
お知らせ
I N F O R M A T I O N

水道メーターで漏水チェック
　水道メーターで家庭の水漏れのチェ
ックが簡単にできます。定期的に確認
することをお勧めします。
①家庭内にある全ての水栓をしっかり

と閉める
②水道メーターのパイロットマークを

チェックする
　少しでも回っている場合は、漏水し
ている可能性があります。市指定の給
水装置工事事業者へご連絡ください。
最寄りの指定事業者はホームページで
確認するか、上下水道局までお問い合
わせください。
▶問合先　上下水道局営業課
　☎20-1612

行政相談のご案内
　相談は無料で予約不要。秘密は守ら
れます。
◇一日合同行政相談
　登記、税金、年金、道路、DV・離婚、
クレジット・サラ金、相続など気軽に
ご相談ください。
▶とき　11月2日㈭午後1時～午後4時
▶ところ　ふれあい福祉センター
▶相談員　富山地方法務局高岡支局・

富山労働局・高岡年金事務所・富山
県女性相談センター・富山県司法書
士会・北陸税理士会高岡支部・行政
相談委員・富山行政監視行政相談セ
ンター・富山県・高岡市の各職員

◇行政相談委員の行政相談所
▶とき・ところ　■10月10日㈫…市役

所・福岡健康福祉センター■16日㈪
…伏木コミュニティセンター■20日
㈮…戸出コミュニティセンター■27
日㈮…ふれあい福祉センター

▶時間　午後1時30分～午後4時
▶問合先　富山行政監視行政相談セン

ター☎076-432-6338、共創まちづ
くり課☎20-1327

花や緑のお困りごとはありませんか
▶とき　10月14日㈯・21日㈯・29日

㈰、11月5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

浄化槽を適正に管理しましょう
　生活環境の保全や公衆衛生の向上の
ため、下記の3つは法律で義務付けら
れており、必ず実施してください。
①保守点検（処理方式などで決められ

た期間ごとに１回以上）
②清掃（１年に１回。ただし、全ばっ

気方式は半年に１回以上）
③法定検査（１年に１回）
▶問合先　環境政策室☎20-1353、県

浄化槽協会☎076-421-1208

10月４日㈬は市民ノーマイカーデー
　マイカーの利用を控え、最寄りの公
共交通機関を利用しましょう。また、
ノーマイカー通勤に積極的に取り組む
ノーマイカーデー宣言をする事業所を
募集します。成績の優秀な事業所には
認定プレートを贈呈します。
▶問合先　公共交通利用促進協議会

（総合交通課内）☎20-1139

夜間納税相談窓口の開設
▶とき　10月26日㈭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

都市鉱山からつくる・みんなのメダル
プロジェクト／回収品目を拡大

　不要になった携帯電話などを回収し、
そこから取り出されるリサイクル金属
で、2020年東京オリンピック・パラ
リンピック競技大会で使用するメダル
を作るプロジェクト。高岡では、これ
まで携帯電話・スマートフォンのみを
回収してきましたが、10月より回収
品目を追加します。
▶追加品目　携帯音楽プレイヤー、携

帯ゲーム機器、デジタルカメラ、ポ
ータブルビデオカメラ、ポータブル
カーナビ、電子辞書、卓上計算機

▶回収場所　市役所本庁舎、福岡庁舎、
環境サービス課

▶問合先　環境サービス課☎22-2144

さわやか窓口月間
◇大切にします
　ほほえみ・まごころ・おもいやり
　市では、10月をさわやか窓口月間
とし、より一層親切で真心のこもった
市民サービスを目指します。期間中に
窓口業務のアンケート調査を行います
ので、ご協力をお願いします。
▶問合先　人事課 ☎20-1235

住宅用火災警報器の交換・点検
　住宅用火災警報器の設置義務化から
10年が経過しました（電池の寿命は
約10年）火災を有効に感知できるよ
うに、次のことを実施しましょう。
・定期的に作動確認をする
・ホコリなどは定期的にふきとる
・電池が切れたら、新しい警報器に交

換する
▶問合先　消防本部予防課☎22-3132

消防団・秋季検閲訓練
　訓練に伴いサイレン吹鳴や交通規制
をします。ご協力をお願いします。
◇南部方面団…10月29日㈰午後1時

30分
▶検閲・分列行進／戸出町３丁目地内

高岡みなみ病院前通り
▶火災防ぎょ訓練／古中中町、古中西

町、古中東町
◇福岡方面団…11月5日㈰午後1時
▶検閲・分列行進／福岡総合行政セン

ター付近
▶火災防ぎょ訓練／橋上町、西町、表

元町、堀上町、中央通り
◇伏木方面団…11月12日㈰午後1時
▶検閲・分列行進／伏木消防署前
▶火災防ぎょ訓練／伏木古府１丁目、

伏木古府元町、伏木矢田上町
◇高岡方面団…11月19日㈰午後1時

30分
▶検閲・分列行進／市役所前
▶火災防ぎょ訓練／芳野町、南田町、

八丁道町
■問合先　消防本部総務課☎22-2266
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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
10月12日㈭・26日㈭の1時30分～4時
30分/市役所7階/定員各6人
17日㈫1時30分～3時30分/福岡健康
福祉センター/定員4人
※いずれも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
10月18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
10月27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
10月10日㈫/市役所8階、福岡健康福
祉センター（消費生活相談なし）/中田コ
ミュニティセンター（行政相談なし）
16日㈪/伏木コミュニティセンター（人
権相談なし）
20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）
27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
●行政書士の相続・成年後見等相談
10月18日㈬10時～3時/市役所8階
▷問合先　県行政書士会高岡支部

☎27-3700
●公証人の相続・遺言・各種契約等相談
10月10日㈫1時30分～4時/市役所8階
▷問合先　高岡公証役場☎25-5130
●社会保険労務士の労働相談
10月19日㈭1時30分～4時/市役所7階
▷問合先　県社会保険労務士会
　☎076-441-0432
●税理士の税務相談
10月19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
（12日㈭9時から予約受け付け）

相談案内 Consultation

募 　 集検針票に広告を載せませんか
　検針票に掲載する広告を募集していま
す。応募方法、広告の規格、広告料など
の詳細はホームページをご覧ください。
▶申込・問合先　上下水道局営業課
　☎20-1611

伏木港クルーズ
客船歓迎クラブ会員募集

▶会員特典　ふ頭のフェンス内に入り
クルーズ客船を間近で見学、客船寄
港情報の提供、船内見学会の優先枠、
記念品の進呈など

▶会費　無料
▶申込・問合先　申込用紙に必要事項

を記入し、直接か郵送、ファクス、
Eメールで、みなと振興課（〒933-
0104高岡市伏木湊町13-1、FAX44-
0048、Eメールminato@city.takaoka.
lg.jp）☎44-0484へ。

※申込用紙は、市ホームページで入手
できます。

万葉線を愛する会会員募集
▶会員期間　10月1日㈰～平成30年9

月30日㈰
▶会費(1口)　個人1,000円、法人1万円
▶特典　万葉線回数券(個人770円分、

法人5,500円分）を贈呈、協賛店
（50店以上）での割引・サービス

▶申込・問合先　総合交通課
　☎20-1139

行財政改革市民懇話会委員募集
▶対象　 市 内 に 住 む18歳 以 上 の 人

（高校生を除く）
▶募集人数　2人
▶任期　12月～平成31年11月
▶応募・問合先　10月20日㈮まで、行

財政改革についての作文（800字程
度）を添えて経営管理室☎20-1228へ。

指定管理者募集
▶導入施設　道の駅雨晴
▶導入開始　平成30年4月
▶申請期限　10月31日㈫
▶問合先　道路建設課☎30-7302

農業委員・農地利用最適化推進委員募集

▶応募・申込先　11月1日㈬～30日
㈭に、推薦届か応募届を記入し、直
接か郵送で、農業委員会（〒933-
8601高岡市広小路7-50）☎20-
1473へ。※推薦届、応募届は農業
委員会窓口にあるほか、市ホームペ
ージからも入手できます。

菅笠コンテスト作品募集
　越中福岡の菅笠製作技術を活用した
作品を募集・表彰します。材料のスゲ
や笠骨は用意しますが、実費がかかる
場合もあります。
▶募集作品
①菅笠(角・富士笠以外の従来からの菅笠)
②創作笠(独自の発想で変化させた菅笠)
③アイデア作品(菅笠以外のスゲ作品)
▶応募　11月7日㈫まで、直接か郵送で

菅笠展覧会・コンテスト実行委員会
(〒939-0192高岡市福岡町大滝12)へ。

▶問合先　地域振興課☎64-1422

スマートフォンに「有料動画サイトの利用料金が未納である。本日中に連
絡がない場合は法的手続きに移行する」というショートメールが届いた。
思い当たるようなことはないのだが、どうしたらよいか。

実在の事業者名をかたり、利用した覚えのない有料動画サイトの利用料金
をショートメールで請求されたという相談が増加しています。確認のため
電話をかけた消費者から金銭を支払わせる架空請求であり、詐欺の手口で
す。絶対に連絡を取らないようにしましょう。

架空請求メールにご注意を

問合先　市消費生活センター（共創まちづくり課内）☎20-1522

農業委員 農地利用最適化推進委員

募集人数 19人
（区域ごとの定数はありません）

30人
（区域ごとに１人）

任期 平成30年5月1日
～平成33年4月30日

委嘱の日
～平成33年4月30日



お知らせ INFORMATION

催 　 し 学 　 ぶ

創業講座・スムーズな創業
　経営戦略、金融・税務の基礎知識、
成功ポイントなどを紹介。
▶とき　10月22日㈰・29日㈰、11月

5日㈰・23日㈭の午後1時～午後4時
▶ところ　高岡商工ビル
▶対象　市内において創業・開業を目

指す人か、創業・開業をした人
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　3,000円（全4回）
▶申込　10月6日㈮～21日㈯に、高

岡商工会議所☎23-5000へ。
▶問合先　産業企画課☎20-1395

CNFセミナー（無料）
　次世代材料であるセルロースナノフ
ァイバーについて、最近の動向、その
特徴と用途開発などを説明します。
▶とき　10月16日㈪午後１時30分～

午後４時30分
▶ところ　ウイング・ウイング高岡
▶定員　100人（申し込み順）
▶申込・問合先　10月11日㈬まで、

ファクスかEメールで産業企画課
（FAX20-1287、Eメールsangyo@
city.takaoka.lg.jp）☎20-1395へ。

高齢者向けスマホ・タブレット
体験講座

▶とき　10月21日㈯・22日㈰・28日
㈯の午前9時30分～午前11時30分
か午後1時30分～午後3時30分

▶ところ　ふれあい福祉センター
▶受講料　500円
▶問合先　ネットワークアシストたか

おか☎24-1075、情報政策課☎20-
1238

国際交流協会の英語講座
▶とき　10月24日㈫～12月12日㈫の

火曜日（全8回）
▶時間　■初級…午後1時30分～午後

2時30分■上級…午後3時～午後4時
▶定員　各講座20人（申し込み順）
▶受講料　7,000円(会員は5,000円)
▶ところ・申込　10月10日㈫～12日㈭

に、電話かEメールで国際交流協会
（Eメール kokusai@p1.tcnet.ne.jp）へ。

▶問合先　国際交流協会☎27-1856、
多文化共生室☎20-1236

たかおか朝市
▶とき　10月8日㈰・22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

大伴家持卿顕彰祭
▶とき　10月7日㈯午前11時
▶ところ　大伴神社（伏木一宮）
▶問合先　伏木支所☎44-0483

高峰譲吉博士生誕祭・科学賞表彰式
▶とき　11月3日㈮午後2時
▶ところ　高峰公園
▶問合先　教育委員会総務課☎20-1443

たかまち・おでかけウォーク
スタンプ対象講座

①まちゼミの楽しみ方
▶とき　10月12日㈭午後2時
▶ところ　クルン高岡B1ステージ
②寝たきりはイヤだ・介護はゴメンだ
▶とき　10月19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
▶申込先　シルバー人材センター
■問合先　①商業雇用課☎20-1289、

②シルバー人材センター☎20-1650

家持の時代展関連行事
①記念講演会
▶とき　10月14日㈯午後2時
▶講師　石田太一さん(唐招提寺副執事長)
▶定員　80人（先着順）
②ギャラリーツアー（要観覧券）
▶とき　10月7日㈯午後2時
■いずれも、▶ところ　美術館
③美術館が街にでます/館長による

トーク・家持の時代展の舞台裏
▶とき　10月13日㈮午後1時30分
▶ところ　大和高岡店6階
■問合先　美術館☎20-1177

高岡古城公園歴史散策めぐり
　学芸員による史跡の解説を交えなが
ら、紅葉の古城公園を散策します。
▶とき　11月19日㈰午前9時30分

（古城公園三の丸茶屋前集合）～午
前11時30分※小雨決行

▶定員　20人（申し込み順）
▶参加料　無料
▶申込・問合先　10月6日㈮～30日

㈪に、花と緑の課☎20-1416へ。

芸文ギャラリー企画展
Tommy Dining 19th

▶とき　10月19日㈭～31日㈫の午前
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

生涯学習センター講座
講座名 とき 定員・受講料

①陶芸を楽しむ
　優雅なひととき

11/8㈬、11/15㈬、11/22㈬、12/6㈬の
19：00～21：00（4回）

10 人・4,000 円
（材料費込）

②平城京の仏教美術と
　越中・越前の荘園

12/1㈮、12/8㈮の
14：00～15：30（2回） 40 人・500 円

③前田家のまちづくりと
　町民文化

11/7㈫、11/21㈫の
14：00～15：30（2回） 40 人・無料

④ふるさと再発見物語
　高岡と、歴史的人物たち

11/8㈬、11/15㈬、11/22㈬の
14：00～15：30（3回） 40 人・1,000 円

⑤日本海学講座
　日本海地域の栽培漁業 11/25㈯14：00～15：30 60 人・無料

※ 受講票は発行なし

▶ところ　生涯学習センター
▶申込期限　③は10月25日㈬、①④は10月27日㈮、②は11月20日㈪、⑤は随時
▶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。
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●とやま駅物語
　立野幸雄著
　富山新聞社
　北陸新幹線開通前後
の2年間、富山県内の50
余りの各駅や電停、駅に
乗降し、その周辺の文学
作品、伝説ゆかりの場所
や史跡まで足でまわった
記録。近代建築の新幹線駅、無人駅など
掲載。
●捨てる力 ブッダの問題解決入門
　大喜多健吾著　ダイヤモンド社
●歴メシ！ 世界の歴史料理をおいしく  
   食べる   
　遠藤雅司（音食紀行）著　柏書房
●みんなの暮らし日記
　家事をシンプルに楽しむための、ちょっとしたこと。
　みんなの日記編集部編　翔泳社
●終わりなき侵略者との闘い
　増え続ける外来生物
　五箇公一著　小学館クリエイティブ
●新・世界の空港
　パイインターナショナル
●日本語を教えよう！ 2018
　外国人に日本語を教えたい人のための完全ガイド
　イカロス出版　
●目でみる地下の図鑑
　こどもくらぶ編　東京書籍
　
◇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

10月は「たっしゃけ 気つけられェ」
運動重点月間です
〇夜間の外出では、明るい服装で、反
射材を身につけましょう。
○夕暮れが早くなってきていますので、
早めにライトを点灯しましょう。

平成２９年 交通事故状況（市内）
区　分 件 数 死 者 傷 者

8月末まで
の交通事故 446件 1人 532人

前年同期と
の比較 +29件 －6人 +50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

10月の納税 10月31日㈫まで
○市県民税（第3期）
○国民健康保険税（第4期）

問合先　納税課☎20-1276

おとぎの森館の催し
◇秋季山野草展
▶とき　10月13日㈮～15日㈰
◇秋のバラ展
▶とき　10月21日㈯・22日㈰
◇菊花展
▶とき　11月1日㈬～5日㈰
■いずれも、▶時間　午前9時～午後4時
◇造花を使ったアレンジに挑戦
▶とき　10月22日㈰午後1時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶材料費　2,800円
▶持ち物　万能はさみ
▶申込　10月9日㈪午前10時から、
おとぎの森館へ。

■問合先　おとぎの森館☎28-6500

ふくおかつくりもん市
▶とき　10月15日㈰午前9時～正午
▶ところ　福岡にぎわい交流館前広場
▶問合先　産業建設課☎64-1426

オタヤ・願い道オープンカフェ
▶とき　10月7日㈯・14日㈯の午後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

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　10月11日㈬・12日㈭、11月
8日㈬・9日㈭

②プロに学ぶ・魚の捌き方
▶とき　10月18日㈬
③プロに学ぶ・豆腐作り
▶とき　10月26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（②は1,500円）
▶持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
◇暮らしを彩る花アレンジ・秋の寄せ植え
▶とき　10月14日㈯午前10時～午前
11時30分

▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　2,000円
◇ヨガ教室（毎週火曜日）
▶時間　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
◇秋を楽しんで市
▶とき　10月14日㈯午前9時～午後3時
■ところ・申込・問合先　10月6日㈮
から、農業センター☎63-1818へ。

文化財に親しむ会
白山信仰の歴史をたどる旅
　白山開山1,300年。信仰の地・下山仏
鑑賞と金沢・能楽美術館などを巡ります。
▶とき　10月25日㈬午前7時（市役
所集合）～午後5時30分
▶定員　40人（申し込み順）
▶参加料　5,500円
▶持ち物　昼食、飲み物
▶申込・問合先　10月10日㈫～13日
㈮に、はがきかファクスで、住所・
氏名・生年月日・電話番号を生涯学
習・文化財課（〒933-8601高岡市
広小路7-50、FAX20-1644）☎20-
1453へ。※連名でも可。

万葉線と氷見線で行く
氷見の湯と味覚堪能ツアー
▶とき　11月11日㈯午前8時50分（高
岡市役所集合）～午後4時
▶定員　20人（抽選）
▶参加料　中学生以上4,000円、小学
生3,000円、未就学児2,000円(交通
費、入湯料、昼食代含む。万葉線を
愛する会会員は1,000円引き）
▶申込・問合先　10月26日㈭まで、
総合交通課☎20-1139へ。

わろんが企画展
秋から冬の支度展
▶とき　10月5日㈭～31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

博物館からのお知らせ
◇高岡古文書ボランティア
▶とき　10月21日㈯午後2時～午後3
時30分
▶対象　古文書調査・整理経験者、古
文書講座受講経験者など
◇呈茶の会
▶とき　11月4日㈯午前10時～午後3時
▶参加料　400円（お茶とお菓子）
■ところ・問合先　博物館☎20-1572

ふくおか産業フェスティバル
▶とき　11月3日㈮午前9時～午後3時
▶ところ　Uホール
▶内容　特産物・農産物即売会、県総
合養鯉品評会など
▶問合先　産業建設課☎64-1426
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みんなの掲示板

お知らせ INFORMATION

クルン高岡B1ギャラリー企画展
若手クラフト作家の競演
▶とき　11月20日㈪まで
▶時間　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☎20-1289

とやま環境フェア
未来につなごう・エコなくらし
　人力発電体験コーナー、工作や実験、
スタンプラリーなど。
▶とき　10月21日㈯・22日㈰の午前
10時～午後5時(22日は午後4時まで)
▶ところ　富山産業展示館(富山市友杉)
▶問合先　環境政策室☎20-1352、と
やま環境財団☎076-431-4607
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●最低賃金改正・時間額795円
　県内すべての労働者に10月1日より適用。
問合先　富山労働局賃金室
　☎076-432-2735
●社会福祉協議会職員募集
採用枠　介護支援専門員1人程度
申込・問合先　10月18日㈬まで、社会
福祉協議会☎23-2917へ。

●ひとり親家庭のお母さん・お父さんの
就労相談会

とき　10月22日㈰午前10時～午後3時
ところ　大島社会福祉センター
問合先　母子家庭等就業・自立支援セン
ター☎076-432-4210

●草木染展（無料）
とき　10月8日㈰・9日㈪
ところ　Uホール
問合先　福岡町草木染友の会☎64-3256
●鉄道の日・万葉線電車まつり
とき　10月14日㈯午前10時～午後3時
内容　ミニドラえもんトラムの運行など
ところ・問合先　万葉線☎25-4139
●高岡中央赤十字奉仕団
　設立40周年記念講演会（無料）
とき　10月21日㈯午前11時
ところ　ホテルニューオータニ高岡
講師　安藤和津さん(高岡観光親善大使)
問合先　田辺☎090-3760-0622

食欲の秋、収穫の秋

●瑞龍寺宝物展
とき　11月3日㈮～5日㈰
入場料　500円（拝観料別）
ところ・問合先　瑞龍寺☎22-0179
●障害者スポーツ指導員養成講習会(初級)
とき　11月25日㈯・26日㈰、12月3日
㈰・10日㈰

ところ　県総合体育センター、セーナー苑
申込・問合先　11月2日㈭まで、県障害
者スポーツ協会☎076-413-2248へ。

●さまのこアートinよっさ
とき　10月21日㈯・22日㈰
ところ　吉久
問合先　実行委員会☎54-5562

高岡地区広域圏からのお知らせ
■氷見市■
◇木育キャラバン
▶とき　10月6日㈮～9日㈪の午前9
時～午後5時(6日は午前10時から)

▶入園料　大人500円、小・中学生
100円（6日はすべて無料）

▶ところ・問合先　氷見市海浜植物園
☎91-7117

■小矢部市■
◇火渡り法要
　無病息災を願い、赤い炭火の上を素
足で渡る行事。
▶とき　10月17日㈫
▶ところ・問合先　慈光院☎67-0104

八丁道おもしろ市・門前市
▶とき　10月15日㈰午前8時～午後3時
▶ところ　八丁道
▶問合先　下関公民館☎25-2342

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
◇山の寺の日
　秋の三めぐり、仏像・御朱印・寺学
（七尾市）

▶とき　10月21日㈯午前9時～午後4時
▶ところ　山の寺寺院群16カ寺（七
尾市小丸山台周辺）

▶問合先　山の寺道交会（長壽寺）
　☎0767-52-1247

▶とき　10月22日㈰午前9時30分～
午後9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　長袖で動きやすい服装、運
動靴、軍手、帽子、タオル、飲み物

▶申込・問合先　10月14日㈯午前10
時から、里山交流センター☎31-
6617へ。

　五位山地区で採れた食材の知識や調
理方法、おいしい食べ方などを地元の
先生から教わって、手料理に取り入れ
てみませんか。
▶とき　10月25日㈬午前10時30分～
午後1時30分

▶定員　12人（申し込み順）
▶参加費　1,000円
▶持ち物　三角巾、エプロン、筆記用具
▶申込・問合先　10月11日㈬午前10
時から、五位山交流館☎65-1122へ。

　高岡産のりんごや野菜の収穫を体験。
▶とき　11月11日㈯午前８時20分（市
役所集合）～午後0時30分
▶対象者　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　1,500円程度（現地で収穫
物代金として徴収）
▶申込・問合先　10月27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。

地場野菜等収穫体験ツアー

里山の幸・料理教室里山散策・里芋掘り
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芸
術
の
秋
、
文
化
の
秋

　ドキュメンタリー写真を撮影している女流写真家で高岡
市出身の鳥飼祥恵さん。新進写真家の発掘と活動奨励のた
めの栄誉ある賞・名取洋之助賞を受賞したタイトル作品を
はじめ、人間を深く観察した力強くやさしいヒューマンス
トーリーをご覧ください。
▶とき　10月7日㈯～29日㈰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（祝日の場合はその翌日）
▶入場料　一般400円、高校・大学生200円、小・中学生

100円（土・日・祝日は高校生以下無料）
▶ところ・問合先　ミュゼふくおかカメラ館☎64-0550

　粘土で作った動物たちを集めて世界に一つだけの動物園を完成させます。
▶とき　11月5日㈰午前9時30分～正午
▶ところ　美術館
▶定員　20人（申し込み順）
▶対象　小学生以上（小学生は保護者同伴）
▶持ち物　スケッチブック、鉛筆、タオル
▶申込先　市美術作家連盟☎22-6198
▶問合先　市民会館☎20-1560

　トランペットとピアノの楽しいコンサートです。
▶とき　10月９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）
▶出演　ぴぺっと
▶問合先　生涯学習・文化財課☎20-1802

◆華道展（入場無料）
▶とき　10月28日㈯･29日㈰の午前10時～午後5時

（29日は午前11時から）
▶ところ　高岡文化ホール

◆市美術作家連盟展（入場無料）
▶とき　11月3日㈮～11日㈯の午前9時30分～午後

5時(入館は午後4時30分まで、11月6日㈪は休館)
▶ところ　美術館

高岡市芸術祭　 10月28日㈯～11月11日㈯

◆茶会
▶とき　11月3日㈮
▶ところ・時間
①高岡文化ホール…茶道裏千家淡交会
　午前8時30分～午後2時30分
②繁久寺…古儀茶道藪内流竹風会
　午前8時30分～午後2時
③土蔵造りのまち資料館…茶道清風の会
　午前9時～午後2時30分
▶茶券　①②2,000円（当日2,500円）③1,000円

（当日1,200円）
※茶券は各会で販売しています。

◆邦楽・洋楽合同公演
▶とき　11月3日㈮正午
▶ところ　高岡文化ホール
▶チケット　2,000円
▶販売所　市民会館、生涯学習センター、Uホール、

アーツナビ、大和高岡店ほか

▶問合先　芸術文化団体協議会（市民会館内）☎20-1560

みんなでつくろう動物園
粘土でつくる動物たち

街角クラシック
親と子のためのファミリーコンサート

　迫力のピアノ演奏を間近で感じてみ
ませんか。
▶とき　11月5日㈰午後1時3０分
▶出演　福田絵里子さん(富山県出身)
▶演奏曲　バッハ「フランス組曲第5
　番」など
▶ところ・問合先　市民会館
　☎20-1560

サロンコンサート
福田絵里子ピアノコンサート

けんちゃん  -amputee boy-
鳥飼祥恵写真展



お知らせ INFORMATION
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家族で遊びに来てね
　たっち絵本ひろばが新しく2カ所に開設されました。
この絵本ひろばの整備には、市民の寄附により設立さ
れた高岡市子ども・子育て基金を活用しています。

左）福岡子育て支援センター内
▶開館　平日の午前9時～午後4時
右）万葉なかよし保育園子育て支援センター内
▶開館　平日の午前9時30分～午後3時30分

Pick UP

子ども・子育て課☎20-1376

療養病床に入院している
　　　　　　　 ６５歳以上の人へ
　10月から、医療療養病床に入院する場合の
居住費が２段階で改正されます。詳しくはご加
入の保険者にお問合せください。

▶問合先　保険年金課☎20-1361、☎20-1481

スポーツの秋、運動の秋
１０月９日は、体育の日
 体育施設の無料開放

対象施設 実施時間
城光寺陸上競技場

9：00～17：00前田庭球場
高岡武道館

万葉スポーツセンター 12：00～17：00
スポーツ

コア
芝 生 広 場

9：00～17：00
テ ニ ス コ ー ト

竹平記念
体育館

ア リ ー ナ
9:00～17：00多 目 的 室

ト レ ー ニ ン グ 室
※スポーツコアテニスコートは要予約。
※竹平記念体育館（アリーナ）は3分の2利用可。
※竹平記念体育館（トレーニング室）は、小・中学生
　は保護者同伴。
▶問合先　体育協会☎26-5225

◇富山／水は巡り人は繋がる
　富山県立美術館から中島閘門コース(約5㎞)
▶とき　10月15日㈰
▶集合　富山駅北口地下広場（午前9時5分集合）
◇福野／田園空間散策
　高瀬神社・高瀬遺跡・勧行寺川散策路コース（約9㎞）
▶とき　11月5日㈰
▶集合　福野駅（午前8時40分集合）
■いずれも、▶参加料　200円（会員は無料。交通費は自己負担）
※昼食は持参してください。
▶問合先　体育協会☎26-5225

市民歩こう会

バドミントン教室
▶とき　10月16日㈪～30日㈪の月・水曜日
▶時間　午後7時～午後9時
▶ところ　市民体育館
▶定員　16人（申し込み順）
▶受講料　2,500円
▶持ち物　運動服、内履き
▶申込　10月6日㈮午前9時から、体育協会へ。
▶問合先　体育協会☎26-5225

（全5回）

教室名 と　き 受講料

秋
期
短
期
水
泳
教
室

① 成人Ａコース
（初級・中級）

10月18日㈬～12月15日㈮の
水・金曜日11：00～12：00

全16回
8,000円

（一方の曜日のみは
8回で5,000円）

② 成人Ｂコース
（初級、中級）

10月17日㈫～12月14日㈭の
火・木曜日14：00～15：00

③ 成人Ｄコース
（初級、中・上級）

10月17日㈫～12月14日㈭の
火・木曜日20：00～21：00

④ 女性コース
（初級、中・上級）

10月18日㈬～12月15日㈮の
水・金曜日18：40～19：40

⑤ 児童コース 10月21日㈯～12月16日㈯の
土曜日15：00～16：00 全8回

5,000円
⑥ からだ予防改善コース 10月18日㈬～12月13日㈬の

水曜日13：30～15：00

⑦ フレッシュテニス 10月18日㈬～12月13日㈬の
水曜日10：00～11：30 全8回

4,000円
⑧ ラージボール卓球 10月20日㈮～12月15日㈮の

金曜日10:00～11:30

長慶寺室内プールの教室

▶定員　①～⑤30人⑥10人⑦⑧20人（申し込み順。⑤は抽選）
▶ところ・申込・問合先　10月10日㈫午前9時（⑤は10月14日㈯午

後3時）から、受講料を添えて、長慶寺室内プール☎25-6044へ。

ボールパーク高岡
室内多目的スペース
▶利用時間　午前9時～午後9時
▶利用種目　野球、フットサルなど（人工芝）
▶利用方法　1団体月2回まで、1回最長4時間まで
※12月～3月利用分は、前月の第1日曜日に利用日

を決める抽選会を行います(2月分のみ1月8日㈪)
▶問合先　高岡西部総合公園☎31-0070

区分 居住費
平成29年9月まで 区分 居住費

平成29年10月から 区分 居住費
平成30年4月から

医療の必要性の低い人
（医療区分Ⅰ） 320円/日 ▶ 370円/日 370円/日

医療の必要性の高い人
（医療区分ⅡⅢ） 0円/日 ▶ 200円/日 ▶ 370円/日

指定難病者の方
老齢福祉年金受給者 0円/日 0円/日 0円/日

万葉なかよし保育園子育て
支援センターのたっち絵本
ひろばを利用する中西健人
くんとお母さん

健人くんが大好きな
電車や車など、絵本
の種類がたくさん。
週に３～４回利用し
ています。



生理前になると決まってイライラ
して、困っています。（33歳女性）

その症状は月経前症候群の可能
性が高いと思われます。月経前症

候群とは、月経前3～10日の間続く、精
神的症状か身体的症状で、月経開始と
ともに軽快するものです。症状は多い順
に、イライラ、のぼせ、下腹部膨満感、下
腹部痛、腰痛、頭重感、怒りっぽくなる、
頭痛、乳房痛、落ち着きがない、憂うつ
とされています。
　月経前症候群は、毎月上記症状が月
経前に表れ、月経開始後から和らぐこと
から診断は容易ですが、出現症状を記
録し、月経周期との関連を確認し、精神
神経疾患などでないことを確認すること
も大切です。
　薬によらない治療法としては、まず症
状日記をつけ、病状を理解し、自分のリ
ズムを知って気分転換を図り、自分が心
地よいと思えるようなセルフケアを試み
ます。
　薬による治療としては、その症状に応
じて漢方薬、鎮痛剤、利尿剤、精神神
経症状や自律神経症状を緩和する薬、
排卵を抑制する低用量のホルモン剤な
どを用います。
　症状によって日常生活に支障をきたし
ているときは、産婦人科受診をお勧めし
ます。
市民病院　脇　博樹 産婦人科主任部長
■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
　　　　　★…午後2時～午後3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

10月 6日㈮ 東五位公民館 ● ▲
10月13日㈮ 一宮公民館 ● ─

10月14日㈯ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

10月16日㈪ 石堤公民館 ● ▲
10月17日㈫ 太田公民館 ● ▲
10月19日㈭ 土屋 木楽館 ● ─
10月25日㈬ 野村公民館 ● ★
10月26日㈭ 古府公民館 ● ─

10月28日㈯ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

11月 1日㈬ 福岡健康福祉センター ● ▲

がん検診 Cancer Examination

健康Q&A Health Q&A
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健 　 康 福 　 祉

障がい者を虐待から守りましょう
　障がい者自身が虐待を受けている自覚
がない場合や、被害を訴えることができ
ない場合があります。家庭や施設、勤務
先などで虐待のサインに気付いたら、速
やかに市の担当窓口に連絡・通報してく
ださい。通報は、匿名でも受け付け、通
報した人の秘密は守られます。
▶連絡先　社会福祉課☎20-1369、☎
20-1482（土、日、祝日、時間外）

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　10月25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

国民年金の後納制度
　過去5年以内に納め忘れた国民年金
保険料を納付し、将来の年金額を増や
すことができる制度は、平成27年10
月1日から3年間限りの特例です。利
用するには、申し込みが必要です。な
お、老齢基礎年金を受給している人な
どは、利用できません。
▶問合先　ねんきん加入者ダイヤル☎
0570-003-004、高岡年金事務所☎
21-4180、保険年金課☎20-1362

速やかに届出を
　年金受給権者や加入者が住所を変更
したときや、死亡したときは、14日
以内に届出をしてください。
▶届出先
①自営の人・学生など…保険年金課
※ただし市内転居の場合は不要。
②厚生年金保険加入者、被扶養配偶者
…会社
③年金受給者…高岡年金事務所
　☎21-4180
▶届出に必要なもの　年金証書・手帳、
死亡の事実を明らかにする書類、相
続人の預貯金通帳、印鑑
▶問合先　保険年金課☎20-1362、伏
木支所☎44-0481、戸出支所☎63-
1250、中田支所☎36-1133、市民
生活課(福岡庁舎)☎64-1431

糖尿病教室
▶とき　10月18日㈬、11月1日㈬の
午後2時～午後4時

▶内容　合併症、食事・運動療法、薬
との付き合い方など

▶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

健康なるほど講座
◇ロコモティブシンドローム
▶とき　10月6日㈮午後1時30分～午
後3時（要申込）

▶持ち物　健康手帳（所持者）
▶ところ・申込・問合先　保健センタ
ー☎20-1345

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。
◇新高岡駅、瑞龍寺、八丁道・前田公
墓所コース（下関地区内4.5㎞）

▶とき　10月15日㈰午前9時～午前
11時30分（イオンモール高岡店ガ
ソリンスタンド傍駐車場集合）

◇大伴家持の歌碑とさまのこ民家めぐ
りコース（能町地区内約5㎞）

▶とき　10月29日㈰午前9時～午前
11時30分(新市立能町公民館集合)

■いずれも、▶参加料　無料
▶問合先　健康増進課☎20-1345

高齢者インフルエンザ予防接種
▶実施期間　11月1日㈬～12月22日㈮
▶対象　①65歳以上の人②60～64歳
の人で心臓・腎臓・呼吸器の機能か
ヒト免疫の機能に、日常生活がほと
んど不可能な程度の障がいを持つ人

▶接種回数　1回
▶費用　1,500円
▶接種場所　市内の予防接種医療機関
※対象者には、10月下旬に案内を発
送します。昭和27年12月生まれの
人には11月中旬に発送します。

※住民票の住所と送付先が異なる人は
健康増進課までご連絡ください。

▶問合先　健康増進課☎20-1349



Health Consultation

Blood Donation

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

　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。

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

献血にご協力を
10月8日㈰・28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

あおぞら広場（ぷち運動会 )
※ 雨天時 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

なかよし広場
（言葉の発達や行動で心配があるお子さんの相談、遊び）

10月20日㈮
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～5歳児 10組

パパといっしょ
( 読み聞かせライブなど）

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

すくすく （健康相談と身体計測） 10月23日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～3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）

10月24日㈫
14:00～15:30

高岡子育て
支援センター 2～7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）

10月27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

8 カ月赤ちゃんのつどい
（手遊び、ふれあい遊び、危険予測）

10月30日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

平成29年
2月生まれ 40組

離乳食セミナー
（離乳食に関する話、試食）

11月2日㈭
10:00～11:30 保健センター 8～11カ月児 30組

ふれあいコンサート
たにぞうと親子のつどい

11月3日㈮
10:00～11:30

生涯学習
センター 0～5歳児 200組

お話広場
（わらべの会による絵本、紙芝居、手遊び）

11月7日㈫
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

食の安全出前講座
（手洗い、食中毒の予防について）

11月10日㈮
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～5歳児 30組

ふたごみつごのつどい
（ふれあい遊び、情報交換）

11月13日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

0～5歳児
(妊娠中の人も可) 10組

福
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

身体計測と健康相談 10月17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 10月18日㈬
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 4～8カ月児 20組

リトミック教室 10月19日㈭
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 1～3歳児 25組

ママケア＆ベビータッチ 10月20日㈮
10:20～11:15

福岡子育て
支援センター

10カ月～
1歳6カ月児 25組

にこにこ赤ちゃんの集い 10月25日㈬
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 4～7カ月児 10組

おはなしタイム 10月27日㈮
11:00～11:30

福岡子育て
支援センター

5カ月～
3歳児 30組

食育セミナー 11月7日㈫
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 1～3歳児 25組

子育て＆育児相談会 11月9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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申込・問合先

【 広 告 】

10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
二上町1105-1

◇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）
　10月25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
･10月16日㈪／戸出コミュニティセンター
･10月18日㈬／中田コミュニティセンター
･10月20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）
・10月11日㈬／万葉社会福祉センター
・10月12日㈭／スポーツ健康センター
・10月17日㈫／西部老人福祉センター
・10月18日㈬／牧野老人福祉センター
・10月19日㈭／シルバーショップたかおか
・10月25日㈬／東部老人福祉センター
・11月  2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　



シニア向け
 

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。）

●

←金沢 富山→
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出
←
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公
園戸
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市民病院
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1歳6カ月健診を受けに訪れた
今村遼くんとお母さん（二塚）

【 広 告 】【 広 告 】

内　容 10 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。

12日㈭

13:00～14:00

平成29年6月1日～6月10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

19日㈭ 平成29年6月11日～6月22日生

26日㈭ 平成29年6月23日～7月3日生

1歳6カ月児
健康診査

10日㈫
13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成28年3月2日～3月12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

17日㈫ 平成28年3月13日～3月24日生

24日㈫ 平成28年3月25日～4月5日生

3歳児健康診査
(3歳6カ月児)　

11日㈬ 13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成26年3月1日～3月11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18日㈬ 平成26年3月12日～3月24日生

2歳6カ月児むし歯
予防フッ素塗布教室 16日㈪ 13:00～13:30 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歳児むし歯
予防フッ素塗布教室 16日㈪ 14:00～14:30 平成27年9月・10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）

11日㈬
14:30～14:50 平成26年10月生

18日㈬

内　容 10 月 受付時間 対象者 持ち物
幼児保健相談 13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
母乳育児相談 20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

内　容 10 月 受付時間 対象者 持ち物
パパとママの育児講座（沐浴実習など） 15日㈰ 9:00～9:30 妊婦と夫または家族（40組） 母子健康手帳
はじめての離乳食教室 20日㈮ 9:40～10:00 平成29年3月16日～5月15日生 母子健康手帳

伏木児童館 3･10・17日 ☎44-0595

野村児童センター 3･17・24日 ☎23-3893

西部児童センター 3･17・24日 ☎26-1347

戸出児童センター 3･17・24日 ☎63-2370

※27日は、保育士とふれあい遊びをします。
※実費200円程度をいただく場合があります。

※3日戸出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▼

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 ～ 11:3010 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 10月12日㈭ ☎26-6150

牧野公民館 10月19日㈭ ☎82-2431

成美公民館 10月20日㈮ ☎26-8943

古府公民館 10月27日㈮ ☎44-8777

川原公民館 10月10日㈫ ☎22-4660

立野公民館 10月18日㈬ ☎31-0016

野村公民館 10月24日㈫ ☎23-2084

ところ と　き 時　間

太田公民館 10月 6日㈮ 10：00～12：00

二塚保育園 10月11日㈬ 10：00～11：30

下関公民館 10月11日㈬ 10：00～11：30

佐野公民館 10月11日㈬ 10：00～11：00

みつば保育園 10月12日㈭ 9：45～12：00

定塚保育園 10月12日㈭ 10：00～11：30

野村公民館 10月12日㈭ 10：00～11：00

国吉ちくば保育園 10月17日㈫ 10：00～11：00

中田コミュニティセンター 10月18日㈬ 10：00～11：00

福岡健康福祉センター 10月27日㈮ 10：00～11：00

▶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

▶赤ちゃんの部屋　
　10:30～12:00（乳児と保護者）



１０月２２日㈰ 

投票時間　午前７時～午後８時（栃丘、沢川、花尾投票所は午後７時まで）

高岡市議会議員選挙

■問合先　選挙管理委員会事務局
　　　　　☎２０－１４６４　　

投票は
未来の選択だ

期日前投票期間　１０月１６日㈪～２１日㈯

投票所の変更など、詳しくは３ページへ▶

期日前投票所 所在地 投票時間

市役所本庁舎
１階市民ロビー

伏木コミュニティセンター
２階会議室

農業センター
（アグリピア高岡内）

福岡町大滝12

西藤平蔵234

午前8時30分～午後9時

午前8時30分～午後5時

広小路7-50

福岡庁舎１階会議室

伏木湊町13-1

午前8時30分～午後8時

投票日に仕事や旅行など
で投票所に行けない人は、
期日前投票ができます。

◇期日前投票は、どの期日前投票所でもできます。

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８月中の増減２１

たかおか市民と市政は再生紙を使用しています。

8月末現在

人口
男
女

173,454人 世帯数 6８,265世帯
83,957人
89,497人

区　分 自然増減（出生ー死亡） 社会増減（転入ー転出） 計
ー53 ー82

（うち外国人　3,097人） （うち外国人世帯 1,733世帯）ー29
29年1月からの増減 ー740 ー798－58

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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