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博物館

万葉歴史館
秋の特別企画展「万葉のふるさと　憧れの万葉故地へ」

全国万葉故地サミット参加自治体を中心に、それぞれの万葉故地や関連施設などを紹介します。
時　8月25日㈬～12月20日㈪の午前9時～午後6時（入館は午後5時15分まで）　
※11月・12月は午後5時閉館（入館は午後4時15分まで）
休館日　火曜日（祝日の場合は翌平日）　※9月22日㈬～9月25日㈯は臨時休館
￥　一般300円、65歳以上240円、中学生以下無料、団体(20名以上)　240円

所 問　万葉歴史館☎44-5511

所 問　博物館☎20-1572

◇特別展「生誕150年記念 筏井竹の門展」展示説明会
時　8月28日㈯午後2時～午後2時30分

定　10人（申し込み順・受講無料）

申　8月24日㈫午前9時から、電話で氏名・住所・電話番号を博物館へ。

◇郷土学習講座「高岡の近代化が逢
ほう

着
ちゃく

した問題～加賀藩・相対請地から引き継いだ課題」
時　8月7日㈯午後2時～午後3時30分（午後1時開場）

講師　荒木田岳氏（福島大学教授）

定　30人（申し込み順）　　￥　300円（親しむ会会員200円）

申　8月3日㈫午前9時から、電話で氏名・住所・電話番号を博物館へ。

◇古文書講座　「初めての古文書教室」
時　9月9日㈭・24日㈮、10月7日㈭・21日㈭、11月4日㈭・18日㈭の午後2時～午後3時30分（全6回）

定　30人（対象は古文書解読初心者・申し込み順）

￥　2,000円（親しむ会会員は1,800円）

申　8月11日㈬午前9時から、電話かファクス、Eメールいずれかの方法で、住所・氏名・電話番号・

　親しむ会入会の有無を博物館（FAX20-1570 Eメール info@e-tmm.info）へ。

▲筏井竹の門筆≪書簡「自
画像」≫大正12・13年頃
8月27日付

▲博物館・古文書講座

美術館 所 問　美術館☎20-1177

◇記念講演会「美術館創立70周年を迎えて」
村上館長が日本全国と高岡を比べながら美術館の歩みを紹介します。

時　8月28日㈯午後2時～午後3時　定　30人（申し込み順・受講無料）

申　8月5日㈭午前9時30分から電話で美術館へ。

ミュゼふくおかカメラ館
やわらかな感性と自由な発想で最高の一枚を

「ワンダーフォトコンテスト」作品募集中
今年のテーマは「みいつけた！」。新たな発見や日常でおもしろいと感じるものな
ど皆さんが思う「みいつけた！」をイメージした写真をぜひ応募ください。
応募作品は、令和4年3月5日㈯から開催の写真展で展示します。
部門　一般 （大学生以上）、ジュニア （小・中学生、高校生）
※応募用紙はカメラ館ホームページから入手可
申　令和4年1月10日（月・祝）まで、応募用紙を記入し、作品裏面にテープで貼

りつけて、直接か郵送でカメラ館（〒939-0117高岡市福岡町福岡新559）へ
（当日必着・1人1点まで）

所 問　ミュゼふくおかカメラ館☎64-0550

高岡市美術館創立70周年記念「70年のキセキ　人生に寄り添うコレクション」

▲小坂勝人≪夏≫
　1940年高岡市美術館蔵



　Ｕホール夏休み子ども映画上映会
◇映画　
①「ロラックスおじさんの秘密の種」
②「トロールズ　ミュージック☆パワー」
時　

①8月14日㈯②8月15日㈰の午後
2時～午後3時30分（午後1時開場）
定　各100人ずつ（先着順）
￥　無料
※新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め、間隔を空けて座席をご案内します。
所 問　Ｕホール☎64-1030

　生涯学習センター講座
　富山短期大学公開講座
講座名　「もの忘れの予防は日々の生

活から」
時　9月15日㈬午後2時～午後3時30分
所　生涯学習センター
定　30人（申し込み順）
￥　300円
申　8月5日㈭～9月10日㈮まで直接か

郵送、ファクス、Eメールで、講座名・住所
・氏名・年齢・電話番号を、文化振興事
業団（〒933-0023高岡市末広町1-7ウ
イング・ウイング高岡内FAX 20-1658 Eメール
kouza@takaoka-bunka.com）へ。

※電話や期間外の申し込み不可。
問　文化振興事業団☎20-1450

　PURPLEお出かけサロンコンサート

◇ジャズコンサート「The Fire Works」
時　9月23日（木・祝）午後1時30分開演
（午後0時30分開場）

プログラム　Bob-Omb Batt lef ie ld
（from゛SuperMario64゛）ほか
所　生涯学習センター1階リトルウイング
定　80人（申し込み順）
持　入場券はがき（事前に送付します）
申　8月20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

催　　　し　バラの講習会
内　鉢バラの育て方、秋の剪定、芽接ぎ

の実習
時　8月22日㈰午前9時30分
定　40人（申し込み順）
持　筆記用具
申　8月8日（日・祝）午前10時から、電

話でおとぎの森館へ。
所 問　おとぎの森館☎28-6500

　山野草展

内　山野草の展示・販売、相談コーナー
時　9月3日㈮～5日㈰の午前9時～午

後5時（5日は午後3時まで）
所 問　おとぎの森館☎28-6500

　もみ子先生の実験教室
◇磁石で科学ほか
時　8月29日㈰午前10時
対　小学生とその保護者
定　親子20組（申し込み順）
持　はさみ・のり・筆記用具
申　8月11日㈬午前10時から、電話で

おとぎの森館へ。
所 問　おとぎの森館☎28-6500

　
　芸文ギャラリー
◇ＧＧワークショップ-電子工作編-
内　メディアアート作家アシダマドカに

よるワークショップ
時　8月7日㈯午後2時～午後5時（予定）
￥　2,000円
申　電話かＥメールで芸文ギャラリー
（ Eメールgeibungallery@gmail.com）へ。
問　芸文ギャラリー（水曜定休）☎25-6078
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道の駅でラジオ体操と
　　　　健康チェックをしよう！！

　高岡巧美会展

本市の伝統工芸産業技術保持者である
高岡巧美会会員が制作した銅器・漆器の
伝統工芸作品や制作道具を展示します。
時　8月26日㈭～8月29日㈰の午前9

時30分～午後5時（29日㈰は午後4
時30分まで）
所　美術館市民ギャラリー
￥　無料
問　デザイン・工芸センター
　☎62-0520

　高岡地区広域圏からのお知らせ
◇広域縁結びプロジェクト「お見合い

イベント」
時　8月28日㈯午後1時30分～午後6時
所　御旅屋セリオ5階ホール
定　男女各15人（20～40代）
￥　500円
申　8月13日㈮までWebフォームから
問　高岡地区広域圏事務組合☎91-2101
◇むかしの氷見を歩く（氷見市）
時　9月4日㈯・18日㈯・10月2日㈯・30

日㈯の午前9時30分～正午
￥　300円
定　20人（申し込み順）
申 所 問　直接か電話で氷見市立博物

館☎74-8231へ。
◇おやべ周遊クーポン（小矢部市）
小矢部市内のクーポン取扱店にて特典
が受けられます。
時　令和4年3月31日㈭まで
問　まちなか周遊推進協議会
（小矢部市商工観光課内）

　☎67-1760

時　午前9時30分～午前10時
　　（午前9時30分～ラジオ体操・午前9時45分～健康講座）

ところ とき

道の駅
万葉の里高岡

8月28日㈯、9月4日㈯・11日㈯・18日㈯・25日㈯、
10月2日㈯・9日㈯・16日㈯・23日㈯、11月6日㈯

道の駅雨晴
8月28日㈯、9月3日㈮・10日㈮・18日㈯・24日㈮、
10月2日㈯・8日㈮・15日㈮・22日㈮、11月6日㈯

問　都市計画課☎20-1411、道の駅万葉の里高岡☎30-0011、道の駅雨晴
　☎53-5661

▲文化振興
　事業団ＨＰ

▲高岡巧美会
HP

▲詳細はコチラ
　　（市ＨＰ）

▲Webフォーム

▲おやべ周遊
案内ＨＰ



■…受診者が子宮・乳がん検診中、託児
を行います。ご希望の人は、受診予約
の際にお申し付けください。

☆…近隣公民館から集団がん検診会場へ送
迎します。（予約者がいる場合のみ運行）
出発時間・場所は「がん検診のお知らせ」
の5頁か市ホームページでご確認ください。
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、健康増進
課☎20-1345へ。

※上記の検診は新型コロナウ
イルス感染状況により、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、健康増進課へお
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。

9月 ところ 肺・胃
大腸

子宮
乳

託
児

送
迎

1日㈬ 伏木
コミュニティセンター ● ▲ ■ ☆

5日㈰ 福岡健康
福祉センター ● ▲ − −

8日㈬ 高岡テクノドーム ● ▲ − −

がん検診 Cancer Examination

集団がん検診日程

がん検診の
お知らせ

集団がん
検診予約

受診券
再発行

健康ミニ講座 Health Course

正しい生活習慣で、
尿管結石症を予防しよう
　尿管結石症とは、尿の成分が結晶と
なり結石が生じ、尿を作る腎臓から膀
胱までをつなぐ管、尿管にひっかかるこ
とで起こる病気です。脇腹や背中の片
側に激しい痛みを引き起こします。また、
痛みから吐き気や嘔吐が生じたり、血
尿や腎機能の低下、尿路感染を引き起
こす可能性があります。治療には、薬物
による結石の排泄を促す治療と一泊二
日の体外衝撃波や数日入院でのレーザ
ー手術による結石の破砕治療があります。
痛みが生じた際には、速やかに病院を
受診して検査を行い、治療について相
談しましょう。
　予防としては、正しい生活習慣や脱水
とならないための適度な水分補給があ
げられます。これから気温が上昇する季
節となります。脱水に注意して適度に水
分補給をしましょう。

七谷　泌尿器科医師　
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　市民歩こう会
◇新湊 海王丸公園コース（約6km）
時　9月5日㈰午前10時35分（雨天決行）
所　万葉線 中新湊駅集合
￥　200円（会員は無料）
※交通費は自己負担。昼食は各自持参。
問　体育協会☎26-5225

　うんどう大好き教室

対象 とき

① 小学
1・2年生

9/14㈫～11/  9㈫の 
火曜日17：00〜18：00

② 年中児 9/16㈭～11/25㈭の 
木曜日16：30〜17：20

③ 年長児 9/16㈭～11/25㈭の 
木曜日17：30〜18：20

所　東洋通信スポーツセンター
定　各教室12人（申し込み順）
￥　各教室5,500円 /8回
持　内履き
申　①8月24日㈫②③8月26日㈭の午

前9時から、体育協会へ。
問　体育協会☎26-5225

　体育協会の教室
◇ジュニアバドミントン体験教室
時　8月23日㈪～28日㈯（24日㈫

は休み）の午後7時～午後9時
所　月・金曜日は東洋通信スポー

ツセンター、水・木・土曜日は竹
平記念体育館
対　 小学3年生以下
定　10人（申し込み順）
持　運動のできる服装、内履き、ラケット
￥　1,000円/5回
申　8月5日㈭午前9時から受講料を添

えて体育協会へ。
◇ジュニアスポーツクライミング
時　9月4日㈯～25日㈯の毎週土曜

日の午前8時30分～午前9時30分
所　Bouldering Gym Are（内免3-9-

56）
対　 小学2～3年生
定　10人（申し込み順）
持　タオル、飲み物
￥　3,000円/4回
申　8月10日㈫午前9時から受講料を

添えて体育協会へ。
問　体育協会☎26-5225

　国民健康保険税の税率について
令和３年度の国民
健康保険の税率及
び賦課限度額は据
え置きです。
保険税の軽減　世帯主と被保険者と特

定同一世帯所属者（国保から後期高齢
者医療制度に移行した人）の前年中の
所得の合計額（軽減判定所得）が一定
金額以下の場合、保険税のうち均等割
額及び平等割額が軽減されます。

※世帯に未申告の人がいると軽減を受
けることができませんので、収入がな
い人でも市・県民税の申告をしてくだ
さい。

※詳しくは、保険証発送時に同封した
「お知らせ」またはホームページをご
覧ください。
問　保険年金課☎20-1357

　後期高齢者医療保険料の改定
令和3年度の富山県の保険料率は、以
下のようになります。
保険料率　■均等割額…4万6,800円
　■所得割率…8.82％
賦課限度額　64万円
保険料の軽減　同一世帯の全ての被保

険者と世帯主の総所得金額等の合計
額が下表の金額以下の場合、保険料
の均等割額が軽減されます。

軽減割合 令和3年度

7割 43万円＋10万円×
（給与所得者等の数※－1）以下

5割
43万円＋（28万5,000円×被保険者数）

＋10万円×（給与所得者等の数※－1）以下

2割
43万円＋（52万円×被保険者数）

＋10万円×（給与所得者等の数※－1）以下

※給与所得のある人（給与収入55万円
　超）と、公的年金などに係る所得のあ
　る人（公的年金などの収入金額が65
　歳未満は60万円超、65歳以上は125
　万円超）の合計数。
問　保険年金課☎20-1481

　オレンジ倶楽部（要予約）
認知症の人やその家族の集いの場です

とき ところ 予約先

8月25日㈬
13：30〜15：30

中田コミュニ
ティセンター

特別養護老人
ホームはるかぜ
☎63-8820

問　高齢介護課☎20-1165

福　　　祉 ス ポ ー ツ
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。


