
お知らせ INFORMATION

◎記号 時…とき、所…ところ、対…対象、定…定員、￥…料金、内…内容、
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　岩合光昭写真展「ねこづくし」　問　ミュゼふくおかカメラ館☎64-0550 
動物作家として地球上をフィールドに活動を続け、全世界で高く評価され
ている写真家。今回は島々のネコを中心に日本各地で人々のくらしと共に
生きるネコたちのかわいらしくも、たくましい日常を撮影した写真を展示し
ます。
時　7月17日㈯～9月12日㈰
休館日　月曜日（月曜日が祝・休日の場合は開館し、翌平日に休館）
所　ミュゼふくおかカメラ館
￥　一般800円、65歳以上640円、高校・大学生400円、中学生以下無料

　70年のキセキ 人生に寄り添うコレクション　問　美術館☎20-1177

創立70周年を記念したコレクション展の第二弾。夏は、「あなた」の人生の
様々な場面に寄り添ってくれる作品がある―そんな観る人の一生の物語
をイメージした展覧会です。
美術館70年のあゆみとともに当館コレクションで紹介します。
時　7月16日㈮～8月29日㈰午前9時30分から午後5時（入館は午後4時

30分まで）
休館日　月曜日（月曜日が祝・休日の場合は開館し、翌平日に休館）
所　美術館
￥　一般500円（前売券・シニア・団体400円）、高校・大学生300円（団体

240円）、中学生以下無料

　博物館・特別展「生誕150年記念　筏井竹の門
かど

展」

近代高岡文芸の盟主で俳人・俳画家の筏井竹の門は、郷土の俳壇
の発展に貢献し、また俳画や短歌にも優れた近代高岡を代表する
文人です。本展では竹の門生誕150年を記念し、当館が収集してき
た竹の門の俳句や俳画などの資料を中心に展示・紹介します。
時　7月31日㈯～10月10日㈰午前9時～午後5時（入館は午後4

時30分まで）
￥　無料
休館日　月曜日（月曜日が祝・休日の場

合は開館し、翌平日に休館）
◇展示説明会　
時　7月31日㈯午後2時～午後2時30分
定　10人（申し込み順・受講無料）
申　7月27日㈫の午前9時から、電話

で住所・氏名・電話番号を博物館へ。
問　博物館☎20-1572

カメラ館・美術館・博物館へでかけませんか

　博物館常設展・お宝コーナー

◇「彰義隊（隊長渋沢成一郎）副長天野八郎獄中
記<斃

へい

休
きゅう

録
ろく

＞」
『斃休録』とは、慶応4年
（1868）5月15日の上野
戦争に敗れた彰義隊副
長・天野八郎（1831～
68）が獄中で隊の顛

てん

末
まつ

をまとめた手記です。渋沢成一郎、惇忠、平九郎ら
が大きく取り上げられているNHK大河ドラマ「青
天を衝け」放送中にちなみ、現在、本展では『斃休
録』ほか関連資料を展示・紹介します。
時　7月3日㈯～9月5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（月曜日が祝・休日の場合は開館
し、翌平日に休館）
￥　無料
問　博物館☎20-1572

▲筏井竹の門筆≪書簡「自画像」≫
内島北朗宛　大正12年，13年頃8
月27日付　博物館蔵

▲『斃休録』個人藏
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時　◇…午前8時～午前10時
　　●…午前8時～午前9時30分
　　▲…午後1時～午後2時
申 問　検診日の7日前までに、
「がん検診のお知らせ」に同
封のハガキを返送（必着）
か電子申請、電話で、②は
健康増進課☎20-1345（①
は北陸予防医学協会高岡
総合健診センター☎24-
3131）へ。

ところ 肺・胃
大腸

子宮
乳

①7月17日㈯ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ◇ ◇

②8月  6日㈮ 市立野村公民館 ● ▲

がん検診 Cancer Examination

集団がん検診日程

※上記の検診は中止となる場合があります。
最新情報は市ホームページを確認する
か、お問い合わせください。

※受診券の再発行は、電子申
請または健康増進課へお問
い合わせください。

　オーケストラ・アンサンブル金沢
　with川瀬賢太郎＆服部百音

時　9月20日（月・祝）午後3時開演
所　高岡文化ホール
プログラム　メンデルスゾ

ーン：序曲「美しいメルジ
ーネの物語」op.32　ほか

出演　川瀬賢太郎(指揮)、
服部百音(ヴァイオリン)、
オーケストラ・アンサンブ
ル金沢（管弦楽）
定　約350席（前後左右1

席空けて配席・未就学児
入場不可）
￥　全席指定・一般3,500

円・高校生以下2,000円
（当日500円高）
チ　7月9日㈮午前10時か

ら文化振興事業団事業課、
生涯学習センター3Ｆ、ふく
おか総合文化センター、ア
ーツナビ（文化ホール、富
山県民会館、教育文化会館、
新川文化ホール）にて発売。
問　文化振興事業団☎20-1560

　ありがとう高岡市民会館リベルテ特別公演
オペラ「カルメン」＋especially for TAKAOKA

時　8月28日㈯午後2時開演
所　生涯学習センターホール
プログラム　第1部/オペラ「カルメン」ハ

イライト・第2部/オペラ「滝の白糸」ほか
出演　リベルテ【（森雅史：

バス）ほか、北陸ゆかり
の声楽家】
定　約200席（前後左右1

席開けて配席・未就学
児入場不可）
￥　全席指定・2,000円（当日

500円高）
※車椅子利用者は事前にお電話ください
チ　文化振興事業団事業課、

生涯学習センター3Ｆ、ふ
くおか総合文化センター、
アーツナビ（文化ホール、
富山県民会館、教育文化
会館、新川文化ホール）にて発売中。
問　文化振興事業団☎20-1560

　SONGS LONG VACATION 2021
時　7月18日㈰午後7時開演
所　生涯学習センター１階交流スペー

ス（リトルウイング）
出演者　(1) The Melody “味カレー” 

Band（リズム＆ブルース）(2) ジャスト
・フィット・ラグタイム・ブルース・バンド
（ポップス）(3) G＆M（ギターインスト
ゥルメンタル）
定　50人（申し込み順）
￥　1,000円
申　生涯学習センター3階でチケットを

購入ください。
問　文化振興事業団☎20-1560

　パープルお出かけコンサート
　「ふるさとに寄す」女声合唱団「どるちえ」

時　8月22日㈰午後2時開演（午後1時
30分開場）

プログラム　三善晃：唱歌の四季より、
中田喜直：夏の思い出、メンデルスゾ
ーン：歌の翼に　ほか
所　文化芸能館(能楽堂)
定　70人（申し込み順）
￥　無料
持　入場券はがき（事前

に送付します）
申　７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
団事業課（FAX  20-1562）へ。

※申込書は文化振興事業団ホームペー
ジから入手可
問　文化振興事業団☎20-1560

　高岡地区広域圏からのお知らせ
◇あなたの婚活を応援します
婚活に必要なスキルを学ぶセミナーお
よび出会いイベント
時　7月31日㈯午後1時から
対　25～45歳の独身男女（男女各26人）
問　高岡地区広域圏事務組合☎91-2101
◇ざんねんな昆虫展（氷見市）
時　7月16日㈮～9月5日㈰午前10時～

午後4時（入園は午後3時30分まで）
￥　▪大人500円▪4歳以上～中学生

以下300円▪4歳未満無料
所 問　氷見市海浜植物園☎91-0100
◇ミニ田楽行燈絵付け体験（小矢部市）
時　7月10日㈯・25日㈰、8月7日㈯・21日

㈯ほか（9月以降も開催）午前10時～午前
11時30分※事前申し込みが必要です。
￥　1,000円（1回料金）
所 問　津沢あんどんふれあい会館☎

61-3531

完全予約制です。必ず検診日の7日前　
までに予約してください。
定員に達し次第、締め切ります。

がん検診の
お知らせ

集団がん
検診予約

受診券
再発行

サ
マ
ー

（
公
財
）富
山
県
市
町
村
振
興
協
会

13
7

火

催　　　し

▲文化振興
　事業団HP

▲文化振興
　事業団HP▲文化振興

　事業団HP

森　雅史

川瀬賢太郎

服部百音
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お知らせ INFORMATION

コース・定員 とき 料金・申込

①中級（月コース）・10人 8月23日㈪～11月29日㈪の月曜日10：00～12：00

持　テニスシューズ、ラケット
￥　13,000円
申　7月5日㈪午前9時30分から
　受講料を添えてスポーツコアへ

②中級（水コース）・20人 8月18日㈬～11月17日㈬の水曜日10：00～12：00

③初級（木コース）・10人 7月29日㈭～11月25日㈭の木曜日10：00～12：00

④中級（金コース）・10人 8月20日㈮～11月26日㈮の金曜日10：00～12：00
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スポーツでアツイ夏を

教室名・対象 とき 料金・申し込み
①成人Ａコース（初級・中級） 7月14日㈬～9月17日㈮の水・金曜日11：00～12：00

￥　12,000円（一方の曜日のみは6,000円）
申　①～③とも、7月6日㈫午前9時から受講料を添え

て長慶寺室内プールへ（定員各20人・申し込み順）

②成人Ｄコース（初・中・上級） 7月13日㈫～9月16日㈭の火・木曜日20：00～21：00

③女性コース（初・中・上級） 7月14日㈬～9月17日㈮の水・金曜日18：40～19：40

④第1期（水なれ） 
　年少～小学2年生　

7月27日㈫～30日㈮の8:45～10:00 ￥　3,500円
申　④7月10日㈯午前10時～7月24日㈯、⑤7月10日

㈯午前10時～7月31日㈯に受講料を添えて、いずれ
も長慶寺室内プールへ（定員各30人・申し込み順）

⑤第2期（基礎）
　年少～小学2年生 8月3日㈫～6日㈮の8:45～10:00

長慶寺室内プールの水泳教室

市民歩こう会

テニス教室

バルサアカデミーサマーキャンプ2021

スポーツの日　体育施設無料開放

時　7月23日㈮午前9時～午後5時
開放施設
▶東洋通信スポーツセンター
▶城光寺陸上競技場
▶前田庭球場
▶県営高岡武道館
▶万葉スポーツセンター
▶スポーツコアテニスコート8面（要予約7月7日㈬～）
▶スポーツコア芝生広場
問　体育協会☎26-5225

◇富山市内めぐりコース（6キロ）
時　7月18日㈰午前9時55分～
集合場所　あいの風とやま鉄

道富山駅北口
￥　200円（会員は無料・交通

費は自己負担）
持　昼食
※申込不要
問　体育協会☎26-5225

時　7月28日㈬～7月31日㈯　富山デイキャンプ（4日間）
所　スポーツコア（サッカー・ラグビー場）
対　小学1年生～中学1年生まででサッカー経験が2年以上ある人
定　84人（男女問わず）
￥　①富山デイキャンプ通いプラン105,000円（税抜き）　
　　 ②富山デイキャンプ宿泊プラン145,400円（税抜き）
申　バルサアカデミーキャンプ公式サイトから直接お申し込みください。
問　バルサアカデミーキャンプ☎03-6674-2707、生涯学習・スポーツ課☎20-1458

所 問　長慶寺室内プール☎25-6044

所 問　スポーツコア☎20-1155

◇7月21日㈬～8月31日㈫の開館時間　■火～土曜日　午前10時～午後9時　■日曜日・祝日　午前10時～午後4時

▲バルサアカデミー
キャンプ公式サイト



　国民健康保険証の更新
▶8月1日㈰からご使用いただく、新しい
　国民健康保険の被保険者証を郵送
　（7月中旬頃）します。世帯主あてに届
　きますので、新しい保険証が届きまし
　たら、記載事項などに誤りがないかご
　確認ください。
▶これまで、保険証とは別に交付されて
　いた70歳以上の方の高齢受給者証
　は、今回から保険証と一体化され、被
　保険者証兼高齢受給者証となります。
　医療機関窓口での自己負担割合は、
　保険証に記載されます。
問　保険年金課☎20-1374

　国民健康保険
　限度額適用認定証の交付

◇国保限度額適用認定証
認定証を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。
高額な療養を受けるときは、事前に認定
証の交付を申請してください。
※70歳以上の一部の人は認定証が必

要ありません。また、国保税の滞納が
あると交付できないことがあります。

◇標準負担額減額認定証
入院時食事負担額が低くなります。
対象　住民税非課税世帯の被保険者
■いずれも、有効期限は翌年7月31日㈰
※毎年更新が必要です。8月から有効な

認定証は7月15日㈭から申請の受付
を始めます。

受付　保険年金課、伏木・戸出・中田・福
岡支所

申請に必要なもの　国民健康保険証、
マイナンバーカード（本人確認書類）
問　保険年金課☎20-1361

　新型コロナウイルス感染症の影響により
　保険税（料）の納付でお困りの場合は

新型コロナウイルス感染症の影響により
収入が一定程度減少した人などには、
保険税（料）の減免制度があります。
問　▶国民健康保険税　
　　　保険年金課☎20-1357
　　▶後期高齢者医療保険料　
　　　保険年金課☎20-1481
　　▶国民年金保険料　
　　　保険年金課☎20-1363
　　▶介護保険料　
　　　高齢介護課☎20-1375
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　オレンジ倶楽部
認知症の人やその家族の集いの場です

（要予約）
とき ところ 予約先

7月22日㈭
13:30～15:30

戸出コミュニ
ティセンター

特別養護
老人ホームはるかぜ

☎63-8820

7月24日㈯
10:00～12:00 のむら藤園苑

特別養護老人ホーム
のむら藤園苑

☎20-8900

問　高齢介護課☎20-1165

　介護サービスをご利用されている人へ　問　高齢介護課☎20-1375　

令和3年8月から介護保険の利用負担額が高額になったときの上限額及び施設サー
ビスを利用した場合の食費・居住費の自己負担限度額が下表のとおり変更になります。

福　　　祉

区　分 負担の上限額（月額）

市民税課税所得690万円以上 140,100円（世帯）

市民税課税所得380万円以上690万円未満 93,000円（世帯）

市民税課税所得380万円未満 44,400円（世帯）

世帯全員が市民税非課税 24,600円（世帯）

・老齢福祉年金受給者
・前年の合計所得金額＋課税年金収入額が80万円以下の方等 15,000円（個人）

生活保護受給者等 15,000円（世帯）

利用者  
 負 担
 段 階 

主な対象者
預貯金等の金額

食費

居住費

ユニット
型個室

ユニット型
個室的
多床室

従来型
個室 多床室夫婦の場合

1
・生活保護受給者
・市民税非課税世帯で

老齢福祉年金受給者

1,000万円以下
300円 820円 490円 490円

（320円） 0円
2,000万円以下

2
市民税非課税世帯
で合計所得＋年金
収入が80万円以下

650万円以下 390円
【600円】 820円 490円 490円

（420円） 370円
1,650万円以下

3－①

市民税非課税世帯
で合計所得＋年金
収入が80万円超
120万円以下

550万円以下 650円
【1,000円】 1,310円 1,310円 1,310円

（820円） 370円
1,550万円以下

3－②
市民税非課税世帯
で合計所得＋年金
収入が120万円超

500万円以下 1,360円
【1,300円】 1,310円 1,310円 1,310円

（820円） 370円
1,500万円以下

▶施設サービスを利用した場合の食費・居住費の自己負担限度額
※申請をご希望の場合は、下表を確認の上、ご相談ください

　介護サービスを利用されている人へ

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（1～3割）を記載した新しい介
護保険負担割合証を7月下旬に送付し
ます。介護保険サービスを利用する際は、
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　高齢介護課☎20-1375

※特別養護老人ホーム、短期入所生活介護を利用した場合、（）内の金額となります。
　短期入所生活介護・短期入所療養介護の場合、【】内の金額となります。

▶介護保険の利用負担額が高額になったときの上限額
※対象者には別途、案内通知を送付します


