
 

一般を対象にした地デジ相談会の実施予定【１１月分】 

 
○富山県内 

開催日 時間 場所 会場 備考 

１１／４（木） 

～１１／５（金） 
１０：００～１６：００ 富山市中市２－８－７６ 山室地区センター 「玄関ロビー」  

１１／６（土） ９：００～１６：００ 射水市戸破３１１１ アルビス小杉総合体育センター 射水市農業産業まつり 

１１／７（日） １０：００～１５：００ 富山市新庄本町２－４－１１ 新庄北公民館 「玄関ロビー」 新庄北地区文化祭 

１１／７（日）  ９：３０～１４：３０ 富山市新庄１－６－３０ 新庄小学校 体育館 
新庄地区文化祭 

説明会と相談会 

１１／７（日） 

～１１／８（月） 
１０：００～１６：００ 高岡市博労本町４－１ ふれあい福祉センター  

１１／１０（水） 

～１１／１３（土）
１０：００～１６：００ 高岡市博労本町４－１ ふれあい福祉センター  

１１／１５（月） 

～１１／１６（火）
１０：００～１６：００ 富山市針原中町９０１－２ 針原地区センター  

１１／１５（月） 

～１１／１９（金）
１０：００～１６：００ 魚津市釈迦堂１－１０－１ 魚津市役所 「１階ロビー」  

１１／１７（水） 

～１１／１９（金）
１３：００～１６：００ 富山市中老田２１６－２ 老田地区センター  

１１／２４（水） １０：００～１６：００ 富山市岩瀬御蔵町１ 岩瀬地区センター 「視聴覚室」  

１１／２４（水） 

～１１／２５（木）
１３：００～１６：００ 富山市高畠町２－１１－３６ 萩浦地区センター 「1 階会議室」  

１１／２７（土） 

～１１／２８（日）
 ９：００～１５：００ 富山市豊若町３－１２－２５ 豊田地区センター 「玄関ロビー」  

１１／２９（月） 

～１１／３０（火）
１０：００～１６：００ 射水市戸破１５１１ 射水市役所 小杉庁舎「1 階ロビー」  

別 紙 



 

○石川県内 

開催日 時間 場所 会場 備考 

１１／２（火） １０：００～１５：００ かほく市宇野気二７１－２ 宇ノ気保健福祉センター  

１１／３（水） ９：００～１６：００ 宝達志水町子浦そ１８－１ 宝達志水町役場 さくらドーム２１  

１１／４（木） １０：３０～１１：００ 能美市湯谷町乙２５ 寺井老人福祉センター 亀齢荘 説明会 

１１／５（金） １２：００～１５：００ 白山市白峰ロ９ 白峰温泉総湯  

１１／６（土） １０：００～１５：００ 白山市白峰ロ９ 白峰温泉総湯  

１１／７（日） １０：００～１６：００ 白山市美川中町イ１６－６ 蝶屋公民館 ホワイエ 説明会と相談会 

１１／７（日） ９：３０～１２：００ 白山市西柏１－３７ 加賀野公民館 文化祭会場 説明会と相談会 

１１／７（日） １０：００～１４：００ 白山市白山町カ８８－１０ 一ノ宮公民館 説明会と相談会 

１１／８（月） 

～１１／９（火） 
１０：００～１５：００ 羽咋市千里浜町夕１－６７ ユーフォリア千里浜 説明会と相談会 

１１／１０（水） １０：００～１５：００ 羽咋市旭町ア２００ 羽咋市役所 １Ｆロビー  

１１／１２（金） １０：００～１５：００ 白山市徳光町２６６５－１ 松任海浜温泉（ＣＣＺ）  

１１／１３（土） １０：００～１５：００ 加賀市片山津温泉７－１－１ 加賀市片山津地区会館 説明会と相談会 

１１／１３（土） １０：００～１５：００ 金沢市青草町８８ 近江町交流プラザ 金沢くらしのフェア２０１０会場 

１１／１４（日） 

～１１／１５（月）
１０：００～１５：００ 加賀市作見町ル２５－１ アビオシティー加賀セントラルコート  

１１／１６（火）

～１１／１７（水）
１０：００～１５：００ 津幡町字加賀爪二３ 津幡町役場 町民ホール  

１１／１７（水） １０：３０～１１：００ 能美市大浜町ノ３５－１ 老人福祉センター 白寿会館 説明会 



１１／１９（金）

～１１／２０（土）
１０：００～１５：００ 白山市古城町２ 白山市松任文化会館 ３０１会議室  

１１／２１（日） １３：００～１３：３０ 七尾市中島町小牧ヨ部１１６ なかじま猿田彦温泉 いやしの湯 説明会 

１１／３０（火） １０：００～１１：３０ 津幡町北中条３－１ 津幡町文化会館シグナス 説明会 

 

○福井県内 

開催日 時間 場所 会場 備考 

１１／１（月） １０：００～１５：００ 福井市大手３－１０－１ 福井市役所 本館１階 市民ホール   

１１／２（火） １０：００～１２：００ 勝山市元町１－１－１ 勝山市役所 庁舎 ロビー   

１１／２（火） １４：００～１６：００ 勝山市荒土町松田８－４ 荒土公民館 ロビー   

１１／５（金） １９：３０～２０：３０ 坂井市三国町梶３３－６４－１ 梶漁村センター 和室 説明会 

１１／７（日） １１：００～１５：００ 小浜市阿納尻４３－１０－１ 内外海公民館 屋外テント  ふるさと祭り 

１１／７（日） １１：００～１５：００ 小浜市加斗３０－３５ 加斗公民館 屋外テント  文化祭 

１１／１０（水） １０：００～１２：００ 敦賀市曙町１１－９１ 北公民館 ロビー    

１１／１０（水） １４：００～１６：００ 敦賀市道口１５－３４－１ 中郷公民館 ロビー    

１１／１１（木） １０：００～１５：００ 高浜町宮崎７７－１－８ 
まちの駅 ぷらっとＨｏｍｅ高浜  

ふれあいルーム 
  

１１／１２（金） １９：００～２０：００ 福井市種池２－２０６ 社南公民館 会議室 説明会 

１１／１３（土） １０：００～１３：００ 福井市種池２－２０６ 社南公民館 会議室   

１１／１４（日） １１：００～１６：００ 勝山市北谷町北六呂師１１－６ 北谷公民館 屋外テント  地区文化祭 

１１／１４（日） １０：００～１５：００ 鯖江市桜町２－７－１ 嚮陽会館 多目的ホール   

１１／１４（日） １１：００～１１：１０ 鯖江市桜町２－７－１ 嚮陽会館 多目的ホール 説明会 

１１／１８（木） １３：００～１５：００ あわら市吉崎８－３４ 吉崎公民館 ロビー   

１１／１９（金） １９：３０～２０：３０ 南越前町東大道３２－５ 南条地区公民館 ２階ホール 説明会 



１１／１９（金） １９：００～２０：００ 永平寺町松岡越坂２－１－６６ 越坂２丁目ふれあい会館 和室 説明会 

１１／２０（土） １１：００～１５：００ 永平寺町松岡越坂２－１－６６ 越坂２丁目ふれあい会館 和室   

１１／２４（水） １０：００～１２：００ 美浜町郷市２５－２５ 美浜町役場庁舎 ロビー   

１１／２４（水） １３：００～１５：００ 美浜町郷市２５－２０ 
美浜町保健福祉センター 

「はあとぴあ」１Ｆ ロビー 
  

１１／２６（金） １９：００～２０：００ 永平寺町東古市１０－５ 
永平寺町 永平寺支所開発センター

２階 大研修室  

１１／２６（金） １９：３０～２０：３０ 福井市石橋町４－１４ 棗公民館 会議室 説明会 

１１／２７（土） １１：００～１５：００ 永平寺町東古市１０－５ 
永平寺町 永平寺支所開発センター 

会議室 
  

１１／２７（土） １０：００～１３：３０ 鯖江市南井町５－６６ 
南井町集落生活改善センター 

会議室 
  

１１／２７（土） １４：３０～１８：００ 鯖江市四方谷町７－８４－４ 
四方谷町公民館（農村環境集落セン

ター） 会議室 
  

１１／２８（日） １０：００～１３：３０ 越前市赤坂町４７－３ 赤坂集落センター 会議室   

１１／２８（日） １４：３０～１８：００ 越前市西庄境町２１－７－１ 南中山公民館 会議室   

１１／３０（火） １０：００～１２：００ 勝山市鹿谷町本郷３１－７ 鹿谷公民館 ロビー   

１１／３０（火） １４：００～１６：００ 勝山市平泉寺町平泉寺１７０－１１０ 平泉寺公民館 ロビー   

１１／３０（火） １０：００～１２：００ 勝山市野向町龍谷１５－１ 野向公民館 ロビー   

１１／３０（火） １４：００～１６：００ 勝山市郡町２－２－７ 村岡公民館 ロビー   

※ 相談会の内容などについてご不明な点は各県デジサポへお問合せ下さい。 

 各県デジサポの電話番号 

 （デジサポ富山：０７６－４０３－０１０１  デジサポ石川：０７６－２０３－０１０１  デジサポ福井：０７７６－３１－０１０１） 


