
（１）市又は行政委員会が主催する事業

1
イクメン・カジダン写真・川柳コンテス
ト

市民を対象に「イクメン」「カジダン」の日常の姿
を題材にした写真・川柳を募集した。

8月26日（月）
～10月21日（月）

企画調整課
（砺波市男女共同参画推進員連
絡会）

2 砺波市男女共同参画推進のつどい
男女共同参画推進についての寸劇、講演等を行っ
た。

12月1日(日)
企画調整課
（砺波市男女共同参画推進員連
絡会）

3 砺波市障害者スポーツ大会
障がい者がスポーツを通じて体力の増強を図るとと
もに相互の親睦を深めた。

6月30日（日）
社会福祉課
（砺波市身体障害者協会）

4 砺波市福祉健康大会
社会福祉と健康増進に対する市民参加の促進と連帯
意識の高揚を図った。表彰、講演。

8月24日（土）
健康センター
社会福祉協議会

5 庄川健康プラザ　健康講座（春季）

講演「体にやさしい歩き方～歩行寿命を延ばすために
は？～」
講師　(株)ライフフィット　和田千恵子健康運動指導
士
こつ骨貯筋通帳優秀者表彰式等。

5月25日（土） 庄川健康プラザ

6 庄川健康プラザ　健康講座（秋季）

講演「あなたの心臓、血管は大丈夫？」
講師　市立砺波総合病院　循環器内科医長　黒川佳祐
氏
心血管市民講座（動脈硬化測定等）

10月5日（土） 庄川健康プラザ
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（１）市又は行政委員会が主催する事業

7 砺波散村地域研究所例会
21世紀の砺波平野と黒部川扇状地の形態変化・人口
動態・産業構造の変化に関する研究と発表を行っ
た。

11月16日(土) 砺波散村地域研究所

8 砺波市小学校連合運動会
市内小学校5・6年生が一堂に会し、交流を深めなが
ら陸上競技を行い、記録に挑戦する態度を養った。

5月29日（水） 教育総務課

9 砺波市少年少女自作童話大会
子どもの夢や物事に優しく接する心を物語に綴り、
発表する。

中止 教育総務課

10 砺波市公民館専門部員研修会
公民館に関わる方が一同に会して研究発表を行っ
た。

8月7日（水）
生涯学習・スポーツ課
（砺波市公民館連絡協議会）

11
青少年健全育成大会
砺波市公民館研究大会
砺波市ＰＴＡ講演会

青少年育成砺波市民会議、砺波市公民館連絡協議
会、砺波市ＰＴＡ連絡協議会が共同で行う大会。

12月7日（土） 生涯学習・スポーツ課

12 令和2年砺波市成人式
砺波市の未来を担う新成人の門出を市民の皆さんで
祝福するために開催。

2020年
1月12日（日）

生涯学習・スポーツ課



（１）市又は行政委員会が主催する事業

13
【新規】
NHK公開番組「にほんごであそぼ」

子どもも大人も楽しめるNHK教育テレビの番組「に
ほんごであそぼ」の公開収録番組を共催した。

6月23日(日) 生涯学習・スポーツ課

14

【新規】
新砺波図書館市民参加ワークショップ(第
５回)「壁面に挑戦～R156に広げるアート
の世界～」

新図書館建設現場の外壁に、砺波地域の中学生に描
いてもらったパネルを設置し、新図書館建設の機運
醸成を図った。

9月21日（土）
新図書館建設班

15 子どもの読書週間行事「本でビンゴ！」
行事に参加したり、クイズに答えてカードを埋め、
ビンゴを目指すものであった。

4月13日（土）
～5月12日（日）

砺波・庄川図書館

16 砺波市立図書館友の会講演会
図書館友の会主催の講演会
演題「土蔵の扉を開く」
講師 髙木秋生氏

6月29日(土) 砺波図書館

17 夏休みブックスタンプラリー
本を借りたら１つスタンプを押し、10個たまったら
小さな景品を渡す。（15周年にちなんで、限定缶
バッジを作成し、参加賞として配布した。）

7月25日（木）
～9月1日（日）

庄川図書館

18
【新規】
砺波民具展示室小企画展示

収蔵する重要文化財「砺波の生活・生産用具」の中
から季節に合わせた企画展示と説明会を行うもの。

5月・8月・9月・10月・11月 砺波郷土資料館

19 春の特別展「砺波のまつり」
となみチューリップフェアに共催し開催する特別展
示

4月22日(月)
～5月26日（日）

砺波郷土資料館



（１）市又は行政委員会が主催する事業

20 民具デー
重要文化財「砺波の生活・生産用具」の周知と有効な
活用を推進するため、民具に親しむ日とするもの。

7月27日(土) 砺波郷土資料館

21
秋の特別展「砺波の麻織物と問屋神田商
店」

郷土の先人と郷土の発展・歴史を紹介する特別展示
10月11日（金）
～11月24日（日）

砺波郷土資料館

22 第３１回Ｂ＆Ｇマリーナフェスティバル

水上スポーツ振興のため、カヌー、ヨット、ロー
ボートなどの搭乗体験を行うことのできるイベント
を開催
参加者数　688人

7月14日（日） 生涯学習・スポーツ課



（２）市が出資する公益法人等が主催する事業

1 砺波市ボランティアフェスティバル
市民とボランティア団体・福祉関係者が一同に会
し、情報交換・活動紹介・活動体験を行った。ま
た、ボランティアを題材とした標語を募集した。

9月28日(土)
社会福祉協議会
（企画調整課）

2
となみ散居村学習講座
公開講座
～砺波市五郎丸集落を事例として～

京都大学との連携シンポジウム
教授２名の調査（中間）報告
学生３名の調査（中間）報告
現地見学
砺波市五郎丸及び荒高屋集落の民家

9月22日(日)
（公財）砺波市花と緑と文化の
財団

3
民具館企画展
（2企画程度）

郷土の作家による作品を展示する。
磯井真佐美の押し花展　11～3月
宮脇晴美のパステル画展 3～6月

11月～3月末まで
２展示

（公財）砺波市花と緑と文化の
財団

4 合唱創造となみ
市内の小中高校生や社会人が合唱のワークショップ
を開催するとともに、オーケストラをバックにオリ
ジナル曲を合唱する「合唱祭Ⅲ」を開催する。

2020年
2月2日(日)
午後２時～

（公財）砺波市花と緑と文化の
財団

5 第15回砺波市民体育大会（夏季大会） 市民体育大会
6月30日（日)
7月7日（日）

(公財)砺波市体育協会

6
第１６回砺波市民体育大会（スキー競技
会）

市民体育大会
（スキー及びスノーボード競技）
参加者見込み数　470人

2020年
2月2日(日)

(公財)砺波市体育協会

7 オリジナルミュージカル「森はうたう」
となみミュージカルキッズと公募のメンバー計３３
人が、オリジナルミュージカルを公演する。

2020年
3月7日(土)
午後6時30分～
3月8日(日)
午後1時30分～

（公財）砺波市花と緑と文化の
財団
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（３）市の振興又は公共的活動を目的として結成された市内に活動拠点を置く団体が主催する事業

1 砺波市老人クラブ大会 表彰・芸能発表・作品展を行った。 9月27日(金) 砺波市老人クラブ連合会

2 砺波市老人クラブふれ愛スポーツまつり
会員間交流及び児童との世代間交流を行うスポーツ
まつりを行った。

10月23日(水) 砺波市老人クラブ連合会

3 庄川峡桜まつり
庄川水記念公園周辺にて、桜のライトアップや各種
催しを行った。

3月31日(日)
～4月7日(月)

庄川峡桜まつり実行委員会

4 チューリップバルーン
全国から熱気球チームが参加し、春のとなみ野を鮮
やかに彩った。

4月20日(土)
～4月21日(日)

チューリップバルーン実行委員
会

5 出町子供歌舞伎曳山祭
出町市街地やチューリップフェア会場で小学生が歌
舞伎を熱演した。

4月29日(月・祝)
～4月30日(火)

砺波子供歌舞伎曳山振興会

6 庄川観光祭
庄川峡花火大会や夜高行燈の練り回し、庄川音頭街
流しなどを行った。

6月1日(土)
～6月2日(日)

庄川観光祭実行委員会

7 となみ夜高まつり
出町市街地にて、豊年満作を祈る田祭り行事として
大正時代から開催した。

6月14日(金)
～6月15日(土)

砺波夜高振興会

番号 事業の名称 事業の概要 時期 所管



（３）市の振興又は公共的活動を目的として結成された市内に活動拠点を置く団体が主催する事業

8 頼成の森花しょうぶ祭り
6㏊の会場に600品種70万株の花しょうぶやスイレ
ン、アジサイ、カキツバタなどが来場者を楽しませ
た。

6月14日(金)
～6月23日(日)

頼成の森花しょうぶ祭り実行委
員会

9 庄川水まつり
庄川水記念公園にて流木乗り選手権大会など水と親
しむイベントを開催した。

8月3日(土)
～8月4日(日)

庄川水まつり実行委員会

10 恋プロナイト
庄川水記念公園にて、キャンドルで地上絵を描くほ
か、ミュージックライブなどが行われた。

7月27日(土) 庄川町商工会

11 となみ伝承やぐら大祭
となみ駅前商店街にて獅子舞、太鼓、子供歌舞伎、
民謡など砺波の伝統の技を披露した。

8月31日(土) やぐら大祭実行委員会

12 スカイフェスとなみバルーン大会
全国から熱気球チームが参加し、競技飛行や係留の
体験飛行などを行った。

10月12日(土)
～10月14日(月･祝)

スカイフェスとなみ実行委員会

13 となみ夢の平コスモスウォッチング
夢の平スキー場のゲレンデ一面に咲く100万本のコ
スモスが来場者を楽しませた。

10月5日(土)
～10月20日(日)

となみ夢の平コスモスウォッチ
ング実行委員会

14 となみチューリップ球根まつり
産地ならではの品揃えで質の高いチューリップ球根
を販売するほか、展示や体験コーナーを設けた。

10月11日(金)
～10月14日(月･祝)

となみチューリップ球根まつり
実行委員会



（３）市の振興又は公共的活動を目的として結成された市内に活動拠点を置く団体が主催する事業

15 ビッグ庄川なんでも市
庄川水記念公園において、フリーマーケットや飲食
ブース、ステージ演奏などを行った。

10月20日(日) 庄川町商工会

16 となみ食彩ふれあい市
各商店組合によるお買い得品の販売や、大抽選会、
ステージイベントなどを行った。

11月24日(日)
となみ食彩ふれあい市実行委員
会

17 チューリップ公園KIRAKIRAミッション
砺波チューリップ公園及び周辺をLEDイルミネー
ションで彩った。

12月1日(日)
～12月25日(水)

キラキラ・アップ実行委員会

18 となみ夢の平スノーフェスティバル
となみ夢の平スキー場で雪を使って遊べる催しを開
催する。

2020年
2月11日(火･祝)

砺波市五谷観光企業組合

19 第３２回　庄川ゆずまつり
庄川ゆず（生ゆず、ゆず加工品）、砺波市特産品の
販売。

11月9日(土)
～11月10日(日)

庄川ゆずまつり実行委員会

20
【新規】
地域若者交流会の実施

となみ元気道場が企画するイベント
地域の若者相互の交流を促進するために実施。

10月26日（土） となみ元気道場

21 第１５回市民水泳大会
各自の泳力を試す記録会を開催することにより、広
く市民の間に水泳を普及し、健康の増進と体力の増
強を図るために開催。

7月21日（日） ＳＥＩＢＵスポーツクラブ



（３）市の振興又は公共的活動を目的として結成された市内に活動拠点を置く団体が主催する事業

22 さわやかウオーキング
増山城跡にて曲輪の会の解説を聞きながら城跡での
ウォーキングを実施。
【約1時間半】

7月13日（土） 砺波市連合婦人会

23 第１１回増山城戦国祭り 国指定史跡増山城跡に親しむためのイベント。 9月29日（日） 増山城戦国祭り実行委員会

24 砺波市立公民館　公民館まつり等 各地区公民館にて開催した。 10月～11月 各地区公民館

25 第13回となみ庄川水辺ウオーク

砺波総合運動公園多目的競技場をスタートし庄川水
辺ふれあいロード、庄川左岸堤防道路などを経て県
西部体育センター前をゴールとする健康ウオーキン
グを開催した。
【コース:4km、6km、10km】
参加者数　241人

10月14日(月･祝)
砺波市体育振興会連絡協議会

26 となみ庄川散居村縦断マラソン2019

チューリップ公園を発着点に庄川町を折り返すハー
フマラソンをメイントとする市民総参加型のマラソ
ンを開催した。
【種目:ファミリー2km、3km、10km、ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ】
参加者数　3,094人

11月17日(日) となみ庄川散居村縦断マラソン
実行委員会


