
事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ
人権・同和教育
「中央講座」

地域・職場における指導者、推進者の研修の場として
昭和 60 年度から実施しています。

（25年度）７月、８月
（26年度）未定

生涯学習課
学習振興・人権教育係
☎44-2000(内線560)

人権同和教育講座 地区公民館、校区活性化協議会において、人権・同和
問題についての講座を開催します。 通年

平和教育講座 地区公民館、校区活性化協議会において、平和教育に
ついての講座を開催します。 通年

ゆめっせフェスタ
毎年、男女共同参画週間（6/23 ～ 6/29）前の第 3
土曜日に男女の人権の尊重や男女共同参画社会の実
現のため、一般市民を対象に講演会やパネル展を開
催します。

６月21日(土）

田川市男女共同
参画センター“ゆめっせ”
☎44-0159

男女共同参画研修会 男女の人権の尊重や男女共同参画の理解を深めるた
めに、市民を対象とした研修会を実施します。

（25年度）9月20日、
10月31日、11月26日、
2月21日

（26年度）未定

男性の料理教室
料理に関する基本的な知識や技能を修得し、料理に対
する興味や関心を深め、家庭における男女共同参画意
識の高揚を図るため、料理教室を開催します。

（25年度）８月22日、
11月14日、11月21日

（26年度）未定

子どもの料理教室
子どもの頃から料理に対する興味を持ち、家庭におけ
る男女共同参画意識の高揚を図るため、子どもの料理
教室を開催します。

（25年度）
８月３日、８月10日

（26年度）未定

男女共同参画出前講座
地域・企業・団体などを対象に、それぞれの希望や必
要に応じて、田川市男女共同参画センター長を派遣し、
男女共同参画について学ぶための出前講座を開催しま
す。

通年

人権パネル展 人権・同和問題の啓発を図るため、人権パネル展を実
施します。

（25年度）６月28日～
７月31日、10月２日～
15日、12月９日～16日

（26年度）
未定（３回程度開催）

人権・同和対策課
人権・同和対策係
☎44-2000（内線316・317）

人権週間講演会 2014
12 月４日～ 10 日の ｢ 人権週間」にあわせて、市民へ
の人権意識、人権認識、人権感覚の高揚を図るため、
講演会を開催します。

（25年度）11月30日
（26年度）未定

同和問題啓発強調月間
講演会 2014

７月の「同和問題啓発強調月間」にあわせて、市民の
人権意識、人権認識、人権感覚の高揚を図るため、講
演会を開催します。

７月12日(土）

人権・同和問題課題別
研修会

若年層（概ね 35 歳以下）を対象に、平成 24 年度に
実施した「人権・同和問題に関する市民意識調査」の
結果から明らかになった課題の克服に向けて、研修会
を開催します。

10月～
平成27年１月（４回）

人権・同和問題出前講座
団体や各種サークルなどを対象に、それぞれの希望や
必要に応じて講師を派遣（出前）し、人権意識、人権
認識、人権感覚の高揚を図るため、研修会を開催しま
す。

通年

人権問題

25年度：平成25年４月１日～平成26年３月31日に実施済み
26年度：平成26年４月１日～平成27年３月31日に実施予定

（注）事業名・内容・実施時期などは変更することがあります。
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事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ

たがわトコナツＫＩＤＳ 
Jr.

小学１～３年生が対象。市民会館などの施設を利用し
てさまざまな体験活動を行い、子どもたち同士の交流
や地域のみなさんとの触れ合いを通して「楽しむ・知
る・学ぶ」を身につけます。

（25年度）８月１日～２日
（26年度）夏休み期間中 生涯学習課

学習振興・人権教育係
☎44-2000（内線560）

たがわトコナツＫＩＤＳ
小学４～６年生が対象。市民会館などの施設を利用し
てさまざまな体験活動を行い、子どもたち同士の交流
や地域のみなさんとの触れ合いを通して「楽しむ・知
る・学ぶ」を身につけます。

（25年度）８月７日～10日
（26年度）夏休み期間中

シルバーバスハイク
65 歳以上が対象。お互いの親睦と交流を図り、歩く
ことでの健康増進を目的としています。行き先は日帰
りが可能な名所、旧跡、行楽地など趣向をこらした場
所を選定しています。

（25年度）11月27日
（26年度）未定

健康福祉課高齢介護係
☎44-2000（内線131）

フレンドシップツアー
障害があることにより、一人で旅行することが困難な
人が対象です。外出することの楽しさ、素晴らしさを
味わえます。

6月22日(日） 田川市社会福祉協議会
☎44-5757

田川飛翔塾
中学２年生を対象に、各界の第一線で活躍している講
師陣による講義や、自ら考える力を養うグループワー
クを実施する宿泊研修です。

（25年度）８月19日～
            25日（６泊７日）

（26年度）
夏休み期間中（４泊５日）

総合政策課
☎44-2000(内線407）修

しゅげん

験の道プログラム
小学４～６年生を対象に、登山や長距離ハイク、アウ
トドアクッキングなどを実施し、学年の違う子どもた
ちでの集団生活、地域住民との交流を通じて、社会性
を身につけていく体験プログラムです。

（25年度）７月29日～
８月２日（４泊５日）

（26年度）
夏休み期間中（２泊３日）

遠賀川スケッチ
コンクール

遠賀川水系の魅力を発信するため、小中学生が遠賀
川水系の川に触れながら、川の様子をスケッチした作
品を募集。その作品を地域内外に展示します。

（25年度）７月～10月
（26年度）５月～

10月中旬（予定）

勾
まがたま

玉つくり 古代のアクセサリーである勾玉つくりを体験し、地域
の歴史や古代のものづくりを学習します。

(25年度)夏休み期間中
　　　　５回開催
(26年度）未定

田川市石炭・歴史博物館
☎44-5745ミュージアムツアー 石炭・歴史博物館内を解説付きで案内します。 （25年度）毎週日曜日

（26年度）未定

石炭を燃やそう！ 今では見ることがなくなった石炭を、実際に燃やして
体験するイベントです。

（25年度）５月５日
（26年度）未定

体験・見学

事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ

コレクション展Ⅰ・Ⅱ 田川市美術館の所蔵作品を２期に分けて紹介します。
それぞれのテーマに合わせた作品を展示します。

Ⅰ：４月８日(火）～
    ５月11日（日）

Ⅱ：５月27日(火）
～７月６日(日）

田川市美術館
☎42-6161

第 23 回英展
～記憶・創造～

開館の翌年から始まり、画壇の新鋭発掘、育成、俊英
作家の顕彰、地元美術界の高揚を目指し、毎年行われ
ています。第23回のテーマは「記憶・創造」。賞選定
委員は絹

きぬたに

谷幸
こ う じ

二さん（画家、日本芸術院会員）が務め
ます。

７月８日（火）～
８月３日(日）

夏のおひるね展
夏休みの親子向けワークショップでオリジナルのふと
んをつくり、それらを中心に展示。実際に寝られる空
間をつくります。

８月５日(火）～
８月17日(日）

連続美術史講座
新・夜の美術館 毎回テーマを決めて実施する美術史講座です。 ９月９日(火）・16日(火）・

23日(火・祝）・30日(火）

第51回公募田川美術展 17歳（高校２年生）以上を対象とし、６つの部門で構
成される公募展です。

10月21日(火）～
11月３日(月・祝）

ミロコマチコ展

初の絵本「オオカミがとぶひ」（2012年）が、日本絵
本賞大賞に輝くなど注目を集めている若手絵本作家、
ミロコマチコ。動物や人間の姿を大らかな筆づかいで
描いた 3 冊の絵本原画を中心に、その他の絵画・イ
ラスト作品を一堂に展示する初の大規模個展。作家本
人を招いてワークショップを行い、絵を描く喜びを伝
えます。

11月15日(土）～
12月25日(木）

大
おおつか

塚抱
ほうせつ

節展
自由奔放な作風で独自の書の世界を展開する田川郡川
崎町在住のアート書家・大塚抱節。書と絵が融合したも
のなど、形にとらわれない独創的な作品を紹介します。

平成27年１月10日（土）～
２月８日（日）

第 23 回田川の
子どもたちによる絵画展

美術館の例年の主要展のひとつ。田川市郡の小、中、
高生を対象に入選作約 900 点を展示、入賞者を紹介
します。

平成27年２月14日(土）～
３月８日(日）

美術館の企画展



事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ

０歳期教育親子教室
0 ～ 3 歳の子どもを持つ母親・父親・家族や幼児教育
に関心を持つ人を対象に、0 歳期の教育が人格形成・
人づくりの重要なものであることを学びます。

６月～８月
（５～６回予定）

生涯学習課青少年対策室
☎44-2000（内線560）

家庭教育講座 地区公民館、校区活性化協議会において、家庭教育に
ついての講座を開催します。 通年 生涯学習課

学習振興・人権教育係
☎44-2000（内線560）親子スマイルセミナー 小中学生の保護者を対象に、家庭教育についての講

座を開催し、家庭教育力の向上を目指します。 6月～8月（2回予定）

「いっぽ」講座
育児不安の解消と子育ての孤立化防止のため、第一
子2～4か月の赤ちゃんとお母さんを対象とし、ベビー
マッサージ、あやし歌の実技と交流会を組み合わせた、
計 6 回の体験型育児支援講座を実施します。

第１回５～６月
第２回９月～10月（予定）
第３回平成27年
         １～２月(予定）

子育て支援課
子育て支援係
☎44-2000(内線163)

子育てボランティア養成
講座

子育て中のお父さんやお母さんをサポートするため、
また子育て経験者、高齢者など地域住民を対象に講
座を開催します。地域での子育て支援の輪を広げ、地域
で子どもを見守り、支えていく体制づくりに努めます。

11月～12月
（７回予定） 子育て支援課

子育て支援センター
☎44-4316「はじめまして！」講座　

～あかちゃんへの
贈り物～　

初めての出産を迎える新米パパとママを対象に、出産
時の胎児の栄養を学ぶ中で母体の不安を解消し、楽し
い子育てに必要な心と身体のバランスを保つ講座を実
施します。

10月（３回予定）

読書ボランティア
養成講座

「子ども読書年」を契機にボランティアの養成を目的
に講座を開催します。

（25年度）２月17日、
　　　　２月24日

（26年度）未定 田川市立図書館
☎44-0384

絵本の読み聞かせ
乳幼児を対象に、第 2・第 4 金曜日にボランティア団
体によるお話会、毎週土曜日にボランティア団体およ
び職員によるお話し会と名作ビデオの放映会を実施し
ています。

第２・第４金曜日
毎週土曜日

子育て

事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ

公民館講座 民踊、華道、ペン習字、料理、囲碁、レクダンス、ち
ぎり絵の講座を市民会館で実施します。 ４月～平成27年３月 生涯学習課

公民館・スポーツ係
☎44-2000（内線567）人材バンク講座

いろいろな技術や知識を持つ人を指導者として登録し
講座を開いています。趣味、教養、音楽、体操などさ
まざまな分野で約80講座があります。

通年

シルバー趣味の教室
60歳以上が対象。教室は民謡、民踊、陶芸、俳句、
きめこみ人形、詩吟、書道、英会話、パッチワーク、
レクリエーションダンス。３月に発表会、作品展を実
施します。

通年
健康福祉課高齢介護係
☎44-2000（内線131）

田川市老人農園
農園を無料で利用でき、野菜などを栽培することがで
きます。対象者は65歳以上で簡単な農作業ができる
人。　実施農園：川宮農園

通年

いきいき福祉大学 児童・高齢者・障害者などの福祉問題をテーマに 4 回
シリーズで講座を開催します。

平成27年２月～
３月（予定）

田川市社会福祉協議会
☎44-5757

農業交流事業
（田川市市民体験農園）

田川市市民体験農園の貸し出しを行います。対象者は
原則市内居住者。農作物の栽培体験の場を提供する
ことで、健康的でゆとりある生活を実感し、農業への
理解を深めます。

通年 農政課農業振興係
☎44-2000（内線301）

隣保館講座
生け花、硬筆、書道、着付、民踊などの学習の場を通
して、お互いの人権を尊重しあう仲間づくりを目指し
ます。

通年
中央隣保館　　☎44-8181
上伊田隣保館　☎44-3410
弓削田隣保館　☎44-3318

趣味・教養

事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ
総合型地域

スポーツクラブ
小学生から高齢者までを対象に、スポーツ教室を行っ
ています。 通年

生涯学習課
公民館・スポーツ係
☎44-2000（内線567）

カヌー体験教室 小学４～６年生を対象に、カヌーに慣れることから始
め、最終日は川下りを行います。

５月～６月土曜日
計３回

少学低学年水泳教室 小学１～３年生の水泳が苦手な子どもを対象に、水慣
れや水泳の基礎を指導します。

７月21日（月・祝）
～25日（金）（５日間予定）

親子スポーツ体験教室
各スポーツの体験を通じて、その魅力や楽しさを体感
し、大人とのコミュニケーションを図り、楽しい時間
を過ごします。

７月～月２回
（全15回）

田川市民体育大会 広くスポーツに親しむことを目的とし、日頃の練習の
成果を発揮し競う大会で、15 競技が行われます。

（開会式）
10月12日（日）（予定）

９月～11月

スポーツ
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事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ

田川市子どもカルタ大会 小中学生が日本古来の「犬棒カルタ」を用いて、日頃
の練習の成果を競い合います。 12月７日 （日） 生涯学習課

学習振興・人権教育係
☎44-2000（内線560）成人式

本市の明日を担う新成人の門出を、市をあげて祝福す
るとともに、成人としての自覚を持つことを目的に開
催しています。

平成27年１月11日(日）
（成人の日の前日）　

こども童話発表会 小学生が、国内外の童話など（民話・昔話）の本を朗
読します。 11月（予定）

田川市立図書館
☎44-0384

読書感想文・感想画展
子どもたちが読んだ本に感銘を受けたことを、絵や文
章にした作品を市内小中学校から募集し、感想文は文
集を作成し、感想画は美術館に展示します。

（25年度）感想画展
１月15日～26日

（26年度）感想画展 未定

読書マラソン 夏休み期間中に、子どもが自分の利用カードで本を借
り、15 日間来館しスタンプを押して完走となります。

7月19日(土）～
8月31日(日）

田川市立図書館
クリスマス会

乳幼児、小学生を対象に職員と読書ボランティアが人
形劇・読み聞かせ・紙芝居などを行い、読書意欲の向
上を目指しています。

12月（予定）

読書まつり
読書週間前後に職員、ボランティア団体による読み聞
かせなどのイベントを行い、読書意欲の向上を目指し
ています。

（25年度）10月26日
（26年度）未定

子ども読書の日イベント
子ども読書の日前後に職員、ボランティア団体による
読み聞かせなどのイベントを行い、読書意欲の向上を
目指しています。

（25年度）４月27日
（26年度）４月26日（土）

懐かしの名画祭
1940 年代からの日本の懐かしの名画 4 作品を 1日に
3 作品ずつ、2 日間にわたり上映します。田川青少年
文化ホールで行われ、今年で 21回目の実施となりま
す。

7月下旬～8月上旬
（予定）

文化課文化係
☎44-2000（内線580）

こども音楽祭
市内園児、小・中学校の児童生徒、一般市民などによ
る器楽演奏、吹奏楽、合唱など、日頃の練習成果を発
表するイベントです。園児から大人まで相互の交流と
発展に努めており、今年で 32 回目を迎えます。

11月３日（月・祝）

田川市民文化祭

市民の生活に根ざした生活文化の振興と、市民文化の
創造と発展に資することを目的とし、春季と秋季に実
施されます。
行事は田川文化連盟の会員による①ステージ部門（演
劇、舞踊、民謡など）と②展示部門（生活文化の創作
品展示、美術展など）の２部門から構成されます。

 ４～５月（春季）
10～11月（秋季）

公民館まつり
市民会館や地区公民館で学習した成果の発表の場で
す。各講座や団体によるさまざまなイベントがありま
す。

10月12日(日）（予定）
生涯学習課
公民館・スポーツ係
☎44-2000（内線567）

ふくしまつり ボランティア活動体験コーナーでのアトラクション、
模擬店コーナー、福祉施設作品展などがあります。 10月19日(日） 田川市社会福祉協議会

☎44-5757

世界記憶遺産登録原画
特別公開Ⅰ

「作兵衛が働いた炭坑」をテーマに、日本で初めてユ
ネスコの世界記憶遺産に登録された山本作兵衛コレク
ションの中から、選りすぐりの炭坑記録画などを展示
します。

（25年度）４月27日～
            ５月26日

（26年度）４月29日
（火・祝）～5月25日（日） 田川市石炭・歴史博物館

☎44-5745
世界記憶遺産登録原画

特別公開Ⅱ
日本で初めてユネスコの世界記憶遺産に登録された山
本作兵衛コレクションの中から、選りすぐりの炭坑記
録画などを展示します。

（25年度）10月26日～
　　　　11月24日

（26年度）未定
TAGAWAコールマイン・

フェスティバル
～炭坑節まつり～

「炭坑節発祥の地たがわ」が誇る炭坑節の歴史や文化
などを体感できるイベントです。 11月1日(土）・2日(日）商工観光課広域観光交通係

☎44-2000（内線312）

上伊田・中央・弓削田各
隣保館合同文化祭

隣保館の文化・教養講座で学習した成果の発表の場
です。人権・同和問題に関する講演会もあわせて実施
します。

（25年度）３月29日
　　　　   ～30日

（26年度）未定

人権・同和対策課
人権・同和対策係
☎44-2000（内線316・317）

イベント

歴史
事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ

郷土史市民公開講座 田川郷土研究会の会員が、一般市民を対象に郷土の
文化、風俗、芸能などについて公開講義を行います。

平成27年１月～３月
（３回予定） 田川市立図書館

☎44-0384
郷土研究会特別講演会

田川郷土研究会の役員が、会員を対象に郷土の文化、
風俗、芸能などについて講義し、会員の資質の向上を
図っています。一般市民も参加できます。

未定

博物館講座 市石炭・歴史博物館の館長や学芸員などがテーマに
沿った講演を行います。

（25年度）４月～２月
毎月第２土曜(全11回)

（26年度）未定

田川市石炭・歴史博物館
☎44-5745


