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里山・自然
実は、小松市の面積の約7割は里山地域。豊かな自然に囲まれた

この地で、草花・生き物の息吹を感じ、大自然を満喫してみては。

夏休み「里っ子教室」 夏の星空観察会

にしまたがわ

水辺の生きもの観察会

とき　第1期：7月22日（月）～26日

（金）、第2期：7月29日（月）～8月2日

（金）　いずれも8時35分～15時30分

ところ　シルバー人材センターほか

内容　西俣での山登り・川遊び、九

谷焼絵付け、夏休みの宿題、石文化

見学など

対象　小学3～4年生

定員　各20人（先着順）

参加費　9,000円（傷害保険料、教材

費など含む）

申込方法　参加者氏名（ふりがな）、

性別、保護者氏名、住所、電話番号、

学校名、学年、参加希望期間を記入

し、はがきまたはFAXで。

申込期間　7月1日（月）～8日（月）

申し込み　〒923-0151　正蓮寺町

セイ谷10　シルバー人材センター

☎47・2855　　47・2738

とき　7月26日（金）18時15分～21時

30分（曇雨天中止）

ところ　大倉岳高原スキー場（市役

所集合後、バスで移動）

定員　30人（先着順）

参加費　無料

持ち物　懐中電灯、虫除けスプレー、

筆記用具など

そのほか　小学生以下は保護者同伴

申し込み　7月19日（金）までにエコ

ロジー推進課　☎24・8067

里山健康学校せせらぎの郷

「夏祭り」

◎デジタル掛け軸上映（前夜祭）

とき　7月27日（土）19時30分～20時

30分（雨天中止）

◎夏祭り～夏野菜とジビエの祭典～

とき　7月28日（日）10時～14時30分

内容　ステージショー、木で遊ぼう、

スタンプラリー、ジビエ試食、小松

産野菜の即売会、大抽選会など

ところ　里山健康学校せせらぎの郷

問　せせらぎの郷　☎46・1919

とき　7月28日（日）9時～12時

ところ　西俣川（西俣町）※9時に博

物館に集合後、バスで移動

対象　小学生以上（小学生以下は保

護者同伴）

定員　20人（応募多数の場合は抽選）

参加費　無料

持ち物　濡れてもよい格好・運動靴、

着替え

申し込み　7月14日（日）までに博物

館　☎22・0714

親子木工教室

とき　8月3日（土）、4日（日）9時～12時

ところ　もくもく工房（長谷町）

定員　各15人（先着順）

参加費　1,000円（材料費、入館料含む）

申し込み　もくもく工房　☎46・8100

問　農林水産課　☎24・8081

西俣キャンプ場（4月～11月）

鞍掛山トンボの楽園

　テント張り、水遊び、キャンプファイ

ヤー、炊飯体験などの自然体験で、子供

たちの好奇心がふくらみます。

■所　西俣町ニ217

■問　西俣キャンプ場

　　☎67・8100

里山自然学校  大杉みどりの里
　豊かな自然の中での野外活動や宿泊学習が可能。

自然体験や集団行動を学び、生きる力を育みます。

■所　大杉町イ98

■問　里山自然学校大杉みどりの里

　　☎46・1812　

里山自然学校 こまつ滝ヶ原
　滝ヶ原周辺を巡るサイクリングや石彫り体験など、里山ならではの

体験が楽しめる学校。

■所　滝ヶ原町ウ20　　■問　里山自然学校こまつ滝ヶ原　☎65・2436

　休耕田を活用した公園で、季節ごと

に様々な生き物が観察できます。珍し

い生き物に出会えるかも。

■所　滝ヶ原町鞍掛山

　　第2駐車場横

■問　農林水産課　☎24・8078

特集 

まち全体が学びのキャン
パス

　市内には、皆さんの学びを応援する場所がたくさんあります。学びから

得られる新たな知識や発見は、人生を豊かにしてくれます。

　自分を高める充実した夏休みとなるように、みんなで学びの

一歩を踏み出してみませんか。

特集 まち全体が学びのキャンパス
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サイエンスヒルズこまつ
夏休み期間中は毎日体験教室を開催。

楽しみながら宇宙・科学を学ぶことができます。
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ウクレレの生演奏とプラネタ

リウムをお楽しみください。

※そのほか、七夕特別企画も

開催。詳しくはヒルズホーム

ページへ

■所　こまつの杜2　　■時　9時30分～18時

■￥　大人500円、高校生以下250円

■休　月曜日（祝日の場合は翌日、夏休み・GWは開館）

■問　ひととものづくり科学館　☎22・86103Dスタジオ

夏休み体験教室

乗りもの・ものづくりスポット
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回転のぼり虫くんと虹シートで遊ぼう 親子で参加！ダンゴムシで迷路実験

とき　7月22日（月）10時～、13時30分～（各1時間30分）

対象　幼児以上　　定員　各30人

参加費　300円　　 講師　宇敷輝男

科学のびっくり箱！なぜなにレクチャー

空気抵抗と形状の関係を学ぶ「空力ボディ」

とき　7月27日（土）14時～、28日（日）10時～（各2時間）

対象　小学4～6年生　　定員　各30人

参加費　無料　　　　　講師　トヨタ自動車㈱

とき　7月24日（水）14時30分～、25日（木）10時～（各2時間）

対象　小学生とその保護者　　定員　各20組

参加費　無料　　

講師　大渕希郷（どうぶつ科学コミュニケーター）

※申し込みはヒルズホームページから。いずれも別途観覧料が必要です。

小学3年生以下は保護者同伴でお願いします。

特集 

まち全体が学びのキャン
パス

理科専門員による

自由研究相談会

とき　7月20日（土）、21日

（日）、27日（土）、28日（日）

10時～12時、14時～16時

これで
自由研

究

はバッ
チリ！

七夕コンサート
星に願いを

～ウクレレの音色と
ともに～

7月7日㊐
10時～、12時～（各約40分）

乗りもの・ものづくり
大人も子供も夢中になれる乗りもの・ものづくりの世界が、あなたを待っています。

見て、触れて、ものづくりの面白さを体感しましょう。

全国KAPLA大会に参加しよう
　「カプラⓇブロック」を自由に組み合わせて、

オリジナルの作品を作ってみよう。

期間　7月20日（土）～8月4日（日）

※ヒルズに設置してあるカプラで作った作品の写

真を撮り応募します。詳細はお問い合わせください。

　航空プラザでは、団体向けの航空教室を開催して

います。随時申し込みを受け付けていますので、気

軽にご相談ください。

内容　航空機が飛ぶ原理を分かりやすく解説。折り

紙で「飛行リング」を作って飛ばします。

参加費　1人200円

問　航空プラザ　☎23・4811

PICK UP

キッズフェスタ 2019 世界に一つの九谷焼ペア招き猫づくり～県内初！

型おこしから制作するオリジナル招き猫づくり～
とき　7月15日（月・祝）10時～15時

ところ　市民センター、北部児童センター

内容　はしご車やミニ救急車の試乗、小松工業高校によ

るマーチングバンド演奏、模擬店など

問　北部児童センター　☎24・6102

とき　8月5日（月）10時～15時15分（市役所集合後、バス

で移動）

内容　コマツ粟津工場見学→道の駅こまつ木場潟（昼

食）→小松マテーレ株式会社見学

対象　小学4～6年生とその保護者

定員　15組30人（応募多数の場合は抽選）

参加費　無料（昼食は参加者負担）

申し込み　7月26日（金）までに

もしもしセンター　☎20・0404

問　観光文化課　☎24・8076

親子ものづくり工場体験ツアー！～建設機械と

先端ファブリックの世界的メーカー見学～

とき・内容　7月25日（木）型おこし体験、8月20日（火）

上絵付け体験　いずれも10時～12時（全2回）

ところ　セラボ・クタニ（若杉町）

対象　小学生以上とその保護者、両日参加可能な人

定員　15組30人（応募多数の場合は抽選）

参加費　1組2,000円（入館料、材料費含む）

申し込み　7月19日（金）までに

もしもしセンター　☎20・0404

問　観光文化課　☎24・8076

航空プラザ　航空実験教室

PICK UP

こまつの杜
　世界最大級ダンプトラック930E

に試乗しよう！

■所　こまつの杜1

■時　9時～16時30分

■休　日・月・第5土曜日、祝日の一部

■問　こまつの杜　☎24・2154

セラボ・クタニ
　九谷焼の絵付け体験や工場見学が

できる新スポット。

■所　若杉町ア91

■時　10時～17時

■休　水曜日（祝日の場合は翌日）

■問　セラボ・クタニ　☎48・4235

日本自動車博物館
　懐かしの車から世界各国の名車ま

で、約500台を展示。

■所　二ツ梨町一貫山40

■時　9時～17時

■休　無休

■問　日本自動車博物館　☎43・4343

いきもの観察館
生き物の大切さを学ぶ

観察館が新規オープン！

カ　プ　ラ

ⓒ魔女Marie Pascale

繊維製品の製造工程（小松マテーレ㈱）

▲



▼大領遺跡で発掘された古代の道路遺構

▲環境王国こまつの新鮮野菜

▲

食育レストラン
　「ビュッフェこまつせせらぎ」
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古代・歴史
小松市の遺跡レベルは「量」「質」ともに北陸トップクラスです。

古代にタイムスリップし、歴史の謎を解き明かしましょう。

古代の瓦を

つくってみよう藍の生葉染め体験 古代体験夏まつり

　遺跡から出土した瓦を手本に、粘

土で瓦を作ります。

とき　8月3日（土）、4日（日）9時30分

～12時

対象　小学4年生以上（小学生は保護

者同伴）

定員　各15人（先着順、要申し込み）

参加費　無料　

申込開始　7月6日（土）

　古代の技術で染め物体験をします。

とき　7月13日（土）、14日（日）9時

30分～12時

対象　小学生以上（小学4年生以下は

保護者同伴）

定員　各15人（先着順、要申し込み）

参加費　無料

　古代食の試食など、体験型の歴史

学習イベント。

とき　7月21日（日）9時30分～12時、

13時30分～16時

対象　小学生以上（小学3年生以下は

保護者同伴）

定員　各100人（先着順、要申し込み）

参加費　無料

埋蔵文化財センター夏季特別展・講演会・古代体験

夏季特別展

「海の道・陸の道～拠点集落から加賀国府～」

　近年、大領遺跡の発掘調査で「古代北陸道」の可能性も

ある道路が発見され、道への関心が高まっています。本

展では、八日市地方遺跡から加賀国府を中心に、時代と

ともに様々な役割を果たしてきた歴史の道を紹介します。

とき　7月6日（土）～9月16日（月・祝）

ところ　埋蔵文化財センター

観覧料　一般100円、高校生以下無料

休館日　水曜日（祝日の場合は翌日）、祝日の翌日

夏季特別講演会「道が語る日本古代史」

　日本古代交通史の研究者として著名な講師が、道路を

軸に古代国家の誕生から終焉までを、北陸道を含む七道

駅路の歴史とともに語ります。

とき　7月7日（日）13時30分～15時30分

ところ　第一地区コミュニティセンター

講師　近江俊秀（文化庁文化財第二課主任文化財調査官）

定員　100人（当日先着順）

参加費　無料

小松とまと収穫＆ケチャップづくり

とき　7月20日（土）9時～16時

集合場所　市役所（バスで移動します）

対象　年長～小学3年生とその保護者

定員　8家族（1家族3人まで、応募多数の場合は抽選）

参加費　1人500円

申込方法　件名を「小松とまと収穫＆ケチャップづく

り」とし、参加者氏名（ふりがな）、住所、電話番号、年齢、

食物アレルギーの有無などを記入の上、農林水産課まで

メールまたはFAX。

申し込み　7月12日（金）までに農林水産課　☎24・8078

　23・6402　　k-oukoku@city.komatsu.lg.jp

親子わくわくクッキング

とき・ところ　①7月25日（木）芦城センター、②29日

（月）第一地区コミュニティセンター、③8月2日（金）こま

つドーム　いずれも10時～13時

対象　小学生とその保護者（祖父母でも可）

定員　①③10組、②8組（先着順）

参加費　1組300円（子供1人増えるごとに100円追加）

持ち物　エプロン、三角巾、タオル、筆記用具

申し込み　7月19日（金）までにいきいき健康課　☎24・

8161

中ノ峠物産販売所　峠の夏まつり

とき　7月28日（日）10時～15時

ところ　中ノ峠物産販売所

内容　岩魚のつかみ取り・塩焼き、うどん、そば、地元

の新鮮野菜の販売

問　中ノ峠物産販売所　☎47・5263

博物館特別企画　新生代化石発掘塾
　小松の岩石から化石を探す体験会。石川県の地質

や化石について詳しく解説します。

とき　8月4日（日）9時～12時　　ところ　博物館

対象　小学4年生以上

定員　20人（応募多数の場合は抽選）　　参加費　無料

申し込み　7月21日（日）までに博物館　☎22・0714

PICK UP

食・食育
食の大切さを学ぶチャンス！食材に触れ、自分で調理する楽しさを

体験する中で食への感謝の気持ちを育みましょう。

埋蔵文化財センター
　市内の遺跡から出土した貴重な資料を紹介。勾玉

づくりなど各種体験プログラムも充実しています。

■所　原町ト77-8　　■時　9時～17時

■休　水曜日（祝日の場合は翌日）、

　　祝日の翌日

■問　埋蔵文化財センター　☎47・5713

食・食育スポット

道の駅こまつ木場潟
　安心・安全な農産物や特産物を販

売。併設するレストランでは、小松

とまとを使ったトマトカレーが人気

です。

■所　蓮代寺町ケ2番2

■時　8時30分～18時30分

　　（レストランは9時～18時）

■休　無休（1・2月は水曜日）

■問　道の駅こまつ木場潟

　　☎25・1188

カブッキーランド
　「作って食べる」が体験できるクッ

キングスタジオで料理にチャレンジ

しよう。大型遊具も充実しています。

■所　土居原町10-10

　　（こまつアズスクエア1階）

■時　10時～17時

■休　月曜日（祝日の場合は翌日）

■問　カブッキーランド

　　☎58・1212

里山健康学校
　　　　せせらぎの郷
　バーベキュー、温泉、そば打ち体

験などを楽しめるほか、ビュッフェ

形式のレストランでは、著名人監修

による家庭料理などが味わえます。

■所　瀬領町丁1-1

■時　10時～21時30分

　　（レストランは10時～16時）

■休　月曜日（祝日の場合は翌日）

■問　せせらぎの郷

　　☎46・1919

しゅうえん

特集 

まち全体が学びのキャン
パス



こまつ市民大学
大学の教授や専門家などが講師を務める

専門性の高い32講座を開講。

市民の皆さんの学びの拠点となっています。

単位と称号制度ができました！

1講座につき8割以上出席した場合、修了証が授与

され、単位を取得できます（8回以下の講座：1単位、

9回以上の講座：2単位）。取得単位数によって、称

号が授与されます。

第二期生募集中！

日程／翌年4/11㈯、4/19㈰、5/16㈯、6/20㈯、7/18㈯（全5回）

時間／14:00～15:30　定員／50人　受講料等／3,000円

「世界を知る」講座ー今なぜ異文化理解なのか

日程／9/14～10/12の毎週土曜（全5回）

時間／14:00～15:30（10/12は10:30～12:00）　

定員／30人　受講料等／3,000円

自動車技術の進歩と展望講座
日程／10/3～12/19の毎週木曜（全12回）

時間／19:00～20:30　定員／20人　受講料等／7,000円

はじめての中国語講座

日程／翌年5/9、6/13、7/11（全3回、土曜）

時間／14:00～15:30　定員／30人　受講料等／2,000円

お口の健康、サポーター養成講座

日程／9/21、10/5、11/9、12/7、翌年1/11（全5回、土曜）

時間／10:30～12:00　定員／50人　受講料等／3,000円

健康100年「そくさい」プロジェクト

日程／翌年2/27～3/26の毎週木曜（全5回）

時間／18:30～20:00　定員／20人　受講料等／3,000円

コンピュータ科学と対話ロボット講座

日程／11/1、11/8、11/22、11/29、12/6（全5回、金曜）

時間／18:30～20:00　定員／20人　受講料等／3,000円　

AIと対話ロボット講座

日程／11/3、11/24、12/8（全3回、日曜）

時間／13:30～15:00（12/8は10:30～12:00）

定員／50人　受講料等／2,000円

公立小松大学　学長・副学長特別講座

日程／9/7～9/28の毎週土曜（全4回）

時間／10:00～16:30　定員／40人　受講料／5,400円

こまつ創業塾【小松商工会議所タイアップ】

日程／10/8、10/29、12/10、翌年1/21（全4回、火曜）

時間／18:30～20:00　定員／50人　受講料等／2,500円

防災と地域社会・ボランティア

【小松商工会議所タイアップ】

日程／10/16、12/4、翌年2/19、5/20、7/8（全5回、水曜）

時間／19:00～20:30　定員／女性20人　受講料等／3,000円

女性のためのハッピーライフ講座

【損害保険ジャパン日本興亜㈱寄附講座】

日程／10/5、10/26、11/9、12/7、12/21（全5回、土曜）

時間／14:00～15:30　定員／30人　受講料等／3,000円

金融経済講座～正しく学ぶ金融の基礎知識～

【野村證券㈱寄附講座】

日程／10/6、10/27、11/10、12/8、12/22（全5回、日曜）

時間／14:00～15:30　定員／30人　受講料等／3,500円

小松九谷の魅力を探る

日程／翌年4/22㈬、5/9㈯、5/20㈬、5/30㈯、6/10㈬（全8回）

時間／午後開講　定員／30人　受講料等／4,000円

建設業のイノベーション講座

日程／9/7、10/5、12/7、翌年2/29、3/28（全5回、土曜）

時間／14:00～15:30　定員／50人　受講料等／3,000円

まいぶん「こまつ学」講座

日程／10/11㈮、10/17㈭、10/25㈮、11/1㈮、11/14㈭（全5回）

時間／18:30～20:30　定員／30人　受講料等／3,000円

研究のチカラー考えることが楽しくなる120分間ー
日程／10/31、11/21、11/28、12/5、12/19（全5回、木曜）

時間／13:30～15:00　定員／10人　受講料等／6,000円

大人のためのものづくり教室【ステンドグラス】

日程／翌年4/16、5/21、5/28、6/18、6/25（全5回、木曜）

時間／13:30～15:00　定員／10人　受講料等／5,000円

大人のためのものづくり教室【バーナーワーク】

日程／9月～翌年7月の第3金曜（全11回、12・3月は第2金曜）

時間／13:30～15:30　定員／20人　受講料等／6,000円

大人のためのサイエンスサロン

日程／9/14、10/12、12/21、翌年2/15、4/11（全5回、土曜）

時間／10:00～10:50　定員／100人　受講料等／3,000円

星空から始める天文学教室【土曜日】

日程／9/13、10/11、12/20、翌年2/14、4/10（全5回、金曜）

時間／14:40～15:30　定員／100人　受講料等／3,000円

星空から始める天文学教室【金曜日】

日程／翌年2/6～3/5の毎週木曜（全5回）

時間／13:00～15:00　定員／12人　受講料等／4,000円

レゴEV3を使ったプログラミング入門教室

日程／10/3～10/31の毎週木曜（全5回）

時間／13:00～15:00　定員／12人　受講料等／4,000円

レゴEV3でロボット入門教室

日程／9/25、10/9、10/23、11/6、11/20（全5回、水曜）

時間／19:30～21:30　定員／30人　受講料等／3,000円

まちカフェ開設講座

日程／9/14、9/28、10/12、10/26、11/9、11/30（全6回、土曜）

時間／10:00～12:00　定員／20人　受講料等／3,500円

外国人に教える日本語教室
【小松市国際交流協会タイアップ】

日程／10/23、11/27、12/18、翌年1/22、2/26、3/25

（全6回、水曜）　時間／18:30～21:30　

定員／6人（市内在住者に限る）　受講料／10,000円

これまでにない地域マネジメントの学校

【JAISTタイアップ講座】

日程／10/5、11/9、12/21、翌年1/25、2/29、3/28（全10回、土曜）

時間／原則午後開講　定員／20人　受講料等／6,000円

まちづくり実践塾

日程／10/29、11/12、11/26、12/3、12/17（全5回、火曜）

時間／19:00～20:30　定員／20人　受講料等／3,000円

学びと地域コミュニティづくり

日程／10/3～10/24の毎週木曜（全4回）

時間／19:00～20:30　定員／30人　受講料等／2,500円

はじめて学ぶ心の理論講座

日程／翌年1/22㈬、2/19㈬、3/4㈬、3/18㈬、3/26㈭（全5回）

時間／18:30～20:00　定員／30人　受講料等／3,000円

食と観光ー日本の「食」の魅力ー

日程／翌年1/15、1/29、2/26、3/11、3/25（全5回、水曜）

時間／18:30～20:00　定員／30人　受講料等／3,000円

映画の見方・読み方講座ー映画研究の方法を学ぶ

日程／10/2～12/11の毎週水曜（全11回）

時間／18:30～20:00　定員／40人　受講料等／7,000円

世界遺産検定チャレンジ講座

会　　場　公立小松大学中央キャンパスほか

費　　用　登録料1,000円（1回限り）＋受講料等（各講座

参照）

申込方法　こまつ市民大学ホームページから

申込期限　8月8日（木）

問い合わせ　こまつ市民大学事務局（はつらつ協働課内）

　　　　　　☎24・8397

募集要項

スキルアップスキルアップ

詳しくはこまつ市民

大学ホームページへ

PICK UP

特集 

まち全体が学びのキャン
パス

みんなの学びが  広がる、深まる

市民大学で
学ぶ楽しさを感じています。

講座で

健康長
寿の

ヒントを

得てい
ます。

ライフスタイル 地域づくり地域づくり

学ぶって
おもしろい！
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