
Pick UP

お知らせ
I N F O R M A T I O N

進学・就職・転勤などのシーズン
住民登録をお早めに

　住所異動（転入・転出・転居など）
の手続きはお済みですか。住民登録は、
選挙・就学・印鑑登録・国民年金・国
民健康保険・後期高齢者医療・介護保
険などの手続きに必要な大切な手続き
です。住所を異動した人は､14日以内
に届け出をしてください。また、転入
・転居の場合は、マイナンバーカード
か通知カードの記載内容を変更します
ので、必ず持参してください。
▶問合先　市民課☎20-1337、市民生

活課(福岡庁舎)☎64-1431、伏木支
所☎44-0481、戸出支所☎63-1250、
中田支所☎36-1133

合併処理浄化槽の設置に補助
　補助対象地域で合併処理浄化槽を設
置する人に、費用の一部を補助します。
補助額や対象地域については、お問い
合わせください。
▶要件　①居住用に使用する住宅 ②

公共下水道や農業集落排水などの事
業が予定されていない地域 ③申請
時に工事が未着工で、平成30年3月
までに完了すること ④浄化槽法
（保守点検・清掃・法定検査の義
務）を順守して維持管理すること
▶問合先　地域安全課☎20-1352

オタヤグリーンパーキング再開

　4月1日㈯から運営を再開します。
回数駐車券やパーキングカードは、こ
れまで通り利用できます。
▶問合先　都市計画課☎20-1411

新高岡駅を
利用する皆さんへ
　ゴールデンウィ
ーク期間中は、駅
周辺駐車場の混雑
が予想されます。
なるべく送迎や公
共交通機関を利用し、
時間に余裕をもって
お越しください。
　新幹線に乗車する
場合は、高岡中央駐
車場の駐車料金が7日間まで無
料になります。駐車券を忘れ
ずに持ち、新高岡駅改札内の
認証機に通してください。
▶問合先　都市計画課
　☎20-1411

新分野開拓チャレンジ事業
補助金

　新事業展開や販路拡大を行う中小企
業を支援します（対象経費の２分の
１）
▶限度額
・新技術・新製品開発等…50万円
・戦略的販路開拓事業…30万円（海

外は50万円）
・地域資源活用事業…50万円
▶申込・問合先　5月15日㈪まで、産

業企画課☎20-1395へ。

消防本部からのお知らせ
◇防火管理者資格取得講習
▶とき　■乙種…5月30日㈫■甲種…5

月30日㈫・31日㈬
▶ところ　生涯学習センター　
▶申込　4月12日㈬～5月9日㈫に、

申込用紙を日本防火・防災協会へ
（申請書は各消防署にあります）
◇危険物取扱者試験
▶とき　■乙種第4類…6月10日㈯■甲

種、乙種第1,2,3,5,6類、丙種…6月
24日㈯
▶ところ　高岡商工ビル
▶申込　4月19日㈬～28日㈮に、願

書を消防試験研究センター富山県支
部へ（願書は各消防署にあります）
◇危険物取扱者試験準備講習
▶とき　5月11日㈭・12日㈮
▶ところ　消防本部
▶申込　4月19日㈬～28日㈮に、各

消防署へ。
◇目指せ、ちびっこファイアーマン
▶とき　4月～12月（8月除く）の第

2土曜日午前10時～午前11時30分
▶ところ　消防本部
▶内容　消防庁舎の見学、放水・煙中

体験など
▶対象　10人以上の小学生の団体
▶申込　1週間前まで、電話で、高岡

消防署☎22-0119へ。
■いずれも、▶問合先　消防本部予防

課☎22-3132

4月5日㈬はノーマイカーデー
　マイカーの使用を控え最寄りの公共
交通機関を利用しましょう。また、ノ
ーマイカーデー宣言をする事業所を募
集しています。成績優秀事業所には表
彰状と認定ステッカーを贈呈します。
▶問合先　公共交通利用促進協議会

（総合交通課内）☎20-1139

高岡でがんばる企業を
応援する融資制度の拡充
①新事業展開・第二創業支援資金
　新事業（従来と異なる事業）の実施
や第二創業を支援。
▶貸付期間（設備資金）　7年以内を

10年以内に延長
▶対象者　新たに会社などを設立し、

新事業を実施する者を追加
②市内進出支援資金
　市内への初進出や市内への本社機能
の移転を支援。
▶貸付期間（設備資金）　7年以内を

10年以内に延長
③商工業活性化資金
　工場・店舗の新築等や機械設備の設
置などの設備投資を支援。
▶融資限度額　5,000万円(機械設備等

3,000万円)を一律5,000万円に拡大
④ものづくり支援資金
　新技術・新商品・新サービスの研究
・開発など新しい取組を支援。
▶対象事業　中小企業庁の「ものづく

り補助金」、高岡商工会議所の実施
する「産業文化奨励事業」の補助金
交付を受けた事業を追加
▶問合先　産業企画課☎20-1286

改修工事のため市民会館を休館
▶休止期間　平成30年1月4日㈭～平

成30年8月31日㈮
▶問合先　文化創造課☎20-1452、市

民会館☎20-1560（利用申し込み）

高岡駅周辺の市営駐車場
１時間無料化の延長

　1時間以内の出庫に限り、精算機で
自動的に割引され、無料になります。
▶期間　平成30年3月31日まで
▶対象駐車場　高岡中央駐車場、高岡

駐車場、オタヤグリーンパーキング、
御旅屋駐車場

※駐車時間が１時間を超えると、入庫
時間からの通常料金がかかります。

※高岡中央駐車場か高岡駐車場に駐車
し、生涯学習センター、中央図書館、
男女平等推進センターを利用する人
は、これまで通り、施設内の駐車料
金割引機で手続きを行ってください。
▶問合先　都市計画課☎ 20-1411

住宅用太陽光発電システムの
設置に補助
▶要件　市内で居住用に使用される住

宅である、市税の滞納がないなど
※詳しくは、市ホームページをご覧く

ださい。
▶問合先　地域安全課☎20-1352

不燃焼物処理場の名称が
埋立処分場に変わります

　一般廃棄物の最終処分場の名称が変
わります。搬入できるのは、ガラス、
せとものなど埋め立てごみです。詳し
くは、昨年3月に配布した「家庭系ご
みの分け方と出し方」をご覧ください。
▶問合先　埋立処分場☎31-3822

市情報化推進基本方針を策定
　情報セキュリティなどの安全・安心
に配慮しながら、ICTを最大限に利活
用し、さらなる市民サービスの向上や
行政運営の効率化に取り組みます。詳
しくは市ホームページをご覧ください。
▶情報化の推進目標
・ICTの利活用による市民サービスの

向上と人材育成
・行政運営の効率化
・安全・安心なまちづくり
▶対象期間　平成29度から
▶問合先　情報政策課☎20-1238

登録　生涯1回（登録料3,000円）
生後91日以上の犬は登録が必要です。
また、以下の場合も地域安全課への届け出が必要です。
・犬の所在地や飼い主の氏名・住所などに変更があった

とき
・犬が死亡したとき

狂犬病予防注射の接種　毎年1回（注射料3,200円）
・生後91日以上の犬には、毎年の狂犬病予防注射を

必ず接種させてください。
・鑑札・注射済票は犬の首輪に付けてください。
・注射済ステッカーは玄関などの見やすい場所に掲

げてください。

犬 の登録と狂犬病予防注射の接種

狂犬病予防集合注射日程
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下記の相談はすべて無料です。
このほかの相談についてのお問
い合わせは、共創まちづくり課
☎20-1327へ。

4月 時間 会場名

6日
㈭

 9:00～ 9:25
 9:40～10:00

10:20～10:45
11:00～11:20

木 津 公 民 館
佐 野 公 民 館
戸出6丁目公民館
戸出コミュニティセンター

9日
㈰  9:00～10:00 高 岡 厚 生センター

12日
㈬

 9:00～ 9:15
 9:35～ 9:55

10:15～10:30
10:45～11:05

太 田 公 民 館
伏木コミュニティセンター
下 牧 野 公 民 館
牧 野 公 民 館

4月 時間 会場名

13日
㈭

 9:00～ 9:20
 9:45～10:15

10:30～10:45
11:05～11:20

二 塚 公 民 館
中田コミュニティセンター
北 般 若 公 民 館
是 戸 公 民 館

16日
㈰

 9:00～10:00
 9:40～ 9:50

10:20～10:30
10:30～10:50

福岡庁舎西側駐車場
小 野 集 会 所
旧JA高岡西広谷出張所
国 吉 公 民 館

4月 時間 会場名

19日
㈬

 9:00～ 9:15
 9:30～ 9:50

10:05～10:20
10:35～10:50
11:05～11:20

吉 久 公 民 館
古 府 公 民 館
二 上 公 民 館
長慶寺室内プール
波 岡 公 民 館

20日
㈭

 9:00～ 9:15
 9:35～ 9:50

10:10～10:30
10:45～11:00

小 勢 公 民 館
山王トレーニングセンター
ボールパーク高岡東駐車場
赤 丸 公 民 館

23日
㈰  9:00～11:00 高岡市役所西側職員駐車場

●弁護士法律相談
4月13日㈭・20日㈭・27日㈭の1時30
分～4時30分/市役所7階/定員各6人
※電話での申し込み順。初めての人のみ
▷申込・問合先　共創まちづくり課
※相談日の前日8時30分から予約受け付け
●多重債務弁護士相談
4月19日㈬1時30分～3時/市役所7階/
定員3人
▷申込・問合先　共創まちづくり課
●女性弁護士の法律相談
4月21日㈮2時～4時/定員4人（電話で
の申し込み順）
▷ところ・申込・問合先　男女平等推進

センター相談室（ウイング・ウイング
高岡6階）☎20-1811（7日㈮12時30
分から予約受け付け）
●人権相談・行政相談・消費生活相談
4月10日㈪/中田コミュニティセンター

（行政相談なし）
11日㈫/市役所8階、福岡健康福祉セン
ター（消費生活相談なし）
17日㈪/伏木コミュニティセンター（人
権相談なし）
21日㈮/戸出コミュニティセンター（行
政相談のみ）/福岡健康福祉センター

（消費生活相談のみ）
28日㈮/ふれあい福祉センター（人権相
談なし）
※いずれも、1時30分～4時（消費生活相

談は3時30分まで）
▷問合先　共創まちづくり課
●消費生活相談
月～金曜日（祝日は除く）の9時～5時
▷ところ・問合先　共創まちづくり課
　☎20-1522、28-1141
●司法書士・行政書士の合同法律相談
4月19日㈬1時～3時/市役所8階
▷問合先　県司法書士会高岡支部☎

26-3700、県行政書士会高岡支部☎
27-3700
●社会保険労務士の労働相談
4月20日㈭1時30分～4時/市役所8階
▷問合先　県社会保険労務士会
　☎076-441-0432
●税理士の税務相談
4月20日㈭1時～4時/定員6人（申し込
み順）
▷ところ・申込・問合先　北陸税理士会

高岡支部（商工ビル）☎076-422-
4034（13日㈭9時から予約受け付け）
●少年なんでも相談
月～金曜日の8時30分～5時15分（少
年専門相談員）火・木曜日の10時～5時

（臨床心理士・要予約）※いずれも祝日は
除く
▷ところ・問合先　少年育成センター
　☎20-1653

暮 ら し

相談案内 Consultation

■問合先　地域安全課☎20-1351

駐車場空き状況
QRコード

クルン高岡で行われた子ども向けのプログラミング教室
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改修工事のため市民会館を休館
▶休止期間　平成30年1月4日㈭～平

成30年8月31日㈮
▶問合先　文化創造課☎20-1452、市

民会館☎20-1560（利用申し込み）

高岡駅周辺の市営駐車場
１時間無料化の延長

　1時間以内の出庫に限り、精算機で
自動的に割引され、無料になります。
▶期間　平成30年3月31日まで
▶対象駐車場　高岡中央駐車場、高岡

駐車場、オタヤグリーンパーキング、
御旅屋駐車場

※駐車時間が１時間を超えると、入庫
時間からの通常料金がかかります。

※高岡中央駐車場か高岡駐車場に駐車
し、生涯学習センター、中央図書館、
男女平等推進センターを利用する人
は、これまで通り、施設内の駐車料
金割引機で手続きを行ってください。
▶問合先　都市計画課☎ 20-1411

住宅用太陽光発電システムの
設置に補助
▶要件　市内で居住用に使用される住

宅である、市税の滞納がないなど
※詳しくは、市ホームページをご覧く

ださい。
▶問合先　地域安全課☎20-1352

不燃焼物処理場の名称が
埋立処分場に変わります

　一般廃棄物の最終処分場の名称が変
わります。搬入できるのは、ガラス、
せとものなど埋め立てごみです。詳し
くは、昨年3月に配布した「家庭系ご
みの分け方と出し方」をご覧ください。
▶問合先　埋立処分場☎31-3822

市情報化推進基本方針を策定
　情報セキュリティなどの安全・安心
に配慮しながら、ICTを最大限に利活
用し、さらなる市民サービスの向上や
行政運営の効率化に取り組みます。詳
しくは市ホームページをご覧ください。
▶情報化の推進目標
・ICTの利活用による市民サービスの

向上と人材育成
・行政運営の効率化
・安全・安心なまちづくり
▶対象期間　平成29度から
▶問合先　情報政策課☎20-1238

登録　生涯1回（登録料3,000円）
生後91日以上の犬は登録が必要です。
また、以下の場合も地域安全課への届け出が必要です。
・犬の所在地や飼い主の氏名・住所などに変更があった

とき
・犬が死亡したとき

狂犬病予防注射の接種　毎年1回（注射料3,200円）
・生後91日以上の犬には、毎年の狂犬病予防注射を

必ず接種させてください。
・鑑札・注射済票は犬の首輪に付けてください。
・注射済ステッカーは玄関などの見やすい場所に掲

げてください。

犬 の登録と狂犬病予防注射の接種

狂犬病予防集合注射日程
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下記の相談はすべて無料です。
このほかの相談についてのお問
い合わせは、共創まちづくり課
☎20-1327へ。

4月 時間 会場名

6日
㈭

 9:00～ 9:25
 9:40～10:00

10:20～10:45
11:00～11:20

木 津 公 民 館
佐 野 公 民 館
戸出6丁目公民館
戸出コミュニティセンター

9日
㈰  9:00～10:00 高 岡 厚 生センター

12日
㈬

 9:00～ 9:15
 9:35～ 9:55

10:15～10:30
10:45～11:05

太 田 公 民 館
伏木コミュニティセンター
下 牧 野 公 民 館
牧 野 公 民 館

4月 時間 会場名

13日
㈭

 9:00～ 9:20
 9:45～10:15

10:30～10:45
11:05～11:20

二 塚 公 民 館
中田コミュニティセンター
北 般 若 公 民 館
是 戸 公 民 館

16日
㈰

 9:00～10:00
 9:40～ 9:50

10:20～10:30
10:30～10:50

福岡庁舎西側駐車場
小 野 集 会 所
旧JA高岡西広谷出張所
国 吉 公 民 館

4月 時間 会場名

19日
㈬

 9:00～ 9:15
 9:30～ 9:50

10:05～10:20
10:35～10:50
11:05～11:20

吉 久 公 民 館
古 府 公 民 館
二 上 公 民 館
長慶寺室内プール
波 岡 公 民 館

20日
㈭

 9:00～ 9:15
 9:35～ 9:50

10:10～10:30
10:45～11:00

小 勢 公 民 館
山王トレーニングセンター
ボールパーク高岡東駐車場
赤 丸 公 民 館

23日
㈰  9:00～11:00 高岡市役所西側職員駐車場

●弁護士法律相談
4月13日㈭・20日㈭・27日㈭の1時30
分～4時30分/市役所7階/定員各6人
※電話での申し込み順。初めての人のみ
▷申込・問合先　共創まちづくり課
※相談日の前日8時30分から予約受け付け
●多重債務弁護士相談
4月19日㈬1時30分～3時/市役所7階/
定員3人
▷申込・問合先　共創まちづくり課
●女性弁護士の法律相談
4月21日㈮2時～4時/定員4人（電話で
の申し込み順）
▷ところ・申込・問合先　男女平等推進

センター相談室（ウイング・ウイング
高岡6階）☎20-1811（7日㈮12時30
分から予約受け付け）
●人権相談・行政相談・消費生活相談
4月10日㈪/中田コミュニティセンター

（行政相談なし）
11日㈫/市役所8階、福岡健康福祉セン
ター（消費生活相談なし）
17日㈪/伏木コミュニティセンター（人
権相談なし）
21日㈮/戸出コミュニティセンター（行
政相談のみ）/福岡健康福祉センター

（消費生活相談のみ）
28日㈮/ふれあい福祉センター（人権相
談なし）
※いずれも、1時30分～4時（消費生活相

談は3時30分まで）
▷問合先　共創まちづくり課
●消費生活相談
月～金曜日（祝日は除く）の9時～5時
▷ところ・問合先　共創まちづくり課
　☎20-1522、28-1141
●司法書士・行政書士の合同法律相談
4月19日㈬1時～3時/市役所8階
▷問合先　県司法書士会高岡支部☎

26-3700、県行政書士会高岡支部☎
27-3700
●社会保険労務士の労働相談
4月20日㈭1時30分～4時/市役所8階
▷問合先　県社会保険労務士会
　☎076-441-0432
●税理士の税務相談
4月20日㈭1時～4時/定員6人（申し込
み順）
▷ところ・申込・問合先　北陸税理士会

高岡支部（商工ビル）☎076-422-
4034（13日㈭9時から予約受け付け）
●少年なんでも相談
月～金曜日の8時30分～5時15分（少
年専門相談員）火・木曜日の10時～5時

（臨床心理士・要予約）※いずれも祝日は
除く
▷ところ・問合先　少年育成センター
　☎20-1653

暮 ら し

相談案内 Consultation

■問合先　地域安全課☎20-1351

駐車場空き状況
QRコード

クルン高岡で行われた子ども向けのプログラミング教室



ワーク・ライフ・バランス
推進事業所になりませんか

　ワーク・ライフ・バランスを推進す
ることで、働く人は充実した生活を過
ごすことができ、事業所は生産性の向
上や優秀な人材を確保することができ
ます。
　仕事と家庭の両立に配慮した職場環
境づくりを進めている事業所を、ワー
ク・ライフ・バランス推進事業所に認
定し、その取り組みを市ホームページ
や情報誌などで紹介します。
▶認定要件　市内の事業所で、次のす

べてに取り組んでいること
①働く意欲がわく職場づくり
②心と体の健康づくり
③家庭と仕事のバランスづくり
▶申請・問合先　所定の申請書を、直

接か郵送で男女平等・共同参画課
（〒933-0023高岡市末広町1-7）
☎20-1812へ。

※申請書は市ホームページから入手で
きます。

　平成28年度新規認定事業所
・有限会社技建工業
・昭和建設株式会社
・大朋建設株式会社
・西村工業株式会社
・富士コンテクノ株式会社
・フジサワ電機株式会社
・株式会社フジ創ホーム
・株式会社室屋
・山辺事務機株式会社
・有限会社ワイズ工業

おとぎの森館のお知らせ
◇花と緑のボランティア募集
▶活動回数　年7～8回程度
▶活動場所　おとぎの森公園
▶内容　花苗の植え込み、花がら摘み、

除草など
◇市民花壇募集
　おとぎの森公園で、あなたの花壇を
つくりませんか。
▶ところ　おとぎの森館東側花壇（1

区画約4㎡）
▶内容　花壇のデザイン、花苗の植え

込み、除草など
▶定員　22組（申し込み順）
■いずれも、▶申込・問合先　住所・

氏名（団体の場合はグループ・代表
者名）・電話番号を、おとぎの森館
☎28-6500へ。

男女平等・共同参画の講座・
研修会の企画を支援します

◇講座の企画を募集します
▶内容　市民を対象に、男女平等・共

同参画を啓発・普及するもの。1講
座約2時間で、1～3回程度。

◇グループの学びを支援
▶内容　男女平等・共同参画への理解

をより深めるための研修など
■いずれも、▶対象　市内に住むか通

勤・通学する人、市内で活動する団
体・グループ

▶支援内容　講師・企画にかかる経費
の一部、講師依頼など

▶ところ・申込・問合先　5月31日㈬
まで、申込書に、①団体名、代表者
の氏名、連絡担当者の住所・氏名・
電話番号 ②講座のテーマと概要 ③
申込者の活動内容 ④内容、講師名
（日程、講師名は採用決定後でも
可）を記入し、男女平等推進センタ
ー☎20-1810へ。申込書は市ホーム
ページから入手できます。

博物館に親しむ会会員募集
　博物館の活動を支援するほか、高岡
の歴史と文化に親しみ、郷土への理解
を深めます。
▶会員特典　講座などの受講料割り引

き、会報誌の送付など
▶年会費　一般会員…1口1,000円、

賛助会員…1口5,000円
▶申込　申込書に会費を添えて、博物

館へ。申込書は博物館にあるほか、
博物館ホームページからも入手でき
ます。

◇博物館に親しむ会・高岡古文書ボラ
ンティア

　博物館の所蔵・保管する古文書など
の歴史的資料や、地域に所在する未調
査史料の調査・整理を行い、高岡地域
の歴史文化の振興・発展に寄与します。
古文書の情報も募集しています。
▶とき　4月15日㈯午後2時～午後3時

30分
▶対象　古文書調査・整理経験がある

人、講座受講経験者など
▶申込・問合先　博物館☎20-1572

高岡市職員募集
▶職種　看護師・助産師
▶採用予定日　平成29年7月1日
▶採用予定数　1人
▶受験資格　昭和51年4月2日以降に

生まれ、看護師もしくは助産師の免
許を取得している人

▶申込受付期限　4月10日㈪（必着）
▶第１次試験日　4月23日㈰
▶第１次試験場所　高岡市民病院
▶申込用紙の請求　市ホームページか

ら入手できるほか、市民病院に直接
または郵便で請求できます。郵便で
申込用紙を請求する場合は、封筒の
表に「看護師・助産師試験申込用紙
請求」と朱書きし、120円切手を貼
った宛て先明記の返信用封筒（A4
版大）を同封の上、市民病院へ送付
してください。

▶申込・問合先　市民病院総務課(〒
933-8550高岡市宝町4-1)☎23-0204

共創のまちづくり推進委員募集
　昨年12月に策定した共創の指針に
基づき、 事業の審査、評価、共創の推進
策の検討などを行う委員を募集します。
▶定員　2人
▶対象　市内に住むか通勤・通学する

18歳以上（高校生を除く）の人で、
市民活動に興味のある人　

▶応募・問合先　4月20日㈭まで、直
接か郵送で、応募用紙を共創まちづ
くり課（〒933-8601高岡市広小路
7-50）☎20-1328へ。応募用紙は
市ホームページから入手できます。

市民共創チャレンジ事業を募集
　市民、団体、企業、地域などが、地
域課題の解決に向けて、共に計画・実
施する事業を支援します。
▶補助限度額　10万円
▶補助率　80%
▶審査方法　審査会による書類審査
▶事前相談　4月28日㈮まで、共創ま

ちづくり課へ。
▶応募・問合先　事前相談の上、5月

19日㈮まで、所定の申請書を、直
接、共創まちづくり課☎20-1328へ。

※申請書は、共創まちづくり課にある
ほか、市ホームページから入手でき
ます。

●マンガで読み解く
　カーネギー　話し方入門
　デール・カーネギー原作
　青野渚漫画　創元社
　自信を持って人前で話
せるなら、新たな人生が開
く。60年読み継がれる原作
を日本版オリジナル脚本により漫画化。
原作の原則を織り込み、様々な事例によ
る改善、向上法を紹介。
● 「本をつくる」という仕事　
　稲泉連著　筑摩書房
●鳥瞰イラストでよみがえる歴史の舞台   
　歴史群像編集部編
　学研プラス（学研ムック）
●歯みがき100年物語
　ライオン歯科衛生研究所編
　ダイヤモンド社
●東西名品昭和モダン建築案内
　北夙川不可止文・黒沢永紀写真
　洋泉社
●茶楽  　
　ジョセフ・ウェズリー・ウール著
　磯淵猛日本語版監修
　ガイアブックス
●写実を生きる　画家・野田弘志
　安田茂美、松井文恵著
　生活の友社
●脳をそだてる！　おりがみあそび
　夢鶴実監修　主婦の友社
◇読み終えた本を譲ってください。
　高岡市に関する郷土資料や人気のあ
る児童書を譲ってください。図書館の資
料として活用します。

問合先　中央図書館☎20-1818

～行楽期は交通事故が多発します～
○お出かけの際は、余裕のある計画と

安全運転を心掛けましょう。
○全席シートベルト・チャイルドシー

トを確実に着用しましょう。

高岡駅周辺の昔の写真募集
　7月29日㈯～8月31日㈭に、現在の
クルン高岡になる前までの高岡駅地下
街、ステーションデパートや駅の写真
の展示会を開催します。当時の写真を
お持ちの人は、ご連絡ください。
▶応募　6月30日㈮まで、直接かメー

ルで、クルン高岡B1インフォメー
ション（Eメールtsb @curuntakao

　ka.com）へ。
▶問合先　B1インフォメーション☎

50-8868、商業雇用課☎20-1591

多文化こども勉強室
サポーター募集

　外国籍児童の勉強のサポートや、一
緒に遊ぶボランティアを募集します。
▶とき　毎週土曜日の午前10 時～正

午（第5土曜日・祝日・年末年始・
施設利用不可日を除く）

▶ところ　野村児童センター
▶問合先　多文化共生室☎20-1236

福岡観光ボランティアグループ
さくらの会会員募集

　福岡町の自然風土や歴史文化などを
学習・研修し、一緒に福岡町のことを
学んでみませんか。
▶申込先　福岡観光物産館
▶問合先　福岡観光物産館☎64-0009、

産業建設課☎64-1426

二上山キャンプ場利用者募集
▶利用期間　4月23日㈰～10月29日㈰
▶利用料　無料
▶主な施設　オートキャンプサイト

10カ所、テントサイト13カ所、バ
ーベキュー炉7カ所、炊事場3カ所、
水洗トイレ1カ所、駐車場46台

▶申込・問合先　二上まなび交流館
　☎21-0001

平成２９年 交通事故状況（市内）
区　分 件 数 死 者 傷 者

2月末まで
の交通事故 104件 1人 117人

前年同期と
の比較 +17件 0人 +14人

募 　 集

交通事故 Traffic Accidents

図書館からの
お薦め新刊情報

納税

新刊

Tax

Books

家持生誕1300年記念事業

家持の歌をオーケストラと歌おう
　10月に行う公演「MANYO-ARPEGGIO／万葉アルペジオ」に参加し、混声合
唱組曲・大伴家持の三つの歌（立山の賦、ほととぎすと藤の花、放逸する鷹を
思ひて）を歌う、五環の森合唱団の団員を募集します。
▶募集人数　80人
▶対象　譜が読め、公演・リハーサル

・練習に参加できる人
▶参加費　3,000円（別途、楽譜購入代

1,000円程度）
▶結団式　7月17日㈪午後2時（その後

練習）
▶練習　全13回（7月～10月。平日は

午後7時～午後9時、土・日曜日、祝日は午後2時～午後4時）
▶公演　10月22日㈰（リハーサルは前日）
　※指揮／栁澤寿男、管弦楽／オーケストラ・アンサンブル金沢
▶ところ・申込　6月30日㈮までに、申込用紙を、郵送かファクスで市民会館

（〒933-0044高岡市古城1-3、FAX20-1562）へ。申込用紙は市民会館ホー
ムページから入手できます。

万葉であそぼ。
　市民会館では、市民創造都市高岡の姿を市民みんなで考える「五環の森プロ
ジェクト」を立ち上げ、子どもも大人も成長する文化拠点づくりを進めていま
す。今年のテーマは家持生誕1300年。万葉歴史館を舞台に、端午、七夕、重
陽、人日、上巳の五節句に合わせて、こどもたちが五感をフル活動させて万葉
の世界を体験する講座や体験活動、コンサートなどを四季折々に開催します。

端午の節句であそぼ。５月３日㈬ 午後2時～午後5時
講座・五節句と万葉集／ワークショップ・菖蒲でくす玉アレンジメント
▶定員　20人（申し込み順、小学生以下は保護者同伴）
▶参加費　1,000円（小学生以下無料）
▶申込　4月7日㈮から、電話で市民会館へ。

▶問合先　市民会館☎20-1560

4月の納税 5月1日㈪まで

○固定資産税（第１期）

問合先　納税課☎20-1276

お知らせ INFORMATION

企画の相談は、

ウイング・ウイ

ング高岡6階の

男女平等推進セ

ンターにお越し

ください
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ワーク・ライフ・バランス
推進事業所になりませんか

　ワーク・ライフ・バランスを推進す
ることで、働く人は充実した生活を過
ごすことができ、事業所は生産性の向
上や優秀な人材を確保することができ
ます。
　仕事と家庭の両立に配慮した職場環
境づくりを進めている事業所を、ワー
ク・ライフ・バランス推進事業所に認
定し、その取り組みを市ホームページ
や情報誌などで紹介します。
▶認定要件　市内の事業所で、次のす

べてに取り組んでいること
①働く意欲がわく職場づくり
②心と体の健康づくり
③家庭と仕事のバランスづくり
▶申請・問合先　所定の申請書を、直

接か郵送で男女平等・共同参画課
（〒933-0023高岡市末広町1-7）
☎20-1812へ。

※申請書は市ホームページから入手で
きます。

　平成28年度新規認定事業所
・有限会社技建工業
・昭和建設株式会社
・大朋建設株式会社
・西村工業株式会社
・富士コンテクノ株式会社
・フジサワ電機株式会社
・株式会社フジ創ホーム
・株式会社室屋
・山辺事務機株式会社
・有限会社ワイズ工業

おとぎの森館のお知らせ
◇花と緑のボランティア募集
▶活動回数　年7～8回程度
▶活動場所　おとぎの森公園
▶内容　花苗の植え込み、花がら摘み、

除草など
◇市民花壇募集
　おとぎの森公園で、あなたの花壇を
つくりませんか。
▶ところ　おとぎの森館東側花壇（1

区画約4㎡）
▶内容　花壇のデザイン、花苗の植え

込み、除草など
▶定員　22組（申し込み順）
■いずれも、▶申込・問合先　住所・

氏名（団体の場合はグループ・代表
者名）・電話番号を、おとぎの森館
☎28-6500へ。

男女平等・共同参画の講座・
研修会の企画を支援します

◇講座の企画を募集します
▶内容　市民を対象に、男女平等・共

同参画を啓発・普及するもの。1講
座約2時間で、1～3回程度。

◇グループの学びを支援
▶内容　男女平等・共同参画への理解

をより深めるための研修など
■いずれも、▶対象　市内に住むか通

勤・通学する人、市内で活動する団
体・グループ

▶支援内容　講師・企画にかかる経費
の一部、講師依頼など

▶ところ・申込・問合先　5月31日㈬
まで、申込書に、①団体名、代表者
の氏名、連絡担当者の住所・氏名・
電話番号 ②講座のテーマと概要 ③
申込者の活動内容 ④内容、講師名
（日程、講師名は採用決定後でも
可）を記入し、男女平等推進センタ
ー☎20-1810へ。申込書は市ホーム
ページから入手できます。

博物館に親しむ会会員募集
　博物館の活動を支援するほか、高岡
の歴史と文化に親しみ、郷土への理解
を深めます。
▶会員特典　講座などの受講料割り引

き、会報誌の送付など
▶年会費　一般会員…1口1,000円、

賛助会員…1口5,000円
▶申込　申込書に会費を添えて、博物

館へ。申込書は博物館にあるほか、
博物館ホームページからも入手でき
ます。

◇博物館に親しむ会・高岡古文書ボラ
ンティア

　博物館の所蔵・保管する古文書など
の歴史的資料や、地域に所在する未調
査史料の調査・整理を行い、高岡地域
の歴史文化の振興・発展に寄与します。
古文書の情報も募集しています。
▶とき　4月15日㈯午後2時～午後3時

30分
▶対象　古文書調査・整理経験がある

人、講座受講経験者など
▶申込・問合先　博物館☎20-1572

高岡市職員募集
▶職種　看護師・助産師
▶採用予定日　平成29年7月1日
▶採用予定数　1人
▶受験資格　昭和51年4月2日以降に

生まれ、看護師もしくは助産師の免
許を取得している人

▶申込受付期限　4月10日㈪（必着）
▶第１次試験日　4月23日㈰
▶第１次試験場所　高岡市民病院
▶申込用紙の請求　市ホームページか

ら入手できるほか、市民病院に直接
または郵便で請求できます。郵便で
申込用紙を請求する場合は、封筒の
表に「看護師・助産師試験申込用紙
請求」と朱書きし、120円切手を貼
った宛て先明記の返信用封筒（A4
版大）を同封の上、市民病院へ送付
してください。

▶申込・問合先　市民病院総務課(〒
933-8550高岡市宝町4-1)☎23-0204

共創のまちづくり推進委員募集
　昨年12月に策定した共創の指針に
基づき、 事業の審査、評価、共創の推進
策の検討などを行う委員を募集します。
▶定員　2人
▶対象　市内に住むか通勤・通学する

18歳以上（高校生を除く）の人で、
市民活動に興味のある人　

▶応募・問合先　4月20日㈭まで、直
接か郵送で、応募用紙を共創まちづ
くり課（〒933-8601高岡市広小路
7-50）☎20-1328へ。応募用紙は
市ホームページから入手できます。

市民共創チャレンジ事業を募集
　市民、団体、企業、地域などが、地
域課題の解決に向けて、共に計画・実
施する事業を支援します。
▶補助限度額　10万円
▶補助率　80%
▶審査方法　審査会による書類審査
▶事前相談　4月28日㈮まで、共創ま

ちづくり課へ。
▶応募・問合先　事前相談の上、5月

19日㈮まで、所定の申請書を、直
接、共創まちづくり課☎20-1328へ。

※申請書は、共創まちづくり課にある
ほか、市ホームページから入手でき
ます。

●マンガで読み解く
　カーネギー　話し方入門
　デール・カーネギー原作
　青野渚漫画　創元社
　自信を持って人前で話
せるなら、新たな人生が開
く。60年読み継がれる原作
を日本版オリジナル脚本により漫画化。
原作の原則を織り込み、様々な事例によ
る改善、向上法を紹介。
● 「本をつくる」という仕事　
　稲泉連著　筑摩書房
●鳥瞰イラストでよみがえる歴史の舞台   
　歴史群像編集部編
　学研プラス（学研ムック）
●歯みがき100年物語
　ライオン歯科衛生研究所編
　ダイヤモンド社
●東西名品昭和モダン建築案内
　北夙川不可止文・黒沢永紀写真
　洋泉社
●茶楽  　
　ジョセフ・ウェズリー・ウール著
　磯淵猛日本語版監修
　ガイアブックス
●写実を生きる　画家・野田弘志
　安田茂美、松井文恵著
　生活の友社
●脳をそだてる！　おりがみあそび
　夢鶴実監修　主婦の友社
◇読み終えた本を譲ってください。
　高岡市に関する郷土資料や人気のあ
る児童書を譲ってください。図書館の資
料として活用します。

問合先　中央図書館☎20-1818

～行楽期は交通事故が多発します～
○お出かけの際は、余裕のある計画と

安全運転を心掛けましょう。
○全席シートベルト・チャイルドシー

トを確実に着用しましょう。

高岡駅周辺の昔の写真募集
　7月29日㈯～8月31日㈭に、現在の
クルン高岡になる前までの高岡駅地下
街、ステーションデパートや駅の写真
の展示会を開催します。当時の写真を
お持ちの人は、ご連絡ください。
▶応募　6月30日㈮まで、直接かメー

ルで、クルン高岡B1インフォメー
ション（Eメールtsb @curuntakao

　ka.com）へ。
▶問合先　B1インフォメーション☎

50-8868、商業雇用課☎20-1591

多文化こども勉強室
サポーター募集

　外国籍児童の勉強のサポートや、一
緒に遊ぶボランティアを募集します。
▶とき　毎週土曜日の午前10 時～正

午（第5土曜日・祝日・年末年始・
施設利用不可日を除く）

▶ところ　野村児童センター
▶問合先　多文化共生室☎20-1236

福岡観光ボランティアグループ
さくらの会会員募集

　福岡町の自然風土や歴史文化などを
学習・研修し、一緒に福岡町のことを
学んでみませんか。
▶申込先　福岡観光物産館
▶問合先　福岡観光物産館☎64-0009、

産業建設課☎64-1426

二上山キャンプ場利用者募集
▶利用期間　4月23日㈰～10月29日㈰
▶利用料　無料
▶主な施設　オートキャンプサイト

10カ所、テントサイト13カ所、バ
ーベキュー炉7カ所、炊事場3カ所、
水洗トイレ1カ所、駐車場46台

▶申込・問合先　二上まなび交流館
　☎21-0001

平成２９年 交通事故状況（市内）
区　分 件 数 死 者 傷 者

2月末まで
の交通事故 104件 1人 117人

前年同期と
の比較 +17件 0人 +14人

募 　 集

交通事故 Traffic Accidents

図書館からの
お薦め新刊情報

納税

新刊

Tax

Books

家持生誕1300年記念事業

家持の歌をオーケストラと歌おう
　10月に行う公演「MANYO-ARPEGGIO／万葉アルペジオ」に参加し、混声合
唱組曲・大伴家持の三つの歌（立山の賦、ほととぎすと藤の花、放逸する鷹を
思ひて）を歌う、五環の森合唱団の団員を募集します。
▶募集人数　80人
▶対象　譜が読め、公演・リハーサル

・練習に参加できる人
▶参加費　3,000円（別途、楽譜購入代

1,000円程度）
▶結団式　7月17日㈪午後2時（その後

練習）
▶練習　全13回（7月～10月。平日は

午後7時～午後9時、土・日曜日、祝日は午後2時～午後4時）
▶公演　10月22日㈰（リハーサルは前日）
　※指揮／栁澤寿男、管弦楽／オーケストラ・アンサンブル金沢
▶ところ・申込　6月30日㈮までに、申込用紙を、郵送かファクスで市民会館

（〒933-0044高岡市古城1-3、FAX20-1562）へ。申込用紙は市民会館ホー
ムページから入手できます。

万葉であそぼ。
　市民会館では、市民創造都市高岡の姿を市民みんなで考える「五環の森プロ
ジェクト」を立ち上げ、子どもも大人も成長する文化拠点づくりを進めていま
す。今年のテーマは家持生誕1300年。万葉歴史館を舞台に、端午、七夕、重
陽、人日、上巳の五節句に合わせて、こどもたちが五感をフル活動させて万葉
の世界を体験する講座や体験活動、コンサートなどを四季折々に開催します。

端午の節句であそぼ。５月３日㈬ 午後2時～午後5時
講座・五節句と万葉集／ワークショップ・菖蒲でくす玉アレンジメント
▶定員　20人（申し込み順、小学生以下は保護者同伴）
▶参加費　1,000円（小学生以下無料）
▶申込　4月7日㈮から、電話で市民会館へ。

▶問合先　市民会館☎20-1560

4月の納税 5月1日㈪まで

○固定資産税（第１期）

問合先　納税課☎20-1276

お知らせ INFORMATION

企画の相談は、

ウイング・ウイ

ング高岡6階の

男女平等推進セ

ンターにお越し

ください
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新しい季節、
新しいことを
始めませんか。
Let's Start Something New!

ふくおか教養講座
講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

①自由に描く
　楽しい絵画 木 5/25㈭～

9/7㈭
13:30～
15:30 5 10 1,000

②簡単洋裁 水 6/7㈬～
8/30㈬

13:30～
15:30 5 12 1,500／作

③四季菜ふるさと
　料理（春 ･ 夏） 水 5/31㈬～

9/27㈬
13:30～
15:30 5 16 5,000

④庭園管理 月 5/22㈪～
9/11㈪

13:30～
15:30 5 15 300

⑤はじめての
　パソコン

木
金

7/6㈭～
7/28㈮

9:30～
11:30 8 10 300

⑥中国通史
　歌をまじえながら 日 6/11㈰～

12/3日
14:00～
16:00 12 10 2,500

⑦和布の創作花 月 6/26㈪～
12/18㈪

19:00～
21:00 8 10 1,500／作

⑧着付け 月 6/12㈪～
2/26㈪

19:00～
21:00 18 10 9,000

⑨書道
 （ペン習字・毛筆） 水 6/7㈬～

2/21㈬
19:00～
21:00 18 15 1,000／月

⑩中国語会話 水 6/14㈬～
2/21㈬

19:00～
21:00 14 10 3,000

⑪いけ花 木 6/8㈭～
3/9㈮

19:30～
21:30 17 15 1,500

⑫料理 木 6/22㈭～
2/22㈭

19:00～
21:00 13 12 12,000

⑬茶道 金 6/9㈮～
2/23㈮

19:30～
21:30 14 10 700／回

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円
①バスで行く大伴

家持故地めぐり 木 6/2㈮ 8:30～
15:30 1 20 3,000

②講演・はじめて
の越中万葉 水 7/7㈮～

11/17㈮
13:30～
15:00 5 30 500

ふくおかカレッジ

問福岡教育行政センター
☎ 64-1031

4 月 7 日㈮～ 5 月 10 日㈬に、直接か郵送、電話、
ファクスで、福岡教育行政センター（〒 939-
0132 高岡市福岡町大滝 44、FAX64-1035）
☎ 64-1031 へ。申し込み多数の場合は抽選。

※ テキスト代・教材費など必要

青年の家文化教室

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円
①初めての現代川柳 
　（初心者向き） 日 5/7㈰～

9/10㈰
13:00～
14:50 5 15 3,000

②現代川柳を楽しむ
　（経験者向き） 日 5/7㈰～

9/10㈰
15:00～
16:50 5 15 3,000

③立体絵
　（シャドウボックス） 土 6/10㈯～

10/14㈯
13:30～
15:00 5 8 4,300

④薩摩琵琶を聴く
　それぞれの時代と人物を追う 月 5/8㈪～

9/11㈪　
14:00～
15:30 5 10 3,000

⑤詩吟教室 ･ 詩吟を楽しむ
　前田利長を学んで吟じよう 土 5/13㈯～

9/16㈯
13:30～
15:30 10 15 4,100

⑥江戸庶民文学の世界
　黄表紙「心学早染艸」を読む 日 6/4㈰～

7/2㈰　
13:15～
15:15 5 5 2,500

⑦パソコン入門
　右クリックを使う（完全初心者）日 6/4㈰～

7/2㈰　　 
15:30～
16:55 5 15 2,500

⑧パソコン入門
　基本的な機能（ほぼ初心者向） 日 7/23㈰～

8/27㈰　
15:30～
16:55 5 10 2,500

⑨加賀前田三兄弟
　光高・利次・利治と越中国 日 7/23㈰～

8/27㈰
13:15～
15:15 5 5 2,500

⑩楽しいお菓子教室 土 5/20㈯～
9/16㈯

13:00～
16:30 5 15 5,000

⑪楽しい演劇教室 日 5/7㈰～
9/17㈰　

14:00～
16:00 10 10 4,500

⑫バルーンアートで笑顔
　の輪を作ろう（初級） 土 5/27㈯～

9/30㈯　
10:00～
11:30 8 10 4,700

⑬ウソ？本当？
　高岡地名の話 土 5/6㈯～

6/3㈯　
14:00～
15:30 5 20 2,500

⑭「人生における意味」に
ついて心理学から考える 日 5/28㈰～

9/24㈰　
10:00～
11:20 5 20 3,000

⑮だら～り すとれっち
　ほぐそう ! 心と体 金 6/2㈮～

9/22㈮　
10:00～
11:15 5 20 2,600

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

⑯朗読を楽しもう 木 7/13㈭～
11/30㈭

19:00～
20:30 6 30 3,700

⑰ゆる～り太極拳で
　楽しく体力 UP （午前） 金 5/19㈮～

9/15㈮　
10:00～
11:30 10 20 3,800

⑱ゆる～り太極拳で
　楽しく体力 UP （夜間） 水 5/17㈬～

9/20㈬　
19:00～
20:30 10 20 3,800

⑲始めてみませんか
　水彩画レッスン 火 5/9㈫～

9/19㈫　
13:30～
15:30 10 15 7,300

⑳体の中からリフレッシュ
　腹から声を出してみんなで歌おう 水 5/17㈬～

9/20㈬　
10:00～
11:30 10 30 4,500

21 健康のために能(仕舞)
　をしてみませんか 月 5/8㈪～

9/18㈪　
13:30～
15:00 10 10 6,500

22 楽しく健康アップ
　大きな声で謡と仕舞 金 5/12㈮～

9/15㈮　
19:15～
20:45 10 10 6,500

23 文字だけのワード文書に図や
画像を加え表現力を増そう 水 5/10㈬～

7/12㈬　
14:00～
16:00 10 15 4,000

24 エクセルを使って生活
を便利に賢くしてみよう 水 7/19㈬～

9/20㈬　
14:00～
16:00 10 15 4,000

25 健康体操と民謡踊り 月 5/1㈪～
8/21㈪　　 

13:30～
15:00 8 10 6,500

26 籐で壁飾りを
　つくろう 土 7/1㈯　　 9:30～

11:30 1 10 1,300

27「アイロンプリント」ってなあに？
　衣類をすてきに変身 土 8/5㈯ 9:30～

11:30 1 10 3,500

28 明治前半の高岡市政 日 7/9㈰ 13:15～
15:15 1 10 700

29 LinuxOS で
　パソコンを復活 日 7/9㈰ 15:30～

16:55 1 5 700

30 二胡と揚琴に
　ふれてみましょう 日 7/9㈰ 14:00～

16:00 1 15 700

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

⑦ヴィオリラ
　大正琴 水 5/10㈬～

6/28㈬
10:00 ～
12:00 8 10 300※

⑧二胡 日 5/14㈰～
8/27㈰

10:30 ～
12:00 8 10 ※

⑨引き締め体操と
　ストレッチ 金 5/12㈮～

6/30㈮
10:00 ～
11:30 8 10 無料

⑩心身リフレッシュ
健康体操（3B体操） 土 5/6㈯～

6/24㈯
13:30 ～
15:30 8 10 ※

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

①着付け（美幸き
もの着付学院） 火 5/9㈫～

6/27㈫
19:00 ～
21:00 8 10 無料

②いけばな
　（池坊） 水 5/17㈬～

7/5㈬
18:30 ～
20:30 8 10 8,640

③いけばな
　（嵯峨御流） 火 5/9㈫～

8/22㈫
17:00 ～
21:00 8 10 8,640

④茶道（裏千家） 木 5/11㈭～
6/29㈭

19:00 ～
21:00 8 10 4,000

⑤水彩画 水 5/10㈬～
8/16㈬

13:30 ～
15:00 8 10 2,400

⑥ペン習字
　（ボールペン・筆ペン） 土 5/6㈯～

8/12㈯
13:30 ～
15:00 8 10 1,800

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円 申込期限
はじめての家持 金 5/26㈮～6/30㈮ 14:00～15:30 5 60 1,500 5/12㈮
陶芸を楽しむ優雅なひととき 木 6/1㈭～6/22㈭ 19:00～21:00 3 15 3,000 5/19㈮

いずれの講座も、直接かはがき、ファクス、Eメールで、住所・氏名・年齢・電話番号・講座名を、各申込先へ。申し込み多数の場
合は抽選。生涯学習センター講座は、たかおか生涯学習カードを持つ人は、ホームページからも申し込み可｡

▶申込先　〒933-0023高岡市末広町1-7ウイング・ウイング高岡内、FAX20-1808、Eメールmanabi-admin@city.takaoka.lg.jp

▶申込期限　4月30日㈰
▶申込先　〒933-0023高岡市末広町1-7生涯学習センター内、FAX23-0515、Eメールgakuyujyuku@yahoo.co.jp

※①は小学生以上、③は10歳以上の親子受講可、④は15歳以上、⑤は10歳以上、⑩は5歳
以上の親子受講可、⑫は5歳以上、⑬は親子受講可、⑯は中学生以上、23 24 は40歳以上

※③ 30 はふれあい福祉センター、⑳は戸出コミュニティセンター、25 はおとぎの森で開催

詳しくは、各施設にあるパンフレットをご覧ください。

※ 楽器レンタル料⑦は1,000円、⑧は5,000円、
　⑩は 3B 手具レンタル料 300 円（全 8 回分）

4 月 6 日㈭～ 20 日㈭に、受講料を添えて、青年
の家☎ 20-1555 へ。申し込み順。

市民が教授となり、郷土に関する講座や生活を豊かにする講座を開講します。

生涯学習センター講座

市民大学たかおか学遊塾

ところ
Uホール

ところウイング・ウイング 高岡

問青年の家☎ 20-1555

問生涯学習・文化財課☎ 20-1802

申込

申込

申込

ふれあい福祉センター講座

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

料理 木 5/11㈭～7/20㈭ 10:00～12:30 4 20 3,000

てん刻 金 5/19㈮～10/27㈮ 10:00～11:30 12 12 3,000

ヨーガ 月 5/22㈪～7/10㈪ 15:00～16:30 8 30 2,000

自彊術 月 7/3 ㈪～ 8/28 ㈪ 10:00～11:30 8 24 2,000

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

車椅子ツインバ
スケットボール 日 5/28㈰～

10/15㈰ 13:30～15:30 10 20

無料フライング
ディスク 木 4/20㈭～

8/3㈭ 10:00～11:30 15 30

視覚障がい者卓球 日 5/7㈰～
11/5㈰ 13:30～15:00 6 15

聴覚障がい者
ビーチボール 土 9/2㈯～

11/25㈯ 18：30～20:30 8 15

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

パソコン
（初級）

月
金 5/22㈪～6/16㈮ 10:00～11:30 8 10 3,080

パソコン
（中級） 土 6/24㈯～9/16㈯ 10:00～11:30 8 10 3,500

陶芸 水 5/10㈬～7/19㈬ 10:00～12:00 ８ ８ 3,000

書道 月 5/8㈪～11/27㈪ 10:00～11:30 12 8 4,000

絵手紙 木 5/11㈭～11/9㈭ 10:00～11:30 ８ 10 3,000

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円
和み
は～もに～ 金 5/19㈮～

11/24㈮ 13:00～14:00 7 15 無料

問ふれあい福祉センター☎ 21-7888

●高齢者教養講座
対象者　市内に住む60歳以上の人

（上期・通年）

●障がい者スポーツ教室
対象者　市内に住むか勤務する障がい者と介護者

●在宅障がい者音楽活動支援事業
　ふれあいは～もに～
　音楽療法士の指導で、音楽を聴き、歌い、機能回復と
生きがいのある生活を目指し活動します。

対象者　市内に住む在宅障がい者とその介護者

●身体障がい者・高齢者教養講座
対象者　市内に住む、身体障害者手帳の交付を受けている

人か60歳以上の人（身体障がい者優先）

4月12日㈬～19日㈬に、直接かはがき、電話で、
住所・氏名・生年月日・電話番号・講座名を、ふれ
あい福祉センター（〒933-0935高岡市博労本町
4-1）☎21-7888へ。障がい者の講座・教室の申し
込みは、障害者手帳に記載の障がい名と等級も記入
してください。申し込み多数の場合、4月21日㈮午
前10時から公開抽選。

ところ
ふれあい福祉センター

申込

ところ
青年の家
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新しい季節、
新しいことを
始めませんか。
Let's Start Something New!

ふくおか教養講座
講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

①自由に描く
　楽しい絵画 木 5/25㈭～

9/7㈭
13:30～
15:30 5 10 1,000

②簡単洋裁 水 6/7㈬～
8/30㈬

13:30～
15:30 5 12 1,500／作

③四季菜ふるさと
　料理（春 ･ 夏） 水 5/31㈬～

9/27㈬
13:30～
15:30 5 16 5,000

④庭園管理 月 5/22㈪～
9/11㈪

13:30～
15:30 5 15 300

⑤はじめての
　パソコン

木
金

7/6㈭～
7/28㈮

9:30～
11:30 8 10 300

⑥中国通史
　歌をまじえながら 日 6/11㈰～

12/3日
14:00～
16:00 12 10 2,500

⑦和布の創作花 月 6/26㈪～
12/18㈪

19:00～
21:00 8 10 1,500／作

⑧着付け 月 6/12㈪～
2/26㈪

19:00～
21:00 18 10 9,000

⑨書道
 （ペン習字・毛筆） 水 6/7㈬～

2/21㈬
19:00～
21:00 18 15 1,000／月

⑩中国語会話 水 6/14㈬～
2/21㈬

19:00～
21:00 14 10 3,000

⑪いけ花 木 6/8㈭～
3/9㈮

19:30～
21:30 17 15 1,500

⑫料理 木 6/22㈭～
2/22㈭

19:00～
21:00 13 12 12,000

⑬茶道 金 6/9㈮～
2/23㈮

19:30～
21:30 14 10 700／回

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円
①バスで行く大伴

家持故地めぐり 木 6/2㈮ 8:30～
15:30 1 20 3,000

②講演・はじめて
の越中万葉 水 7/7㈮～

11/17㈮
13:30～
15:00 5 30 500

ふくおかカレッジ

問福岡教育行政センター
☎ 64-1031

4 月 7 日㈮～ 5 月 10 日㈬に、直接か郵送、電話、
ファクスで、福岡教育行政センター（〒 939-
0132 高岡市福岡町大滝 44、FAX64-1035）
☎ 64-1031 へ。申し込み多数の場合は抽選。

※ テキスト代・教材費など必要

青年の家文化教室

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円
①初めての現代川柳 
　（初心者向き） 日 5/7㈰～

9/10㈰
13:00～
14:50 5 15 3,000

②現代川柳を楽しむ
　（経験者向き） 日 5/7㈰～

9/10㈰
15:00～
16:50 5 15 3,000

③立体絵
　（シャドウボックス） 土 6/10㈯～

10/14㈯
13:30～
15:00 5 8 4,300

④薩摩琵琶を聴く
　それぞれの時代と人物を追う 月 5/8㈪～

9/11㈪　
14:00～
15:30 5 10 3,000

⑤詩吟教室 ･ 詩吟を楽しむ
　前田利長を学んで吟じよう 土 5/13㈯～

9/16㈯
13:30～
15:30 10 15 4,100

⑥江戸庶民文学の世界
　黄表紙「心学早染艸」を読む 日 6/4㈰～

7/2㈰　
13:15～
15:15 5 5 2,500

⑦パソコン入門
　右クリックを使う（完全初心者）日 6/4㈰～

7/2㈰　　 
15:30～
16:55 5 15 2,500

⑧パソコン入門
　基本的な機能（ほぼ初心者向） 日 7/23㈰～

8/27㈰　
15:30～
16:55 5 10 2,500

⑨加賀前田三兄弟
　光高・利次・利治と越中国 日 7/23㈰～

8/27㈰
13:15～
15:15 5 5 2,500

⑩楽しいお菓子教室 土 5/20㈯～
9/16㈯

13:00～
16:30 5 15 5,000

⑪楽しい演劇教室 日 5/7㈰～
9/17㈰　

14:00～
16:00 10 10 4,500

⑫バルーンアートで笑顔
　の輪を作ろう（初級） 土 5/27㈯～

9/30㈯　
10:00～
11:30 8 10 4,700

⑬ウソ？本当？
　高岡地名の話 土 5/6㈯～

6/3㈯　
14:00～
15:30 5 20 2,500

⑭「人生における意味」に
ついて心理学から考える 日 5/28㈰～

9/24㈰　
10:00～
11:20 5 20 3,000

⑮だら～り すとれっち
　ほぐそう ! 心と体 金 6/2㈮～

9/22㈮　
10:00～
11:15 5 20 2,600

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

⑯朗読を楽しもう 木 7/13㈭～
11/30㈭

19:00～
20:30 6 30 3,700

⑰ゆる～り太極拳で
　楽しく体力 UP （午前） 金 5/19㈮～

9/15㈮　
10:00～
11:30 10 20 3,800

⑱ゆる～り太極拳で
　楽しく体力 UP （夜間） 水 5/17㈬～

9/20㈬　
19:00～
20:30 10 20 3,800

⑲始めてみませんか
　水彩画レッスン 火 5/9㈫～

9/19㈫　
13:30～
15:30 10 15 7,300

⑳体の中からリフレッシュ
　腹から声を出してみんなで歌おう 水 5/17㈬～

9/20㈬　
10:00～
11:30 10 30 4,500

21 健康のために能(仕舞)
　をしてみませんか 月 5/8㈪～

9/18㈪　
13:30～
15:00 10 10 6,500

22 楽しく健康アップ
　大きな声で謡と仕舞 金 5/12㈮～

9/15㈮　
19:15～
20:45 10 10 6,500

23 文字だけのワード文書に図や
画像を加え表現力を増そう 水 5/10㈬～

7/12㈬　
14:00～
16:00 10 15 4,000

24 エクセルを使って生活
を便利に賢くしてみよう 水 7/19㈬～

9/20㈬　
14:00～
16:00 10 15 4,000

25 健康体操と民謡踊り 月 5/1㈪～
8/21㈪　　 

13:30～
15:00 8 10 6,500

26 籐で壁飾りを
　つくろう 土 7/1㈯　　 9:30～

11:30 1 10 1,300

27「アイロンプリント」ってなあに？
　衣類をすてきに変身 土 8/5㈯ 9:30～

11:30 1 10 3,500

28 明治前半の高岡市政 日 7/9㈰ 13:15～
15:15 1 10 700

29 LinuxOS で
　パソコンを復活 日 7/9㈰ 15:30～

16:55 1 5 700

30 二胡と揚琴に
　ふれてみましょう 日 7/9㈰ 14:00～

16:00 1 15 700

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

⑦ヴィオリラ
　大正琴 水 5/10㈬～

6/28㈬
10:00 ～
12:00 8 10 300※

⑧二胡 日 5/14㈰～
8/27㈰

10:30 ～
12:00 8 10 ※

⑨引き締め体操と
　ストレッチ 金 5/12㈮～

6/30㈮
10:00 ～
11:30 8 10 無料

⑩心身リフレッシュ
健康体操（3B体操） 土 5/6㈯～

6/24㈯
13:30 ～
15:30 8 10 ※

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

①着付け（美幸き
もの着付学院） 火 5/9㈫～

6/27㈫
19:00 ～
21:00 8 10 無料

②いけばな
　（池坊） 水 5/17㈬～

7/5㈬
18:30 ～
20:30 8 10 8,640

③いけばな
　（嵯峨御流） 火 5/9㈫～

8/22㈫
17:00 ～
21:00 8 10 8,640

④茶道（裏千家） 木 5/11㈭～
6/29㈭

19:00 ～
21:00 8 10 4,000

⑤水彩画 水 5/10㈬～
8/16㈬

13:30 ～
15:00 8 10 2,400

⑥ペン習字
　（ボールペン・筆ペン） 土 5/6㈯～

8/12㈯
13:30 ～
15:00 8 10 1,800

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円 申込期限
はじめての家持 金 5/26㈮～6/30㈮ 14:00～15:30 5 60 1,500 5/12㈮
陶芸を楽しむ優雅なひととき 木 6/1㈭～6/22㈭ 19:00～21:00 3 15 3,000 5/19㈮

いずれの講座も、直接かはがき、ファクス、Eメールで、住所・氏名・年齢・電話番号・講座名を、各申込先へ。申し込み多数の場
合は抽選。生涯学習センター講座は、たかおか生涯学習カードを持つ人は、ホームページからも申し込み可｡

▶申込先　〒933-0023高岡市末広町1-7ウイング・ウイング高岡内、FAX20-1808、Eメールmanabi-admin@city.takaoka.lg.jp

▶申込期限　4月30日㈰
▶申込先　〒933-0023高岡市末広町1-7生涯学習センター内、FAX23-0515、Eメールgakuyujyuku@yahoo.co.jp

※①は小学生以上、③は10歳以上の親子受講可、④は15歳以上、⑤は10歳以上、⑩は5歳
以上の親子受講可、⑫は5歳以上、⑬は親子受講可、⑯は中学生以上、23 24 は40歳以上

※③ 30 はふれあい福祉センター、⑳は戸出コミュニティセンター、25 はおとぎの森で開催

詳しくは、各施設にあるパンフレットをご覧ください。

※ 楽器レンタル料⑦は1,000円、⑧は5,000円、
　⑩は 3B 手具レンタル料 300 円（全 8 回分）

4 月 6 日㈭～ 20 日㈭に、受講料を添えて、青年
の家☎ 20-1555 へ。申し込み順。

市民が教授となり、郷土に関する講座や生活を豊かにする講座を開講します。

生涯学習センター講座

市民大学たかおか学遊塾

ところ
Uホール

ところウイング・ウイング 高岡

問青年の家☎ 20-1555

問生涯学習・文化財課☎ 20-1802

申込

申込

申込

ふれあい福祉センター講座

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

料理 木 5/11㈭～7/20㈭ 10:00～12:30 4 20 3,000

てん刻 金 5/19㈮～10/27㈮ 10:00～11:30 12 12 3,000

ヨーガ 月 5/22㈪～7/10㈪ 15:00～16:30 8 30 2,000

自彊術 月 7/3 ㈪～ 8/28 ㈪ 10:00～11:30 8 24 2,000

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

車椅子ツインバ
スケットボール 日 5/28㈰～

10/15㈰ 13:30～15:30 10 20

無料フライング
ディスク 木 4/20㈭～

8/3㈭ 10:00～11:30 15 30

視覚障がい者卓球 日 5/7㈰～
11/5㈰ 13:30～15:00 6 15

聴覚障がい者
ビーチボール 土 9/2㈯～

11/25㈯ 18：30～20:30 8 15

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

パソコン
（初級）

月
金 5/22㈪～6/16㈮ 10:00～11:30 8 10 3,080

パソコン
（中級） 土 6/24㈯～9/16㈯ 10:00～11:30 8 10 3,500

陶芸 水 5/10㈬～7/19㈬ 10:00～12:00 ８ ８ 3,000

書道 月 5/8㈪～11/27㈪ 10:00～11:30 12 8 4,000

絵手紙 木 5/11㈭～11/9㈭ 10:00～11:30 ８ 10 3,000

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円
和み
は～もに～ 金 5/19㈮～

11/24㈮ 13:00～14:00 7 15 無料

問ふれあい福祉センター☎ 21-7888

●高齢者教養講座
対象者　市内に住む60歳以上の人

（上期・通年）

●障がい者スポーツ教室
対象者　市内に住むか勤務する障がい者と介護者

●在宅障がい者音楽活動支援事業
　ふれあいは～もに～
　音楽療法士の指導で、音楽を聴き、歌い、機能回復と
生きがいのある生活を目指し活動します。

対象者　市内に住む在宅障がい者とその介護者

●身体障がい者・高齢者教養講座
対象者　市内に住む、身体障害者手帳の交付を受けている

人か60歳以上の人（身体障がい者優先）

4月12日㈬～19日㈬に、直接かはがき、電話で、
住所・氏名・生年月日・電話番号・講座名を、ふれ
あい福祉センター（〒933-0935高岡市博労本町
4-1）☎21-7888へ。障がい者の講座・教室の申し
込みは、障害者手帳に記載の障がい名と等級も記入
してください。申し込み多数の場合、4月21日㈮午
前10時から公開抽選。

ところ
ふれあい福祉センター

申込

ところ
青年の家
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Pick UP

お知らせ INFORMATION

たかおか朝市が始まります
◇朝市の開催日
▶とき　4月～10月の第2・第4日曜

日午前5時30分～午前7時30分
▶ところ　坂下町通り
▶販売　青果物、塩干物、苗木、切り

花、手工芸品、リサイクル品など
◇オープニングイベント
　平米小児童の獅子舞、高岡ちんどん
▶とき　4月9日㈰午前6時
◇朝市電車の運行
　朝市開催日の米島口始発の万葉線に

乗車した人に、サービス券200円分
を進呈します（RACDA高岡の店で
使えます）

※市営御旅屋駐車場は、午前5時から
午前8時まで無料

▶問合先　たかおか朝市実行委員会☎
090-6811-3137（午前10時～午後
4時、水曜日休み）、共創まちづく
り課☎20-1552

伏木ふれあい朝市
▶とき　4～12月の第1・第3日曜日

午前6時～午前7時30分（4月9日㈰
は午前9時30分～午後2時）

※4月は第2・第3、8月は第1・第2・
第3、12月は第1日曜日に開催

▶ところ　伏木駅前広場
▶問合先　伏木ふれあい朝市事務局☎

44-0151、伏木支所☎44-0481

高岡市 藤子・F・不二雄ふるさと
ギャラリーからのお知らせ

◇GW中の開館と原画展第2期開始
▶とき　4月4日㈫～8月6日㈰の午前

9時30分～午後5時（入館は午後4
時30分まで）

▶休館日　月曜日（4月24日、5月1
日は開館）

▶問合先　高岡市 藤子・F・不二雄
　ふるさとギャラリー☎20-1170

万葉歴史館春の特別企画展
越中国府1300年

▶とき　4月26日㈬～5月22日㈪の午
前9時～午後6時（入館は午後5時
15分まで）

▶休館日　火曜日
▶問合先　万葉歴史館☎44-5511

山野草展
▶とき　4月14日㈮～16日㈰の午前9

時～午後5時（16日は午後3時30分
まで）

▶内容　山野草の展示・即売・相談
◇山野草の寄せ植え講演会
▶とき　4月16日㈰午前10時
▶ところ・問合先　おとぎの森館
　☎28-6500

博物館の催し
◇呈茶の会・松聲庵 
　博物館で抹茶を楽しみませんか
▶とき　4月8日㈯午前10時～午後3

時
▶参加料　400円（お茶とお菓子代）
※松聲庵は、茶会などに利用すること

もできます（1日4,320円）
◇常設展
①高岡ものがたり／楽しく知ろう･ひ

らめき･ミュージアム
　高岡の歴史・民俗・伝統産業などの
資料を展示します。江戸時代の高岡町
模型や体験コーナー、クイズ、映像な
ど、楽しみながら学べます。
②民具コーナー／むかしの人はどんな

道具を使っていたの
▶時間　午前9時～午後5時
▶休館日　火曜日
▶入館料　無料
◇館蔵品展・新資料展展示説明会
▶とき　4月15日㈯午後2時～午後2

時30分
▶受講料　無料

■いずれも、▶ところ・問合先　博物
館☎20-1572

初心者のための
パソコンなんでも相談会

▶とき　4月9日㈰～平成30年3月25
日㈰の第2・第4日曜日午前9時～正
午（11･12月は第1・第4日曜日）

▶ところ　青年の家
▶参加料　300円
▶問合先　情報政策課☎20-1238

独身だけよ・インスタで婚スタ
　インスタグラムの使い方や撮影技術
を学び、伏木を街歩きしながらインス
タ映えする写真を一緒に撮りましょう。
▶とき　5月21日㈰午後2時～午後6時 
▶ところ　伏木アコースティックカフ

ェ海岸通り
▶対象　20～49歳の男女各15人（申

し込み順）
▶参加費　男性4,000円、女性3,000円
▶申込　5月17日㈬まで、こくちーず

ウェブサイトから申し込むか、メー
ルで住所・氏名・生年月日・電話番
号を、高岡商工会議所（Eメール
takaoka@ccis-toyama.or.jp）へ。

▶問合先　商工会議所☎23-5000、商
業雇用課☎20-1289

もみ子先生の実験教室
▶とき　4月30日㈰午前10時
▶内容　浮くもの沈むものの実験
▶対象者　小学生と保護者
▶定員　20組（申し込み順）
▶持ち物　はさみ、のり、筆記用具
▶ところ・申込・問合先　4月8日㈯

午前10時から、おとぎの森館☎28-
6500へ。

寿大学受講生募集
▶とき　第3金曜日の午後1時30分～

午後3時（第1回は4月21日㈮）
▶内容　郷土の歴史、社会情勢、健康

管理、生きがい講座など
▶対象者　市内に住む60歳以上の人
▶受講料　3,000円/年（現地学習費

は別途必要）
▶申込　4月21日㈮午後1時～午後1

時30分に、受講料を添えて、ふれ
あい福祉センターへ。

▶問合先　生涯学習・文化財課
　☎20-1456

高岡法科大学公開講座
市民を取り巻く法

▶とき　■5月13日㈯…日常生活にお
ける犯罪と法律■5月20日㈯…イン
ターネットと法■5月27日㈯…悪質
商法と法■6月3日㈯…憲法改正論の
現在

▶時間　午後2時～午後3時30分
▶ところ　生涯学習センター
▶定員　40人（抽選）
▶受講料　1,000円（全4回）
▶申込・問合先　4月28日㈮まで、直

接かはがき、ファクスで、講座名・
住所・氏名・年齢・電話番号を、生
涯学習・文化財課（〒933-0023 高
岡市末広町1-7ウイング・ウイング
高岡内、FAX20-1808）☎20-1802
へ。たかおか生涯学習カードを持つ
人は、ホームページからも申し込み
可。

国際交流協会の英語講座

講座 曜日 とき

入門 木 4月13日㈭～6月15日㈭の
13：30～14：30

初級 木 4月13日㈭～6月15日㈭の
15：00～16：00

中級 火 4月18日㈫～6月13日㈫の
13：30～14：30

上級 火 4月18日㈫～6月13日㈫の
15：00～16：00

▶回数　８回
▶定員　各15人程度（申し込み順）
▶受講料　7,000円（会員5,000円）
▶申込期間　4月6日㈭～8日㈯
▶ところ・申込　電話かEメールで、

国際交流協会へ。
▶問合先　国際交流協会（Eメール

kokusai@p1.tcnet .ne . jp）☎27-
1856、多文化共生室☎20-1236

農業センターの催し
◇農産加工教室
①草餅・黒糖おこわ作り
▶とき　4月12日㈬・13日㈭
②山菜・たけのこ料理
▶とき　4月20日㈭・21日㈮
③お父さんの料理
▶とき　5月10日㈬・11日㈭
■いずれも、▶時間　午前10時～正午
▶定員　20人（申し込み順）
▶材料費　①③1,000円、②1,500円
▶持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具

◇体験農業で楽しい野菜づくり
　種まきから収穫まで
▶とき　4月～11月の土曜日（月2～

3回程度）
▶栽培品目　トマト、なす、きゅうり、

大根、白菜、かぶ
▶対象　継続して受講し、野菜の管理

ができる人（体験済みの人は除く）
▶定員　15人（抽選）
▶受講料　5,000円
▶申込期限　4月13日㈭

◇市民園芸講習会
　春・夏野菜づくりの基礎から応用
▶とき　4月15日㈯午前10時～午前

11時30分
▶受講料　無料（申し込み不要）

◇アグリピア高岡農産物直売所
　春らんまん市
▶とき　4月15日㈯午前9時～午後3

時（直売所は午後4時30分まで）
▶内容　野菜苗の注文・販売、地元の

新鮮野菜・農産加工品・切り花・手
作りパンなどの販売

◇ドライハーブ教室
　ドライフラワーベンチ
▶とき　4月18日㈫午前9時30分～午

前11時30分
▶定員　15人（申し込み順）
▶材料費　3,000円（ハーブティ・マ

ドレーヌ付）

◇ヨガ教室
▶とき　4月11日㈫～5月9日㈫の火曜

日午前10時30分～午前11時30分
▶定員　10人（申し込み順）
▶受講料　1,000円/回

■いずれも、▶ところ・申込・問合先
4月6日㈭から、農業センター☎63-
1818へ。

万葉歴史館の講座
①日めくり万葉集を読む
▶とき　4月14日㈮～平成

30年3月16日㈮の第3金曜
日午後2時～午後4時（4月
・7月は第2金曜、8・10
月休み）

②万葉集をよむ
　季節の万葉歌
▶とき　4月8日㈯～平成30

年3月3日㈯の第1土曜日午
後2時～午後4時（4月は第
2土曜日。10月分は9月30
日㈯に開催。8・1月は休
み）

③古代への招待
▶とき　6月25日㈰、9月24

日㈰、10月29日㈰の午後
2時～午後4時

④大伴家持とともに
▶とき　4月23日㈰、7月30

日㈰、11月26日㈰の午後
2時～午後4時

⑤越中名歌に親しむ
　はじめての万葉集
▶とき　7月28日㈮、8月25

日㈮、9月22日㈮、10月
27日㈮、11月24日㈮の午
後1時30分～午後2時30分

■いずれも、▶定員　120人
 （⑤は50人。申し込み順）
▶申込・問合先　はがきか電

話、ファクス、Eメールで、
住所・氏名・電話番号・講
座名を、万葉歴史館（〒
933-0116高岡市伏木一宮
1-11-11、

　FAX44-7335、
　Eメールmanreki@

takaoka-bunka.
com）

　☎44-5511へ。

催 　 し
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水谷章人スポーツ報道写真展 輝きの一瞬
／ミュゼふくおかカメラ館

４月15日㈯▶６月４日㈰ 午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

休館日　月曜日（5月1日は開館）
入館料　一般700円、高校・大学生300

円、小・中学生100円
　※土・日曜日、祝日は高校生以下無料
販売所　Ｕホール、アーツナビ
◇水谷章人トークイベント
とき　4月16日㈰午後1時
問合先　ミュゼふくおかカメラ館
　☎64-0550

　世界中に感動を与えたトップアスリートたちと、競技が持つ魅力あふれる一瞬
を写し撮った作品を展示。登坂絵莉選手（レスリング）、田知本遥選手（柔道）、
松井秀喜選手（野球）、羽生結弦選手（フィギュアスケート）などの写真も。

万葉集に詠まれた渋谿（しぶたに）

高岡駅前の大伴家持像　



山野草展
▶とき　4月14日㈮～16日㈰の午前9
時～午後5時（16日は午後3時30分
まで）

▶内容　山野草の展示・即売・相談
◇山野草の寄せ植え講演会
▶とき　4月16日㈰午前10時
▶ところ・問合先　おとぎの森館
　☎28-6500

博物館の催し
◇呈茶の会・松聲庵 
　博物館で抹茶を楽しみませんか
▶とき　4月8日㈯午前10時～午後3
時

▶参加料　400円（お茶とお菓子代）
※松聲庵は、茶会などに利用すること
もできます（1日4,320円）

◇常設展
①高岡ものがたり／楽しく知ろう･ひ
らめき･ミュージアム

　高岡の歴史・民俗・伝統産業などの
資料を展示します。江戸時代の高岡町
模型や体験コーナー、クイズ、映像な
ど、楽しみながら学べます。
②民具コーナー／むかしの人はどんな
道具を使っていたの

▶時間　午前9時～午後5時
▶休館日　月曜日
▶入館料　無料
◇館蔵品展・新資料展展示説明会
▶とき　4月15日㈯午後2時～午後2
時30分

▶受講料　無料

■いずれも、▶ところ・問合先　博物
館☎20-1572

初心者のための
パソコンなんでも相談会
▶とき　4月9日㈰～平成30年3月25
日㈰の第2・第4日曜日午前9時～正
午（11･12月は第1・第4日曜日）

▶ところ　青年の家
▶参加料　300円
▶問合先　情報政策課☎20-1238

独身だけよ・インスタで婚スタ
　インスタグラムの使い方や撮影技術
を学び、伏木を街歩きしながらインス
タ映えする写真を一緒に撮りましょう。
▶とき　5月21日㈰午後2時～午後6時 
▶ところ　伏木アコースティックカフ
ェ海岸通り

▶対象　20～49歳の男女各15人（申
し込み順）

▶参加費　男性4,000円、女性3,000円
▶申込　5月17日㈬まで、こくちーず
ウェブサイトから申し込むか、メー
ルで住所・氏名・生年月日・電話番
号を、高岡商工会議所（Eメール
takaoka@ccis-toyama.or.jp）へ。

▶問合先　商工会議所☎23-5000、商
業雇用課☎20-1289

もみ子先生の実験教室
▶とき　4月30日㈰午前10時
▶内容　浮くもの沈むものの実験
▶対象者　小学生と保護者
▶定員　20組（申し込み順）
▶持ち物　はさみ、のり、筆記用具
▶ところ・申込・問合先　4月8日㈯
午前10時から、おとぎの森館☎28-
6500へ。

農業センターの催し
◇農産加工教室
①草餅・黒糖おこわ作り
▶とき　4月12日㈬・13日㈭
②山菜・たけのこ料理
▶とき　4月20日㈭・21日㈮
③お父さんの料理
▶とき　5月10日㈬・11日㈭
■いずれも、▶時間　午前10時～正午
▶定員　20人（申し込み順）
▶材料費　①③1,000円、②1,500円
▶持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具

◇体験農業で楽しい野菜づくり
　種まきから収穫まで
▶とき　4月～11月の土曜日（月2～
3回程度）
▶栽培品目　トマト、なす、きゅうり、
大根、白菜、かぶ
▶対象　継続して受講し、野菜の管理
ができる人（体験済みの人は除く）
▶定員　15人（抽選）
▶受講料　5,000円
▶申込期限　4月13日㈭

◇市民園芸講習会
　春・夏野菜づくりの基礎から応用
▶とき　4月15日㈯午前10時～午前
11時30分
▶受講料　無料（申し込み不要）

◇アグリピア高岡農産物直売所
　春らんまん市
▶とき　4月15日㈯午前9時～午後3
時（直売所は午後4時30分まで）
▶内容　野菜苗の注文・販売、地元の
新鮮野菜・農産加工品・切り花・手
作りパンなどの販売

◇ドライハーブ教室
　ドライフラワーベンチ
▶とき　4月18日㈫午前9時30分～午
前11時30分
▶定員　15人（申し込み順）
▶材料費　3,000円（ハーブティ・マ
ドレーヌ付）

◇ヨガ教室
▶とき　4月11日㈫～5月9日㈫の火曜
日午前10時30分～午前11時30分
▶定員　10人（申し込み順）
▶受講料　1,000円/回

■いずれも、▶ところ・申込・問合先
4月6日㈭から、農業センター☎63-
1818へ。
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水谷章人スポーツ報道写真展 輝きの一瞬
／ミュゼふくおかカメラ館

４月15日㈯▶６月４日㈰ 午前9時～午後5時（入館は午後4時30分まで）

休館日　月曜日（5月1日は開館）
入館料　一般700円、高校・大学生300
円、小・中学生100円

　※土・日曜日、祝日は高校生以下無料
販売所　Ｕホール、アーツナビ
◇水谷章人トークイベント
とき　4月16日㈰午後1時
問合先　ミュゼふくおかカメラ館
　☎64-0550

　世界中に感動を与えたトップアスリートたちと、競技が持つ魅力あふれる一瞬
を写し撮った作品を展示。登坂絵莉選手（レスリング）、田知本遥選手（柔道）、
松井秀喜選手（野球）、羽生結弦選手（フィギュアスケート）などの写真も。



お知らせ INFORMATION

クルン高岡B1ギャラリー企画展
飾る

　部屋を飾る、食卓を
飾る、身を飾る。飾る
をテーマにした作品を
展示販売。
▶とき　4月5日㈬～5

月29日㈪の午前10
時～午後7時

▶定休日　火曜日
▶問合先　クルン高岡

B1ギャラリー☎50-
8661、商業雇用課☎20-1591

わろんがの企画展
春から初夏の小物たち

▶とき　4月6日㈭～5月30日㈫まで
の午前10時～午後6時

▶定休日　水曜日
▶問合先　わろんが☎21-6300、商業

雇用課☎20-1289

高岡地区広域圏からのお知らせ
■氷見市■
◇海浜植物園・ひょうたん展
▶とき　5月8日㈪までの午前9時～午

後5時
▶入園料　200円、中学生以下無料
▶ところ・問合先　氷見市海浜植物園

☎91-0100

■小矢部市■
◇石動曳山祭
　豪華絢爛な花山車が勢揃いします。
▶とき　4月29日㈯
▶ところ　石動市街地
◇倶利迦羅さん八重桜まつり
▶とき　4月28日㈮～5月5日㈮
▶ところ　倶利伽羅県定公園
▶問合先　小矢部市商工会☎67-0756

高岡・氷見・七尾広域観光事業
促進連絡協議会からのお知らせ

■七尾市■
◇青柏祭（ユネスコ無形文化遺産）
　日本一の大きさを誇る山車・でか山
3台が市街を曳き回されます。観客も
山車を曳くことができる参加型の祭り
です。
▶とき　5月2日㈫～5日㈮
▶ところ　大地主神社～七尾市街地
▶問合先　七尾市観光協会
　☎0767-53-8424

万葉線と路線バスで行く
新緑の勝木原山菜採りハイク

▶とき　5月14日㈰午前7時30分～午
後2時30分（市役所集合。雨天決行）

▶定員　30人（抽選）
▶参加料　中学生以上2,000円、小学

生1,000円、未就学児500円（交通
費・昼食・土産代含む。万葉線を愛
する会会員は500円引き）

▶申込・問合先　4月26日㈬まで、総
合交通課☎20-1139へ。

芸文ギャラリーの企画展
◇芸文プライズコレクション
　富山大学芸術文化学部卒業制作作品
のうち、優秀作品を展示します。
▶とき　4月1日㈯～23日㈰
▶定休日　水曜日
◇TommyDining・dream
▶とき　4月27日㈭～5月7日㈰
■いずれも、▶時間　午前11時～午

後7時（最終日は午後5時まで）
▶問合先　芸文ギャラリー☎25-6078、

商業雇用課☎20-1289

大伴家持卿献花祭
▶とき　4月22日㈯午前11時～正午
▶ところ　大伴神社前（伏木一宮）
▶問合先　伏木支所☎44-0483

サロンコンサート
琴で奏でる春のメロディ

▶とき　4月16日㈰午後1時30分～午
後2時30分

▶ところ・問合先　市民会館
　☎20-1560

バースデーメモリアルツリー
植樹祭

　平成28年度に生まれた子の誕生を
お祝いします。
▶とき　4月29日㈯午前9時30分
▶ところ　おとぎの森公園
▶内容　記念植樹（市の花木さくら）、

風船とばし、園児の遊戯ほか
▶申込・問合先　花と緑の課
　☎20-1416

高岡市民美術展
▶とき　4月15日㈯～5月4日㈭の午

前9時30分～午後5時（入館は午後
4時30分まで）

▶休館日　月曜日（5月1日は開館）
▶入館料　無料
◇作品講評会
▶とき　4月22日㈯午後2時
◇ワークショップ
①篆

てん

刻
こく

体験教室
　自分の印を彫ってみませんか
▶とき　4月23日㈰午前10時～正午
▶対象　小学生以上。小学生は保護者

同伴。
▶材料費　500円／人
②楽しい写真教室
　１日で上達の感動の技
▶とき　4月23日㈰午後2時～午後4

時
▶対象　高校生以上
▶持ち物　画 像 を 入 れ た メ デ ィ ア

（USBやSDカード）かプリント写真
（2L以上）

▶参加費　無料
■いずれも、▶定員　20人（当日先

着順、事前申し込み不要）
▶問合先　美術館☎20-1177

国宝瑞龍寺
春のライトアップと門前市

▶とき　4月29日㈯～5月1日㈪の午
後6時30分～午後9時30分

▶ところ　国宝瑞龍寺とその周辺
▶入場料　350円（当日500円）
▶問合先　瑞龍寺ライトアップ実行委

員会☎22-2224、観光交流課☎20-
1301

里山交流イベント
竹の子バーベキュー

▶とき　4月29日㈯、5月4日㈭の午
前9時30分～午後3時

▶内容　タケノコの収穫、竹の食器・
コップ作り、バーベキューほか

▶定員　30人（申し込み順）
▶材料費　中学生以上1,000円、小学

生700円、未就学児500円
※タケノコ1人3本まで持ち帰り。追

加は有償となります。
▶持ち物　動きやすい服装、軍手、長

靴、帽子、タオル、飲み物、敷物
▶ところ・申込・問合先　4月22日㈯

午前10時から、里山交流センター
☎31-6617へ。
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寒さを越えて迎える高岡の春、心躍るイベント
が次々開催されます。これまで出掛けたことの
ない地域のお祭りにも足を運んでみませんか。

暖かな光に誘われて
高岡の魅力発見

春まつり

越中お祭り街道高岡・
城端と世界遺産五箇山
を巡るバスツアー
ところ▶高岡駅か新高岡駅から出発

　　5月16日㈫･28日㈰
　　   6月4日㈰･18日㈰

　　   7月16日㈰･23日㈰

　　　　　8,500円

　昨年12月、高岡御車山の御車山行
事と、城端神明宮祭曳山行事がユネス
コ無形文化遺産に登録されました。ま
た、五箇山の合掌造り集落は1995年
に世界文化遺産に登録されています。
ユネスコに登録された県西部３カ所を
巡ります。
▶コース　高岡駅9:40→新高岡駅

9:50→高岡御車山会館→山町筋・
国重要文化財菅野家→昼食・和食レ
ストラン→城端曳山会館、城端別院
善徳寺→五箇山合掌造り集落（相
倉）→ 新高岡駅17:40 → 高岡駅
17:55（時間は目安です。5月16日
は時間が少し異なります）

▶定員　各30人
▶代金に含まれるもの　交通費、昼食

代、入場料、ガイド料など
▶申込　高岡市観光協会へ。

問　高岡市観光協会☎20-1547
　　観光交流課☎20-1289

といで菜の花
フェスティバル
ところ▶高岡オフィスパーク

4月29日㈯10:00～14:30

　モデル撮影会、フォトコンテスト、
ステージイベント、抽選会、特産品販
売、ミニSL、ポニーとあそぼうなど
家族みんなで楽しめます。
◇菜の花マラソン大会
▶種別　10km（一般男子）、５km

（一般男女・中学男子）、３km
（中学女子・小学４～６年生男女・
ファミリーの部）

※一般男女は高校生含む。ファミリー
の部は小学１～３年生と保護者

▶参加費　一 般 1,500 円 、 高 校 生
　1,000円、小・中学生500円、ファ

ミリーの部（3人まで）2,500円
問 といで菜の花フェスティバル実行委員会
　 ☎63-1253、農業水産課☎20-1310

伏木観光まつり

ところ▶伏木駅前広場周辺

4月9日㈰ 9:30～14:00

●白象行列（午前9時）●花まつり絵
画展（午前９時/勝興寺）●ふるこは
ん塾（午後1時30分～4時/勝興寺）●
ビンゴゲーム （午前10時から受け付
け）●芸能発表（午前11時） ●ふれ
あい朝市、フロリダ産グレープフルー
ツフェアー ●茶会（午前10時～午後
2時/伏木北前船資料館）●万葉歌碑
巡り（午前9時伏木駅集合）●高岡ふ
しき病院健康相談 ●オートバイミー
ティング ●交通安全キャンペーン、
薬物乱用防止街頭活動ほか

問　伏木支所☎44-0481

たかまちまつり
高岡獅子舞大競演会
ところ▶ウイング・ウイング高岡広場
　　　　御旅屋セリオ横、クルン高岡ほか

5月3日㈬13:00～20:00

　市内外から7団体が参加。勇壮な獅
子舞をご覧ください。

問　たかまち街づくり協議会☎20-0555
　　商業雇用課☎20-1289

出発日

代金

上・高岡御車山祭
左上・五箇山合掌造り集落
左下・城端曳山会館
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寒さを越えて迎える高岡の春、心躍るイベント
が次々開催されます。これまで出掛けたことの
ない地域のお祭りにも足を運んでみませんか。

暖かな光に誘われて
高岡の魅力発見

春まつり

越中お祭り街道高岡・
城端と世界遺産五箇山
を巡るバスツアー
ところ▶高岡駅か新高岡駅から出発

　　5月16日㈫･28日㈰
　　   6月4日㈰･18日㈰
　　   7月16日㈰･23日㈰
　　　　　8,500円

　昨年12月、高岡御車山の御車山行
事と、城端神明宮祭曳山行事がユネス
コ無形文化遺産に登録されました。ま
た、五箇山の合掌造り集落は1995年
に世界文化遺産に登録されています。
ユネスコに登録された県西部３カ所を
巡ります。
▶コース　高岡駅9:40→新高岡駅
9:50→高岡御車山会館→山町筋・
国重要文化財菅野家→昼食・和食レ
ストラン→城端曳山会館、城端別院
善徳寺→五箇山合掌造り集落（相
倉）→ 新高岡駅17:40 → 高岡駅
17:55（時間は目安です。5月16日
は時間が少し異なります）
▶定員　各30人
▶代金に含まれるもの　交通費、昼食
代、入場料、ガイド料など
▶申込　高岡市観光協会へ。
問　高岡市観光協会☎20-1547
　　観光交流課☎20-1301

といで菜の花
フェスティバル
ところ▶高岡オフィスパーク

4月29日㈯10:00～14:30
　モデル撮影会、フォトコンテスト、
ステージイベント、抽選会、特産品販
売、ミニSL、ポニーとあそぼうなど
家族みんなで楽しめます。
◇菜の花マラソン大会
▶種別　10km（一般男子）、５km
（一般男女・中学男子）、３km
（中学女子・小学４～６年生男女・
ファミリーの部）

※一般男女は高校生含む。ファミリー
の部は小学１～３年生と保護者

▶参加費　一 般 1,500 円 、 高 校 生
　1,000円、小・中学生500円、ファ
ミリーの部（3人まで）2,500円
問 といで菜の花フェスティバル実行委員会
　 ☎63-1253、農業水産課☎20-1310

伏木観光まつり

ところ▶伏木駅前広場周辺

4月9日㈰ 9:30～14:00

●白象行列（午前9時）●花まつり絵
画展（午前９時/勝興寺）●ふるこは
ん塾（午後1時30分～4時/勝興寺）●
ビンゴゲーム （午前10時から受け付
け）●芸能発表（午前11時） ●ふれ
あい朝市、フロリダ産グレープフルー
ツフェアー ●茶会（午前10時～午後
2時/伏木北前船資料館）●万葉歌碑
巡り（午前9時伏木駅集合）●高岡ふ
しき病院健康相談 ●オートバイミー
ティング ●交通安全キャンペーン、
薬物乱用防止街頭活動ほか
問　伏木支所☎44-0481

たかまちまつり
高岡獅子舞大競演会
ところ▶ウイング・ウイング高岡広場
　　　　御旅屋セリオ横、クルン高岡ほか

5月3日㈬13:00～20:00

　市内外から7団体が参加。勇壮な獅
子舞をご覧ください。

問　たかまち街づくり協議会☎20-0555
　　商業雇用課☎20-1289

出発日

代金

上・高岡御車山祭
左上・五箇山合掌造り集落
左下・城端曳山会館
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お知らせ INFORMATION

福祉タクシーの利用券を交付
　重度の身体障がいのある人が外出し
やすいよう、料金の一部を助成します。
▶利用できる人　①両下肢または体幹

機能障害1・2級の人②視覚障害1・
2級の人

※自動車税・軽自動車税の減免や、高
齢者等福祉車両タクシー助成を受け
ている人は利用不可。6月以降に申
請した場合は月割りで交付。
▶持ち物　身体障害者手帳、印鑑
▶申請先　社会福祉課、市民生活課

（福岡健康福祉センター内）、伏木
・戸出・中田支所
▶問合先　社会福祉課☎20-1369

特別障害者手当
障害児福祉手当の申請

　重度の障がいが重複しているなど、
常時特別な介護を必要とする人に手当
を支給します（本人や扶養義務者の所
得により支給されない場合あり）
▶支給対象者　①特別障害者手当…施

設入所や3カ月以上の入院をしてい
ない20歳以上の人 ②障害児福祉手
当…施設入所をしていない20歳未
満の人
▶支給額（月額）①2万6,810円 ②1万

4,580円（4月より手当額が改定）
※新規該当者は手続きが必要
▶問合先　社会福祉課☎20-1369

心身障害者福祉年金・重度心身
障害者等介添年金の申請

　障がいの程度に応じて、年金を支給
します。本人や扶養義務者の年金・所
得により支給されない場合もあります。
新規該当者は手続きが必要ですので、
お問い合わせください。
▶支給対象者
①心身障害者福祉年金…身体障害者手

帳1～3級、療育手帳A・Bか、精神
障害者保健福祉手帳1級の所持者

②重度心身障害者等介添年金…身体障
害者手帳1級か療育手帳Aの所持者

※①②ともに、施設入所や3カ月以上
の入院をしていない人
▶支給額（年額）
①2万5,000円
②3万円
▶問合先　社会福祉課☎20-1369

スポーツ健康センターの教室
◇誰でもエアロ（初心者）／木曜日
▶時間　午後7時～午後7時45分
▶定員　15人
◇ヨガ教室／木曜日
▶時間　午後3時30分～午後4時15分
▶定員　20人
◇フラダンス教室／土曜日
▶時間　午後1時30分～午後2時30分
▶定員　10人
■いずれも、▶期間　4月8日㈯～6月

24日㈯
▶受講料　5,000円（全10回）
▶ところ・申込・問合先　スポーツ健

康センター☎63-4470

長慶寺室内プールの教室

春
期
短
期
水
泳
教
室

① 成人
初・中級

水
金

4月19日㈬
～6月16日㈮
11:00～12:00

② 成人B
初・中級

火
木

4月18日㈫
～6月15日㈭
14:00～15：00

③
成人D
初・中・
上級

火
木

4月18日㈫
～6月15日㈭
20:00～21:00

④
女性
初・中・
上級

水
金

4月19日㈬
～6月16日㈮
18：40～19:40

⑤ からだ
予防改善 水

4月19日㈬
～6月14日㈬
13:30～15:00

⑥ 児童 土
4月15日㈯
～6月17日㈯
15:00～16:00

⑦ フレッシ
ュテニス 水

4月19日㈬
～6月14日㈬
10:00～11:30

⑧ ラージボ
ール卓球 金

4月21日㈮
～6月16日㈮
10：00～11:30

▶定員　①～④⑥は30人、⑤は10人、
⑦⑧は20人（先着順、⑥のみ抽選）
▶受講料　①～④は全16回で8,000円
（一方の曜日のみは8回で5,000円）、
⑤⑥は全8回で5,000円、⑦⑧は全8
回で4,000円

▶申込　4月8日㈯午前9時から、受講料
を添えて、長慶寺室内プールへ。⑥のみ
4月8日㈯午後3時から抽選受け付け。

▶問合先　長慶寺室内プール
　☎25-6044

国民年金の加入届出を忘れずに
　60歳未満の厚生年金保険に加入し
ていた人が退職したときは、国民年金
加入の届け出をしてください。扶養さ
れている配偶者も同様の届け出が必要
です。
▶届出先　保険年金課、市民生活課

（福岡庁舎）、伏木・戸出・中田支
所、高岡年金事務所
▶問合先　高岡年金事務所☎21-4180、

保険年金課☎20-1362

国民年金保険料は口座振替や
前納で納めると割引されます

　平成29年度の国民年金保険料は、
月額1万6,490円です。納付方法は、
金融機関やコンビニでの納付書払い、
口座振替、クレジットカードでの納付
があります。
　口座振替で当月末の引落とし（早割
り）をすると、月々50円の割引があ
ります。納付書を用いて、金融機関や
コンビニで、5月1日までに1年前納す
ると、年間3,510円の割引があります。
▶申込・問合先　預貯金通帳、金融機

関届出印を持参し、高岡年金事務所
☎21-4180（要予約）か、保険年金
課☎20-1362へ。

新社会人の皆さんへ
国保の脱退手続き

　国民健康保険加入者で会社などの健
康保険に加入した人は、国民健康保険
の脱退の手続きをしてください。手続
きをしないと、会社の保険料と市の国
民健康保険税の両方を納めることにな
ります。
▶手続きに必要なもの　会社などの健

康保険証、国民健康保険証、マイナ
ンバーカードか通知カード、本人確
認書類
▶問合先　保険年金課☎20-1374

障害者継続雇用奨励金
▶対象　国の特定求職者雇用開発助成

金の受給満了後も継続して1年間、
市内に住む障害者を雇用している市
内事業者
▶補助額　1人につき12万円(1回限り)
▶問合先　商業雇用課☎20-1297

市民歩こう会
①婦中・桜と曲水の宴・各願寺と王塚
・千坊山古墳群コース（約6km）
▶とき　4月16日㈰
▶コース　速星駅（午前9時50分集

合）→千里駅（解散）
②立山・緑と自然のあふれる憩いの場所
　常願寺川公園コース（約7km）
▶とき　5月7日㈰
▶コース　越中荏原駅（午前9時25分

集合・解散）
■いずれも、▶参加料　200円（会員

無料。交通費は自己負担。昼食は各
自持参）
▶問合先　体育協会☎26-5225、体育

保健課☎20-1458

庄川緑地パークゴルフ場の
利用
▶期間　4月1日㈯～11月30日㈭
▶時間　午前9時～午後5時（6月～9

月は午後6時まで）
▶利用料　無料
▶休場日　木曜日
▶予約　土日のみ予約可能。直接、庄

川緑地パークゴルフ場へ。
▶問合先　体育保健課☎20-1458

スポーツ大会派遣激励金
　市内在住の個人（選手・監督・コー
チ）が、全国・世界大会に出場すると
き、激励金を交付します。
▶問合先　体育保健課☎20-1458

ジュニアテニス（硬式）教室
▶とき　5月13日㈯～6月17日㈯の土

曜日午後5時～午後6時30分
▶定員　12人（申し込み順）
▶対象者　市内に住む小学生
▶受講料　4,500円（全6回）
▶持ち物　ラケット、シューズ
▶ところ・申込・問合先　4月22日㈯

午後5時から、受講料を添えて、ス
ポーツコア☎20-1155へ。

万葉マラソン
出場者＆ボランティア募集
◇出場者募集
▶とき　6月11日㈰午前8時30分（開

会式）
▶ところ　城光寺陸上競技場
▶コース　ハーフ、10㎞、5㎞、2㎞
▶対象者　小学生以上
▶参加料　一 般 3,500円 、 高 校 生

2,000円、中学生1,500円、小学生
1,000円
▶申込　5月9日㈫まで、市内体育施

設にある大会要項に従ってお申し込
みください。
◇運営ボランティア募集
▶申込　5月9日㈫まで、体育協会へ。
▶問合先　体育協会☎26-5225、体育

保健課☎20-1458

富山マラソンランナー募集
▶とき　10月29日㈰ 
▶申し込み方法
◇マラソン
　①インターネット（先着順）
　・富山県民先行枠・応援枠
　…4月8日㈯正午～17日㈪
　・富山マラソン一般枠
　…4月22日㈯正午～6月16日㈮
　②払込用紙（抽選）
　…4月22日㈯～6月16日㈮
◇車いす・ジョギング
　①インターネット（先着順）
　…4月22日㈯正午～6月16日㈮
▶参加料　マラソン１万円（応援枠1

万5,000円）、車いす・ジョギング
3,000円
▶問合先
　 富 山 マ ラ ソ ン

実行委員会
　☎076-444-
　4102、
　体育保健課
　☎20-1458

体育施設無料開放
◇毎週土曜日
　小学生～高校生は無料で利用できます
▶対象施設　①市民体育館 ②竹平記

念体育館 ③城光寺陸上競技場 ④万
葉スポーツセンター ⑤スポーツコ
アテニスコート ⑥高岡武道館 ⑦前
田庭球場

※大会などがある場合を除く
▶時間　午前9時～午後5時（④は正

午から）
◇５月５日こどもの日
　誰でも無料で利用できます
※小・中学生は保護者同伴
▶対象施設　①市民体育館 ②高岡武

道館 ③万葉スポーツセンター ④ス
ポーツコア芝生広場 ⑤竹平記念体
育館トレーニング室
▶時間　午前9時～午後5時
▶問合先　体育協会☎26-5225、体育

保健課☎20-1458

地元の球団・富山サンダーバーズ
を応援に行こう・4月の公式戦
▶とき／対戦チーム
　  8日㈯午後1時／福島
　12日㈬午後6時／新潟
　15日㈯午後3時／福井
　16日㈰午後1時／信濃
　20日㈭午後6時／石川
▶ところ　ボールパーク高岡
▶問合先　体育保健課☎20-1458
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区分 対象範囲

掛け金
１人年

額
（円）

死亡
（万円）

後遺障
害

（限度額
万円）

入院
/1日
（円）

通院
/1日
（円）

賠償責任保険
（限度額、

身体・財物賠償合算）

突然死
葬祭費用

保険
（限度額）

中学生以下

団体活
動中と
その往
復中

800 2,000 3,000 4,000 1,500
1事故 5億円
ただし、
身体賠償は 1人 1億円

突然死

葬祭費用

180万円1,450 2,100 3,150 5,000 2,000 上記に
1事故 500万円を加算

個人な
どの活
動中

1,450 100 150 1,000 500 1事故 500万円 対象外

高
校
生
以
上

スポーツ活
動（及び指
導・審判）

団体活
動中と
その往
復中

1,850 2,000 3,000 4,000 1,500

1事故 5億円
ただし、
身体賠償は 1人１億円

突然死

葬祭費用

180万円

※ 65歳以
上の場合 1,200 600 900 1,800 1,000

文化活動など
を行う団体 800 2,000 3,000 4,000 1,500

全
年
齢

危険度の高
いスポーツ
活動

11,000 500 750 1,800 1,000

スポーツ安全保険に加入しませんか
▶保障期間　４月１日～平成30年３月31日　▶対象者　4人以上の団体
▶問合先　スポーツ安全協会富山県支部☎076-429-1230、体育保健課☎20-1458



お知らせ INFORMATION

福祉タクシーの利用券を交付
　重度の身体障がいのある人が外出し
やすいよう、料金の一部を助成します。
▶利用できる人　①両下肢または体幹

機能障害1・2級の人②視覚障害1・
2級の人

※自動車税・軽自動車税の減免や、高
齢者等福祉車両タクシー助成を受け
ている人は利用不可。6月以降に申
請した場合は月割りで交付。
▶持ち物　身体障害者手帳、印鑑
▶申請先　社会福祉課、市民生活課

（福岡健康福祉センター内）、伏木
・戸出・中田支所
▶問合先　社会福祉課☎20-1369

特別障害者手当
障害児福祉手当の申請

　重度の障がいが重複しているなど、
常時特別な介護を必要とする人に手当
を支給します（本人や扶養義務者の所
得により支給されない場合あり）
▶支給対象者　①特別障害者手当…施

設入所や3カ月以上の入院をしてい
ない20歳以上の人 ②障害児福祉手
当…施設入所をしていない20歳未
満の人
▶支給額（月額）①2万6,810円 ②1万

4,580円（4月より手当額が改定）
※新規該当者は手続きが必要
▶問合先　社会福祉課☎20-1369

心身障害者福祉年金・重度心身
障害者等介添年金の申請

　障がいの程度に応じて、年金を支給
します。本人や扶養義務者の年金・所
得により支給されない場合もあります。
新規該当者は手続きが必要ですので、
お問い合わせください。
▶支給対象者
①心身障害者福祉年金…身体障害者手

帳1～3級、療育手帳A・Bか、精神
障害者保健福祉手帳1級の所持者

②重度心身障害者等介添年金…身体障
害者手帳1級か療育手帳Aの所持者

※①②ともに、施設入所や3カ月以上
の入院をしていない人
▶支給額（年額）
①2万5,000円
②3万円
▶問合先　社会福祉課☎20-1369

スポーツ健康センターの教室
◇誰でもエアロ（初心者）／木曜日
▶時間　午後7時～午後7時45分
▶定員　15人
◇ヨガ教室／木曜日
▶時間　午後3時30分～午後4時15分
▶定員　20人
◇フラダンス教室／土曜日
▶時間　午後1時30分～午後2時30分
▶定員　10人
■いずれも、▶期間　4月8日㈯～6月

24日㈯
▶受講料　5,000円（全10回）
▶ところ・申込・問合先　スポーツ健

康センター☎63-4470

長慶寺室内プールの教室

春
期
短
期
水
泳
教
室

① 成人
初・中級

水
金

4月19日㈬
～6月16日㈮
11:00～12:00

② 成人B
初・中級

火
木

4月18日㈫
～6月15日㈭
14:00～15：00

③
成人D
初・中・
上級

火
木

4月18日㈫
～6月15日㈭
20:00～21:00

④
女性
初・中・
上級

水
金

4月19日㈬
～6月16日㈮
18：40～19:40

⑤ からだ
予防改善 水

4月19日㈬
～6月14日㈬
13:30～15:00

⑥ 児童 土
4月15日㈯
～6月17日㈯
15:00～16:00

⑦ フレッシ
ュテニス 水

4月19日㈬
～6月14日㈬
10:00～11:30

⑧ ラージボ
ール卓球 金

4月21日㈮
～6月16日㈮
10：00～11:30

▶定員　①～④⑥は30人、⑤は10人、
⑦⑧は20人（先着順、⑥のみ抽選）
▶受講料　①～④は全16回で8,000円
（一方の曜日のみは8回で5,000円）、
⑤⑥は全8回で5,000円、⑦⑧は全8
回で4,000円

▶申込　4月8日㈯午前9時から、受講料
を添えて、長慶寺室内プールへ。⑥のみ
4月8日㈯午後3時から抽選受け付け。

▶問合先　長慶寺室内プール
　☎25-6044

国民年金の加入届出を忘れずに
　60歳未満の厚生年金保険に加入し
ていた人が退職したときは、国民年金
加入の届け出をしてください。扶養さ
れている配偶者も同様の届け出が必要
です。
▶届出先　保険年金課、市民生活課

（福岡庁舎）、伏木・戸出・中田支
所、高岡年金事務所
▶問合先　高岡年金事務所☎21-4180、

保険年金課☎20-1362

国民年金保険料は口座振替や
前納で納めると割引されます

　平成29年度の国民年金保険料は、
月額1万6,490円です。納付方法は、
金融機関やコンビニでの納付書払い、
口座振替、クレジットカードでの納付
があります。
　口座振替で当月末の引落とし（早割
り）をすると、月々50円の割引があ
ります。納付書を用いて、金融機関や
コンビニで、5月1日までに1年前納す
ると、年間3,510円の割引があります。
▶申込・問合先　預貯金通帳、金融機

関届出印を持参し、高岡年金事務所
☎21-4180（要予約）か、保険年金
課☎20-1362へ。

新社会人の皆さんへ
国保の脱退手続き

　国民健康保険加入者で会社などの健
康保険に加入した人は、国民健康保険
の脱退の手続きをしてください。手続
きをしないと、会社の保険料と市の国
民健康保険税の両方を納めることにな
ります。
▶手続きに必要なもの　会社などの健

康保険証、国民健康保険証、マイナ
ンバーカードか通知カード、本人確
認書類
▶問合先　保険年金課☎20-1374

障害者継続雇用奨励金
▶対象　国の特定求職者雇用開発助成

金の受給満了後も継続して1年間、
市内に住む障害者を雇用している市
内事業者
▶補助額　1人につき12万円(1回限り)
▶問合先　商業雇用課☎20-1297

市民歩こう会
①婦中・桜と曲水の宴・各願寺と王塚
・千坊山古墳群コース（約6km）
▶とき　4月16日㈰
▶コース　速星駅（午前9時50分集

合）→千里駅（解散）
②立山・緑と自然のあふれる憩いの場所
　常願寺川公園コース（約7km）
▶とき　5月7日㈰
▶コース　越中荏原駅（午前9時25分

集合・解散）
■いずれも、▶参加料　200円（会員

無料。交通費は自己負担。昼食は各
自持参）
▶問合先　体育協会☎26-5225、体育

保健課☎20-1458

庄川緑地パークゴルフ場の
利用
▶期間　4月1日㈯～11月30日㈭
▶時間　午前9時～午後5時（6月～9

月は午後6時まで）
▶利用料　無料
▶休場日　木曜日
▶予約　土日のみ予約可能。直接、庄

川緑地パークゴルフ場へ。
▶問合先　体育保健課☎20-1458

スポーツ大会派遣激励金
　市内在住の個人（選手・監督・コー
チ）が、全国・世界大会に出場すると
き、激励金を交付します。
▶問合先　体育保健課☎20-1458

ジュニアテニス（硬式）教室
▶とき　5月13日㈯～6月17日㈯の土

曜日午後5時～午後6時30分
▶定員　12人（申し込み順）
▶対象者　市内に住む小学生
▶受講料　4,500円（全6回）
▶持ち物　ラケット、シューズ
▶ところ・申込・問合先　4月22日㈯

午後5時から、受講料を添えて、ス
ポーツコア☎20-1155へ。

万葉マラソン
出場者＆ボランティア募集
◇出場者募集
▶とき　6月11日㈰午前8時30分（開

会式）
▶ところ　城光寺陸上競技場
▶コース　ハーフ、10㎞、5㎞、2㎞
▶対象者　小学生以上
▶参加料　一 般 3,500円 、 高 校 生

2,000円、中学生1,500円、小学生
1,000円
▶申込　5月9日㈫まで、市内体育施

設にある大会要項に従ってお申し込
みください。
◇運営ボランティア募集
▶申込　5月9日㈫まで、体育協会へ。
▶問合先　体育協会☎26-5225、体育

保健課☎20-1458

富山マラソンランナー募集
▶とき　10月29日㈰ 
▶申し込み方法
◇マラソン
　①インターネット（先着順）
　・富山県民先行枠・応援枠
　…4月8日㈯正午～17日㈪
　・富山マラソン一般枠
　…4月22日㈯正午～6月16日㈮
　②払込用紙（抽選）
　…4月22日㈯～6月16日㈮
◇車いす・ジョギング
　①インターネット（先着順）
　…4月22日㈯正午～6月16日㈮
▶参加料　マラソン１万円（応援枠1

万5,000円）、車いす・ジョギング
3,000円
▶問合先
　 富 山 マ ラ ソ ン

実行委員会
　☎076-444-
　4102、
　体育保健課
　☎20-1458

体育施設無料開放
◇毎週土曜日
　小学生～高校生は無料で利用できます
▶対象施設　①市民体育館 ②竹平記

念体育館 ③城光寺陸上競技場 ④万
葉スポーツセンター ⑤スポーツコ
アテニスコート ⑥高岡武道館 ⑦前
田庭球場

※大会などがある場合を除く
▶時間　午前9時～午後5時（④は正

午から）
◇５月５日こどもの日
　誰でも無料で利用できます
※小・中学生は保護者同伴
▶対象施設　①市民体育館 ②高岡武

道館 ③万葉スポーツセンター ④ス
ポーツコア芝生広場 ⑤竹平記念体
育館トレーニング室
▶時間　午前9時～午後5時
▶問合先　体育協会☎26-5225、体育

保健課☎20-1458

地元の球団・富山サンダーバーズ
を応援に行こう・4月の公式戦
▶とき／対戦チーム
　  8日㈯午後1時／福島
　12日㈬午後6時／新潟
　15日㈯午後3時／福井
　16日㈰午後1時／信濃
　20日㈭午後6時／石川
▶ところ　ボールパーク高岡
▶問合先　体育保健課☎20-1458

ス ポ ー ツ福 　 祉
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区分 対象範囲

掛け金
１人年

額
（円）

死亡
（万円）

後遺障
害

（限度額
万円）

入院
/1日
（円）

通院
/1日
（円）

賠償責任保険
（限度額、

身体・財物賠償合算）

突然死
葬祭費用

保険
（限度額）

中学生以下

団体活
動中と
その往
復中

800 2,000 3,000 4,000 1,500
1事故 5億円
ただし、
身体賠償は 1人 1億円

突然死

葬祭費用

180万円1,450 2,100 3,150 5,000 2,000 上記に
1事故 500万円を加算

個人な
どの活
動中

1,450 100 150 1,000 500 1事故 500万円 対象外

高
校
生
以
上

スポーツ活
動（及び指
導・審判）

団体活
動中と
その往
復中

1,850 2,000 3,000 4,000 1,500

1事故 5億円
ただし、
身体賠償は 1人１億円

突然死

葬祭費用

180万円

※ 65歳以
上の場合 1,200 600 900 1,800 1,000

文化活動など
を行う団体 800 2,000 3,000 4,000 1,500

全
年
齢

危険度の高
いスポーツ
活動

11,000 500 750 1,800 1,000

スポーツ安全保険に加入しませんか
▶保障期間　４月１日～平成30年３月31日　▶対象者　4人以上の団体
▶問合先　スポーツ安全協会富山県支部☎076-429-1230、体育保健課☎20-1458



みんなの掲示板

お知らせ INFORMATION

膀胱炎とはどんな病気ですか

　
膀胱内は元々無菌できれいな

場所です。その膀胱内に何らかの菌
が入った後、膀胱粘膜に炎症が起こ
った状態を膀胱炎といい、尿路感染
症の一種です。主な菌は大腸菌で、
男性よりも尿道の長さが短い女性に
起こりやすい病気です。
　痛みなどの症状が軽い場合は飲水
量を増やしてもらうだけでも十分改
善することはありますが、発熱やつ
らい痛みなどの症状がある場合は、
抗生剤治療が必要な状況も多いので、
近くの病院に受診することをお勧め
します。

市民病院　林典宏泌尿器科部長

■健康Q&Aでは、皆さんからの質
問を募集しています。
　詳しくは、市民病院総務課☎23-
0204へ。

受付時間　●…午前8時～午前9時30分
　　　　　▲…午後1時～午後2時
問合先　健康増進課☎20-1345（網掛
けは北陸予防医学協会高岡総合健診
センター☎24-3131）　

　3月下旬に、対象者へ受診券を郵送
しました。受診券が届かない人で、検
診を希望する人は、健康増進課へお
問い合わせください。
対象者　高岡市に住所があり、職場
などで検診を受ける機会のない人

とき ところ 肺・胃
大腸

子宮
乳

4月18日㈫ 博労公民館 ● ▲
4月19日㈬ 西条公民館 ● ─

4月22日㈯ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

４月からがん検診が始まります

集団がん検診

膀胱炎

後期高齢者医療・人間ドック助成
　検査（医療）機関でドックを予約し
た後、検査の14日前まで、保険年金
課に申請してください。同じ年度内で
高齢者健康診査との重複はできません。
▶申請に必要なもの　後期高齢者医療
被保険者証、印鑑
▶助成額　費用の2分の1（上限1万
5,000円）
▶対象となる検査（医療）機関
一般ドック…高岡市民病院
　済生会高岡病院
　サンシャインメドック
　厚生連高岡健康管理センター
　ＪＣＨＯ高岡ふしき病院
　北陸予防医学協会高岡総合健診セン
ター
脳ドック…高岡市民病院
　済生会高岡病院
　泉脳神経外科医院
▶問合先　県後期高齢者医療広域連合
事業課☎076-465-7503、保険年金
課☎20-1481

5月から高齢者用肺炎球菌定期
予防接種が始まります
　対象者には4月末に予診票(紫色)を
郵送します。
▶実施期限　平成30年3月31日まで
▶接種費用　2,600円(生活保護受給者
は無料)、回数1回
▶対象者　過去に一度も接種したこと
が無く、次の①か②に当てはまる人
①平成29年4月2日～平成30年4月1日
に次の年齢になる人
　65・70・75・80・85・90・95・
100歳
②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、
呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫機能で障がい者手帳1級相当
の人
※接種期間を過ぎた場合は全額自己負
担になります。
▶問合先　健康増進課☎20-1349

糖尿病教室
▶とき・内容　■4月19日㈬…合併症、
食事療法、血糖測定■26日㈬…合併
症、運動療法、薬との付き合い方など
▶時間　午後2時～午後4時
▶持ち物　筆記用具
▶ところ・問合先　市民病院
　☎23-0204

通院困難な人への訪問歯科診療
　市歯科医師会が、寝たきりなどで通
院が困難な人への在宅歯科医療連携室
を新設しました。自宅でむし歯の治療
や義歯の調整、口腔ケアなどを受ける
ことができます。希望者は、同連携室
にご相談ください。協力医院を紹介し
てもらえます。協力医院は、市歯科医
師会ホームページでも公開しています。
▶申込・問合先　高岡市歯科医師会☎
24-0303（平日午前10時～午後4時。
水曜は午前のみ）、健康増進課☎
20-1348

●とやま起業未来塾・塾生募集
　起業・新分野進出などを目指す
人を支援します。
開講期間　6月～11月の土曜日の

午後1時～午後5時30分（予定）
コース　■ものづくり・新伝統産

業■グローバル・全国展開■商業
・サービス■コミュニティビジ
ネス

定員　各5人程度（選考）
受講料　3万円
応募・問合先　4月17日㈪まで、E

メールで、申込書を県新世紀産
業機構（Eメールmirai@tonio.
or.jp、☎076-444-5601）へ。
申込書は、とやま起業未来塾ホ
ームページで入手できます。手
書き・郵送不可。

●求職者支援訓練受講者募集
◇販売・ビジネス事務科
とき　6月12日㈪～10月11日㈬
ところ　T.B.S高岡ビジネススク

ール本校
定員　12人(選考)
受講料　無料(テキスト代等別途必

要)
申込　5月10日㈬まで、ハローワ

ーク高岡☎21-1515へ（ハロー
ワークでの求職申込が必要）

問合先　ポリテクセンター富山
　☎28-6900

●「NHKにっぽん縦断こころ旅」
　思い出の場所エピソード募集
富山県放送予定　6月5日㈪～9日

㈮
応募・問合先　5月1日㈪まで、住

所・氏名・電話番号・性別・年
齢・思い出の場所や風景・エピ
ソードを、郵便かファクスで
NHKこころ旅係（〒150-8001
※住所不要、FAX03-3465-
1327）☎0570-066-066へ。
ホームページからも応募可。

●県民カレッジ教養講座
とき　5月～10月の午後2時～午後

4時（全8回）
受講料　900円
申込・問合先　4月12日㈬～23日

日㈰に、直接か郵送で、申込書
を県民カレッジ高岡地区センタ
ー（〒933-0023高岡市末広町
1-7）☎22-5787へ。

●平成29年度あいの風とやま鉄道
　ファンクラブ会員募集
会費　個人1,000円、親子1,500円

（大人1人+子ども（小学生以
下）1人の場合）

特典　あいの風とやま鉄道1日フリ
ー乗車券、会員限定見学会など

申込・問合先　あいの風とやま鉄
道ホームページか、あいの風と
やま鉄道☎076-444-1300へ。

軽度・中等度難聴児の補聴器
購入助成

▶対象　両耳の聴力レベルが30デシ
ベル以上70デシベル未満で、市内
に住んでいる18歳未満の児童・生徒
▶助成額　購入費か指定基準価格の低
い方の3分の2（1,000円未満切り捨
て）
※購入前の申請が必要
▶問合先　社会福祉課☎20-1369

後期高齢者医療保険料の徴収
　現在、保険料が特別徴収（年金天引
き）の人は、4月以降も引き続き特別
徴収となります。2月に特別徴収開始
通知があった人は、特別徴収となりま
す。また、保険料を特別徴収から普通
徴収（口座振替による納付）に変更す
ることができます。詳しくは、お問い
合わせください。
▶問合先　保険年金課☎20-1481

重度心身障がい者などへ障害
の程度に応じて医療費を助成
◆0歳以上65歳未満　身体障害者手
帳1・2級または療育手帳Ａを持つ人
に、保険給付内の自己負担額を助成

◆65歳以上70歳未満　身体障害者
手帳4級の一部、5・6級または療育
手帳Ｂを持つ人に、保険給付内の自
己負担金額のうち1割分を助成（市
民税非課税世帯は、申請によりさら
に助成される場合あり）
◆65歳以上　身体障害者手帳1～3級
・4級の一部、療育手帳Ａ、精神障
害者保健福祉手帳1・2級、または
国民年金法などによる障害年金1・
2級を持つ、後期高齢者医療制度の
被保険者の人に、保険給付内の自己
負担額の一部または全額を助成
※すべての制度で、世帯の合計所得金
額が1,000万円以上の世帯に属する
人は助成の対象外。該当者は手続き
が必要。
▶問合先　社会福祉課☎20-1369

健 　 康

がん検診 Cancer Examination

健康Q&A Health Q&A
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▶対象者　30～74歳（脳ドックは40～74歳）の国民健康
保険加入者で、国民健康保険税の滞納がない人
▶期間　4月～12月
▶申込方法　希望の指定実施機関に「高岡市国保の人間ド
ック」と指定して予約した上で、申込書に必要事項を
記入の上、市役所（保険年金課、市民生活課、伏木・
戸出・中田支所）へ提出してください。人間ドック受
検資格通知を交付します。

▶受検方法　受検当日に指定実施機関へ保険証、人間ドッ
ク受検資格通知、本人負担金を持参してください。
・人間ドック受検資格通知がないと助成は受けられません。
・助成は年１回で、受検後の申請はできません。
・検査内容の詳細は各指定実施機関へお尋ねください。
▶問合先　保険年金課☎20-1361

※のついたコースを受検す
る人は、国保の特定健康診
査の受診は控えてください
　一部の検査項目が重複す
るためです。平成30年度
からは、特定健康診査項目
を含む人間ドックコースを
受検された人は、同年度内
に特定健康診査は受診でき
ません。二重で受けられた
場合、特定健康診査は自己
負担になります。予約の際
にご注意ください。

指定実施機関 種類（コース） 検査費用（円） 本人負担額（円）

高岡市民病院　
検診部
☎23-0204

日帰りドック　　　 ※ 37,800 20,800
日帰りドック（女性） ※ 42,120 25,120
宿泊ドック ※ 68,580 51,580
脳ドック ※ 41,040 24,040

厚生連高岡
健康管理センター
☎21－3930

日帰りドック（男性） ※ 37,800 20,800
日帰りドック（女性） ※ 44,280 27,280
脳ドック 21,600 10,800

済生会高岡病院
ドック健診
センター
☎21－3437

簡易ドック ※ 29,160 14,580
日帰りドック ※ 37,800 20,800
1泊2日ドック（男性） ※ 59,400 42,400
1泊2日ドック（女性） ※ 68,580 51,580
消化器精査ドック ※ 108,000 91,000
簡易脳ドック 21,600 10,800
脳ドック ※ 39,960 22,960

サンシャイン
メドック
☎63－3040

日帰りドック（男性）　
※ 37,800 20,800

日帰りドック（女性）
※ 43,200 26,200

泉脳神経外科医院
☎22－0068

脳ドック（標準） 34,500 17,500
脳ドック（頭痛） 29,500 14,750
脳ドック（認知症予防） 25,500 12,750
脳ドック（簡易） 23,500 11,750

ＪＣＨＯ
高岡ふしき病院
健康管理センター
☎44－1250

日帰りドック（男性） ※ 37,800 20,800
日帰りドック（女性）　※ 42,120 25,120
１泊２日ドック（男性）※ 61,560 44,560
１泊２日ドック（女性）※ 65,880 48,880
脳ドック ※ 35,000 18,000

北陸予防医学協会
高岡総合健診センター
☎24－3221

日帰りドック（男性）
※ 37,800 20,800

日帰りドック（女性）
※ 43,200 26,200

※のコースを受検した場合、特定健康診査を受診したものとして、検査結果
が市の保健事業（保健指導など）に活用されます。

受けてみませんか？ 国民健康保険の人間ドック
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膀胱炎とはどんな病気ですか

　
膀胱内は元々無菌できれいな

場所です。その膀胱内に何らかの菌
が入った後、膀胱粘膜に炎症が起こ
った状態を膀胱炎といい、尿路感染
症の一種です。主な菌は大腸菌で、
男性よりも尿道の長さが短い女性に
起こりやすい病気です。
　痛みなどの症状が軽い場合は飲水
量を増やしてもらうだけでも十分改
善することはありますが、発熱やつ
らい痛みなどの症状がある場合は、
抗生剤治療が必要な状況も多いので、
近くの病院に受診することをお勧め
します。

市民病院　林典宏泌尿器科部長

■健康Q&Aでは、皆さんからの質
問を募集しています。
　詳しくは、市民病院総務課☎23-
0204へ。

受付時間　●…午前8時～午前9時30分
　　　　　▲…午後1時～午後2時
問合先　健康増進課☎20-1345（網掛
けは北陸予防医学協会高岡総合健診
センター☎24-3131）　

　3月下旬に、対象者へ受診券を郵送
しました。受診券が届かない人で、検
診を希望する人は、健康増進課へお
問い合わせください。
対象者　高岡市に住所があり、職場
などで検診を受ける機会のない人

とき ところ 肺・胃
大腸

子宮
乳

4月18日㈫ 博労公民館 ● ▲
4月19日㈬ 西条公民館 ● ─

4月22日㈯ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

４月からがん検診が始まります

集団がん検診

膀胱炎

後期高齢者医療・人間ドック助成
　検査（医療）機関でドックを予約し
た後、検査の14日前まで、保険年金
課に申請してください。同じ年度内で
高齢者健康診査との重複はできません。
▶申請に必要なもの　後期高齢者医療
被保険者証、印鑑
▶助成額　費用の2分の1（上限1万
5,000円）
▶対象となる検査（医療）機関
一般ドック…高岡市民病院
　済生会高岡病院
　サンシャインメドック
　厚生連高岡健康管理センター
　ＪＣＨＯ高岡ふしき病院
　北陸予防医学協会高岡総合健診セン
ター
脳ドック…高岡市民病院
　済生会高岡病院
　泉脳神経外科医院
▶問合先　県後期高齢者医療広域連合
事業課☎076-465-7503、保険年金
課☎20-1481

5月から高齢者用肺炎球菌定期
予防接種が始まります
　対象者には4月末に予診票(紫色)を
郵送します。
▶実施期限　平成30年3月31日まで
▶接種費用　2,600円(生活保護受給者
は無料)、回数1回
▶対象者　過去に一度も接種したこと
が無く、次の①か②に当てはまる人
①平成29年4月2日～平成30年4月1日
に次の年齢になる人
　65・70・75・80・85・90・95・
100歳
②60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、
呼吸器、ヒト免疫不全ウイルスによ
る免疫機能で障がい者手帳1級相当
の人
※接種期間を過ぎた場合は全額自己負
担になります。
▶問合先　健康増進課☎20-1349

糖尿病教室
▶とき・内容　■4月19日㈬…合併症、
食事療法、血糖測定■26日㈬…合併
症、運動療法、薬との付き合い方など
▶時間　午後2時～午後4時
▶持ち物　筆記用具
▶ところ・問合先　市民病院
　☎23-0204

通院困難な人への訪問歯科診療
　市歯科医師会が、寝たきりなどで通
院が困難な人への在宅歯科医療連携室
を新設しました。自宅でむし歯の治療
や義歯の調整、口腔ケアなどを受ける
ことができます。希望者は、同連携室
にご相談ください。協力医院を紹介し
てもらえます。協力医院は、市歯科医
師会ホームページでも公開しています。
▶申込・問合先　高岡市歯科医師会☎
24-0303（平日午前10時～午後4時。
水曜は午前のみ）、健康増進課☎
20-1348

●とやま起業未来塾・塾生募集
　起業・新分野進出などを目指す
人を支援します。
開講期間　6月～11月の土曜日の

午後1時～午後5時30分（予定）
コース　■ものづくり・新伝統産

業■グローバル・全国展開■商業
・サービス■コミュニティビジ
ネス

定員　各5人程度（選考）
受講料　3万円
応募・問合先　4月17日㈪まで、E

メールで、申込書を県新世紀産
業機構（Eメールmirai@tonio.
or.jp、☎076-444-5601）へ。
申込書は、とやま起業未来塾ホ
ームページで入手できます。手
書き・郵送不可。

●求職者支援訓練受講者募集
◇販売・ビジネス事務科
とき　6月12日㈪～10月11日㈬
ところ　T.B.S高岡ビジネススク

ール本校
定員　12人(選考)
受講料　無料(テキスト代等別途必

要)
申込　5月10日㈬まで、ハローワ

ーク高岡☎21-1515へ（ハロー
ワークでの求職申込が必要）

問合先　ポリテクセンター富山
　☎28-6900

●「NHKにっぽん縦断こころ旅」
　思い出の場所エピソード募集
富山県放送予定　6月5日㈪～9日

㈮
応募・問合先　5月1日㈪まで、住

所・氏名・電話番号・性別・年
齢・思い出の場所や風景・エピ
ソードを、郵便かファクスで
NHKこころ旅係（〒150-8001
※住所不要、FAX03-3465-
1327）☎0570-066-066へ。
ホームページからも応募可。

●県民カレッジ教養講座
とき　5月～10月の午後2時～午後

4時（全8回）
受講料　900円
申込・問合先　4月12日㈬～23日

日㈰に、直接か郵送で、申込書
を県民カレッジ高岡地区センタ
ー（〒933-0023高岡市末広町
1-7）☎22-5787へ。

●平成29年度あいの風とやま鉄道
　ファンクラブ会員募集
会費　個人1,000円、親子1,500円

（大人1人+子ども（小学生以
下）1人の場合）

特典　あいの風とやま鉄道1日フリ
ー乗車券、会員限定見学会など

申込・問合先　あいの風とやま鉄
道ホームページか、あいの風と
やま鉄道☎076-444-1300へ。

軽度・中等度難聴児の補聴器
購入助成

▶対象　両耳の聴力レベルが30デシ
ベル以上70デシベル未満で、市内
に住んでいる18歳未満の児童・生徒
▶助成額　購入費か指定基準価格の低
い方の3分の2（1,000円未満切り捨
て）
※購入前の申請が必要
▶問合先　社会福祉課☎20-1369

後期高齢者医療保険料の徴収
　現在、保険料が特別徴収（年金天引
き）の人は、4月以降も引き続き特別
徴収となります。2月に特別徴収開始
通知があった人は、特別徴収となりま
す。また、保険料を特別徴収から普通
徴収（口座振替による納付）に変更す
ることができます。詳しくは、お問い
合わせください。
▶問合先　保険年金課☎20-1481

重度心身障がい者などへ障害
の程度に応じて医療費を助成
◆0歳以上65歳未満　身体障害者手
帳1・2級または療育手帳Ａを持つ人
に、保険給付内の自己負担額を助成

◆65歳以上70歳未満　身体障害者
手帳4級の一部、5・6級または療育
手帳Ｂを持つ人に、保険給付内の自
己負担金額のうち1割分を助成（市
民税非課税世帯は、申請によりさら
に助成される場合あり）
◆65歳以上　身体障害者手帳1～3級
・4級の一部、療育手帳Ａ、精神障
害者保健福祉手帳1・2級、または
国民年金法などによる障害年金1・
2級を持つ、後期高齢者医療制度の
被保険者の人に、保険給付内の自己
負担額の一部または全額を助成
※すべての制度で、世帯の合計所得金
額が1,000万円以上の世帯に属する
人は助成の対象外。該当者は手続き
が必要。
▶問合先　社会福祉課☎20-1369

健 　 康

がん検診 Cancer Examination

健康Q&A Health Q&A
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▶対象者　30～74歳（脳ドックは40～74歳）の国民健康
保険加入者で、国民健康保険税の滞納がない人
▶期間　4月～12月
▶申込方法　希望の指定実施機関に「高岡市国保の人間ド
ック」と指定して予約した上で、申込書に必要事項を
記入の上、市役所（保険年金課、市民生活課、伏木・
戸出・中田支所）へ提出してください。人間ドック受
検資格通知を交付します。

▶受検方法　受検当日に指定実施機関へ保険証、人間ドッ
ク受検資格通知、本人負担金を持参してください。
・人間ドック受検資格通知がないと助成は受けられません。
・助成は年１回で、受検後の申請はできません。
・検査内容の詳細は各指定実施機関へお尋ねください。
▶問合先　保険年金課☎20-1361

※のついたコースを受検す
る人は、国保の特定健康診
査の受診は控えてください
　一部の検査項目が重複す
るためです。平成30年度
からは、特定健康診査項目
を含む人間ドックコースを
受検された人は、同年度内
に特定健康診査は受診でき
ません。二重で受けられた
場合、特定健康診査は自己
負担になります。予約の際
にご注意ください。

指定実施機関 種類（コース） 検査費用（円） 本人負担額（円）

高岡市民病院　
検診部
☎23-0204

日帰りドック　　　 ※ 37,800 20,800
日帰りドック（女性） ※ 42,120 25,120
宿泊ドック ※ 68,580 51,580
脳ドック ※ 41,040 24,040

厚生連高岡
健康管理センター
☎21－3930

日帰りドック（男性） ※ 37,800 20,800
日帰りドック（女性） ※ 44,280 27,280
脳ドック 21,600 10,800

済生会高岡病院
ドック健診
センター
☎21－3437

簡易ドック ※ 29,160 14,580
日帰りドック ※ 37,800 20,800
1泊2日ドック（男性） ※ 59,400 42,400
1泊2日ドック（女性） ※ 68,580 51,580
消化器精査ドック ※ 108,000 91,000
簡易脳ドック 21,600 10,800
脳ドック ※ 39,960 22,960

サンシャイン
メドック
☎63－3040

日帰りドック（男性）　
※ 37,800 20,800

日帰りドック（女性）
※ 43,200 26,200

泉脳神経外科医院
☎22－0068

脳ドック（標準） 34,500 17,500
脳ドック（頭痛） 29,500 14,750
脳ドック（認知症予防） 25,500 12,750
脳ドック（簡易） 23,500 11,750

ＪＣＨＯ
高岡ふしき病院
健康管理センター
☎44－1250

日帰りドック（男性） ※ 37,800 20,800
日帰りドック（女性）　※ 42,120 25,120
１泊２日ドック（男性）※ 61,560 44,560
１泊２日ドック（女性）※ 65,880 48,880
脳ドック ※ 35,000 18,000

北陸予防医学協会
高岡総合健診センター
☎24－3221

日帰りドック（男性）
※ 37,800 20,800

日帰りドック（女性）
※ 43,200 26,200

※のコースを受検した場合、特定健康診査を受診したものとして、検査結果
が市の保健事業（保健指導など）に活用されます。

受けてみませんか？ 国民健康保険の人間ドック



Health Consultation

Blood Donation

新たな魅力発見・楽しく気軽にウォーキング
　ヘルスボランティアと一緒に楽しく歩きませんか。
◇千保川・小矢部川合流地点を望むコース
　（約4㎞・成美地区内）
▶とき　4月9日㈰
　　　　午前9時～午前11時30分
▶集合場所　日本曹達体育館
▶参加料　無料（申し込み不要）
▶問合先　健康増進課☎20-1345

 

脳トレ・趣味講座も
無料体験　☎随時受付

高岡市西町トーエープラザ１階

0766-50-9345

６５歳以上　　３ ・ ４月

入会金　無料

予約制個別学習

カルチャーレストラン
高　岡　西　教　室

カフェ感覚の教室
　団らんコーナーが楽しい！

毎日でも通いたい！　
（受講者様の感想です。）

シニア向け 初めてのパソコン
生活と介護が一体となり、
家庭的な雰囲気の中で
暮らしていただけるのが私たちの
「はぴねすグループホーム」です。

☎0766-25-9555 
グループホーム太陽 担当:坂本北陸福祉会 検 索

★高岡市指定介護保険事業所★

グループホーム入居者様募集

は ぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
い ず み

はぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
高 岡 南

はぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
太 陽

中堅・中小企業のみなさまを支援します！
〇技術やデザインを権利化したい 〇海外進出するが模倣が心配
〇商品のネーミングを保護したい
〇地域ブランドを商標登録して守りたい
〇技術、ノウハウの流出を防ぎたい　　…など
知財活用支援員と知財専門家（弁理士、弁護士等）が問題
解決をサポートします。お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ・申込先】一般社団法人富山県発明協会
高岡窓口:高岡市二上町150富山県工業技術センター内 TEL・FAX0766-25-7259
富山窓口:富山市高田527㈱富山県総合情報センター内 TEL・FAX076-432-1119

相談無料・秘密厳守－富山県知財総合支援窓口－
【 広 告 】

高岡子育て支援センター
問 ☎28-4114、21-7876
御旅屋セリオ8階
時間　10:00～16:00
休み　水曜日

【５月１日 に開所  ! 】

どうぞお楽しみに。

問 ☎22-1881
万葉なかよし保育園内
（二上町）
時間　9:30～15:30
休み　土・日・祝日

万葉なかよし保育園
子育て支援センター

　０歳児～就学前の子どもと保護者が利用できま
す。子育てに関する相談も受け付けます。どうぞ
お気軽にご利用ください。

福岡子育て支援センター
問 ☎64-2090
福岡健康福祉センター内
時間　9:00～16:00
休み　土・日・祝日

献血にご協力を
4月9日㈰・15日㈯
イオンモール高岡　10:00～16:30
問 富山県赤十字血液センター

☎076-451-5555
社会福祉課☎20-1367

●子育て支援センターの育児教室

●
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1歳6カ月健診を受けに訪れた
永岩遥登くんとお父さん、お母さん（米島）

【 広 告 】【 広 告 】

内　容 ４月 受付時間 対象者 持ち物

3カ月児健康診査
（13:20から医師講座）

13日㈭ 13:00
～14:00

平成28年12月1日～19日生 母子健康手帳、問
診票、バスタオル27日㈭ 平成28年12月20日～31日

1歳6カ月児
健康診査　　　　※

11日㈫ 13:00
～14:00

平成27年9月1日～10日生 母子健康手帳、問
診票、フッ素塗布
料 200 円25日㈫ 平成27年9月11日～22日生

2歳児むし歯予防
フッ素塗布教室 17日㈪ 14:00

～14:30 平成27年3月・4月生 母子健康手帳、タ
オル、フッ素塗布
料 200 円2歳6カ月児むし歯

予防フッ素塗布教室 17日㈪ 13:00
～13:30 平成26年9月・10月生

3歳児フッ素塗布
12日㈬ 14:30

～14:50 平成26年4月生
母子健康手帳、タ
オル、フッ素塗布
料 200 円26日㈬

3歳児健康診査
(3歳6カ月児)　　 ※

12日㈬
13:00
～14:00

平成25年9月1日～12日生 母子健康手帳、問
診票、健康調査票、
フッ素塗布料 200
円26日㈬ 平成25年9月13日～27日生

内　容 ４月 受付時間 対象者

はじめての離乳食教室 14日㈮  9:40～10:00 平成28年9月16日～11月15日生

内　容 ４月 受付時間 対象者 持ち物

母乳育児相談 14日㈮ 13:15～
14:45 母乳育児中の女性（定員９組） 母子健康手帳、

タオル 3 本

伏木児童館
4月11･
18・25日

☎44-0595
野村児童センター ☎23-3893
西部児童センター ☎26-1347

戸出児童センター ☎63-2370

※希望者はフッ素塗布が受けられます。

※11日西部児童センターは高岡子育て支援センター
による活動日です。

※実施場所により実費をいただく場合があります。

　児童館や児童センターを、乳幼児の遊び場と
して開放。親子で楽しめる体操やパネルシアタ
ーなどを、職員が行います。

要予約☎20-1345
持ち物・母子健康手帳

要予約☎20-1345

保健センター▼

内　　容 と　き 時間 対　象 定員

高
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

お話広場 4月14日㈮ 10:00～11:00 0～3歳児 30組

タッチケアコミュニケーション 4月17日㈪ 14:00～15:30 2～7カ月児 25組

すくすく
 （健康相談と身体計測） 4月20日㈭ 10:00～11:30 0～3歳児 30組

歯っぴい教室
　（歯の生え始め、お口の衛生、虫歯予防） 4月24日㈪ 10:00～11:30 8カ月～3歳児 30組

はいはいよちよち baby  
　（ふれあい遊び、パネルシアター） 4月25日㈫ 10:00～11:30 9カ月～

1歳2カ月児 40組

８カ月赤ちゃんのつどい
　（手遊び、ふれあい遊び、危険予測） 4月28日㈮ 10:00～11:30 平成28年

8月生まれ 40組

お話広場 5月2日㈫ 10:00～11:00 0～3歳児 30組

すこやかトーク
　（講話、育児相談） 5月11日㈭ 10:00～11:30 0～5歳児 15組

プレママ・プレパパ体験
　（マタニティヨガ・フリートーク） 5月13日㈯ 10:30～11:30 5カ月以降の

妊婦とその家族 15組

福
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

ママケア＆ベビータッチ 4月14日㈮ 10:20～11:15 10カ月～
1歳6カ月児 20組

健康相談と身体計測 4月18日㈫ 10:00～11:00 0～3歳児 30組

リトミック教室 4月20日㈭ 10:30～11:30 1～3歳児 25組

にこにこ赤ちゃんの集い 4月21日㈮ 10:30～11:30 4～7カ月児 15組

おはなしタイム 4月28日㈮ 11:00～11:30 0～3歳児 30組

赤ちゃんとマッサージ＆ヨガ 5月10日㈬ 10:30～11:30 4～8カ月児 20組

子育て支援センター

子育て情報交換会

フレンドリータイム
（0～3 歳児）10:45 ～ 11:30

乳幼児の健康診査

保健センターの育児教室

保健センターの子育て相談

木津公民館 4月13日㈭ ☎26-6150

牧野公民館 4月20日㈭ ☎82-2431

成美公民館 4月21日㈮ ☎26-8943

古府公民館 4月28日㈮ ☎44-8777

川原公民館 4月11日㈫ ☎22-4660
立野公民館 4月19日㈬ ☎31-0016
野村公民館 4月25日㈫ ☎23-2084

▶ファミリーポケット 
　10:00～11:30（未就学児と保護者）

　子育て中の親同士が情報交換をする場です。
家庭教育推進サポーターが、子育てに関する悩
みや不安の相談を受けます。地域以外の親子も
お待ちしています。申し込み不要です。
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申込 4 月 6 日㈭から、電話で各センターへ。申し込み順。
※ 高岡子育て支援センターは初回の人を優先する場合があります。

ところ・保健センター
問 健康増進課☎20-1345

▶赤ちゃんの部屋　
　10:30～12:00（乳児と保護者）

◇保健センターの成人健康相談
問 健康増進課☎20-1345

ところ　保健センター
▶生活習慣病などの健康相談（要予約）

　4月26日㈬13:00～15:00
▶心の健康相談
･保健師の相談 平日8:30～17:15

◇育児と成人の健康相談
ところ　保健センター、本庁舎１階健康

相談室、福岡健康福祉センター
とき　平日9:00～16:00
▶地域の健康相談 9:30～11:00

･4月10日㈪／戸出コミュニティセンター
･4月19日㈬／中田コミュニティセンター
･4月21日㈮／伏木コミュニティセンター

◇市民病院健康相談
問 市民病院☎23-0204

･アトピー性皮膚炎相談（要予約）

　毎週火曜日午後

◇高齢者健康相談
問 高齢介護課☎20-1165

　受付時間　9:30～11:00
・4月  6日㈭／伏木老人福祉センター
・4月12日㈬／万葉社会福祉センター
・4月13日㈭／スポーツ健康センター
・4月18日㈫／西部老人福祉センター
・4月19日㈬／牧野老人福祉センター
・4月26日㈬／東部老人福祉センター
　



Health Consultation

Blood Donation

新たな魅力発見・楽しく気軽にウォーキング
　ヘルスボランティアと一緒に楽しく歩きませんか。
◇千保川・小矢部川合流地点を望むコース
　（約4㎞・成美地区内）
▶とき　4月9日㈰
　　　　午前9時～午前11時30分
▶集合場所　日本曹達体育館
▶参加料　無料（申し込み不要）
▶問合先　健康増進課☎20-1345

 

脳トレ・趣味講座も
無料体験　☎随時受付

高岡市西町トーエープラザ１階

0766-50-9345

６５歳以上　　３ ・ ４月

入会金　無料

予約制個別学習

カルチャーレストラン
高　岡　西　教　室

カフェ感覚の教室
　団らんコーナーが楽しい！

毎日でも通いたい！　
（受講者様の感想です。）

シニア向け 初めてのパソコン
生活と介護が一体となり、
家庭的な雰囲気の中で
暮らしていただけるのが私たちの
「はぴねすグループホーム」です。

☎0766-25-9555 
グループホーム太陽 担当:坂本北陸福祉会 検 索

★高岡市指定介護保険事業所★

グループホーム入居者様募集

は ぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
い ず み

はぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
高 岡 南

はぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
太 陽

中堅・中小企業のみなさまを支援します！
〇技術やデザインを権利化したい 〇海外進出するが模倣が心配
〇商品のネーミングを保護したい
〇地域ブランドを商標登録して守りたい
〇技術、ノウハウの流出を防ぎたい　　…など
知財活用支援員と知財専門家（弁理士、弁護士等）が問題
解決をサポートします。お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ・申込先】一般社団法人富山県発明協会
高岡窓口:高岡市二上町150富山県工業技術センター内 TEL・FAX0766-25-7259
富山窓口:富山市高田527㈱富山県総合情報センター内 TEL・FAX076-432-1119

相談無料・秘密厳守－富山県知財総合支援窓口－
【 広 告 】

高岡子育て支援センター
問 ☎28-4114、21-7876
御旅屋セリオ8階
時間　10:00～16:00
休み　水曜日

【５月１日 に開所  ! 】

どうぞお楽しみに。

問 ☎22-1881
万葉なかよし保育園内
（二上町）
時間　9:30～15:30
休み　土・日・祝日

万葉なかよし保育園
子育て支援センター

　０歳児～就学前の子どもと保護者が利用できま
す。子育てに関する相談も受け付けます。どうぞ
お気軽にご利用ください。

福岡子育て支援センター
問 ☎64-2090
福岡健康福祉センター内
時間　9:00～16:00
休み　土・日・祝日

献血にご協力を
4月9日㈰・15日㈯
イオンモール高岡　10:00～16:30
問 富山県赤十字血液センター

☎076-451-5555
社会福祉課☎20-1367

●子育て支援センターの育児教室

●

←金沢 富山→
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←
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1歳6カ月健診を受けに訪れた
永岩遥登くんとお父さん、お母さん（米島）

【 広 告 】【 広 告 】

内　容 ４月 受付時間 対象者 持ち物

3カ月児健康診査
（13:20から医師講座）

13日㈭ 13:00
～14:00

平成28年12月1日～19日生 母子健康手帳、問
診票、バスタオル27日㈭ 平成28年12月20日～31日

1歳6カ月児
健康診査　　　　※

11日㈫ 13:00
～14:00

平成27年9月1日～10日生 母子健康手帳、問
診票、フッ素塗布
料 200 円25日㈫ 平成27年9月11日～22日生

2歳児むし歯予防
フッ素塗布教室 17日㈪ 14:00

～14:30 平成27年3月・4月生 母子健康手帳、タ
オル、フッ素塗布
料 200 円2歳6カ月児むし歯

予防フッ素塗布教室 17日㈪ 13:00
～13:30 平成26年9月・10月生

3歳児フッ素塗布
12日㈬ 14:30

～14:50 平成26年4月生
母子健康手帳、タ
オル、フッ素塗布
料 200 円26日㈬

3歳児健康診査
(3歳6カ月児)　　 ※

12日㈬
13:00
～14:00

平成25年9月1日～12日生 母子健康手帳、問
診票、健康調査票、
フッ素塗布料 200
円26日㈬ 平成25年9月13日～27日生

内　容 ４月 受付時間 対象者

はじめての離乳食教室 14日㈮  9:40～10:00 平成28年9月16日～11月15日生

内　容 ４月 受付時間 対象者 持ち物

母乳育児相談 14日㈮ 13:15～
14:45 母乳育児中の女性（定員９組） 母子健康手帳、

タオル 3 本

伏木児童館
4月11･
18・25日

☎44-0595
野村児童センター ☎23-3893
西部児童センター ☎26-1347

戸出児童センター ☎63-2370

※希望者はフッ素塗布が受けられます。

※11日西部児童センターは高岡子育て支援センター
による活動日です。

※実施場所により実費をいただく場合があります。

　児童館や児童センターを、乳幼児の遊び場と
して開放。親子で楽しめる体操やパネルシアタ
ーなどを、職員が行います。

要予約☎20-1345
持ち物・母子健康手帳

要予約☎20-1345

保健センター▼

内　　容 と　き 時間 対　象 定員

高
岡
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ー

お話広場 4月14日㈮ 10:00～11:00 0～3歳児 30組

タッチケアコミュニケーション 4月17日㈪ 14:00～15:30 2～7カ月児 25組

すくすく
 （健康相談と身体計測） 4月20日㈭ 10:00～11:30 0～3歳児 30組

歯っぴい教室
　（歯の生え始め、お口の衛生、虫歯予防） 4月24日㈪ 10:00～11:30 8カ月～3歳児 30組

はいはいよちよち baby  
　（ふれあい遊び、パネルシアター） 4月25日㈫ 10:00～11:30 9カ月～

1歳2カ月児 40組

８カ月赤ちゃんのつどい
　（手遊び、ふれあい遊び、危険予測） 4月28日㈮ 10:00～11:30 平成28年

8月生まれ 40組

お話広場 5月2日㈫ 10:00～11:00 0～3歳児 30組

すこやかトーク
　（講話、育児相談） 5月11日㈭ 10:00～11:30 0～5歳児 15組

プレママ・プレパパ体験
　（マタニティヨガ・フリートーク） 5月13日㈯ 10:30～11:30 5カ月以降の

妊婦とその家族 15組

福
岡
子
育
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援
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タ
ー

ママケア＆ベビータッチ 4月14日㈮ 10:20～11:15 10カ月～
1歳6カ月児 20組

健康相談と身体計測 4月18日㈫ 10:00～11:00 0～3歳児 30組

リトミック教室 4月20日㈭ 10:30～11:30 1～3歳児 25組

にこにこ赤ちゃんの集い 4月21日㈮ 10:30～11:30 4～7カ月児 15組

おはなしタイム 4月28日㈮ 11:00～11:30 0～3歳児 30組

赤ちゃんとマッサージ＆ヨガ 5月10日㈬ 10:30～11:30 4～8カ月児 20組

子育て支援センター

子育て情報交換会

フレンドリータイム
（0～3 歳児）10:45 ～ 11:30

乳幼児の健康診査

保健センターの育児教室

保健センターの子育て相談

木津公民館 4月13日㈭ ☎26-6150

牧野公民館 4月20日㈭ ☎82-2431

成美公民館 4月21日㈮ ☎26-8943

古府公民館 4月28日㈮ ☎44-8777

川原公民館 4月11日㈫ ☎22-4660
立野公民館 4月19日㈬ ☎31-0016
野村公民館 4月25日㈫ ☎23-2084

▶ファミリーポケット 
　10:00～11:30（未就学児と保護者）

　子育て中の親同士が情報交換をする場です。
家庭教育推進サポーターが、子育てに関する悩
みや不安の相談を受けます。地域以外の親子も
お待ちしています。申し込み不要です。
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申込 4 月 6 日㈭から、電話で各センターへ。申し込み順。
※ 高岡子育て支援センターは初回の人を優先する場合があります。

ところ・保健センター
問 健康増進課☎20-1345

▶赤ちゃんの部屋　
　10:30～12:00（乳児と保護者）

◇保健センターの成人健康相談
問 健康増進課☎20-1345

ところ　保健センター
▶生活習慣病などの健康相談（要予約）

　4月26日㈬13:00～15:00
▶心の健康相談
･保健師の相談 平日8:30～17:15

◇育児と成人の健康相談
ところ　保健センター、本庁舎１階健康

相談室、福岡健康福祉センター
とき　平日9:00～16:00
▶地域の健康相談 9:30～11:00

･4月10日㈪／戸出コミュニティセンター
･4月19日㈬／中田コミュニティセンター
･4月21日㈮／伏木コミュニティセンター

◇市民病院健康相談
問 市民病院☎23-0204

･アトピー性皮膚炎相談（要予約）

　毎週火曜日午後

◇高齢者健康相談
問 高齢介護課☎20-1165

　受付時間　9:30～11:00
・4月  6日㈭／伏木老人福祉センター
・4月12日㈬／万葉社会福祉センター
・4月13日㈭／スポーツ健康センター
・4月18日㈫／西部老人福祉センター
・4月19日㈬／牧野老人福祉センター
・4月26日㈬／東部老人福祉センター
　



高岡民謡唄と踊りの奉納
4月29日㈯午前１１時～午後１時４０分
ところ　二上山平和観音前
問合先　高岡市観光協会☎２０‐１５４７
               観光交流課☎２０‐１３０１

８日㈯…能楽公演
８日㈯・９日㈰…岸渡川舟下り
９日㈰…雅楽公演、フリーマーケット、屋台村、

桜カフェ、お休み処、若月あや歌謡ショー、
島香織ライブ

１２日㈬…白象おねり
問合先　産業建設課☎６４‐１４２６

　午後６時３０分～午後１１時にはぼんぼりが点
灯。小竹藪の桜もライトアップされます。

高岡桜まつり 福岡さくらまつり

二上山の八重桜

4月1日　～20日　/岸渡川堤4月1日　 ～１６日　/古城公園

見頃　４月下旬～５月初旬

野点を楽しむ会／小竹藪広場
８日㈯･９日㈰・１５日㈯・１６日㈰
午前１０時～午後４時
茶券　５００円（上生菓子付き）

古城公園お濠めぐり遊覧船
午前１０時～午後４時３０分（３日～６日は運休）
料金　中学生以上７００円、３歳～小学生２００円
受付場所　池之端船着場

高岡民謡唄と踊りの集い／小竹藪広場
１６日㈰午前１１時～午後零時３０分
　　　  午後１時～午後３時３０分

古城公園見どころ説明（無料）
９日㈰午前１０時～午後４時（小雨決行）
コース　歴史めぐり１時間、桜鑑賞３０分
受付場所　梅林横

土 土日 木

問合先    高岡市観光協会☎２０‐１５４７
観光交流課☎２０‐１３０１
高岡商工会議所☎２３‐５０００（遊覧船）

さ
く
ら
満
開

観桜会（桜の解説など）
９日㈰午前９時～午前１１時（動物園前集合）
問合先　花と緑の課☎２０‐１４１６

29年２月中の増減

発行／富山県高岡市（〒933-8601高岡市広小路7-50）☎（０７６６）２０‐１１１１　編集／広報統計課☎20-1331　印刷／キクラ印刷株式会社

２９年２月中の増減－１７

たかおか市民と市政は再生紙を使用しています。

２９年２月末現在

人口

男 女

173,890人 世帯数 67,803世帯
84,109人 89,781人

人の動き
区　分 自然増減（出生ー死亡） 社会増減（転入ー転出） 計

ー120 ー184（うち外国人　2,886人） （うち外国人世帯　1,538世帯）ー64
29年１月からの増減 ー268 ー362－94

チューリップが咲き誇る春の新高岡駅
（３月１０～２０日）

たかおかたかおか
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高岡の歴史文化に親しむ日 
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に乗ろう!!新高岡駅 臨時かがやきから

◀




