日は、クラシックの音楽だけでな

く、有名な J ポップの曲や民謡曲も交え

て演奏してくださり、多くの方が楽しめ

るコンサートになりました。 

図書館カフェも営業し、コーヒーの香

り漂う癒しの時間と空間を演出しまし

た。 

   

もっと知ろうホタルイカ 
謎に満ちたホタルイカの生態に迫る 
 

 「もっと知ろうホタルイカ～ホタルイ

カ解剖教室～」を４月１６日（土）にほ

たるいかミュージアムで行いました。講

師は滑川高校の吉倉桂三先生とほたる

いかミュージアムアドバイザーの山本

勝博先生です。 

 親子 8組が参加し、分かりやすい解説

のもとホタルイカの生態を学習し、解剖

も行いました。「すごーい」「できた」と

いう喜びの声が上がって、参加者はホタ

ルイカをもっと好きになりました。 

〇１０代の出産の９割は予期せぬ妊娠である。そのうち、非嫡出の出産は、約

３３％であり、誰にも相談できない子供たちを社会が置き去りにしているこ

とが問題である。 

〇生き延びるために、リスクの高い性行動を選ぶ子供たちがいる。そのままの

自分を承認してくれる人がいないこともリスクの高い行動につながってい

る。 

〇大事なのは、子供たちが助けを求めに行けること。家庭や学校で、助けを求

めに行ける関係性をつくっていくことが大切である。 

【参加者の感想より】 

・自分が親から「性」について教わった経験はありませんが、自分は子供とオ

ープンに「性」についても話し合える関係を築いていきたいと思いました。 

・私が想像した以上に子供たちの状況は深刻であると感じました。子供たちの

健全な育成のため、家庭の啓発はもちろんですが、それぞれの立場で役割を

果たしていくことが大事であると思いました。 

・性の問題の背景にある子供たちの生きづらさに言及していただけたこと、社

会の問題として提起していただけたこと、本当によかったです。 

上：集会室 

右上：調理室  右下：和室 

 

 



 

生 涯 学 習 カ レ ン ダ ー 

生涯学習関連機関 ６  月 ７  月 ８  月 ９  月 １０  月 ※サークル活動等 

博  物  館 

４７４－９２００ 

 4 日(土)～26 日(日) 

   環境写真展「すばらしい自然を」 
 

通年滑川市の歴史と郷土の先賢 

 ２日(土)～10 日(日) 

  滑川市書道連盟展 

23 日(土) 

    滑川の民俗行事展(仮題) 

23 日(土) 

特別展 本江遺跡展(仮題) 

 17 日(土)～19 日(祝) 

滑川市小中学校科学展・創意工夫展 

～4 日(日) 

滑川の民俗行事展(仮題) 

～19 日(祝) 

特別展 本江遺跡展(仮題) 

 8 日(土)～16 日(日) 

滑川市美術展 

28 日(金)～11 月 6 日(日) 

  滑川市小学校絵画展 

29 日(土)～11 月 6 日(日) 

滑川市写真連盟展・滑川市洋画連盟展 

 

図  書  館 

４７５－８００１ 

6 月 8 日(水)～12 日(日) 森田弘華パステル画展                               10 月 6 日(木)～11 月 8 日(火) 写真と陶芸展 

6 月 15 日(水)～19 日(日) 「彩華の会」パステル画展                                                     

古典文学講読(第１土曜日)  

古文書を楽しむ会(第2土曜日) 

子 ど も 図 書 館 

４７５－８１８０ 

  2 日(木)子育て支援講座 

「親子でバレエストレッチを楽しもう」 

18 日(土)子ども映写会 

19 日(日)イベント 

「ゆきみだいふくさんとあそぼう」 

20 日(月)放課後子ども教室開講式 

   3 日(日)図書館の使い方を知ろう＆館内ツアー 

   7 日(木)子育て支援講座 

「親子でリトミックを楽しもう」 

16 日(土)子ども映写会 

24 日(日)ワークショップ 

「新聞スクラップをつくろう＆ 

うちわをつくろう」(予定) 

31 日(日)ワークショップ 

「とびだす絵本をつくろう」①(予定) 

  4 日(木)お仕事体験(予定) 

  6 日(土)お仕事体験(予定) 

  6日(土)こわ～いお話会(予定) 

11 日(祝) ワークショップ 

「とびだす絵本をつくろう」②(予定) 

20 日(土)子ども映写会 

28 日(日)夏のおたのしみ会 

   8 日(木)子育て支援講座 

「０歳から絵本となかよしになろう」（予定） 

17 日(土)子ども映写会 

 

 

 

※23 日「にこにこタイム・子育て相談」なし 

※30 日「にこにこタイム・子育て相談」なし 

15 日(土)子ども映写会 

22 日(土)ハロウィンお楽しみ会 

    (予定) 

毎週金曜日  

にこにこたいむ・子育て相談 

 

毎週土曜日 おはなし会 

働 く 婦 人 の 家 

４７５－５７８０ 

教養教室 第２月曜日：俳句 第 1・3 月曜日：ﾊﾟﾜｰﾐｯｸｽｴｸｻｻｲｽﾞ  第 1・3 火曜日：おしゃれにリメイク、生花(池坊)、茶道(裏千家)   第 2・4 火曜日：ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ  
 第 2・4 水曜日：ゆったりﾖｰｶﾞ、ｺｰﾗｽ  第 1・3 木曜日：水彩画、水墨画、やさしい太極拳  第２・４木曜日：料理、絵手紙  第 1・3 金曜日：ﾊﾟｯﾁﾜｰｸ、押し花 
 第 2・４金曜日：煎茶、かな書道   第 1・3 土曜日：手芸       ※ この他に育成および自主グループがあります。年度途中からの入会についてはお問合せください。 

地域交流センター(青志会館) 

４７５－２０９０ 
毎週月・水・金曜日：空手（蹴拳塾）19:３0～21:00    月または金曜日（月３回）：着付け教室 19:00～21:00    

    毎週金曜日：抹茶 14:00～17:00       毎週土曜日：抹茶・生け花 14:00～17:00      ※ 見学、体験教室は年間を通して受け付けております。 
火曜日：太極拳 19:00～21:00 
火・木・土：空手(上級）19:３0～21:00 

滑川東地区公民館 

４７６－０７０６ 

12 日(日)アウトドア体験会 

 

19 日(日)町内対抗ビーチボール大会 

  8 日(金)ネブタ製作会 

24 日(日)親と子のラジオ体操 

駅前中央公園美化活動 

31 日(日)ネブタ流し 茅の輪くぐり 

中～下旬 第 2 回運営審議会 

  6 日(土)公民館夏まつり 

 

下旬 体験教室(内容未定) 

  11 日(日)ふるさとウォーキング 

 

  2 日(日)住民大運動会 

 

下旬 体験教室(内容未定) 

・スカイダンス(火曜 9:30～) 
・囲碁(日月水金祝 9:00～16:00) 
・将棋(日水木金 13:00～18:00) 
・太極拳(月曜 9:３0～、13:30～) 
・悠友ダンス(火曜 13:00～、木曜 10:00～) 
・３B 体操（金曜 月 3回 10:00～） 
・コーロ・スマイル(第 1・3金曜日 12:30～) 

滑川西地区公民館 

４７６－０７２６ 

 31 日(日)ねぶた流し(予定) 

日未定 パークゴルフ大会 

 17 日(土)公民館まつり     2 日(日)西地区住民大運動会 

22 日(土)慰労会 

23 日(日)クリーン大作戦 

・太極拳・囲碁・３B 体操 
・大正琴・気功・ﾁｸﾁｸｸﾗﾌ・ﾌﾗｻｰｸﾙ 
・ほたるいか音頭保存会 
・ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ 

浜加積地区公民館 

４７５－５９１１ 

19 日(日)町内対抗ビーチボール大会中止 

日未定 夏花寄せ植え 

   3 日(日)パークゴルフ大会 

30 日(土)公民館夏まつり 

日未定 市民ソフトボール大会 日未定 沿岸クルージング体験   2 日(日)住民大運動会  

早月加積地区公民館 

４７７－１９５５ 

1２日(日)ふれあいパークゴルフ大会 
2６日(日)ドライフラワー教室 

24 日(日)ウォーキングサッカー体験会   7 日(日)親子凧づくり教室 

  7 日(日)栗山七夕まつり 

11 日(日)富山湾岸クルージング    2 日(日)住民大運動会 

 

・虹の会(金曜日) 
・健康体操(木曜日) 
・花フレンド(第 1・３土曜日)  

北加積地区公民館 

４７５－６０４２ 

12 日(日)クルージング体験会 

14 日(火)スマホ教室 

 日未定 押花教室 

30 日(土)北加積夏まつり 

２8 日(日)市民ソフトボール大会 日未定 稲刈り体験会    2 日(日)住民大運動会 

日未定 折り紙教室 

日未定 北加積地区防災訓練 

・北加積民謡会(第 1・3 火曜日) 

・民謡友の会(金曜日) 

・日舞子供教室(水曜日) 

東加積地区公民館 

４７４－１９２１ 

23 日(木)スマートフォン講習会 

25 日(土)紙バンドでマスクケ

ースを作ろう 

16 日(土)新川古代神踊り講習会中止 

23 日(土)公民館まつり 

4 日(木)東加積の自然と歴史に親しむ会 
下旬 みんなで野菜を作ろう 
日未定 教養講座(児童対象) 

16 日(金)教養講座 
(あつまらんまいけと共催) 

 1 日(土)東加積合同運動会 

29 日(土)パークゴルフ大会 

日未定 歩こう会 

・松坂踊り保存会（第２・４土曜日） 

・あつまらんまいけ（第 3 金曜日） 

・手芸同好会（第 2・４火曜日） 

・ペタンク愛好会(11 月～4 月火曜日) 

中加積地区公民館 

４７５－２１７８ 

  5 日(日)パークゴルフ大会 

19 日(日)パステルアート教室 

3 日(日)押し花教室 

17 日(日)環境美化活動・ 

        消防避難訓練 

7 日(日)エアロビクス 

28 日(日)健康ウォーク 

18 日(日)環境美化活動 

23 日(祝)親子の折り紙教室 

14 日(金)折り紙教室 

23 日(日)ふるさと教育推進事業 

・ヨーガサークル(第２・４木曜午後) 
・あじさいの会(日未定) 
・太極拳愛好会（火曜日午後） 

西加積地区公民館 

４７５－０２０７ 

19 日(日)カラーサンド教室 

26 日(日)球技大会 

3 日(日)出前講座「米騒動って知ってる？」 

31 日(日)周辺整備 

7 日(日)公民館夏まつり 

 

日未定 ニュースポーツの会  2 日(日)住民運動会 
日未定 歩こう会 

・踊りの会 ・将棋クラブ(土曜日) 
・リラックスヨーガ 
・JAZZ サークル・ほたるいか笑ヨガ 

山加積地区公民館 
４７４－１０４９ 

上旬 歩こう会(立山雪の大谷) 

5 日(日)太極拳体験会 

19 日(日)ニュースポーツ大会 

27 日(水)博物館見学(本江遺跡出土品) 13 日(土)納涼夏まつり 

（おしょうらい） 

 2 日(日)山加積地区スポーツ大会 

 

・健康マージャン(日未定) 
・手芸教室(第 3 日曜日午前) 

※ 滑川市児童館の行事予定につきましては、ホームページをご覧ください。 

※ 日程は都合により変更される場合があります。新型コロナウイルス感染症流行防止のため、中止する行事もあります。 


