
お知らせ
I N F O R M A T I O N

救命講習を受講してみませんか
◇実技救命講習
▶とき　9月23日㈯午前10時～正午
▶対象者　e-ラーニング講習か救命入

門コースを受講済みの人
▶定員　20人（申し込み順）
◇上級救命講習
　救命手当とけがの手当てを学ぶ
▶とき　10月7日㈯午前9時～午後5

時
▶対象者　中学生以上で、市内に住む

か勤務する人
▶定員　30人（申し込み順）
■いずれも、▶ところ　消防本部
▶申込先　各消防署
▶問合先　消防本部警防課☎22-3133

募集

市職員の給与支給明細書に
広告を掲載しませんか

　4万円以上で最も高額な申し込みを
した人に決定します。
▶掲載位置　裏面一面（B5判）
▶発行枚数　約1万4,000枚
▶掲載期間　12月～平成30年5月
▶申込・問合先　9月8日㈮～29日㈮

に、人事課☎20-1223へ。
※申込用紙は市ホームページから入手

できます。

大伴家持生誕1300年記念
万葉のふるさと高岡フォトコンテスト

　家持が歌に詠んだ植物をテーマとし
た写真を募集します。
▶応募期間   11月15日㈬まで
※応募方法など、詳しくは万葉歴史館

ホームページや募集チラシをご覧く
ださい。

▶問合先　万葉歴史館☎44-5511

マイナンバーに関するお知らせ
◇マイナンバーカード申請・受け取り

などの臨時窓口を開設します
▶とき　9月10日㈰午前9時～正午
▶ところ　市民課、市民生活課、伏木

・戸出・中田支所
※カードを受け取る場所は、交付通知

書で確認してください。
◇マイナンバーカードの企業一括申請
　市職員が市内の企業に出向き、マイ
ナンバーカードの申請を受け付けます。
カードは本人限定受取郵便で住所地に
送付します。
▶条件　市内の企業で、申請希望者が

10人以上（従業員のみ）
▶申請・問合先　市民課☎20-1337

教育センター・少年育成センター
を移転します

▶移転日　10月1日㈰
▶移転先　守護町2丁目4-9（旧二上

保育園）
▶業務休止　9月19日㈫～29日㈮
▶問合先　教育センター☎20-1244

危険物取扱者保安講習会
▶とき　■一般…11月7日㈫午前、8

日㈬午前・午後■給油取扱所…11月
7日㈫午後

▶ところ　消防本部
▶定員　100人
▶申込　9月19日㈫～10月5日㈭に、

各消防署へ。
▶問合先　消防本部予防課☎22-3132

甲種防火管理講習
▶とき　10月25日㈬・26日㈭
▶ところ　生涯学習センター
▶定員　144人（申し込み順）
▶申込　9月22日㈮～26日㈫に、申

請書を日本防火・防災協会へ。
※申請書は各消防署にあります。
▶問合先　消防本部予防課☎22-3132

平成29年版高岡ミニデータを
発行しました

　人口、経済、福祉、文化などの統計
データをまとめたポケットサイズのリ
ーフレットです。広報統計課で無料配
布しているほか、市ホームページでも
ご覧になれます。
▶問合先　広報統計課☎20-1231

10月1日は就業構造基本調査
　就業・不就業の実態を明らかにする
ため、9月上旬から、調査員が調査を
お願いする世帯に伺います。
▶問合先　広報統計課☎20-1539

臨時納税相談窓口の開設
▶休日窓口　9月24日㈰午前9時～午

後5時
▶夜間窓口　9月26日㈫・28日㈭の

午後7時30分まで
▶ところ　市役所本庁舎
▶問合先　納税課☎20-1277

花や緑のお困りごとはありませんか
▶とき　9月9日㈯・24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

高齢者・障がい者の
人権あんしん相談

▶とき　9月4日㈪～10日㈰の午前8
時30分～午後7時（9日・10日は午
前10時～午後5時）

▶相談受付番号　☎0570-003-110
▶問合先　富山地方法務局☎076-

441-0550、共創まちづくり課☎
20-1327
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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
9月14日㈭・21日㈭・28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
9月20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
9月22日㈮2時～4時/定員4人
※電話での申し込み順。初めての人のみ
▷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（6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
9月7日㈭/戸出コミュニティセンター

（行政相談なし）
12日㈫/市役所8階、福岡健康福祉セン
ター（消費生活相談なし）
15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）
19日㈫/伏木コミュニティセンター
22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
9月20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
9月21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
●司法書士の法の日登記等相談
9月30日㈯10時～3時/高岡文化ホール
▷問合先　県司法書士会高岡支部
　☎26-3700
●民事・家事紛争などの調停相談
9月30日㈯10時～4時/ウイング・ウイン
グ高岡
▷問合先　県調停協会連合会
　☎076-421-8195

相談案内 Consultation

◇農産加工教室
①お父さんの料理
▶とき　9月13日㈬・14日㈭
②北陸地方の料理
▶とき　9月28日㈭・29日㈮
③押し寿司・昆布巻作り
▶とき　10月5日㈭・6日㈮
■いずれも、▶時間　午前10時～正午
▶定員　各日20人（申し込み順）
▶材料費　1,000円（③は1,500円）
▶持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
◇ドライハーブリース教室
　オールランドリース作り
▶とき　9月20日㈬午前9時30分～午前

11時30分
▶定員　25人（申し込み順）
▶材料費　3,000円（ハーブティ・マド

レーヌ付）

◇暮らしを彩る花アレンジ
　秋を感じるフラワーアレンジメント
▶とき　9月30日㈯午前10時～午前

11時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶材料費　3,000円
◇グラスアート教室・ハロウィン
▶とき　10月7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
◇ヨガ教室
▶とき　毎週火曜日午前10時30分～

午前11時30分
▶定員　各日10人（申し込み順）
▶受講料　1,000円
◇アグリピア高岡農産物直売所
　お彼岸フェア
▶とき　9月16日㈯午前9時～午後3時
▶販売　切り花・新鮮野菜・パンなど
▶ところ・申込・問合先　9月6日㈬

から、農業センター☎63-1818へ。

テレビショッピングで布団用掃除機を購入したいと思い、電話で注文する
際「操作は難しくないか」と質問し「簡単です」と言われたので購入した。
届いた商品を使用してみると、本体が重く、カバーの開閉も硬いので、返
品したくなった。販売業者に問い合わせたところ、一度電気を通したもの
は返品出来ないと言われた。どうしてか。

テレビショッピングは、返品の可否など重要な事項の表示時間が短く、分
かりにくいことがあります。特約がない場合は、受け取った日から数えて
8日以内であれば返品できますが、返品の可否や返品期限に関する特約を
設けている場合は、それに従うことになります。商品の使い方、使用上の
制限、返品できるかなど、よく確認してから注文しましょう。

テレビショッピングでの購入は慎重に

問合先　市消費生活センター（共創まちづくり課内）☎20-1522

農業センターの催し

災害に備えて水の確保を
①飲料水の確保
　１人当たり9リットル（１日3リットル×3日分）の飲料水

の備蓄をしましょう。清潔なポリタンクやペットボトルな
どに、空気が入らないように水を入れてふたを閉め、日の
当たらない涼しい場所に保管しましょう。3日間（夏期）か
ら5日間（冬季）を目安に交換してください。

②生活用水の確保
　トイレや洗濯などの生活用水として使うため、日ごろから風呂の残り湯などは

すぐに捨てないでおきましょう。
③応急給水
　断水時に、給水車などから配る水道水を受け取れるよう、ペットボトルやポリ

タンクを用意しておきましょう。
◇災害に強い水道へ
　地震による被害を抑えるため、浄水場や配水場などの耐震補強や耐震性に優れ

た水道管の取り替えを行っています。
問合先　上下水道局総務課☎20-1623



コレクション展・カメラのなまえ
▶とき　12月24日㈰までの午前9時～

午後5時（入館は午後4時30分まで）
▶休館日　月曜日（祝日の場合は翌

日）、10月2日㈪～6日㈮、10月30
日㈪～11月2日㈭（展示替え期間を
含む）

▶ところ・問合先　ミュゼふくおかカ
メラ館☎64-0550

サロンコンサート
◇古城を彩るトワイライトJAZZライブ
▶とき　9月10日㈰午後1時30分
▶曲目　St.Thomas、美女と野獣
◇合唱団・音楽室
▶とき　10月7日㈯午後1時30分
▶曲目　ドラえもんのうた、NHK朝

ドラ曲
■いずれも、▶ところ・問合先　市民

会館☎20-1560

博物館の催し
◇郷土学習講座・加賀藩の測量術
▶とき　9月9日㈯午後2時～午後3時

30分
▶定員　80人（先着順）
▶受講料　300円（親しむ会会員は

200円）
◇高岡古文書ボランティア
▶とき　9月16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

大伴家持生誕1300年記念
家持の時代展・講演会

▶とき　9月23日㈯午後2時～午後3
時30分

▶定員　80人（先着順）
▶演題　大伴家持と越中国
▶ところ・問合先　美術館☎20-1177

クルン高岡B1ギャラリー企画展
文・具

▶とき　8月2日㈬～9月18日㈪の午
前10時～午後7時

▶定休日　火曜日
▶問合先　商業雇用課☎20-1591、

B1ギャラリー☎50-8661

はじめての中国語・韓国語
◇中国語（全8回）
▶とき　9月24日㈰～平成30年1月28

日㈰の第2・第4日曜日午後2時～午
後3時30分

◇韓国語（全8回）
▶とき　9月30日㈯～11月25日㈯の

土曜日午後1時30分～午後3時
※11月11日を除く
■いずれも、▶対象者　18歳以上の

人
▶定員　15人（申し込み順）
▶受講料　1,500円
▶ところ・申込・問合先　9月5日㈫
～16日㈯に、受講料を添えて青年の
家☎20-1555へ（11日は休館）

催し

オタヤオープンカフェ・願い道
▶とき　9月9日㈯午後1時～午後4時

30分
▶出演　弾き語りユニット・ちぃかな
▶ところ・問合先　御旅屋通商店街振

興組合☎22-4640、商業雇用課☎
20-1289

たかおか朝市
▶とき　9月10日㈰・24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☎

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

高岡巧美会展
　高岡銅器・漆器の逸品を展示します。
▶とき　9月7日㈭～10日㈰の午前9

時30分～午後5時（10日は午後4時
30分まで）

▶ところ　美術館
▶入場料　無料
▶問合先　デザイン・工芸センター
　☎62-0520

とやまの木で家づくり支援事業
県産材を使った家づくりを応援します

▶募集期間　12月11日㈪まで
▶募集棟数　80棟程度（先着順）
▶補助金額　1棟あたり上限40万円
※詳しい補助要件は、県ホームページ

をご覧ください。
▶問合先　県森林政策課☎076-444-

3388、農地林務課☎20-1316

子ども・子育て会議の委員募集
　子ども・子育て支援施策について審
議するため、年に数回、平日昼間2時
間程度の会議を開催します。
▶応募資格　市内に住む20歳以上（9

月1日現在）の人で、小学生以下の
子どもの保護者

▶募集人数　2人
▶任期　11月25日～平成31年11月

24日（2年間）
▶申込・問合先　9月29日㈮まで、応募

用紙を、郵送かファクス、Eメールで、
子ども・子育て課（〒933-8601高岡
市広小路7-50、FAX 20-1665、Eメー
ルkodomo@city.takaoka.lg.jp）☎20-
1377へ。

※応募用紙は市ホームページから入手
できます。

人権標語コンクール作品募集
▶対象者　小学生以上で、市内に住む

か、通勤・通学する人
▶応募方法　9月30日㈯（消印有効）ま

で、応募用紙を、直接か郵送、ファ
クス、Ｅメールで、共創まちづくり
課（〒933-8601高岡市広小路7-50、
FAX20-1641、Ｅメールkyosomachi@
city.takaoka.lg.jp）☎20-1327へ。

※用紙は市役所本庁舎、福岡庁舎、伏
木・戸出・中田支所、富山地方法務
局高岡支局にあるほか、市ホームペ
ージからも入手できます。

新分野開拓チャレンジ事業補助金
　創業者や新事業展開を図る中小企業者
を支援します（対象経費の２分の１）
▶限度額　■創業など…50万円■新技

術・新製品開発…50万円■戦略的販
路開拓…30万円（海外は50万円）
■地域資源活用…50万円■人材育成
…10万円

▶申込・問合先　9月29日㈮まで、産
業企画課☎20-1395へ。

お知らせ INFORMATION
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●蔵書一代　
　紀田順一郎著
    松籟社
　蔵書とは、その人の人
生を表現したものと言え
ます。半生を通じて集め
た3万冊超の本をやむ
なく手放すに至った著者が、蔵書とは何
か、その意義と可能性について探ります。
●十歳までに読んだ本
　西加奈子ほか著　ポプラ社
●日曜日の狩猟採集生活
　渓流編集部編　つり人社
●はっか油で楽しむ暮らしのアイデア
　重松浩子監修　玄光社
●足の下のステキな床 
　今川晶子ほか著　グラフィック社
●コンプレックス文化論
　武田砂鉄著　文藝春秋
●書架の探偵
　ジーン・ウルフ著　早川書房
●いえすみねずみ
　ジョン・バーニンガム作　BL出版

◇読み終えた本を譲って下さい。
　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
料などに活用します。

問合先　戸出図書館☎63-1254

秋の全国交通安全運動（9/21～30）
○早めのライト点灯を心掛けましょう。
〇全座席シートベルト・チャイルドシ

ートを着用しましょう。
○反射材を活用し、夜間の交通事故を

防ぎましょう。

平成２９年 交通事故状況（市内）

区　分 件 数 死 者 傷 者
7月末まで
の交通事故 389件 1人 468人

前年同期と
の比較 +33件 －5人 +56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

9 月の納税 10月2日㈪まで

○国民健康保険税（第3期）

問合先　納税課☎20-1276

ふくおかカレッジ・講座名 とき 定員 受講料（円）
バスで往く「ふるさと美術館巡り」 10/20の8:30～16:00 20 3,700

ふくおか教養講座・講座名 と　き 定員 受講料（円）
木版画を楽しもう 11/8、11/15、11/22の13:30～15:00 10 1,500
四季菜ケーキ作り 10/18、11/1の13:30～15:30 16 1,100
宮島そば道場そば打ち教室（ざるそば用）10/23の10:00～13:00 20 800
75 歳からの後期高齢者医療制度とは 10/30の13:30～15:00 15 無料
初心者のための金融商品を選ぶポイント 11/20の13:30～15:00 15 無料
使ってみようスマホ体験講座 11/27の13:30～15:30 10 無料

囲碁講座（入門編） 10/26、11/2、11/9、11/16、11/30の
13:30～15:30 15 300

コーラスを楽しもう 1/22、1/29、2/19、2/26、3/5、3/12
の13:30～15:00 20 300

はじめてのパソコン
（年賀状の作成）

11/9、11/10、11/16、11/17、11/30、
12/1、12/7、12/8の9:30～11:30 10 300

※詳しくは、生涯学習センターや各公民館、福岡地区の金融機関にある講座案
内をご覧ください。
▶申込・問合先　9月19日㈫～10月6日㈮に直接か電話、郵送、ファクスで、住所・

氏名・年齢・電話番号・講座名を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。応募多数の場合は抽選。

▶ところ・申込・問合先　9月6日㈬～13日㈬（④は10月4日㈬～11日㈬）に
直接かはがき、電話で、住所・氏名・生年月日・電話番号・希望講座名をふ
れあい福祉センター(〒933-0935高岡市博労本町4-1)☎21-7888へ。⑤⑥は
障がい名と等級を記入してください。応募多数の場合は抽選。

◇高齢者教養講座
教室名 開講日 曜日 定員 回数 時間 受講料（円）

①ヨーガ 9/25 月 30 8 15：00～16：30 2,000

②自彊
きょう

術 10/2 月 24 8 10：00～11：30 2,000

③料理 10/5 木 20 4 10：00～12：30 3,000
④パソコン（冬期・中級） 10/20 金 10 8 10：00～11：30 3,500
▶対象者　市内に住む60歳以上の人

◇高齢者・身体障がい者教養講座(身体障がい者優先)
教室名 開講日 曜日 定員 回数 時間 受講料（円）

⑤陶芸 9/20 水 16 8 10：00～12：00 3,000
⑥パソコン（初級） 9/25 月・金 10 8 10：00～11：30 3,080
▶対象者　市内に住む60歳以上の人、または身体障害者手帳の交付を受けている人

ふくおかカレッジ・教養講座（後期講座・昼の部）

ふれあい福祉センターの講座（下期・冬期）

▶ところ　①③④は生涯学習センター、②は青年の家
▶申込期限　①②は随時、③は9月29日㈮、④は10月10日㈫
▶申込・問合先　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。応募多数の場合は抽選。

講座名 とき 定員・受講料
① WingSing
　少年少女合唱団

10/7 ㈯～ 3/24 ㈯の土曜日
13:15 ～ 14:30（月 2 回）

20 人（小・中学生）
月額 1,000 円

②能楽講座 10/7 ㈯～ 3/17 ㈯の土曜日
10:00 ～ 11:00（月 3 回）

15 人（小・中学生）
月額 1,000 円

③美術展覧会への誘い
10/12 ㈭、11/9 ㈭、12/14 ㈭
1/11 ㈭
14:00 ～ 15:30（全 4 回）

40 人
無料

④料理講座・秋の実りを
盛り込んだお祭りご飯

10/21㈯
10:00～12:30

15 人
1,500 円（材料費込）

生涯学習センターの講座
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山野草展
▶とき　9月8日㈮～10日㈰の午前9

時～午後5時(10日は午後3時まで）
▶ところ・問合先　おとぎの森館
　☎28-6500

街角クラシック・ゆるカフェ
ピアノトリオコンサート

▶とき　9月24日㈰午後2時
▶ところ　生涯学習センター
▶入場料　1,000円（未就学児無料）
▶問合先　生涯学習・文化財課
　☎20-1802

芸文ギャラリー企画展
 戸出銅器団地サテライト展

▶とき　9月14日㈭～24日㈰の午前
11時～午後7時（24日は午後5時ま
で）

▶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

わろんが企画展
布のバッグと秋の小物展

▶とき　9月5日㈫～30日㈯の午前10
時～午後6時

▶問合先　わろんが☎21-6300、商業
雇用課☎20-1289

国吉地区のお寺探訪と
酪農体験

▶とき　9月10日㈰午前9時～午後1
時30分

▶定員　50人（申し込み順）
▶参加料　中学生以上500円、小学生

以下無料
▶持ち物　長袖、運動靴、帽子、タオ

ル、飲み物
▶ところ・申込・問合先　9月6日㈬

午前10時から、里山交流センター
☎31-6617へ。

ゆる山へ行こう
中部北陸自然歩道を行く

　富山市の猿倉山、御前山、小佐波御
前山を歩きます。
▶とき　10月15日㈰午前7時20分（U

ホール集合）～午後6時
▶定員　25人
▶参加費　6,800円（遊・Uクラブ会

員は5,800円。弁当代・入浴料など
を含む）

▶申込・問合先　9月6日㈬～24日㈰
に、Uホール☎64-1437か福岡B&G
海洋センター☎64-3396へ。

たかまち・おでかけウォーク
スタンプ対象講座

①生活習慣病を見直し
　認知症を予防しよう
▶とき　9月28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ロコモティブシンドローム
▶とき　9月29日㈮午後2時
▶ところ　御旅屋セリオ6階
▶問合先　①シルバー人材センター☎

20-1650、②商業雇用課☎20-1289

里山交流イベント
サツマイモ掘り・竹細工

▶とき　9月18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　軍手、長靴、帽子、タオル、

飲み物
▶ところ・申込・問合先　9月9日㈯

午前10時から、里山交流センター
☎31-6617へ。

越中福岡の刀匠・宇多派の世界
   南北朝時代に福岡で活躍した刀匠、
宇多派の歴史や魅力を、現存する刀剣
を通して紹介します。
▶とき　9月23日㈯～12月3日㈰の午

前9時～午後4時30分
▶休館日　月曜日（祝日の場合翌日）

9月26日㈫、11月7日㈫・24日㈮
▶入場料　高校生以上100円、小・中

学生50円
▶ところ・問合先　福岡歴史民俗資料

館☎64-5602
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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

◇奇祭・お熊甲祭（七尾市）
▶とき　9月20日㈬午前7時～午後5

時
▶ところ　七尾市中島町宮前
▶問合先　七尾市観光交流課
　☎0767-53-8424

高岡地区広域圏からのお知らせ

■氷見市■

◇氷見キトキトウオーキング
▶とき 10月21日㈯・22日㈰
▶ところ　氷見市ふれあいスポーツセ

ンター (受付・スタート・ゴール)
▶参加料　1,000円(高校生以下は500

円、3歳未満は無料)
▶申込期限　10月2日㈪
▶問合先　氷見キトキトウオーキング

実行委員会☎74-8446

■小矢部市■

◇源氏太鼓
▶とき　9月10日㈰
▶ところ　下後亟神明宮
▶問合先　小矢部市観光協会
　☎30-2266
◇ミニSLフェスタ
▶とき　9月17日㈰・18日㈪の午前

10時～午後4時
▶ところ・問合先　クロスランドおや

べ☎68-0932

■高岡地区広域圏■

◇ふるさと名人募集
　高岡市・氷見市・小矢部市に住む、
優れた技能や才能を持った人を募集し
ます。
▶募集　9月29日㈮まで、所定の応募

用紙を高岡地区広域圏事務組合へ
（本人以外の推薦による）　

▶問合先　高岡地区広域圏事務組合
　☎91-2101

－ふるさと名人とは－－－－－－－－

　切り絵や染物、魚
拓など、日常生活の中
で優れた技能をもつ
人を認定しています。
　認定者は作品展で
作品を紹介するほか、
講師として活躍して

いただいています。 森川外茂男さん・武者絵
（小矢部市）



みんなの掲示板みんなの掲示板
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●アーバンデータチャレンジ
◇アプリのアイディア大会・公共交通編
とき　9月30日㈯午後1時～午後6時
ところ　ウイング・ウイング高岡
問合先　NAT事務所☎24-1075
●県西部地域障害者合同就職面接会
とき　9月27日㈬午後2時～午後4時
ところ　高岡テクノドーム
対象者　公共職業安定所に求職登録し

ている障がい者
問合先　ハローワーク高岡☎21-1515
●文化振興事業団職員募集
採用枠　学芸職1人
資格　昭和52年4月2日以降に生まれ、

大学を卒業し学芸員の資格を有する人
申込・問合先　10月2日㈪～13日㈮に、

文化振興事業団☎20-1450へ。

●高岡大仏お身拭い参加者募集
とき　9月23日㈯午前10時
ところ　大仏前公園
定員　10人（申し込み順）
参加料　2,000円（白装束洗濯、弁当

代）
申込・問合先　9月15日㈮まで、関☎

22-0354へ。
●元気とやま！父母向け就職セミナー
とき　■9月18日㈪午後2時…サンシッ

プとやま■23日㈯午後2時…高岡地域
地場産業センター

参加費　無料
対象　就職活動を控えた学生の父母など
申込先　県労働雇用課ホームページ
問合先　県労働雇用課
　☎076-444-4558

公民館で集い、学び合った成果を発表します。

公民館 月　日 時　間 問合先☎
古　府 9/2㈯・9/10㈰ 9:30～11:00・9:00～14:30 44－8777

川　原 9/24㈰ 9:30～15:00 22－4660

横　田 9/30㈯・10/1㈰ 10:00～15:00 23－2038

平　米 10/1㈰ 10:00～15:00 26－0757

二　上 10/14㈯ 9:30～14:30 25－3040

定　塚 10/15㈰ 9:00～15:00 25－4491

成　美 10/28㈯・10/29㈰ 10:00～15:30 26－8943

福　田 10/28㈯・10/29㈰ 9:00～17:00 31－3582

伏　木
10/28㈯・10/29㈰・
11/5㈰・11/12㈰

10:00～17:00・10:00～16:00
13:00～16:30・10:00～15:00

44－0481

博　労 10/29㈰ 10:30～15:30 27－7270

佐　野 10/29㈰ 9:00～15:00 22－0809

西五位 10/29㈰ 10:00～16:00 64－3980

木　津 10/29㈰ 9:30～15:00 26－6150

二　塚 11/3㈮ 9:00～15:00 21－4708

牧　野 11/3㈮ 9:00～15:00 82－2431

太　田 11/3㈮ 10:00～16:00 44－0494

戸　出 11/4㈯・11/5㈰ 9:30～16:00 63－1250

中　田 11/4㈯・11/5㈰ 9:00～16:00 36－1135

下　関 11/5㈰ 9:30～15:30 25－2342

大　滝 11/5㈰ 10:00～16:00 64－4884

能　町 11/12㈰ 9:00～16:00 22－2708

野　村 11/12㈰ 9:30～15:30 23－2084

東五位 11/12㈰ 10:30～15:00 31－0958

小　勢 11/12㈰ 9:00～15:00 31－1527

赤　丸 11/12㈰ 11:00～15:30 31－3579

西　条 11/18㈯・11/19㈰ 13:00～15:00・9:00～15:00 25－0090

福　岡 11/18㈯・11/19㈰ 9:30～15:30・9:30～13:00 64－4851

是　戸 11/23㈭ 9:00～16:00 63－2535

▶ところ　生涯学習センターほか
▶申込期限　9月24日㈰
※詳しくは生涯学習情報か、たかおか学遊塾ホームペ

ージ、生涯学習センター内のチラシをご覧ください。
▶問合先　市民大学たかおか学遊塾（野沢）☎22-

4252、生涯学習・文化財課☎20-1802

No. 講座名
① 初めての現代川柳（初心者向き）

② 現代川柳を楽しむ（経験者向き）

③ だら～り　すとれっち～ほぐそう！心と体～

④ 楽しくみんなで歌おう／戸出

⑤ 始めてみませんか 水彩画レッスン

⑥ 薩摩琵琶の世界

⑦ ゆる～り太極拳で楽しく体力 UP！（午前）

⑧ ゆる～り太極拳で楽しく体力 UP！（午後）

⑨ 健康体操と民謡を踊りましょう／おとぎの森

⑩ 藩政期越中国の産業・流通

⑪ 鎌倉・南北朝期の越中国

⑫ パソコンとタブレット 、スマホ入門／戸出

⑬ ワードをもう一歩活用してみよう／戸出

⑭ やや高度なパソコン講座

⑮ 少しできる人のパソコン講座

⑯ バルーンアートで笑顔の輪を作ろう ( 中級 )

⑰ 健康のため能(仕舞)をしてみませんか !

⑱ 詩吟を楽しむ　 大伴家持・前田利長

⑲ 楽しい演劇教室

⑳ 紅葉観察会／古城公園

㉑ 二胡と揚琴／ふれあい福祉センター（11 月 26 日）

㉒ クリスマスケーキを作りましょう（12 月 9 日）

㉓ バレンタインケーキを作りましょう（1 月 27 日）

㉔ 藤子・F・不二雄とふるさとを語ろう
／定塚ギャラリー（11 月 11 日）

●動物愛護フェスティバル
とき　9月24日㈰午前10時
ところ　県動物管理センター
内容　小動物ふれあい体験、犬・猫の

飼い方相談など
問合先　県生活衛生課☎076-444-3230
●下水道フェスタ
とき　9月9日㈯午前10時～午後3時
ところ　二上浄化センター
内容　下水道探検ツアーほか
問合先　県下水道公社☎24-5104
●成年後見無料相談会
とき　9月16日㈯・17日㈰の午前10

時～午後3時
ところ　サンシップとやま
問合先　県司法書士会
　☎076-431-9332

市民大学たかおか学遊塾市民公民館まつり
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ゲートキーパー養成講座
　心の病気や悩んでいる人との向き合
い方について学びます（全２回）
▶とき  ■9月29日㈮…早く気づいて・

心の病気■10月13日㈮…悩んでいる
人との向き合い方・傾聴技法

▶時間　午後1時30分～午後3時30分
▶ところ　保健センター
▶定員　30人
▶申込・問合先　9月22日㈮まで、健

康増進課☎20-1345へ。

自殺に追い込まれない社会をつくろう
　自殺予防への関心を高め、自殺の発
生を防ぐため、街頭啓発キャンペーン
を行います。
▶とき　9月8日㈮午後5時～午後6時
▶ところ　イオンモール高岡
▶相談・問合先　社会福祉課☎20-

1369、健康増進課☎20-1345
※市ではこころの相談窓口を設けてい

ます。

国保特定健診結果説明会
　健診結果の見方や生活習慣の改善方法
をわかりやすく説明します（個別相談）
▶とき　9月27日㈬午後1時～午後3時
▶ところ　保健センター
▶持ち物　特定健康診査結果通知表
▶申込先　健康増進課
▶問合先　健康増進課☎20-1345、保

険年金課☎20-1361

糖尿病教室
▶とき・内容　■9月6日㈬、10月4日

㈬…合併症、食事療法、血糖測定
　　■9月20日㈬…合併症、運動療法、

薬との付き合い方
▶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・申込・問合先　市民病院
　☎23-0204

糖尿病予防教室
　糖尿病の基礎知識、自分に合った食
事の量やバランスについて、保健師・
栄養管理士と学びます。
▶とき　9月22日㈮午前10時～正午
▶ところ　保健センター
▶定員　20人
▶申込・問合先　健康増進課
　☎20-1345

健康プラス運動教室
　筋力の維持・向上と内臓脂肪を減ら
すため、運動に関する講義や実技など
を行います。
▶とき　10月4日㈬・18日㈬、11月1

日㈬・15日㈬・29日㈬、12月13日㈬
▶ところ　保健センター
▶対象　40～60歳代の人
▶定員　20人（申し込み順）
▶参加料　無料
▶持ち物　シューズ、飲み物、タオル、

健康手帳（所持者）
▶申込・問合先　9月11日㈪から、健

康増進課☎20-1345へ。

母乳育児をたたえる表彰
▶とき　9月24日㈰午前10時～正午
▶ところ　保健センター
▶内容　表彰状授与、記念撮影、育児

講座など
▶定員　50組（申し込み順）　
▶対象　市内に住む平成26年4月1日

以降に生まれた子どもと保護者
▶申込・問合先　9月13日㈬まで、郵

送かファクスで住所・母親と子ども
の氏名（ふりがな）・子どもの生年
月日・電話番号・表彰の希望時間
(午前10時か午前11時)を、健康増
進課（〒933-0045高岡市本丸町
7 - 2 5 保 健 セ ン タ ー 内 、 FA X 2 0 -
1347）☎20-1345へ。

健 　 康

　国民健康保険（国保）は、職場などの健康保険に入っていない人が加
入する医療保険です。加入や脱退には、届け出が必要です。国保に加入
すると国民健康保険税(国保税)が課税されます。届け出が遅れても、さ
かのぼって適用されます。
◇国保税は世帯主に
　国保税は、国保加入者一人ひとりではなく、国保加入者がいる世帯の
世帯主に課税されます。ただし、課税計算は、国保加入者のみで行いま
す。
◇後期支援金分と介護分
　後期支援金分は、後期高齢者医療制度を支援するものです。介護分は
40歳以上65歳未満(介護第2号被保険者)に掛かります。国保税として、
医療分と併せて納めます。
◇特別徴収を口座振替に
　特別徴収（年金から天引き）の人で、未納がない人は、口座振替に変
更できます。また、口座振替から特別徴収に変更もできます。希望する
人は申請してください。
▶問合先　保険年金課☎20-1357

▶とき　10月1日㈰～31日㈫
▶ところ　市内の指定医療機関
▶健診内容　内科診察、血圧測定、尿検査、

身体計測、血液検査
▶健診費用　1,000円
▶対象者　市内に住む、昭和53年4月1日

～平成12年3月31日生まれの人。ただ
し、学生、妊娠中の人、職場などで健診
や人間ドックを受ける人を除く。

▶申込・問合先 　9月15日㈮まで、封書
かファクスで、住所・氏名・生年月日・
電話番号を健康増進課（〒933-0045高
岡 市 本 丸 町 7 - 2 5 保 健 セ ン タ ー 内 、
FAX20-1347）☎20-1345へ。

知っていますか 国民健康保険若い世代の
健康診査

福 　 祉



動悸がして受診したところ不整
脈と言われ、薬を処方されまし

た。そのあと足や腕に青あざがよくで
きるようになったので、薬を止めたい
ですが、いいでしょうか。
　

不整脈による併発症で最も怖い
のが、脳の動脈が詰まる脳卒中

です。予防には、血液をサラサラにす
る抗凝固薬を服用します。質問の青あ
ざは、確かに抗凝固薬の副作用です。
まずは、血液検査で適正な値かどうか
を調べ、過剰に効きすぎている場合は、
脳や胃から出血する可能性もあり、注
意が必要です。ただ、適正な値を保っ
ていても青あざができることがあるの
で、絶対に自己判断で内服を中断せず、
主治医によく相談してください。また、
最近では、新しい抗凝固薬も使用でき
ます。効果に個人差が少なく、食事の
影響を受けにくいため、従来の薬（ワ
ーファリンなど）と比較して安定した
効果が得られやすく、脳出血などの合
併症が少なくなっています。

市民病院　平瀬裕章内科主任部長

■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）　

とき ところ 肺・胃
大腸

子宮
乳

9月 7日㈭ 能町公民館 ● ▲
9月 8日㈮ 成美公民館 ● ─

9月 9日㈯ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

9月13日㈬ 戸出コミュニティセンター ● ▲

9月14日㈭ 川原公民館 ● ─
9月19日㈫ 立野公民館 ● ▲
9月21日㈭ 北般若公民館 ● ─

9月24日㈰ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

9月26日㈫ 野村公民館 ● ▲
9月27日㈬ 国吉公民館 ● ─
9月29日㈮ 平米公民館 ● ─
10月2日㈪ 二上公民館 ● ▲
10月5日㈭ 古府公民館 ● ▲

がん検診 Cancer Examination

健康Q&A Health Q&A
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みんなでカラダを動かそう！

▶持ち物　運動服、内履き、③は軍手、⑱はバスタオル2本
▶ところ・申込・問合先　9月6日㈬から、受講料を添えて、サンライフ高岡☎44-

7073へ（無料体験もできます）

◇サンライフ高岡の教室
教 室 名 曜日 期 間 時 間 定員 受講料（円）

①リフレッシュヨガ 火 10/ 3～12/19 9：45～10：45 23 6,000
②簡単ストレッチ＆フットマッサージ 火 10/ 3～12/19 9：30～10：30 20 5,000
③パンチエクササイズ 火 10/ 3～12/19 19：30～20：30 23 5,000
④健康リズム体操 水 10/ 4～12/20 10：00～11：30 45 4,000
⑤機能改善体操 水 10/ 4～12/20 10：00～11：00 23 5,000
⑥マットピラティス 水 10/ 4～12/20 14：00～15：00 23 7,000
⑦マットピラティス 木 10/ 5～12/21 19：30～20：30 23 7,000
⑧姿勢改善ストレッチ 水 10/ 4～12/20 19：00～20：00 15 6,000
⑨健康ヨガ 木 10/ 5～12/21 10：30～11：30 23 6,000
⑩ひざ・腰ストレッチ体操 木 10/ 5～12/21 10：00～11：00 16 6,000
⑪ひざ・腰ストレッチ体操 木 10/ 5～12/21 14：00～15：00 23 6,000
⑫ひざ・腰ストレッチ体操 金 10/ 6～12/22 10：30～11：30 23 6,000
⑬スポーツフラダンス 木 10/ 5～12/21 13：30～14：30 20 6,000
⑭ダイエットヨガ 木 10/ 5～12/21 18：30～19：30 23 6,000
⑮ウォーキング・健康リズム体操 金 10/ 6～12/22 9：30～10：30 45 4,000
⑯ストレッチ・健康リズム体操 金 10/ 6～12/22 10：40～11：40 45 4,000
⑰セルフ整体 金 10/ 6～12/22 14：00～15：30 23 7,000
⑱からだ改善ヨガ 金 10/ 6～12/22 19：00～20：00 23 6,000
⑲太極拳 土 10/ 7～12/23 10：00～11：30 45 4,000
⑳効果的ストレッチ 土 10/21～12/16 10：00～11：00 20 3,000
21効果的トレーニング 土 10/7、11/4、12/2 18：30～19：30 20 3,500
22古布で作る小物・干支 火 10/3、10/17 13：30～15：30 15 2,500
23バドミントン 水 9/27～11/29 13：30～15：30 30 4,000
24煎茶をおいしく 金 10/13～12/22 10：00～11：30 15 4,000

▶とき　9月26日㈫～11月14日㈫の毎週火曜日午後7時～午後9時（全8回）
▶ところ　市民体育館
▶定員 20人（申し込み順）
▶受講料　4,000円
▶持ち物　運動服装、内履き
▶申込・問合先 9月5日㈫午前9時から、体育協会☎26-5225へ。

　ヘルスボランティアと一緒に楽しく歩きませんか。
◇いかり奥入瀬ほたるの郷コース（守山地区内約5㎞）
▶とき　10月1日㈰午前9時～午前11時30分（守山公民館集合）
▶参加料　無料（申し込み不要）　
▶問合先　健康増進課☎20-1345

◇フレッシュテニス教室

◇市民歩こう会
①スポ・レク高岡・健康ウォークコース（約5ｋｍ）
　ウイングウイング高岡前広場（集合）→孝子六兵衛の碑→金屋町通り→有礒
正八幡宮→竹平記念体育館（総合開会式終了後解散）
▶とき　9月16日㈯午後3時
②小矢部・地上100ｍの展望ポイントコース（約5ｋｍ）
▶とき　9月24日㈰午前9時15分（石動駅集合）
③婦中・見て触れて新聞を知る
　北日本新聞・創造の森越中座コース（約5ｋｍ）
▶とき　10月1日㈰午前9時50分（速星駅集合）
▶参加料　①無料、②③200円（会員は無料。昼食は各自持参）
▶問合先　体育協会☎26-5225

◇新たな魅力発見・楽しく気軽にウォーキング



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
9月10日㈰・17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

タッチケアコミュニケーション
（ベビーマッサージ）

9月15日㈮
14:00～15:30

高岡子育て
支援センター 2～7カ月児 25組

すくすく （健康相談と身体計測） 9月19日㈫
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

リトミック・ぷち
（リトミック、リズム遊び）

9月22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

秋のコンサート　
（クリス音楽院講師による器楽演奏、歌、リズム遊び）

9月23日㈯
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～5歳児 50組

すこやかトーク（講話、育児相談）
講師 富山短期大学幼児教育学科教授 石動 瑞代 氏

9月26日㈫
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～5歳児 15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）

9月29日㈮
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

平成29年
1月生まれ 40組

歯っぴい教室
（歯の生え始め、お口の衛生、虫歯予防）

10月2日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

8カ月～
3歳児 30組

お話広場
（「わらべの会」による絵本、紙芝居、手遊び）

10月3日㈫
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

赤ちゃん相談室
（看護師による健康個別相談）

10月5日㈭
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター 0～5歳児 4組

ハグくみ baby
（ふれあい遊び、ベビーサイン）

10月10日㈫
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター 5～11カ月児 25組

あおぞら広場・ぷち運動会
※ 雨天時 10 月 19 日㈭

10月17日㈫
10:00～11:30

御旅屋セリオ
屋上広場

1歳4カ月～
3歳児 50組

パパといっしょ（絵本読み聞かせライブなど）
講師 NPO法人ファザーリング・ジャパン
　　 ファウンダー 代表 安藤 哲也 氏

10月22日㈰
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

0～5歳児
（両親で参加可） 30組

福
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

身体計測と健康相談 9月19日㈫
10:00～11:00

福岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

にこにこ赤ちゃんの集い 9月26日㈫
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 4～7カ月児 10組

虫歯予防教室 10月4日㈬
10:30～11:30

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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申込・問合先

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 】

９月８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）
　9月27日㈬13:00～15:00
▶心の健康相談
・臨床心理士の相談（9月15日まで要予約）
　9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
･9月11日㈪／戸出コミュニティセンター
･9月15日㈮／伏木コミュニティセンター
･9月20日㈬／中田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）
・9月  7日㈭／伏木老人福祉センター
・9月12日㈫／西部老人福祉センター
・9月13日㈬／万葉社会福祉センター
・9月20日㈬／牧野老人福祉センター
・9月21日㈭／シルバーショップたかおか
・9月27日㈬／東部老人福祉センター
・10月3日㈫／シルバーショップたかおか
・10月5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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1歳6カ月健診を受けに訪れた
竹内栞菜ちゃんとお母さん（六家）

【 広 告 】【 広 告 】

内　容 9 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。

7日㈭
13:00～14:00

平成29年5月5日～5月18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21日㈭ 平成29年5月19日～5月31日生

1歳6カ月児
健康診査

12日㈫ 13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成28年2月8日～2月20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19日㈫ 平成28年2月21日～3月1日生

3歳児健康診査
(3歳6カ月児)　

6日㈬ 13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成26年1月28日～2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

13日㈬ 平成26年2月7日～2月18日生

20日㈬ 平成26年2月19日～2月28日生

2歳6カ月児むし歯
予防フッ素塗布教室 11日㈪ 13:00～13:30 平成27年2月・3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 11日㈪ 14:00～14:30 平成27年8月・9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）

6日㈬

14:30～14:50 平成26年9月生13日㈬

20日㈬

内　容 9 月 受付時間 対象者 持ち物
母乳育児相談 15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 8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

27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 9 月 受付時間 対象者 持ち物
はじめての離乳食教室 15日㈮ 9:40～10:00 平成29年2月16日～4月15日生 母子健康手帳

伏木児童館 5･12・19日 ☎44-0595
野村児童センター 5･12・26日 ☎23-3893
西部児童センター 5･12・26日 ☎26-1347
戸出児童センター 5･12・26日 ☎63-2370

※15日は、保育士とふれあい遊びをします。

※12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。

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 ～ 11:309 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 9月14日㈭ ☎26-6150
牧野公民館 9月21日㈭ ☎82-2431
成美公民館 9月15日㈮ ☎26-8943
古府公民館 9月22日㈮ ☎44-8777

川原公民館 9月12日㈫ ☎22-4660
立野公民館 9月20日㈬ ☎31-0016
野村公民館 9月27日㈬ ☎23-2084

ところ と　き 時　間
保健センター 9月19日㈫ 10：00～11：00
石堤保育園 9月26日㈫ 10：00～11：00
成美公民館 9月27日㈬ 9：45～11：30
戸出コミュニティセンター 9月28日㈭ 10：00～11：00
能町公民館 10月4日㈬ 10：00～11：30
中央保育園 10月5日㈭ 10：00～11：00

ところ と　き 時　間
保健センター 9月28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）
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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）

※27日は、保健師による育児健康相談があります。



第２１回ふるさとイベント大賞・最高賞内閣総理大臣賞受賞

ところ  福岡駅前、中心市街地周辺
23 日　燈籠流し…午後７時、民謡と舞踊の共演会…午後７時
24 日　表彰式…午後５時、

越中菅笠音頭・福岡つくりもん囃子まちながし…午後７時３０分
◇つくりもんまつり写真コンテスト
募集作品　４つ切りカラープリント
応募・問合先　１０月１０日㈫まで、産業建設課☎64 -1427へ。

高
岡
駅
（
瑞
龍
寺
口
）

くりもんまつりつ
福岡町

かかし祭り
中田

９月２３日㈯・２４㈰

９月２３日㈯・２４㈰
ところ　中田中央公園、中田コミュニティセンター周辺
両日　　かかし展示、フリーマーケット、ほたる茶屋、かかしロード
23 日　かかし音頭…午前 10時 30分、よさこい・舞台踊り…正午、

コンプレッサーのマジックショー…午後３時
24 日　表彰式…午前 10時、中田中学校ブラスバンド…午前 11時、

フラダンス…午後１時、参加型イベント…午後２時、抽選会…午後３時
◇写真コンクール
募集作品　４つ切りの写真（応募は２点まで）
応募　１０月１８日㈬まで、中田かかし祭実行委員会へ。
問合先　中田かかし祭実行委員会（中田コミュニティセンター内）
　☎ 36-1135、中田支所☎ 36-1133

つくりもんまつり
（福岡庁舎）

かかし祭り
（アルビス中田店）

戸出町３丁目バス停

10:00～20:50（24日は～19:40）

10:25～21:15（24日は～20:35）

9:50～15:50（24日は8:30～）

10:20～16:20（24日は9:00～）

10:50～19:30（24日は～17:50）

10:10～18:50（24日は～17:10）

無料シャトルバス
※時間はすべて発車時間です

11便（24日は10便）

6便（24日は7便）

6便（24日は5便）

29年7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７月中の増減３９

たかおか市民と市政は再生紙を使用しています。

７月末現在

人口
男
女

173,536人 世帯数 6８,244世帯
84,017人
89,519人

区　分 自然増減（出生ー死亡） 社会増減（転入ー転出） 計
ー76 ー28

（うち外国人　3,099人） （うち外国人世帯 1,736世帯）48
29年1月からの増減 ー687 ー716－29

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

たかおかたかおか
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c o n t e n t s

に乗ろう!!新高岡駅 臨時かがやきから

◀
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