
まちなかのユニークベニュー（歴史的建造物や文化施設などの公的スペース）を活
用したイベントに出演しませんか。出演経費として、一公演1万円程度を支給します

（月3回程度・不定期開催）
所　ウイング・ウイング高岡や御旅屋セリオなど、まちなかの施設やパブリックスペース
対　県内で発表会や演奏会を行うなど、3年以上の実績がある、またはそれに準ず

る活動を行っている個人か団体（原則重複申込不可）
申　出演希望時期の3～5カ月前に、直接か郵送、Eメールで、申込書など

を文化振興事業団（〒933-0023高岡市末広町1番7号 Eメール shimin@
takaoka-bunka.com）へ。

※申込書はホームページから入手可

　介護保険運営協議会の委員
内　介護保険の円滑な運営などの審議
（年に数回）

任期　3年（令和3～5年度）
対　令和3年4月1日現在、3カ月以上市

内に住む40歳以上の人
定　4人
申　4月23日㈮まで、郵送かファクス、E

メールで、住所・氏名・年齢・性別・職業
・（あれば）地域での福祉活動などと、
介護保険制度がテーマの作文（400
字程度）を、高齢介護課（〒933-8601
高岡市広小路7-50 FAX 20-1364 Eメール
kaigo@city.takaoka.lg.jp）へ。
問　高齢介護課☎20-1373

　おとぎの森公園を
　花と緑で彩りませんか
◇花と緑のボランティア
内　花苗の植え込み、除草など
時　4月～令和4年3月に、7～8回程度
所　おとぎの森公園内花壇
◇市民花壇を利用しませんか
内　花壇デザイン、除草など
時　6月～令和4年5月
所　おとぎの森館東側花壇（1区画約4㎡）
定　22組（申し込み順）
■いずれも、申　電話で、住所・氏名・

電話番号（団体の場合は、グループ名
・代表者名・代表者の住所と電話番
号）を、おとぎの森館へ。
問　おとぎの森館☎28-6500

　共創のまちづくり推進委員会委員

市が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います。
対　市内に住むか、通勤・通学

する18歳以上（高校生を除
く）で、市民活動に興味のある人
定　2人
申　4月16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）へ。

※応募用紙は市ホームページから入手可
問　共創まちづくり課☎20-1328

　日本語支援ボランティア養成講座

身近にいる外国籍の人に日本語支援を
するための考え方や方法を学びます。
時　5月15日㈯～10月9日㈯の隔週土

曜日の午前10時～午後0時30分
所　戸出コミュニティセンター
定　20人（抽選）
￥　3,000円
申　4月26日㈪まで、電話かファクス、Eメ

ールで、住所・氏名・電話番号を、とやま
国際センター（ FAX 076-444-2600 Eメール
nihongo@tic-toyama.or.jp）へ。
問　とやま国際センター☎076-444-

2500、多文化共生室☎20-1236

　寿大学受講生
郷土の歴史や社会情勢、健康管理、生き
がいなどについて学びます。

時　原則4月～令和4年3月の第3金曜
日の午後1時30分～午後3時

※第1回は4月16日㈮
所　生涯学習センター
対　市内に住む60歳以上の人
定　200人（申し込み順）
￥　年会費3,000円
※現地学習の際は、別途参加費が必要

です。
申　4月6日㈫から、参加費を添えて、申

込書を生涯学習・スポーツ課へ。
※申込書は市役所1・5階、各市立公民

館、生涯学習センターで入手可
問　生涯学習・スポーツ課☎20-1456

学　　　ぶ

◇オープンキャンパス（無料）
時　4月17日㈯午後1時～午後4時　　所　御旅屋セリオ6階フリースペース
定　40人（申し込み順）
■いずれも、申　ファクスかEメール、ホームページで、氏名・年齢・連絡先を、高岡

熱中寺子屋運営委員会（ FAX 54-5133 Eメール info@necchu-terakoya.com）へ。

問　高岡熱中寺子屋運営委員会☎54-5122、道路整備課☎30-7302

「もう一度7歳の目で世界を…」をテーマに開催す
る大人の学び場です。
時　5～9月の第3土曜日の午後1時～午後4時

30分（全6回。5月のみ第3・5土曜日の2回開催）
所　御旅屋セリオ6階フリースペースほか
定　50人（申し込み順）
￥　■全6回…1万円（リモート参加は5,000円）

　 ■1回参加…2,000円

募　　　集

文化振興
事業団HP

高岡熱中
寺子屋

リモートでも
参加可能！

共創の
まちづくり
推進委員

問　文化振興事業団☎20-1560、文化創造課☎20-1452
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◎記号 時…とき、所 …ところ、対…対象、
定 …定員、￥ …料金、申…申し込み、問…問合先、
FAX …ファクス、Eメール…Ｅメールアドレス

新しいこと 

　始めませんか

講座名 とき 時間 定員 受講料 ･ 円

①勝興寺を学ぶ 6/4㈮ 13:30～15:00 12 －

②バスで往く「改修
　勝興寺周辺を巡る」
※①も受講する必要有

6/18㈮   9:00～15:30 12 2,500

所　U ホール　
申　4 月 9 日㈮～ 30 日㈮に、直接か電話、郵送、フ

ァクスで、住所・氏名・生年月日・電話番号・講
座名・過去の受講歴を、U ホール☎ 64-1030 か☎
64-1031（〒 939-0132 高岡市福岡町大滝 44 FAX
64-1035）へ。申し込み多数の場合は抽選。

●高齢者教養講座
対　市内に住む60歳以上の人

●ふくおか教養講座　問　福岡中央公民館☎64-1031

●ふくおかカレッジ　問　福岡中央公民館☎64-1031

●Ｕホール講座　問　遊・Uクラブ☎64-1030

●障がい者スポーツ教室
対　市内に住むか勤務する障がい者かその介護者

●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　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　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）

申　4月7日㈬～14日㈬に、直接か電話、ハガキで、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）へ。障がい
者の講座・教室の申し込みは、障がい者手帳に記載の障
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16日㈮午前10時から公開抽選。

※申し込み人数や社会情勢などにより講座を開講しない場
合があります。
所 問　ふれあい福祉センター☎21-7888

講座名 曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円
着付け 月 6/14㈪～2/28㈪ 19:00～21:00 16 10 8,000/年

書道（ペン
習字・毛筆） 水 6/2㈬～2/16㈬ 19:00～21:00 18 10 1万/年

つまみ
細工 水 6/30㈬～2/16㈬ 19:00～21:00 10 10 1作品

約2,000

いけばな 木 6/10㈭～3/11㈮ 19:30～21:30 17 15 1,700～/回

茶道 金 6/4㈮～2/18㈮ 19:00～21:00 13 10 9,100/年

創作花 土 6/26㈯～12/4㈯   9:30～11:30 7 10 1作品
約1,000

天皇の国史 土 6/12㈯～11/13㈯ 13:30～15:30 10 10 3,000/年

講座名 とき 時間 定員 受講料 ･ 円

自由に描く楽しい
絵画

5/24㈪、6/21㈪、
7/19㈪、8/23㈪、
9/13㈪

13:30～
15:30 8 1,000

（5 回分）

ノルディックウォーク
～初心者編～ 5/17㈪・31㈪ 13:30～

15:30 15 500/ 回
（貸ポール代）

カメラを持って
出かけよう！

5/21㈮、7/2㈮、
9/3㈮、10/1㈮

13:30～
15:30 12 2,800

（4 回分）

簡単洋裁
おしゃれなタブリエ 6/16㈬、7/14㈬ 13:30～

15:30 10 3,500
（2 回分）

庭園管理 6/24㈭、
10/7㈭・21㈭

13:30～
15:00 10 1,200

（3 回分）

楽しいパンづくり 6/28㈪、7/26㈪   9:00～
13:00 8 1,000

（2 回分）

ガーデニング講座
～素敵な寄せ植え～ 6/30㈬ 13:30～

15:00 8 3,000
（鉢代含む）

はじめてのパソコン 8/19㈭・20㈮・
26㈭・27㈮

  9:30～
11:30 8 300

（4 回分）

時　4月11日㈰～令和4年3月27日㈰の第2・4日曜日の午前
9時～午前11時30分（4月は第2日曜日のみ、8・11月は第4
日曜日のみ）
所　文化芸能館　　￥　各回300円（申し込み不要）
問　情報政策課☎20-1239

講座名・曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

陶芸㈬ 5/12㈬～7/7㈬ 10:00～12:00 ８ 16 3,000

自 彊
きょう

術㈪ 6/7㈪～7/26㈪ 10:00～11:30 8 20 2,000

講座名・曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

料理㈭ 5/27㈭～8/26㈭ 10:00～12:30 4 20 3,500

てん刻
（通年）㈮ 5/21㈮～11/5㈮ 10:00～11:30 12 20 3,000

ヨーガ㈪ 5/17㈪～7/12㈪ 13:00～14:00 8 20 2,000

ヨーガ㈬ 5/19㈬～7/21㈬ 13:00～14:00 8 20 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㈰

5/9㈰～
11/14㈰ 13:30～15:30 6 20

無料

フライング
ディスク㈭

5/13㈭～
7/15㈭ 10:00～11:30 10 30

視覚障がい者サウンド
テーブルテニス㈰

5/23㈰～
10/24㈰ 13:30～15:00 6 15

聴覚障がい者
ビーチボール㈯

9/4㈯～
10/23㈯ 18:30～20:30 6 15

講座名・曜日 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円

和みは～もに～㈮ 5/14㈮～11/26㈮ 13:00～14:00 7 15 無料

Uホールの講座

ふれあい福祉センター講座

初心者のための
パソコンなんでも相談会
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講座名 受講料 ･ 円
①初心者大歓迎 !!
　詩歌を吟じて楽しもう｢ 詩吟教室 ｣ 4,100

② ｢ 現代川柳 ｣（基礎編） 3,000

③仕舞（能）で若々しさを !! 6,500

④前田斉
なりなが

廣の初期藩政と越中各地の発展 2,500

⑤江戸庶民文学の世界 : 山東京伝の黄表紙を
　原文で読む　その 1 2,500

⑥江戸庶民文学の世界 : 山東京伝の黄表紙を
　原文で読む　その 2 2,500

⑦薩
さ つ ま び わ

摩琵琶の弾き語り 3,000

⑧日本陸海軍の創立 : 幕末から明治初頭までの
　建軍史 2,500

⑨ドイツ参謀総長モルトケの戦い 2,500

⑩納
の う と み か い じ ろ う

富介次郎と 4 つの工芸学校 ･4 つの工芸都市
　～工芸都市高岡を探る～

2,700

⑪地名にこめられた風土と歴史 2,500

⑫自分で出来るリンパマッサージ体験講座
　～疲れた身体に活力を ! 3,000

⑬だら～り すとれっち～ほぐそう! 心と体～ 3,800

⑭笑顔で体操習慣 2,500

⑮朗読を楽しもう 3,700

⑯笑顔満開・バルーンアート（初級） 4,800

⑰ゆる～り太極拳で楽しく体力 up !（午前） 3,800

⑱ゆる～り太極拳で楽しく体力 up !（午後） 3,800

⑲ゆる～り太極拳で楽しく体力 up !（夜間） 3,800

⑳ヨガで体のバランスを整えよう 6,000

㉑おしゃれなハガキアート教室 3,500

㉒レジンで作るキラキラなものづくり 8,500

㉓おしゃれに歌おう! あのシャンソン 5,500

㉔古
こ せ き ゆ う じ

関裕而を歌う 5,500

㉕ Windows10 で写真画像を修正 3,000

㉖家庭や個人事業の会計処理をパソコンで行う 4,000

㉗健康体操と民謡おどり : 秋田大黒舞・おわら節 5,500

㉘個人事業者のための簿記の基礎知識 3,000

㉙日本茶で楽しく「おもてなし」 3,500

㉚籐で小型のピッチャーを作ろう !（6/27 ㈰） 1,500

㉛クリスタルボウル演奏会　癒しの音（6/20 ㈰） 1,500

㉜富山藩校広徳館の活動と教官（9/20 ㈪） 700

㉝ Zoom や Skype 等を使ってネット会議を試す
（9/20 ㈪） 800

所　生涯学習センター（㉖㉘は文化芸能館）
申　4月30日㈮まで  
※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
ターにあるチラシをご覧ください。 
問　市民大学たかおか学遊塾（野沢）

☎ 22-4252、生涯学習・スポーツ課☎ 20-1312

講座名 とき 時間 回数 定員 受講料 ･ 円
①気軽にはじめる
　英会話（前期）

5/11㈫～6/29㈫
の火曜日

13:30 ～
14:30 8 20 7,000

② Brush Up
　英会話（前期）

5/11㈫～6/29㈫
の火曜日

15:00 ～
16:00 8 20 7,000

③ロシア語 4/28㈬～翌3月の
第2・4水曜日

15:00 ～
16:30 20 15 1万

④中国語 4/21㈬～翌3月の
第1・3水曜日

15:00 ～
16:30 20 15 1万

⑤ポルトガル語 5/15㈯～翌3月の
第1・3土曜日

10:15 ～
11:45 20 15 1万

⑥韓国語 5/15㈯～翌3月の
第1・3土曜日

16:30 ～
18:00 20 15 1万

⑦基礎日本語教室 5/15㈯～翌3月の
第1・3土曜日

13:30 ～
15:00 20 10 500/ 回

所　国際交流センター
申　4月7日㈬午前10時から、電話か E メールで、国際交

流協会（ Eメール kokusai@p1.tcnet.ne.jp）へ。
※①～⑥は、会員は受講料2,000円引き
※各講座5人以上で開講
問　国際交流協会☎27-1856、多文化共生室☎20-1236

申　直接か電話、郵送、ファクス、E メールで、住所・氏名（ふ
りがな）・電話番号・講座名を、万葉歴史館（〒933-
0116高岡市伏木一宮1-11-11FAX44-7335 Eメール manreki@
takaoka-bunka.com）へ。
所 問　万葉歴史館☎44-5511

講座名 とき 定員 受講料・円
①高岡法科大学公開講座
　「コロナショックの影響」

5/15㈯・22㈯、6/5㈯・12㈯
の14:00～15:30（全4回） 25 1,000

②もっと知りたい、
　ポーランド！ 5/28㈮14:00～15:30 25 300

所　生涯学習センター
申　4月5日㈪～①5月11日㈫②5月25日㈫に、ハガキかフ

ァクス、Eメールで、住所・氏名・年齢・電話番号・講
座名を文化振興事業団（〒933-0023高岡市末広町
1-7 FAX20-1658 Eメールkouza@takaoka-bunka.com）へ。

※生涯学習カウンターでも申し込み可
※電話での申し込みや申込期間前の申し込みは不可
問　文化振興事業団☎ 20-1450

講座名・曜日 とき とき 回数 定員 受講料 ･ 円
館長講座「日めくり
万葉集」を読む㈮ 4/16㈮～3/18㈮ 14:00～

16:00 10 60 4,000

万葉集をよむ㈯ 4/10㈯～3/5㈯ 14:00～
16:00 10 60 4,000

古代への招待㈰ 7/25㈰、10/31㈰、
12/19㈰

14:00～
16:00 3 60 3,000

大伴家持とともに㈰ 4/25㈰、7/18㈰、
11/28㈰

14:00～
16:00 3 60 2,000

市民大学たかおか学遊塾 万葉歴史館学習講座

国際交流協会の講座

生涯学習センターの講座

たかおか
学遊塾HP
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　 　高岡桜まつり
18種類約1,800本の桜の木が、美しい花で彩られます。
ぼんぼり点灯　4月1日㈭～18日㈰の午後6時30分～午後
9時（予定）
※開花時期、天候などにより
変更になる場合があります。
所　古城公園
問　観光協会☎20-1547

 　　福岡さくらまつり
満開の時期には、約1,000本
のソメイヨシノが咲き誇ります。
時　4月1日㈭～20日㈫
所　岸渡川堤
問　地域振興交流課☎64-1426

　 　博物館  呈茶の会
時　4月10日㈯午前10時～午後3時
（受け付けは午後2時30分まで）
所　博物館茶室「松

しょうせいあん

聲庵」　
￥　500円（お菓子付き。茶券は当日受付で販売）
※マスクの着用、来館時の検温・連絡先記入にご協力ください。
※茶室への入室人数制限のため、長時間お待ちいただく場
合があります。
問　博物館☎20-1572

 　　竹の子まつり
内　竹の子堀り体験（1人2本まで持ち帰り可）
時　5月9日㈰
所　福岡町栃丘地内（五位山交流館集合）
定　100人（申し込み順）
￥　1,000円/人（竹の子ご飯・保険代含む）
申　電話で、住所・氏名・電話番号を、地域振興交流課へ。
問　地域振興交流課☎64-1426

 　　里山交流イベント  たけのこ掘り
時　4月29日㈭、5月3日㈪の午前9時30分～正午（雨天決行）
※昼食はなし
定　各30人（抽選、当選者に案内送付）
￥　①中学生以上1,000円②小学生700円③未就学児　
500円
申　4月21日㈬まで、直接か郵送、Eメールで、住所・氏名・
電話番号・区分（①②③）を、里山交流センター（〒933-
0968高岡市国吉1324-1 Eメールsatoyama@p2.tcnet.ne.jp）へ。
※電話での申し込みは不可
所 問　里山交流センター☎31-6617

　

古い生活道具類・民具を展示しています。また、
特集展示コーナーでは、古
い消火器などをはじめとし
た消防関係道具を展示・紹
介しています。
時　7月11日㈰まで

高岡の歴史・民俗・
伝統産業などにつ
いて、ジオラマ・タペ
ストリー・映像・各種
体験コーナーなどで
分かりやすく紹介します。
時　4月1日㈭～令和4年3月31日㈭

■いずれも、時　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・休日の場合は翌平日）
￥　無料
所 問　博物館☎20-1572

今年度は四季を通じて、美術館のコレクションを
大規模に紹介。春は、
心が落ち着き、癒され
る作品を、絵画や彫
刻、工芸作品を織り交
ぜて展示します。
時　4月9日㈮～5月
5日㈬
￥　一般500円、高校・大学生300円、中学生
以下無料

　

地域ゆかりの金工・漆芸の名品を展示し、その
歴史と技を紹介。工芸の魅力を発信するととも
に、守り受け継いでいくことの大切さを伝えます。
時　4月9日㈮～6月6日㈰
￥　無料

■いずれも、時　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（祝・休日の場合は翌平日）
所 問　美術館☎20-1177

春を感じる

　　イベント続々♪

博
物
館

美
術
館
へ
行
こ
う
！

中村 岳陵《燕娯帖》（部分）
1945年
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◎記号 時…とき、所…ところ、対…対象、定…定員、￥…料金、内…内容、
持…持ち物、申…申し込み、チ…チケット、問…問合先、FAX …ファクス、
Eメール…Ｅメールアドレス

　伏木観光まつり
内　舞踊、相撲甚句、伏木相撲土俵入り、

お囃
は や し

子
時　4月11日㈰午前11時～正午
所　勝興寺
定　200人（申し込み順）
申　住所・氏名・電話番号を、直接、伏

木観光まつり実行委員会へ。
問　伏木観光まつり実行委員会（伏木

コミュニティセンター内）☎44-0483

　もみ子先生の実験教室
内　通電チェッカーを作ろう など
時　4月29日㈭午前10時～正午頃
対　小学生
定　親子20組（申し込み順）
￥　無料
持　はさみ、のり、筆記用具
申　4月8日㈭午前10時から、電話で、住

所・氏名・電話番号を、おとぎの森館へ。
所 問　おとぎの森館☎28-6500

　ITフェスタ
　「私にもできるAIプログラミング」

内　子どもたちによる「AIとともに創る
未来のくらし」のアイデア発表、無料ロ
ボット体験講習会、AIプログラミング
体験など
時　4月25日㈰午前10時30分～午後4

時30分
所　イオンモール高岡　西館1階きと

きとコート
問　情報政策課☎20-1239

　山野草展
内　山野草の展示・即売、相談コーナー
時　4月9日㈮～

11日㈰の午前9
時 ～ 午 後 5 時

（11日㈰は午後
3時まで）
所 問　おとぎの

森館☎28-6500

　伏木の観光名所を楽しく巡ろう
パンフレットを片手に、伏木の観光名所
を回ろう。専用アプリ「COCOAR」で動画
を視聴し、クロスワードパズルを完成さ
せると、先着でオリジナルグッ
ズがもらえます。
時　4月11日㈰から
パンフレット配布場所
　勝興寺、伏木気象資料館、伏木北前船

資料館、伏木観光推進センター、伏木
コミュニティセンター
問　都市計画課☎20-1407

　パープルお出かけサロンコンサート

◇高岡のライジング・アーティスト
　ピアノシリーズ
①「初夏の訪れに心を寄せて」
出演　河原 果音さん（ピアノ）
プログラム　ショパン：バラード第4番

　Oｐ.52 へ短調ほか
時　5月15日㈯午後1時30分開演
②「薫風に優しい音の調べを乗せて」
出演　西保 奏詩亜さん（ピアノ）
プログラム　リスト:リゴレット・パラフレ

ーズ S.434ほか
時　5月30日㈰午後1時30分開演
■いずれも、所　生涯学習センター
定　80人（申し込み順）
持　入場券ハガキ（事前に送付します）
申　①4月16日㈮②4月23日㈮から、電

話かファクスで、住所・氏名・電話番号
を文化振興事業団（ FAX 20-1562）へ。

※申込書はホームページから入手可
問　文化振興事業団☎20-1560

　「#ふしきまちあるき2021」
　SNS投稿キャンペーン

伏木地区のおすすめを撮影し、SNSで発
信しませんか。抽選で30人に
クオカードをプレゼントします。
時　4月～令和3年12月
参加方法
STEP1　伏木港海運振興会

のSNSアカウントをフォロー
　■Twitter…@fushikikaiun
　■Instagram…@fushikiport.official
STEP2　伏木地区のおすすめスポット

やグルメ、イベントなどの写真に、ハッシ
ュタグ「#ふしきまちあるき2021」を付け
て、ご自身のTwitterかInstagramに投稿
問　みなと振興課☎44-0484

　獅子舞大競演会
勇壮・華麗に舞う獅子舞が披露されます。
※内容が変更となる可能性があります。
時　5月3日㈪午後1時
所　ウイング・ウイング高岡ほか
問　末広開発☎20-0555、商業雇用課

☎20-1289

　観光交流都市からのお知らせ
　（飯山市）

◇いいやま菜の花まつり
時　5月3日㈪～5日㈬（予定）
所　飯山市菜の花公園（長野県飯山市）
問　いいやま菜の花まつり実行委員会

☎0269-62-3111

　高岡地区広域圏からのお知らせ
◇海浜植物園第2弾リニューアルオー

プン（氷見市）
時　午前10時～正午、午後2時～午後4時
※感染症対策のため、2部制で開園中
所 問　氷見市海浜植物園（火曜休館）
　☎91-0100
◇石動曳山祭（小矢部市）
豪華絢爛な11本の花山車が勢揃いし、
市街地を練り歩きます。
時　4月29日㈭
所　石動市街地
問　小矢部市商工会☎67-0756

催　　　し

Twitter

Instagram

文化振興
事業団HP

高岡ふしき
発見

河原 果音さん 西保 奏詩亜さん
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