
　平成27年度［４月１日（水）～平成28年3月31日（木）］に予定している、市が実施する
催しなどをお知らせします。
　また、この他、8つの校区活性化協議会でもいろいろな催しを実施しています。
校区活性化協議会が行うものや今回お知らせできなかった催しなどについては、そ
の都度広報たがわなどでお知らせします。あなたも楽しく学習してみませんか。

※事業名、内容、実施時期などは変更することがあります。

［ 田川市教育委員会  生涯学習課 ］

※Ⓐ～Ⓓまでのページを取り外してお使いください

保存版 楽習
が　く しゅう

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

現在4つのスポーツクラブがあり、小学校から高
齢者までを対象として、「いつでも、どこでも、い
つまでも」各種スポーツを楽しめるように運営さ
れています。

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年生が対象。カヌー体験、川下りを実
施し、河川の環境学習も行います。

5月～6月土曜日
（計3回）（予定）

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

7月21日（火）
～25日（土）（予定）

親子スポーツ体験教室
各種スポーツの体験を通じて、その魅力や楽しさ
を体感しながら、保護者とのコミュニケーション
を図ります。

未定

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11日（日）（予定）
各競技9月～11月

（予定）

田川市総合体育館
（田川市体育協会）	
☎44-7370

事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ

公民館講座 民踊、ペン習字、料理、囲碁、レクダンス、ちぎり絵、
実用書道の講座を中央公民館で実施します。 4月～平成28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歳以上の人が対象。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
65歳以上で簡単な農作業ができる人が対象。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。
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28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）

原則市内居住者が対象。田川市市民体験農園の貸
し出しを行います。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
人権・同和対策課
人権・同和対策係
☎44-2000（内線316・317）

趣味・教養

スポーツ

Ⓐ
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事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ

０歳期からの親子教室
0歳から6歳までの子どもを持つ母親・父親・家
族などが対象。0歳期からの教育が人格形成・人
づくりの重要なものであることを学びます。

6月～10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。 8月～平成28年3月 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 小中学生の保護者が対象。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。
9月～10月
（2回予定）

「いっぽ」講座

第一子2～ 4か月の赤ちゃんとお母さんが対象。
育児不安の解消と子育ての孤立化防止に向けた、
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
(予定）

第2回9月～10月
（予定）

第3回平成28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

子育て経験者や高齢者などの地域住民が対象。子
育て中のお父さんやお母さんをサポートするた
め、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を目指した養
成講座を行います。

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が対象。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（2回予定）

読書ボランティア
養成講座　

「子ども読書年」を契機にした、ボランティアの
養成を目的に講座を開催します。 未定

田川市立図書館
☎44-0384

絵本の読み聞かせ
乳幼児が対象。第2・第4金曜日にボランティア
団体によるお話し会、毎週土曜日にボランティア
団体や職員によるお話し会と名作ビデオの放映会
を実施します。

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
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。 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。 8月～平成28年3月

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。 8月～平成28年3月

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
ための研修会を実施します。 年4回（予定）

田川市男女共同
参画センター
☎44-0159

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。

未定
（年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）

同和問題啓発強調月間
講演会 2015

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
ための講演会を開催します。

未定

人権週間講演会 2015
12月4日～10日の｢人権週間」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の
講演会を開催します。

未定

人権・同和問題
課題別研修会

若年層（概ね35歳以下）が対象。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、さまざまな側面からの研修会を開催します。

未定

人権・同和問題出前講座
団体や各種サークルなどが対象。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の研修会を
開催します。

通年

人権問題



事業名 内　　　容 実施時期 問い合わせ

郷土市民公開講座 田川郷土研究会の会員が、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28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、会員に向けて郷土の文
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。会員以外も参加可能です。

未定

遠賀川流域の
古墳同時公開

遠賀川流域の古墳を同時公開します。本市では、
夏吉1・21号墳を現地で案内します。

4月19日（日）、
10月第3土日（予定）文化課文化係

☎44-0384市内遺跡発掘調査
現地説明会 市内遺跡発掘調査に伴う現地説明会を行います。

未定
※状況により開催しない
場合があります。

博物館講座 市石炭・歴史博物館の館長や語り部などが、テー
マに沿った講演を行います。 未定 田川市石炭・歴史博物館	

☎44-5745

歴史

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。中央公民館などの施設
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。

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。中央公民館などの施設
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。

夏休み期間中

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。外出することの楽しさ、素晴らし
さを味わえます。

6月21日(日） 田川市社会福祉協議会
☎44-5757

男性の料理教室
料理に関する基本的な知識や技能を習得すること
で、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促進を図るための料理教室
を開催します。

毎年8月～11月
（3回予定） 田川市男女共同

参画センター
☎44-0159

親子料理教室
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促進を図るための料理
教室を開催します。

夏休み期間中

私の愛する“田川”展 田川市美術館の元学芸員などが、作品を通してそ
れぞれの「田川愛」を紹介します。

4月7日（火）
～26日（日）

田川市美術館
☎42-6161

コレクション展Ⅰ 田川市美術館の所蔵作品の中からテーマにあわせ
た作品を展示・紹介します。

5月26日(火）
～7月5日（日）

第24回英展

毎年、田川市美術館の夏を彩る「英展」。24回目
となる今回は、テーマを「半径3メートル」とし、
九州・山口各県（沖縄は除く）の専門家から推薦
された、若手から熟練まで約60人の作家を招待
して開催します。

7月7日（火）
～8月2日（日）

夏休み子ども
ワークショップ

「陶芸で、マイ皿作り（仮）」
陶芸で、自分だけのオリジナルのお皿をつくりま
す。 8月9日（日）

第52回公募田川美術展 17歳（高校2年生）以上を対象とした6つの部門で
構成される公募展です。

10月20日（火）～
11月1日（日）

※10月26日（月）は休
館日

きかんしゃトーマスと
なかまたち展（仮）

世界各地で放映され、日本でも大人気の「きかん
しゃトーマス」。1945年にイギリスで絵本が発行さ
れて以来、長年にわたり愛され続けている「トーマ
ス」の世界を紹介します。

11月14日（土）～
12月27日（日）

逸品もちより展（仮）
嘉麻市立織田廣喜美術館と直方谷尾美術館のコレ
クションが、田川に大集合！筑豊のアートってこ
んなにおもしろいのです！

平成28年1月9日
（土）～2月7日（日）

第24回田川の子どもたち
による絵画展

田川市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28年2月13日
（土）～3月6日（日）

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。 5月5日（火） 田川市石炭･歴史博物館	

☎44-5745

体験・見学

Ⓒ
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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「いろはカルタ」を用いて、
日頃の練習の成果を競い合います。 12月6日（日）

生涯学習課
学習振興・人権教育係
☎44-2000（内線560）成人式

田川市の明日を担う新成人の門出を、市をあげて
祝福し、また、成人としての自覚を促すことを目
的に開催します。

平成28年
1月10日(日）

（成人の日の前日）　

公民館まつり
中央公民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
を行います。

10月11日(日）（予定）
生涯学習課
公民館・スポーツ係
☎44-2000（内線567）

少年の主張田川市大会
人格を形成する上で重要な時期にある中学生が、
日頃思い、考えていることや感銘を受けたことな
どを、中学生自身の言葉でまとめ、発表します。

11月21日(土）（予定）
生涯学習課
青少年対策室
☎44-2000（内線560）

こども童話発表会 小学生が、日本や外国の童話など（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、感想画は美術館に展示します。

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
を借りると、１日につき１回スタンプを押します。
15回で完走です。

夏休み期間中

田川市立図書館
クリスマス会

乳幼児や小学生などが対象。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
を目指します。

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
の向上を目指します。

4月18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22回目を
迎えます。

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、高校生、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
33回目を迎えます。

11月3日（火）（予定）

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
秋季に実施します。行事は田川文化連盟の会員に
よるステージ部門と展示部門の2部門から構成さ
れます。

4～5月（春季）
10～11月（秋季）

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を行い
ます。

10月18日(日） 田川市社会福祉協議会
☎44-5757

寄贈原画特別公開
※明治日本の産業革命遺産

～九州・山口と関連地域～が
ユネスコ世界文化遺産に
登録された場合のみ開催

これまでに、市石炭・歴史博物館が寄贈を受けた
山本作兵衛翁の炭坑記録画原画を特別公開しま
す。

未定

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
※明治日本の産業革命遺産

～九州・山口と関連地域～が
ユネスコ世界文化遺産に
登録された場合のみ開催

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
の炭坑記録画原画などを特別公開します。

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。

10月31日（土）
11月1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。

未定
人権・同和対策課
人権・同和対策係
☎44-2000（内線316・317）

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、講演会やパネル展を開催します。

6月20日(土）
田川市男女共同
参画センター
☎44-0159

イベント


