
お知らせ
I N F O R M A T I O N

新しい保育園の名称を募集します
　平成30年4月、牧野地区に開設する
市立保育所の名称を募集します。優秀
作品には市商店街連盟商品券を進呈。
▶募集内容　「高岡市○○保育園」の

○の部分（文字数制限なし）
▶応募資格　市内に住むか、通勤・通

学する人
▶応募方法　7月20日㈭まで、はがき

かファクス、Eメール、応募用紙で、
氏名・住所（市外に住む人は通勤・
通学先）・年齢・電話番号・名称・
考えた理由を子ども・子育て課（〒
933-8601高岡市広小路7-50、
FAX20-1665、Eメールkodomo@
city.takaoka.lg.jp）へ。

※応募用紙は子ども・子育て課や各市
立保育園・認定こども園、市ホーム
ページで入手できます。

▶問合先　子ども・子育て課☎20-1376

学ぶ

生涯学習センター講座
◇音楽講座・歌って踊ってリフレッシュ
▶とき　8月19日㈯～9月16日㈯の土曜日

午前9時30分～午前10時45分（全4回）
▶定員　20人（抽選）
▶受講料　2,000円
◇高岡の文人たち‐江戸・近代
▶とき　8月22日㈫・29日㈫の午後2

時～午後3時30分
▶定員　40人（抽選）
▶受講料　500円
■いずれも、▶ところ　生涯学習センター
▶申込・問合先　7月3日㈪～8月7日

㈪に、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、Eメールmanabi-admin@city.
takaoka.lg.jp）☎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。

高岡熱中寺子屋オープンキャンパス
▶とき　8月5日㈯午後1時～午後3時
▶ところ　瑞龍寺
▶申込　電話で、高岡熱中寺子屋運営

委員会へ（参加無料）
▶問合先　高岡熱中寺子屋運営委員会

☎54-5122、道路建設課☎30-7302

防火講習会に講師を派遣します
　自治会・老人会などが開催する防火
講習会に講師を派遣します。
▶申込先　各消防署
▶問合先　消防本部予防課☎22-3132

応急手当普及員講習
▶とき　8月4日㈮～6日㈰の午前9時

～午後5時（全3回）
▶ところ　消防本部
▶対象者　18歳以上で、市内に住む

か勤務する人
▶定員　20人（申し込み順）
▶申込先　各消防署
▶問合先　消防本部警防課☎22-3133

普通救命講習
▶とき　7月8日㈯午前9時～正午
▶ところ　消防本部
▶対象者　中学生以上で、市内に住む

か通勤・通学する人
▶定員　30人（申し込み順）
▶申込先　各消防署
▶問合先　消防本部警防課☎22-3133

ジュニア育成コミュニティ活動支援
▶対象　10家庭・20人以上のジュニア

（中学生以下）で構成し、18歳以
上の指導者がいるグループ（市から
別の助成を受けているグループを除
く）

▶要件　ジュニアが中心となり、自ら
体験したり学習したりする活動を年
3回以上行うこと

▶助成額　活動に要する対象経費の2
分の1以内（限度額8万5,000円）

▶申込・問合先　7月31日㈪まで、所
定の申請書を生涯学習・文化財課☎
20-1454へ。

募集

万葉線イラストコンテスト
　入選作品や応募作品の一部は万葉線
電車内に展示予定です。
▶募集期間　7月15日㈯～9月3日㈰
▶対象者　小学生以下
▶表彰　最優秀賞、優秀賞、佳作など
▶様式　8つ切り画用紙
▶申込・問合先　万葉線☎25-4139、

総合交通課☎20-1139

臨時納税相談窓口の開設
▶休日窓口　7月23日㈰午前9時～午

後5時
▶夜間窓口　7月25日㈫・27日㈭の

午後7時30分まで
▶問合先　納税課☎20-1277

創業支援セミナー
▶とき　7月29日㈯午後2時～午後4時
▶ところ　エルパセオ
▶対象　市内で創業や起業を目指す人
▶定員　20人（申し込み順）
▶申込・問合先　ファクスかEメールで、

氏名・電話番号を産業企画課（FAX20-
1287、Eメールsangyo@city.takaoka.
lg.jp）☎20-1395へ。

勤労者小口資金融資
　勤労者などの生活の安定のため、日
常生活に必要な小口資金を融資します。
▶対象　次の要件をすべて満たす人
①20歳以上で、市内に2年以上居住し、

同一事業所に2年以上勤務している
扶養親族のある人

②北陸労働金庫の定める保証協会の保
証が得られる人

▶融資期間　4年以内
▶融資限度額　100万円
▶貸付利率　年2.4％（固定金利）
▶償還方法　融資期間内の元利均等月

賦
▶申込先　北陸労働金庫高岡支店 ☎21-

1323、ローンセンター高岡 ☎0120-
140-002

▶問合先　商業雇用課 ☎20-1297

花や緑のお困りごとは
ありませんか

▶とき　7月9日㈰・22日㈯の午前10
時～午後3時

▶ところ　おとぎの森館
▶問合先　花と緑の課☎20-1417
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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。

●弁護士法律相談
7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
※各相談日の前日8時30分から予約受
　け付け
●多重債務弁護士相談
7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
7月14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
7月6日㈭/戸出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）
18日㈫/伏木コミュニティセンター
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）
▷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
7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
7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
●弁護士・税理士・県宅地建物取引業
　協会相談員の不動産相談
7月21日㈮1時～4時/市役所8階
▷問合先　県宅地建物取引業協会高岡

支部☎25-0021
●税理士の税務相談
7月20日㈭、8月3日㈭の1時～4時/定
員各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（各相談日の1週間前9時から
予約受け付け）

相談案内 Consultation

　ビルやマンションなどの貯水槽の水質管理は所有者が行うことになっています。入
居者が安心して水道水を利用できるよう、日ごろから施設点検や定期清掃、水質検査
を行ってください。
〇管理点検のポイント
・水槽の周囲は清潔に保たれているか
・水槽のひび割れ、水のあふれ、防虫網の破れはないか
・水槽内に沈殿物や浮遊物はないか
・水槽のふたはしっかり鍵が掛けられているか
・蛇口から出る水の色、濁り、におい、味に異常はないか
　
水道水に異常が出た場合、ビルやマンションなどの所有者は貯水槽からの給水を止
め、入居者に知らせ、上下水道局に連絡してください。
▶問合先　上下水道局営業課☎20-1629

ＮＨＫ「ラジオ深夜便のつどい」公開録音の観覧募集

貯水槽は点検が大切

職員募集（看護師・助産師）

高置水槽高置水槽
貯水槽水道 受

水
槽

受
水
槽

ポンプ配水管配水管

第1部・明日へのことば　トーク
ゲスト・風吹ジュン（女優）
第2部・アンカーを囲むつどい
石澤典夫、工藤三郎（ラジオ深夜便アンカー）
放送予定日（全国放送）
・9月29日㈮午後11時15分～翌日午前5時（ラジオ第1）
・9月30日㈯午前1時～午前5時（FM）

▶申込方法　郵便往復はがきで申し込み
・抽選の上、入場整理券（1枚で2人ま

で入場可）を送付します。
・満１歳以上の子どもから人数に含み

ます。郵便往復はがき以外での申し
込み、記入漏れは無効です。

・6月1日に郵便料金が改定されまし
た。不足の無いよう、お気を付けく
ださい。

▶定員　650人（抽選）
▶申込締切　8月14日㈪必着
・インターネットなどでの転売を目的とした申し込みは固くお断りします。転売

を目的とした申し込みであると判明した場合には抽選対象外とします。
・ご応募の際にいただいた情報は、抽選結果の連絡に使用します。また、NHK

では受信料のお願いに使用することがあります。
▶問合先　NHK富山放送局☎076-444-6610、文化創造課☎20-1452

9月2日㈯午後２時～午後4時30分／高岡文化ホール
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風吹ジュンさん

▶申込期限　7月7日㈮（消印有効）
▶第1次試験日　7月23日㈰
▶第1次試験場所　市民病院
▶申込・問合先　市民病院総務課☎23-0204（〒933-8550高岡市宝町4-1）
※詳しくは、市役所総合案内、人事課、地域振興課、各支所（伏木、戸出、中

田）で配布している受験案内か、市ホームページをご覧ください。また、受験
案内の郵送を希望する人は、市民病院総務課までお問い合わせください。

採用職種 採用人数 受験資格
看護師・助産師
（平成30年4月1日採用）
本人の同意を得て、4月1日以前に
採用される場合があります

17人程度

昭和52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か
取得する見込みのある人

往復はがき
の記入要領



夏の味覚収穫体験と市場見学ツアー
　高岡産の果物や野菜の収穫体験と、
地方卸売市場の見学をします。
▶とき　7月29日㈯午前8時～午後零

時30分（市役所集合）
▶対象　小学生以上（小学生は保護者

同伴）
▶定員　20人（抽選）※グループで

の申し込み可
▶参加料　2,000円程度（収穫物代金）
▶申込・問合先　7月17日㈪まで、は

がきかファクスで、代表者の住所・
電話番号と全員の氏名・年齢を農業
水産課（〒933-8601高岡市広小路
7-50、FAX20-1476）☎20-1310へ。

とやま室内楽フェスティバル
ミュージアムコンサート

▶とき　7月8日㈯午前11時
▶ところ・問合先　ミュゼふくおかカ

メラ館☎64-0550

里山交流イベント
ジャガイモ掘り・流しソーメン・藍染

▶とき　7月16日㈰午前9時30分～午
後3時

▶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
▶持ち物　動きやすい服装、軍手、運

動靴(長靴)、帽子、タオル、飲み物
▶ところ・申込・問合先　7月8日㈯

午前10時から、里山交流センター
☎31-6617へ。

もみ子先生の実験教室

▶とき　7月30日㈰午前10時
▶対象　小学生
▶定員　親子20組（申し込み順）
▶参加料　無料
▶持ち物　はさみ・のり・筆記用具
▶ところ・申込・問合先　7月12日㈬

午前10時から、おとぎの森館☎28-
6500へ。

SONGS LONG VACATION 
スパークルライブ

▶とき　7月22日㈯午後5時30分
▶ところ　生涯学習センター
▶問合先　生涯学習・文化財課
　☎20-1802

写真展・昔の高岡駅地下街と
高岡ステーションデパートと高岡駅

　改装以前の地下街の写真を中心に、
駅周辺の写真を展示します。
▶とき　7月29日㈯～8月31日㈭の午

前6時30分～午後10時30分
▶ところ　クルン高岡地下
▶問合先　商業雇用課☎20-1289、

B1ギャラリー☎50-8868

ふくおかつくりもん市
▶とき　7月16日㈰午前9時～午後2時
▶ところ　福岡にぎわい交流館前広場
▶販売　新鮮野菜、加工特産品、衣類

雑貨、つくりもん焼きなど
▶問合先　産業建設課☎64-1426

たかまち・おでかけウォーク
スタンプ対象講座

①認知症予防はカラダづくりから
▶とき　7月11日㈫午後1時30分
▶ところ　シルバーショップたかおか
▶定員　20人（申し込み順）
▶申込先　シルバー人材センター
②からだの健康はお口から
▶とき　7月21日㈮午後2時
▶ところ　クルン高岡Ｂ1ステージ
▶問合先　①シルバー人材センター☎

20-1650、②商業雇用課☎20-1289

おとぎの森館の催し
◇遅咲きウチョウラン展
▶とき　7月8日㈯・9日㈰の午前9時

～午後5時（9日は午後4時まで）
◇星空観望会
▶とき　8月5日㈯午後7時30分
■いずれも、▶ところ・問合先　おと

ぎの森館☎28-6500

わろんが企画展
夏のにぎわい展

▶とき　7月6日㈭～31日㈪の午前10
時～午後６時

▶ところ・問合先　わろんが☎21-
6300、商業雇用課☎20-1289

特別展・農民魂をもつ大学者
五十嵐篤

あ つ

好
よ し

　三度の冤罪にも屈せず、学問や勧農
に努めた郷土の偉人・五十嵐篤好の業
績を紹介します。
▶とき　7月29日㈯～10月15日㈰の

午前9時～午後5時（入館は午後4時
30分まで）

▶入館料　無料
▶休館日　月曜日（祝日の場合は翌日）
◇展示説明会
▶とき　7月29日㈯午後2時～午後2

時30分
◇高岡古文書ボランティア
▶とき　7月15日㈯午後2時～午後3

時30分
▶対象者　古文書調査・整理経験のあ

る人、講座受講経験者など
■いずれも、▶ところ・問合先　博物

館☎20-1572

女性のための
アサーティブネス・トレーニング

◇伝える力が身につく講座
▶とき・内容　■7月22日㈯午後2時

～午後4時／自己表現力チェック■7
月23日㈰午前10時～正午／ NOを
言おう■8月5日㈯午後2時～午後4
時／自分の気持ちを伝えよう■8月6
日㈰午前10時～正午／意見の違い
は当たり前

▶対象　市内に住むか通勤・通学する
女性

▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　無料
※満1歳以上就学前の託児可（7月10

日㈪まで申し込み）
▶ところ・申込・問合先　男女平等推

進センター☎20-1810

催し

芸文ギャラリーの企画展
◇夏を彩る芸文の扇子展
▶とき　7月7日㈮～11日㈫
◇市川寛司個展（インスタレーション）
▶とき　7月17日㈪～23日㈰
■いずれも、▶時間　午前11時～午後7

時
▶定休日　水曜日
▶問合先　芸文ギャラリー☎25-6078、

商業雇用課☎20-1289

お知らせ INFORMATION

催 　 し

たかおか市民と市政  2017.7.1　12



●子どもと一緒に覚えたい道草の名前
　稲垣栄洋監修
　加古川利彦絵
　マイルスタッフ
　雑草と呼ばれる小さ
な植物たちにも、実は
ちゃんと名前がありま
す。身近でよく見かける、道端の植物の
特徴を、ボタニカルアートや写真ととも
に解説。草花を使った遊び方も紹介され
ています。
●世界の産声に耳を澄ます
　石井光太著　朝日新聞出版
●魔法のゼリー
　荻田尚子著　主婦と生活社
●一番よくわかる庭木の剪定
　小池英憲監修　新星出版社
●中南米野球はなぜ強いのか
　中島大輔著　亜紀書房
●世界をもてなす語学ボランティア入門
　イーオン著　朝日出版社
●漱石激読
　石原千秋、小森陽一著
　河出書房新社
●なんでもできる！？
　五味太郎作　偕成社

◇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

夏の交通安全県民運動（7/21～30）
○子どもや高齢者に気を配り運転しま

しょう
○飲酒運転を許さない環境づくりをし

ましょう
○全席シートベルト、チャイルドシー

トを着用しましょう

平成２９年 交通事故状況（市内）

区　分 件 数 死 者 傷 者
5月末まで
の交通事故 282件 1人 333人

前年同期と
の比較 +31件 －4人 +41人

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

7月の納税 7月31日㈪まで

○固定資産税（第２期）
○国民健康保険税（第１期）

問合先　納税課☎20-1276

たかおか朝市
▶とき　7月9日㈰・23日㈰の午前5

時30分～午前7時30分
▶ところ　坂下町通り
※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事

務局☎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

父子（祖父と孫）でチャレンジ
輪ゴムで走るプルバックカー

▶とき　8月5日㈯午前10時～正午
▶対象　小学生と保護者
▶定員　20組（抽選）
▶参加料　無料
▶ところ・申込・問合先　7月14日㈮

まで、電話かファクス、Eメールで、
保護者名・子どもの名前・学年・住
所・電話番号を男女平等推進センタ
ー(FAX20-1815、Eメールgec@city.
takaoka.lg.jp) ☎20-1810へ。

企画展・花森安治の仕事
関連イベント

◇ミニレクチャー
　暮しの手帖を読んでみよう
▶とき　7月6日㈭・13日㈭の午後1

時30分～午後2時
▶ところ　御旅屋セリオ6階
◇ギャラリートーク
▶とき　7月22日㈯午後2時～午後3時
▶ところ　美術館
■いずれも、▶問合先　美術館☎20-

1177

平和チャリティ色紙展
　県内の画家・書家・工芸家など、有
名作家の色紙を展示。入札による収益
金は平和活動に活用します。
▶とき　7月14日㈮～16日㈰の午前9

時～午後6時（16日は午後4時30分
まで）

▶ところ　生涯学習センター
▶問合先　生涯学習・文化財課
　☎20-1802

高岡で一番高い大釜山へ行こう
　バスで、標高約500メートルの大釜
山を目指し、山頂付近を散策。五位山
交流館に戻り、豚汁を食べます。
▶とき　8月6日㈰午前9時～午後2時30

分（Uホール集合・解散、雨天決行）
▶定員　20人（申し込み順）
※小学3年生以下は保護者同伴
▶参加料　300円（バス・保険代など）
▶持ち物　おにぎり、水筒、暑さ対策

グッズ、雨天の場合は雨具
▶申込・問合先　7月7日㈮午前10時

から、五位山交流館☎65-1122へ。

オタヤ・願い道オープンカフェ
　街角クラシックも同時開催します。
▶とき　7月8日㈯午後1時～午後4時

30分
▶問合先　御旅屋通商店街振興組合☎

22-4640、商業雇用課☎20-1289

被爆写真パネル展
▶とき　7月31日㈪～8月4日㈮
▶ところ　市役所本庁舎
▶問合先　生涯学習・文化財課
　☎20-1802

高岡巧美会
技体験・匠工房見学ツアー

　銅器・漆器の工房見学や、錫の小皿
作り体験をします。
▶とき　8月6日㈰午前9時～午後3時

（市役所集合）
▶対象者　高校生以上
▶定員　10人程度（申し込み順）
▶参加料　3,000円（昼食代含む）
▶申込・問合先　7月31日㈪まで、電

話かファクスで、デザイン・工芸セ
ンター☎62-0520、FAX62-0521へ。

街角ジャズin Little Wing
▶とき　7月17日㈪午後2時
▶ところ　生涯学習センター
▶チケット　1,000円
▶販売所　生涯学習センター、アーツナビ
▶問合先　文化創造課☎20-1452
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お知らせ INFORMATION

スポーツ

市民歩こう会
◇氷見・ハスの花が咲き誇る
　十二町潟水郷公園コース（約5km）
▶とき　7月16日㈰
▶コース　氷見駅集合（午前9時15

分）→上日寺のイチョウ→朝日山公
園→十二町潟水郷公園（昼食）→氷
見駅（解散）

▶参加料　200円（会員は無料。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

富山サンダーバーズを応援に行こう

とき (7 月） 対戦相手 ところ
7 日㈮ 午後 6 時 福井 ボールパーク

15 日㈯ 午後 1 時 信濃 城光寺
16 日㈰ 午後 1 時 石川 城光寺
27 日㈭ 午後 6 時 滋賀 ボールパーク
28 日㈮ 午後 6 時 福井 ボールパーク

▶問合先　体育保健課☎20-1457

福祉

富山県更生保護フェアin氷見
◇いじめやひきこもり、薬物乱用のな

い社会を目指す
　直木賞作家・重松清さんによる特別
講演も行われます。
▶とき　7月16日㈰午後1時30分
▶ところ　氷見市ふれあいスポーツセ

ンター
▶問合先　社会福祉課☎20-1367

障害基礎年金の受給者の人へ
現況届・所得状況届の提出を忘れずに

　20歳前の障がいで障害基礎年金を
受給している人、障害福祉年金から切
り替わった障害基礎年金を受給してい
る人には、7月上旬に、日本年金機構
金沢広域事務センターから現況届が送
付されます。
▶提出方法　必要事項を記入し、7月

末まで、保険年金課か市民生活課
（福岡庁舎）、伏木・戸出・中田支
所へ。

▶問合先　高岡年金事務所☎21-4180、
保険年金課☎20-1362

サロンコンサート
　歌とギターで日本のポピュラー音楽
を演奏します。
▶とき　8月1日㈫午後1時30分
▶曲目　愛燦々、花ほか
▶ところ・問合先　市民会館☎20-1560

リバーサイドフェスタ
▶とき　8月6日㈰午後1時～午後9時
▶ところ　土屋親水公園
▶内容　鯉のつかみ取り、花火大会など
▶問合先　産業建設課☎64-1426

高岡地区広域圏からのお知らせ
■氷見市■

◇親子ふれあいまつり
　世界のクワガタ・カブトムシの展示、
竹細工や押し花絵、オリジナルフレー
ム作りなどの体験教室も開催します。
▶とき　7月15日㈯～8月31日㈭の午

前9時～午後5時
▶入園料　大人500円、小・中学生

100円
▶ところ・問合先　氷見市海浜植物園
　☎91-0100
■小矢部市■

◇メルヘンおやべ源平火牛まつり
　わらで作った火牛が街の中を疾走す
る、火牛の計レースが目玉イベント。
▶とき　7月29日㈯
▶ところ　埴生護国八幡宮、石動商店街
▶問合先　おやべ祭り実行委員会
　☎67-1760

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

◇モントレージャズフェスティバルイ
ン能登（七尾市）

▶とき　7月29日㈯午後2時30分～午
後8時40分

▶ところ　七尾マリンパーク
▶チケット　 大 人 5 , 0 0 0 円 （ 当 日

6,000円）、高校生以下2,000円
▶販売所　ウェブサイト、チケットぴ

あ、セブンイレブン、ローソンほか
▶問合先　ＭＪＦイン能登実行委員会
　☎076-754-8820
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こども医療費助成の
所得制限が無くなります

　こども医療費助成の所得制限が、
10月1日から無くなります。現在所得
制限により助成を受けていない中学生
以下の子どもがいる世帯へ、申請書を
郵送します。
▶提出書類　こども医療費助成受給資

格申請書、子どもの健康保険証
※平成29年1月2日以降に転入してき

た人は、平成29年度児童手当用所
得証明書（児童手当現況届に添付さ
れた人は省略可）

▶提出期限　9月29日㈮
▶提出先　子ども・子育て課、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　子ども・子育て課
　☎20-1381

介護保険の認定を受けている人へ
介護保険負担割合証を更新します

　介護保険負担割合証（緑色）の有効
期限は7月31日までです。8月1日以
降の負担割合（1割か2割）を記載し
た新しい介護保険負担割合証（緑色）
を7月中旬に送付します。介護保険サ
ービスや介護予防・生活支援サービス
事業を利用する際は、介護保険被保険
者証（黄色）と一緒に、事業所へ提示
してください。
▶問合先　高齢介護課☎20-1375

戦没者等の遺族の皆さんへ
　平成27年4月1日時点で「恩給法に
よる公務扶助料」や「戦傷病者遺族等
援護法による遺族年金」などを受ける
人がいない場合に、第10回特別弔慰
金として額面25万円、5年償還の記名
国債が支給されます。
▶対象　戦没者等の死亡当時に生まれ

ていて、次の順で最初に当てはまる人
①弔慰金の受給権者
②戦没者の子
③戦没者の父母・孫・祖父母・兄弟姉

妹（戦没者等の死亡当時、生計関係
を有しているか等で順位は変わる）

④上記①～③以外の戦没者等の三親等
内の親族（戦没者等の死亡時まで引
き続き1年以上生計関係を有してい
た人に限る）

▶申込期限　平成30年4月2日㈪
▶申込・問合先　社会福祉課
　☎20-1367

ス ポ ー ツ

福 　 祉
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大伴家持生誕1300年記念演劇
ワークショップ受講者募集

◇朗唱者募集（7月6日㈭から募集開始）
▶申込　郵便かファクスで、住所・氏名・年齢・電話番号

・朗唱希望日時を観光交流課へ。
※希望する歌がある場合は記入してください。朗唱時間と

歌は、9月中旬に連絡します。
　できるだけ希望に沿うように

しますが、時間の変更をお願
いする場合があります。万葉
衣装を着用する場合は、200
円が必要です（北陸新幹線・
新高岡駅利用の人は無料）

◇ボランティア募集
　朗唱の会当日、受付や案内をしていただくスタッフを募
集します。
▶とき　10月6日㈮～8日㈰のうち希望する時間
▶申込・問合先　観光交流課（〒933-8601高岡市広小路

7-50、FAX20-1496）☎20-1301

　子ども向けワークショップ（全2回）を開催。表現する
ことの楽しさ、おもしろさを体感しよう。
▶とき　①8月19日㈯午前10時～正午
　　　②8月26日㈯午前10時～正午
▶ところ　①市民会館
　　　　②生涯学習センター
▶講師　①有門正太郎（俳優、演出家）
　　　②大杉良（演出家）
▶対象　小学4～6年生
▶定員　30人（申し込み順）
▶参加費　無料

▶申込・問合先　7月6日㈭～31日㈪に、はがきかファク
ス、Eメールで、住所・氏名・学校名・学年・保護者名
・電話番号を文化創造課（〒933-8601高岡市広小路
7-50、FAX30-7299、Eメールbunsou@city.takaoka.
lg.jp）☎20-1452へ。

農業センターの催し

◇農産加工教室
①お父さんの料理
▶とき　7月12日㈬・13日㈭
②いまさら聞けない料理の基本
▶とき　7月20日㈭・21日㈮
③夏休み・こどもとクッキング
▶とき　7月29日㈯
④お盆のおもてなし料理
▶とき　8月2日㈬・3日㈭
■いずれも、時間　午前10時～正午
▶定員　20人（③は10組。申し込み順）
▶受講料　①②1,000円、③1,500円、

④2,000円
▶持ち物　エプロン、三角巾、筆記用

具

◇市民園芸講習会
    秋野菜づくりのポイント
▶とき　7月15日㈯午前10時～午前

11時30分
▶受講料　無料
◇涼感のある夏のフラワーアレンジメ

ント
▶とき　7月29日㈯午前10時～午前

11時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　3,000円
◇ヨガ教室
▶とき　7月11日㈫～8月8日㈫の火

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

◇ドライハーブ教室
　チューリップとハーブのアレンジ
▶とき　7月18日㈫午前9時30分～午

前11時30分
▶定員　15人（申し込み順）
▶受講料　3,000円（マドレーヌ・ハ

ーブティー付き）
◇グラスアート教室・夏げしき
▶とき　8月5日㈯午後1時30分～午

後3時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　2,500円
◇アグリピア高岡農産物直売所
   夏野菜まつり
▶とき　7月15日㈯午前9時～午後4時30分
▶販売　切り花・地元の新鮮野菜など

申込・問合先　7月6日㈭から、農業センター☎63-1818へ。

高岡万葉まつり・万葉集全20巻朗唱の会
10月6日㈮～8日㈰／古城公園

　日本のブラジリアン・ミュージ
ックシーンをリードし続ける小野
リサさん。ピアニストとのデュオ
でお送りする、名曲の数々をお楽
しみください。
▶とき　9月23日㈯ 午後3時
▶ところ　生涯学習センター
▶チケット　3,000円(全席指定）
※満1歳以上未就学の子どもは、

託児利用可。
▶発売日　7月12日㈬
▶販売所　生涯学習センター、Uホール、アーツナビ
▶問合先　生涯学習・文化財課☎20-1802

小野リサさん

大伴家持生誕1300年記念  伏木港まつり
7月29日㈯～31日㈪／旧伏木福祉会館ほか

29日　●納涼縁台将棋の集い、夜店、ライブ…午後6時～
午後10時●納涼花火大会…午後8時　ほか

30日　●夕市、手芸の店…午後6時～午後10時●伏木・古
府対抗ボートレース…午後2時～午後3時●伏木帆柱起
し祝唄踊りとけんか山七福神の町流し…午後7時　ほか

31日　●海上安全祈願祭…午前8時30分
▶問合先　伏木支所☎44-0481
◇関連行事・海上自衛隊護衛艦「おおなみ」一般公開
▶とき　7月29日㈯・30日㈰の午前9時30分～午前11時

・午後1時～午後3時30分（時間は予定）
▶問合先　自衛隊富山地方協力本部☎076-441-3271
◇関連行事・港で働く船大集合
▶とき　7月29日㈯午前10時～午後3時30分
▶問合先　高岡商工会議所伏木支所☎44-0457

小野リサ　シック・ボッサ・デュオ
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国民健康保険限度額
適用認定証を交付します

◇国保限度額適用認定証
　医療機関で提示すると、窓口払いが
自己負担限度額までとなります。
▶対象者　国民健康保険税の滞納がな

い70歳未満の被保険者と、住民税
非課税世帯の70～74歳の被保険者

◇標準負担額減額認定証
　入院時の食事負担額が低くなります。
▶対象者　住民税非課税世帯の被保険

者
■いずれも、▶有効期限　7月31日㈪
※毎年更新が必要。8月から有効な認

定証は7月18日㈫より受け付け開始。
▶受付　保険年金課、市民生活課（福

岡庁舎）、伏木・戸出・中田支所
▶申請に必要なもの　国民健康保険証、

本人確認書類、マイナンバーがわか
るもの　

▶問合先　保険年金課☎20-1361

健康

麻しん（はしか）・風しんの
予防接種歴をご確認下さい

　４・５月に石川県や新潟県で麻しん
が発生しました。2回接種することで
感染する可能性が低くなります。感染
の防止のため、予防接種を受けましょ
う。
▶定期接種対象　1歳児、年長児
▶接種費用　無料
▶接種場所　定期予防接種実施医療機関
▶持ち物　母子健康手帳、予診票、接種券
※予診票や接種券の再発行は、母子健

康手帳を持参し、健康増進課へ。
▶問合先　健康増進課☎20-1345

健康なるほど講座
▶とき　7月19日㈬午後1時30分～午

後3時
▶ところ　保健センター
▶定員　50人（申し込み順）
▶参加料　無料
▶内容　薬の飲み方、薬局の活用方法
▶持ち物　健康手帳（保持者）
▶申込・問合先　7月6日㈭～18日㈫

に、健康増進課☎20-1345へ。

熱中症を予防しましょう
　熱中症の原因は気温や日差しだけで
はありません。それほど気温が高くない
日でも、湿度が高く、風の弱い日や、体
が暑さに慣れていない時は注意が必要で
す。高齢者や乳幼児、体調の悪い人、肥
満気味の人などは特に注意してください。
・のどの渇きを感じていなくてもこま

めに水分をとり、汗をかいた時には
塩分も補給する。

・外出時は吸湿性、通気性の良い服装
で、日傘や帽子を使用する。

・暑い環境では、こまめに休憩を取る。
　また、近年高齢者が家庭で熱中症を
発症するケースが増加しています。風
通しを良くする、我慢せずに冷房を使
用するなど、室内でも予防を心がけま
しょう。
▶問合先　健康増進課☎20-1345

糖尿病教室
▶とき・内容　■7月12日㈬…合併症、

運動療法、薬との付き合い方■8月2
日㈬…合併症、食事療法、血糖測定

▶時間　午後2時～午後4時
▶持ち物　筆記用具、別途教材費など
▶ところ・問合先　市民病院
　☎23-0204

後期高齢者医療制度 ▶申請・問合先　保険年金課☎20-1481

◉保険証の更新
　新しい保険証は、7月下旬に簡易書
留で郵送されます。有効期間は8月1
日～平成30年7月31日です。
◇後期高齢者医療限度額適用・標準負

担額減額認定申請
　世帯全員が平成29年度市・県民税非
課税世帯の人は、一部負担金や入院時の
食事代が軽減される後期高齢者医療限
度額適用・標準負担額減額認定証（以下、
限度額証）が申請により交付されます。平
成28年度に限度額証が交付されている
人で、引き続き該当する場合は、自動更新
され手続きは不要です。ただし、すでに交
付を受けている場合でも、世帯構成員に
市・県民税未申告の人がいる場合は、申
告が必要です。　
◉加入者が亡くなられたときは
　申請により、葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。
▶手続きに必要なもの　保険証、喪主が分かるもの（会葬礼状など）、

振込先が分かるもの（預金通帳など）、印鑑（認印可）

◇基準収入額適用申請
　保険証に記載される一部負担
割合（1割か３割）は、平成29年
度の市・県民税の課税状況など
で決まります。
　市・県民税納税通知書に記載
の課税標準額が145万円以上の
場合は、本人とその世帯内の被
保険者が3割負担となります。た
だし、収入金額が下の表に該当
する場合は、申請すれば1割負担
となります。

世帯の被保険者の人数 左記の人の合計収入
1人以上 383万円未満

70〜74歳の人
がいる場合 520万円未満

2人以上

◇誰でもエアロ
▶とき　7月13日㈭～9月21日㈭の木

曜日午後7時15分～午後8時（全10
回）

▶定員　15人
▶受講料　5,000円（7月6日無料体験）
◇ヨガ教室
▶昼の部　7月13日㈭～9月21日㈭の

木曜日午後3時30分～午後4時15分
（全10回）

▶夜の部　7月12日㈬～9月20日㈬の
水曜日午後7時15分～午後8時（全
10回）

▶定員　20人
▶受講料　5,000円（7月5日無料体験）
◇フラダンス教室　 
▶とき　7月15日㈯～9月30日㈯の土

曜日午後１時30分～午後２時30分
（全10回）

▶定員　10人
▶受講料　5,000円（7月8日無料体験）
■ところ・申込先・問合先　スポーツ

健康センター☎63-4470

スポーツ健康センターの健康教室

健 　 康



みんなの掲示板

腰
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症
しょう

とはどんな病気
ですか？

腰椎変性側弯症は加齢に伴って、
背骨の関節や背骨の間のクッシ

ョンである椎間板が変性し、腰椎が左
右に曲がったり、ずれたりする病気で、
高齢者の腰痛の原因として非常に多い
です。高齢者の場合、レントゲンを撮
ると背骨が多少曲がっているのはよく
あり、実際、軽度の側弯症では症状は
出ません。しかし、病気が進行すると、
体のバランスをとることが難しくなり、
痛みも出てきます。
　治療法としては、まず内服や湿布剤
で対応し、症状が強い場合には腰椎コ
ルセットの着用も検討します。症状が
改善しない場合は、背骨を固定する手
術が必要になることもあります。
　一度変性してしまった椎間板や関節
は、元通りに戻すことは非常に困難で
す。背骨の曲がりが気になったり、腰
痛がある場合は早めの医療機関の受診
をお勧めします。

市民病院　田村嵩整形外科医師

■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）　

とき ところ 肺・胃
大腸

子宮
乳

7月 7日㈮ 福岡健康福祉センター ● ▲

7月 8日㈯ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

7月10日㈪ 二塚公民館 ● ─

7月11日㈫ 木津公民館 ● ▲

7月15日㈯ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

7月19日㈬ 戸出6丁目公民館 ● ─

7月26日㈬ 市民会館 ● ▲

●ひとり親家庭・親子の集いバス旅行
とき　8月27日㈰午前8時50分

（市役所駐車場集合）
ところ　いこいの村能登半島
定員　親子30組（申し込み順）
参加料　親子500円（非会員1,500

円）、子ども1人追加500円
内容　BBQ、プール、温泉
申込　8月7日㈪まで、ひまわり会

☎21-7875、FAX21-7878へ。
●立山黒部アルペンルート　
　県民感謝キャンペーン
　県民を対象に、乗り物運賃を2
割引きします。
とき　7月15日㈯〜8月31日㈭
問合先　立山黒部貫光
　☎076-432-2819

がん検診 Cancer Examination

健康Q&A Health Q&A

17　たかおか市民と市政 2017.7.1

長慶寺室内プールの水泳教室

●万葉線・納涼ビール電車
とき　6月16日㈮〜9月30日㈯の

午後6時30分〜午後8時30分
申込・問合先　万葉線☎25-4139
●求職者支援訓練受講者募集
◇ＷＥＢ制作・デザイン科
とき　9月12日㈫〜平成30年2月9

日㈮
ところ　T.B.S高岡ビジネススク

ール戸出校
定員　10人（選考）
受講料　無料（別途テキスト代有）
申込　8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

U・遊クラブ2期　受講生募集

▶ところ　①②⑩はB＆G海洋センター、③～⑨はＵホール
▶会員受講料（会員以外受講料）①②3,500円（5,000円）③④は会

員のみ4,000円 ⑤⑧3,000円（6,000円）⑥⑦⑩4,000円（7,000
円）⑨5,000円（8,000円）
▶申込・問合先　①②は常時、③～⑩は会員は7月20日㈭午後7時30

分、非会員は7月27日㈭午前9時から、受講料を添えて、遊・Uク
ラブ事務局（B&G海洋センター内）☎64-3396かＵホール☎64-1437へ。

教室名 曜日 実施日 時間 対象者 定員
①キッズ水泳 土 通　年 　14：15〜15：30 3〜4歳児

無し
②ジュニア水泳 金 通　年 　18：15〜19：30

小学生③トランポリン 月 9/4〜12/4 ①18：00〜19：00
②19：05〜20：05

各10人
④トランポリン　 水 9/6〜12/6 ①18：00〜19：00

②19：05〜20：05

⑤リフレッシュヨガ 月 9/4〜11/20 　10：00〜11：00

一　般 20人

⑥ヨーガ 土 9/2〜11/25 　10：30〜11：30

⑦パワーヨーガ 土 9/2〜11/25 　19：00〜20：00

⑧ピラティス 月 9/4〜11/20 　19：30〜20：30

⑨自己整体と保健筋体操 木 9/7〜12/21 　10：00〜11：00

⑩はつらつ貯筋体操 金 9/8〜11/17 　10：00〜11：00

教室名 と　き 申込開始日

夏
期
短
期
教
室

①成人Ａコース
（初級・中級）

7月19日㈬〜9月15日㈮の
水・金曜日11：00〜12：00

7/11日㈫
9：00

②成人Ｄコース
（初級、中・上級）

7月18日㈫〜9月14日㈭の
火・木曜日20：00〜21：00

③女性コース
（初級、中・上級）

7月19日㈬〜9月15日㈮の
水・金曜日18：40〜19：40

夏
休
み
短
期
教
室

④第1期 7月25日㈫〜28日㈮の
8:45〜10:00 7/8㈯

9：00
⑤第2期 8月1日㈫〜4日㈮の

8:45〜10:00

▶対象者　④⑤は３歳児～
小学４年生

▶定員　30人（申し込み
順）

▶受講料　①～③は全16
回で8,000円（一方のみ
の 曜 日は 8 回で 5 , 0 0 0
円）、④⑤は3,500円

▶ところ・申込・問合先　受
講料（④⑤は受講料と印
鑑）を添えて、長慶寺室内
プール☎25-6044へ。

◆夏期（7月21日㈮～8月31日㈭）の開館時間
▶開館時間　火～土曜日…午前10時～午後9時、日曜日…午前10時～午後4時



Health Consultation

Blood Donation

【 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

　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。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
7月8日㈯
アルビス中田店　10:00～16:00
7月23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☎20-1366

内　　容 と　き 場所 対　象 定員

高
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

食の安全出前講座
（手洗い、食中毒の予防について）

7月14日㈮
10:00〜11:30

高岡子育て
支援センター 0〜5歳児 30組

タッチケアコミュニケーション
（ベビーマッサージ）

7月18日㈫
14:00〜15:30

高岡子育て
支援センター 2〜7カ月児 25組

ふたごみつごのつどい
（ふれあい遊び、情報交換）

7月20日㈭
10:00〜11:30

高岡子育て
支援センター 0〜5歳児 10組

すくすく （健康相談と身体計測） 7月21日㈮
10:00〜11:30

高岡子育て
支援センター 0〜3歳児 30組

パパママ子育てセミナー　
講師 井川クリニック小児科医 荻野千鶴子 氏

7月22日㈯
14:00〜15:30

高岡子育て
支援センター 0〜5歳児 50組

歯っぴい教室
（歯の生え始め、お口の衛生、虫歯予防）

7月24日㈪
10:00〜11:30

高岡子育て
支援センター

8カ月〜
3歳児 30組

リトミック・ぷち
（リトミック、リズム遊び）

7月28日㈮
10:00〜11:00

高岡子育て
支援センター

1歳〜
1歳11カ月児 25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）

7月31日㈪
10:00〜11:30

高岡子育て
支援センター

平成28年
11月生まれ 40組

お話広場
（「わらべの会」による絵本、紙芝居、手遊び）

8月3日㈭
10:00〜11:00

高岡子育て
支援センター 0〜3歳児 30組

キッズワークショップ
（手作りおもちゃ）※ 申し込み不要

8月5日㈯
10:00〜12:00

高岡子育て
支援センター

4歳児〜
小学校低学年 50組

ハグくみ baby
（ふれあい遊び、ベビーサイン）

8月8日㈫
10:00〜11:00

高岡子育て
支援センター

5〜11カ月
児 25組

はいはいよちよち baby
（ふれあい遊び、パネルシアター）

8月10日㈭
10:00〜11:30

高岡子育て
支援センター

9カ月〜
1歳2カ月児 40組

はじめまして赤ちゃん・全 4 回
（親子の絆づくりプログラム）

8月31日㈭、9月7日
㈭・14日㈭・21日㈭
10:00〜12:15

高岡子育て
支援センター

2〜5カ月児
（第1子） 10組

福
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

にこにこ赤ちゃんの集い 7月14日㈮
10:30〜11:30

福岡子育て
支援センター 4〜7カ月児 10組

身体計測と健康相談 7月18日㈫
10:00〜11:00

福岡子育て
支援センター 0〜3歳児 30組

赤ちゃんとマッサージ・ヨガ 7月19日㈬
10:30〜11:30

福岡子育て
支援センター 4〜8カ月児 20組

子育てトーク 7月25日㈫
10:20〜11:30

福岡子育て
支援センター 0〜3歳児 30組

子育て支援センター
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場会  

 
講座日程 

 

 

介護職員初任者研修受講生募集！  

平成 年８月４日 金 ～平成 年１１月２日 木
期間中の平日週３日 ９時～１６時３０分【全 回】 
 リゾートビラ雨晴（高岡市太田伊勢領 ） 

４０，０００円（別途テキスト代 円） 

 
平成 年７月３日 月 ～７月２１日（金）
※全課程履修後に修了評価 筆記試験 を実施。合格者に修了証が交付されます。 

 
医療法人社団 明寿会 介護職員初任者研修事業（アルカディア氷見内）
〒 氷見市鞍川 ℡

担当：小島 受付時間 ： ～ ： （土日・祝日除く）
 

 

会 場  

 
費 用 
申込期間 

【 広 告 】

7月6日㈭から、電話で各子育て支援センターへ。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。

万葉なかよし保育園
子育て支援センター
問 ☎22-1881
時間　9:30〜15:30
休み　土・日・祝日

◇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）
　7月26日㈬13:00〜15:00
▶心の健康相談
・臨床心理士の相談（7月14日まで要予約）
　7月19日㈬13:00〜14:30
・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
･7月10日㈪／戸出コミュニティセンター
･7月19日㈬／中田コミュニティセンター
･7月21日㈮／伏木コミュニティセンター

◇高齢者健康相談
問 高齢介護課☎20-1165

受付時間　9:30～11:00
 (シルバーショップたかおかは10:00～11:30）
・7月  6日㈭／伏木老人福祉センター
・7月11日㈫／西部老人福祉センター
・7月12日㈬／万葉社会福祉センター
・7月19日㈬／牧野老人福祉センター
・7月20日㈭／シルバーショップたかおか
・7月26日㈬／東部老人福祉センター
・8月  1日㈫／シルバーショップたかおか
・8月  3日㈭／伏木老人福祉センター

◇市民病院健康相談（要予約）
問 市 民 病 院 ☎23-0204

▶アトピー性皮膚炎相談　火曜日午後　
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初めてのパソコン

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。）
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1歳6カ月健診を受けに訪れた
清水瑛斗くんとお母さん（戸出）

【 広 告 】【 広 告 】

内　容 7 月 受付時間 対象者 持ち物

3カ月児健康診査
※13:20から小児科医師
の講座があります。

13日㈭
13:00〜14:00

平成29年3月4日〜16日生 母子健康手帳、問診票
（乳幼児健康診査問診票・
予防接種予診票綴りに添
付）、バスタオル27日㈭ 平成29年3月17日〜31日生

1歳6カ月児
健康診査

11日㈫ 13:00〜14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成27年12月18日〜12月28日生 母子健康手帳、問診票
（乳幼児健康診査問診票・
予防接種予診票綴りに添
付）、フッ素塗布料200円25日㈫ 平成27年12月29日〜

平成28年1月8日生

3歳児健康診査
(3歳6カ月児)　 12日㈬

13:00〜14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成25年12月24日〜
平成26年1月6日生

母子健康手帳、問診票、
健康調査票、子育てアン
ケート、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 10日㈪ 13:00〜13:30 平成26年12月・平成27年1月生

母子健康手帳、タオル、
フッ素塗布料200円

2歳児むし歯
予防フッ素塗布教室 10日㈪ 14:00〜14:30 平成27年6月・7月生

3歳児フッ素塗布
（3歳児健康診査会場にて
フッ素塗布のみ行います）

12日㈬ 14:30〜14:50 平成26年7月生

内　容 7 月 受付時間 対象者 持ち物
母乳育児相談 21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

幼児保健相談 14日㈮ 9:15〜9:30 言葉の発達や行動が心配な3歳未満の幼児、未就園児
母子健康手帳

26日㈬ 9:00〜11:00 言葉の発達や行動が心配な3歳以上の就園児

内　容 とき 受付時間 対象者 持ち物
はじめての離乳食教室 7月21日㈮ 9:40〜10:00 平成28年12月16日〜平成29年2月15日生 母子健康手帳

パパとママの育児講座（沐浴実習など） 8月4日㈮ 18:30〜19:00 妊婦と夫または家族（40組） 母子健康手帳、
筆記用具、飲み物

伏木児童館 4･11・18日 ☎44-0595
野村児童センター 4･11・25日 ☎23-3893
西部児童センター 4･11・25日 ☎26-1347
戸出児童センター 4･11・18日 ☎63-2370

※20日は、保育士さんとふれあい遊びをします。

※11日野村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。

ところ：保健センター
要予約☎20-1345

ところ：保健センター
要予約☎20-1345

保健センター▼

ら っ こ ク ラ ブ
（乳児～3歳未満、保護者）

子育て情報交換会

赤ちゃんにこにこ教室
（乳児と保護者、妊婦）

フレンドリータイム
（0～3歳児）10:45 ～ 11:307 月

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 7月13日㈭ ☎26-6150
牧野公民館 7月20日㈭ ☎82-2431
成美公民館 7月21日㈮ ☎26-8943
古府公民館 7月28日㈮ ☎44-8777

川原公民館 7月11日㈫ ☎22-4660
立野公民館 7月19日㈬ ☎31-0016
野村公民館 7月25日㈫ ☎23-2084

ところ と　き 時　間
福田公民館 7月 6日㈭ 10：00〜11：00
太田公民館 7月 7日㈮ 10：00〜12：00
佐野公民館 7月12日㈬ 10：00〜11：00
成美公民館 7月19日㈬ 9：45〜11：30
古府公民館 7月20日㈭ 10：00〜11：00
戸出コミュニティセンター 7月25日㈫ 10：00〜11：00
万葉なかよし保育園 8月 2日㈬ 10：00〜11：00
小勢公民館 8月 3日㈭ 10：00〜11：30

ところ と　き 時　間
保健センター 7月6日㈭ 10：30〜11：30

▶ファミリーポケット 
　10:00～11:30（未就学児と保護者）

19　たかおか市民と市政 2017.7.1

ところ：保健センター
問 健康増進課☎20-1345

持ち物：母子健康手帳　問 健康増進課☎20-1344

持ち物：母子健康手帳　問 健康増進課☎20-1344

▶赤ちゃんの部屋　
　10:30～12:00（乳児と保護者）
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天皇皇后両陛下ご訪問・・・・・・・・・・・ 

生活習慣病に立ち向かう・・・・・・・・・・・・・・・・・・
行こう！受けよう！特定健診・・・・・・・・・・
弾道ミサイル発射、そのとき・・・・・・・・・・
お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

に乗ろう!!新高岡駅 臨時かがやきから

無料シャトルバス

３日㈪…YOSAKOI戸出
４日㈫…園芸講習会（先着１００人花苗３種類プレゼント）、児童
クラブあんどんパレード、戸出音楽愛好会（歌）、バンド・ヴ
ィオリラ演奏　
５日㈬…戸出地区保育園児民謡踊り、戸出中学校吹奏楽部演奏、
キッズダンス、夢ちゃんと歩くんバンド、雨空ひばりショー
６日㈭…高岡南高校ダンス部演技・吹奏楽部演奏・軽音楽部演奏、
民謡踊り街流し　　
７日㈮…七夕コンテスト表彰式、バンド演奏LILY’sほか

問合先　戸出七夕まつり実行委員会☎６３－０７９２、商業雇用課☎２０－１２８９

高岡七夕まつり
８月１日㈫～７日㈪

問合先　高岡七夕まつり実行委員会☎２０－０５５５、観光交流課☎２０－１３０１

高岡駅瑞龍寺口（南口）発
午後２時３０分～午後７時３０分の毎時３０分発
（７日㈮は午後１時３０分～午後６時３０分）
福岡庁舎正面発（戸出経由）中田行
午後４時、午後６時、午後８時発

１日㈫…オープニング・点灯式、万葉大使交代式
４日㈮…ジャズライブ
５日㈯…民謡のど自慢、ストリートバスケット、フレンドパーク
＆Live、末広坂フェスタ
６日㈰…kikare-maスペシャルライブ、民謡踊り街流し、サマー
カクテルフェア、末広坂フェスタ、高岡七夕まつりファイナル
ステージ、コンテスト表彰

マイ七夕を作ってコンテストに参加しよう
とき　７月３０日㈰午後零時３０分
ところ　御旅屋通り
参加費　1本５００円
申込　７月１４日㈮まで、高岡七夕まつり実行委員会へ。

プチ七夕プレゼント＆販売

平成２８年７月１日以降に産まれた赤ちゃんがいる市内在住の家族、先着５０組にプレゼント。
１４日㈮から町衆スタジオで引き渡し。その他の希望者には１，０００円で販売します。
申込　７月３日㈪から、電話で高岡七夕まつり実行委員会へ。

戸出七夕まつり
７月３日㈪～７日㈮

29年5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

平成２９年５月中の増減１１１

たかおか市民と市政は再生紙を使用しています。

５月末現在

人口
男
女

173,593人 世帯数 6８,164世帯
84,032人
89,561人

区　分 自然増減（出生ー死亡） 社会増減（転入ー転出） 計
ー69 42

（うち外国人　3,071人） （うち外国人世帯 1,712世帯）111
29年1月からの増減 ー527 ー659－132

市民と市政  ホームページ▶
Ｅｎｇｌｉｓｈ、中文、Portugues
でも掲載しています。平成２９年
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