
　令和4年度
　人づくり奨学資金奨学生
対 　次の4つの条件をすべて満たす人
①高校を卒業し（高等学校卒業程度認

定試験合格者含む）、学校教育法に
基づく短期大学、専修学校（専門課
程に限る）、大学、大学院に在学する
か進学予定

②保護者（親権者、未成年後見人、その
他これらに代わる人）が市内に住む

③学業成績が優秀で、学費の支払いが困難
④他の奨学金制度を利用していない

（給付奨学金制度や授業料減免制度
は除く） 

貸与金額（年額）
大 　 学
大 学 院

国公立 50万円
私　立 70万円

短 期 大 学
専 修 学 校

国公立 40万円
私　立 70万円

※奨学資金を返還する際、市内に住むな
どの条件を満たした場合、返還額の一
部（最大50％相当額）を減免する優
遇制度があります。
申　4月1日㈮～5月6日

㈮に、4月に入学・在
学する学校を通じて、
申請書類を教育総務課へ。

※募集要項・申請書類は教育総務課や
市ホームページで入手可
問　教育総務課☎20-1443

　市営福岡駅西駐車場の定期利用者

月単位で、随時申し込みできます。
※融雪装置はありません。
※詳しくは市ホームペー

ジをご覧ください。
￥　4,700円/月
申 問　都市計画課
　☎20-1411

　高岡古文書ボランティア
時　3月19日㈯午後2時～午後3時30分
対 　親しむ会会員で、古文書調査・

整理の経験のある人、講座受講経験
者など
定　10人（申し込み順）
持　筆記用具
申　3月15日㈫午前9時から、電話で

住所・氏名・電話番号を、博物館へ。
所問　博物館☎20-1572

ヤングケアラー
－介護する子どもたち－
毎日新聞取材班著
毎日新聞出版
通学や仕事をしながら、
家族の介護や家事を日
常的に担っている「ヤン
グケアラー」といわれる子
どもたち。本書は、インタビューをもとに彼ら
の実態をまとめたノンフィクションです。
基本のラッピング
－丁寧な写真付き解説でわかりやすい－
つつみ屋工房監修　成美堂出版
鎌倉殿と執権北条氏の歴史
－源平合戦から幕府内乱、承久の乱ま
で、激動の時代が全てわかる！－
福田智弘監修　メディアソフト
生きるん。
－人生100年時代にハッピーを！－
小泉吉宏著　三笠書房
デジタル遺品の探しかた・しまいかた、
残しかた＋隠しかた
伊勢田篤史、古田雄介著　日本加除出版
こども服をお繕い
レヴィ奈美著　内外出版社
ドラえもん探求ワールドspecialいっしょに考え
よう！17の目標SDGsでつくるわたしたちの未来
藤子・F・不二雄まんが　藤子プロ他監修　小学館
未来のきみを変える読書術
－なぜ本を読むのか？－ 
苫野一徳著　筑摩書房
◇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絵本などの
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　中田図書館☎36-0054

図書館からの
お薦め新刊情報

新刊 Books

◎記号

令和4年 交通事故状況（市内）

区　分 件 数 死 者 傷 者
1月末まで
の交通事故 31件 1人 35人

前年同期と
の比較 ＋8件 ＋1人 ＋8人

交通事故 Traffic Accidents

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

春先は交通事故が多発します
○全席シートベルト・チャイルドシートを確実に着用

しましょう。
○夜間の外出は明るい服装で、反射材を活用し

ましょう。
○道路の横断は横断歩道を渡るなど、基本的な

交通ルールを守りましょう。

募　　　集

▲市HP

▲市HP

　市民美術展 出品作品
対 　次のいずれかに該当する高校生以上
▪市内に住むか勤務・通学している
▪市内の美術教室やサークルなどに所

属している
▪帰省先が市内にある学生
応募作品　絵画1（日本画）、絵画2（洋

画）、彫刻、工芸、書、写真の6部門
作品点数　各部門1人1点（未発表の

作品に限る。複数部門に出品可）
出品料　2,000円/点（高校生の出品

料は無料）
表彰　▪大賞…各部門1点▪優秀賞…

各部門1点▪奨励賞…出品数に応じ
る▪新人賞…各部門1点▪佳作…出
品数に応じ3点以内

搬入受付　6月16日㈭頃を予定
※応募要項・応募用紙は美術館、文化

創造課、市内画材店、写真店などで
3月下旬から入手可

展示期間　6月25日㈯～7月9日㈯
所問　美術館☎20-1177

　たかおか朝市出店者
個人・団体・法人など、どなたでもお
気軽に出店してみませんか。
時　4～10月の第2・4日曜日の午前5

時30分～午前8時
所　坂下町通り
￥　1回2,000円/区画、1

年（14回分）1万2,000
円/区画
申　随時、直接かファクス、Eメール

で、申込書を、たかおか朝市実行委
員会（ FAX 22-3171 Eメールkyosomachi@
city.takaoka.lg.jp）へ。

※申込書は市ホームページで入手可
※3月11日㈮午後2時から、市役所

802会議室で出店者会議があります。
問　たかおか朝市実行委員会☎090-

6811-3137（午前10時～午後4時、水
曜休み）、共創まちづくり課☎20-1552

　市職員の給与支給明細書に
　広告を掲載しませんか
掲載位置　裏面一面（A4判）
発行枚数　約2万枚
掲載期間　6～11月
￥　税込4万円以上（見積

りにより決定します）
※申込用紙は市ホームページで入手可
申　3月1日㈫～4月8日㈮に、人事課へ。
問　人事課☎20-1222

▲市HP

▲市HP
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お知らせ INFORMATION

　健康づくりボランティア養成講座
講座修了後は、各地域で健康づくり活動
を行っていただきます。
①食生活改善推進員…正

しい食生活の普及を図り、
「食育」の輪を広げます。

②ヘルスボランティア…生
活習慣病や介護予防のた
めの運動普及、がんの予
防啓発などを行います。

※①②を同年度に受講も可
■いずれも、
時　5月～令和5年1月（全10回程度）
対　市内在住で、健康づくり活動に積

極的に参加できる人
定　各20人（申し込み順）
￥　①600円（調理実習代）②無料
申　3月18日㈮まで、電話か電子申請

で、健康増進課へ。
問　健康増進課☎20-1346

　生涯学習センター「能楽講座」
仕舞・謡

うたい

、笛、太鼓など、能楽を楽しく学
べます。気軽に見学に来てください。
時　土曜日の午前10時～午前11時
　（月3回程度、全36回。初回は4月9日㈯）
所　文化芸能館
対　小・中学生
定　15人（申し込み順）
￥　1,000円/月
申　随時、直接か郵送、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ウイング・ウイ
ング高岡内 FAX 20-1658 Eメール kouza@
takaoka-bunka.com）へ。
問　文化振興事業団☎20-1450

　男女平等推進センター
　女性史講座【オンライン開催】

女性を巡る価値観の歴史から、女性の
生き方について学びます。
時　3月17日㈭午後7時～

午後8時20分
定　50人（申し込み順）
申　直接か電話、ファクス、Eメールで、住

所・氏名・電話番号・Eメールアドレスを、
男女平等推進センター（ FAX 20-1815 Eメール
gec@city.takaoka.lg.jp）へ。
問　男女平等推進センター☎20-1810

　わろんがのイベント
◇企画展「ひも遊び」展
一本のひもを結んで作られた数々のか
ざりを展示します。
時　3月3日㈭～31日㈭の午前10時～

午後6時
◇ワークショップ「造形盆栽体験教室」
アカマンマ（ミニタデ）の小さな盆栽を
手作りして、家内に彩りを添えましょう。
時　3月12日㈯午後1時30分～午後3時30分
定　10人
￥　1,000円（わろんが特別価格）
持　タオル、はさみ
申　3月1日㈫から、電話で住所・氏名・電

話番号を、商業雇用課か末広開発へ。
■いずれも、所　わろんが（御旅屋町90-4）
問　商業雇用課☎20-1289、末広開発

☎20-0555

　芸文ギャラリ―「院生展」
富山大学芸術文化学研究科1年生によ
る成果展示です。
時　3月17日㈭～29日㈫の午前11時

～午後7時 
所問　芸文ギャラリ―（水曜定休）
　☎25-6078

　粕谷千春写真展
　「そして私は空に○を描く」

時　3月5日㈯～4月17日㈰
￥　一般300円、65歳以上240円、高校

・大学生200円、中学生以下無料
※「ワンダーフォト写真展」と同時開催

所問　ミュゼふくおかカメラ館☎64-0550

　博物館 館蔵品展
　「昔の道具とくらし」展示説明会

時　3月12日㈯午後2時～午後2時30分
定　10人（申し込み順）
申　3月8日㈫午前9時から、電話で、住

所・氏名・電話番号を、博物館へ。
所問　博物館☎20-1572

　男女平等推進センター
　活動登録団体
センターを拠点施設として活動する市
民グループ・団体を募集します。
対　男女平等･共同参画を進める活動

をしており（しようとしており）、
次の5つの条件をすべて満たす団体

①目的・計画を持ち、センターと連携
を図りながら事業を実施する

②メンバーが5人以上いる
③代表者が市内に住むか通勤・通学し

ている
④営利を目的としていない
⑤登録団体懇談会とセンターでの事業

へ参加する
申　申請書と会員名簿を、直接か郵

送、ファクス、Eメールで、男女平
等推進センター（〒933-0023高岡
市末広町1-7ウイング・ウイング高
岡6階 FAX 20-1815 Eメール gec@c i ty.
takaoka.lｇ.jp）へ。

※申請書は男女平等推進
センターか市ホームペ
ージで入手可

※審査のうえ登録団体を決定します。
問　男女平等推進センター☎20-1810

　フードドライブを開催します
　～家庭で食べきれない食品大募集！～

集めた食品は、必要としている福祉団
体などに寄付します。
時　3月11日㈮・12日㈯の午前10時

～午後5時
所　ヒラキストア大坪店（大坪町3丁

目7-31）
※11日㈮のみ、共創まちづくり課で

も受け付けます。
対　以下の要件をすべて満たす食品
　①賞味期限が2022年4月以降
　②未開封で包装が破損していない
　③常温で保存できる
　④日本語表記で説明されている
　※アルコール類などは不可
問　地域安全課☎20-1352、環境サー

ビス課☎22-2144、共創まちづくり課
☎20-1552

募　　　集学　　　ぶ催　　　し

撮影：粕谷千春さん

▲市HP

▲①電子申請

▲②電子申請

食べられなくなる前に
必要としている人に届けよう

缶詰や飲み物など、１点からでも大歓迎！

▲市HP
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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

　福岡歴史街道事業
　散策体験教室
内　菅笠問屋の町並みが残る旧北陸街

道周辺のまち歩き（ガイド付き）
時　3月20日㈰午前10時～正午（午前9

時30分福岡にぎわい交流館 集合）
所　雅楽の館、

島田邸、殿様
清水など
定　20人
　（申し込み順）
￥　無料
持　動きやすい

服装、飲み物、
雨具など
申　3月15日㈫まで、直接か電話、ファク

スで、住所・氏名・生年月日・電話番号を、
福岡にぎわい交流館（ FAX 64-1228）へ。
問　福岡にぎわい交流館☎64-1227

　里山交流イベント
　椎

し い た け

茸コマ打ち・ランプシェード作り

時　3月20日㈰午前9時30分～正午
（雨天決行、昼食なし）
定　20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
※未就学児は参加不可
※椎茸の原木は1本支給。追加する場合

は、1,000円/本が必要です（4本まで）
申　3月14日㈪正午まで、直接か郵送、

Eメールで、住所・氏名・電話番号・区分
（①②）・原木追加数を、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。
所 問　里山交流センター☎31-6617

　もみ子先生の実験教室
内　バブロケットを飛ばそう など
時　3月27日㈰午前10時
対　小学生とその保護者
定　20組（申し込み順）
持　はさみ、のり、筆記用具
申　3月9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

　Uの祭典
◇作品展示
時　▪3月11日㈮午後1時～午後5時　

▪12日㈯午前9時30分～午後5時　
▪13日㈰午前9時30分～午後3時　

◇子ども体験広場（無料）
時　3月13日㈰

内容 時間

木の実で遊ぼう 10:00～11:30
13:00～14:30

レジンを体験してみよう 10:00～11:30
13:00～14:30

定　先着順（材料が無くなり次第終了）
◇水引体験
時　3月13日㈰午前10時～午前11時30分
￥　100円
◇高岡フィルハーモニー管弦楽団　　

コンサート（無料）
時　3月13日㈰午後1時30分開演

■いずれも、所　Uホール
問　福岡中央公民館☎64-1031

催　　　し

▶②③④のチケットは、3月11日㈮午前10時から、生涯学習センター、Ｕホール、
アーツナビなどで販売します。3月11日㈮正午から、電話予約も可（座席指定不
可）。いずれも当日500円高。
※いずれも入場制限を行う場合があります。ホームページを確認のうえご来場ください。
※③④は未就学児入場不可（1家族限定で親子席利用可（事前申し込み順））
　車椅子利用者は事前にお電話ください。

申問　文化振興事業団☎20-1560

②勝興寺公演「風と緑と3人のミューズたち」
時　4月30日㈯午後2時開演　　　所　勝興寺　　定　80席
出演　西田 宏美さん（クラリネット）、櫻井 涼子さん（ヴァイオリン）、大久保 リナ

コさん（マリンバ）
￥　一般1,000円（自由席。拝観料500円含む）、中学生以下無料（申込要）

③Wing＊Wing×Classic！「リベルテ特別公演」北陸ゆかりの声楽家たちの響宴
内　第1部 ロマン派の珠玉のオペラたち、第2部 オペラ「カルメン」
時　4月30日㈯午後6時30分開演　所　生涯学習センター
出演　森 雅史さん（バス）、門田 宇さん（バリトン）ほか
￥　一般2,000円、高校生以下1,000円（全席指定）

④Wing＊Wing×Classic！「宮田 大チェロコンサート」　
時　5月1日㈰午後3時開演　　　　所　生涯学習センター
出演　宮田 大さん（チェロ）、大田 翔さん（テノール）、西尾 真実

さん（ピアノ）
￥　一般2,500円、高校生以下1,000円（全席指定）

①パープルおでかけサロンコンサート「オープニング・ファンファーレ！」（入場無料）
時　4月29日（金・祝）午前11時　　所　高岡駅ペデストリアンデッキ
出演　野村小学校ウインドアンサンブル

風と緑の楽都音楽祭

TAKAOKA春の音楽祭

文化振興事業団
HP▶

宮田 大さん

今年のテーマは「ロマンの調べ～高岡が浪漫に染まる！」

　TAKAOKA 西へ東へ。
　パープルお出かけコンサート

◇合唱団「音楽室」
　届けたい、「ありがとう」を
　～春風にのせて　希望をあなたに～

出演　合唱団「音楽室」、宮丸勝さん（指
揮）、小山優子さん（ピアノ）

プログラム　「ドラえもん」（星野源 作詞
・作曲）、「混声合唱アルバム 九ちゃん
が歌ったうた」（横山潤子 編曲）ほか
時　3月6日㈰午後1時

30分開演
所　生涯学習センター
定　80人（先着順）
￥　無料
問　文化振興事業団☎20-1560

殿様清水

▲文化振興
事業団HP
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お知らせ INFORMATION

催　　　し

　伝統工芸産業人材養成スクール
　第27期修了制作展

時　3月11日㈮～13日㈰の午前9時30
分～午後5時（13日㈰は午後4時まで）
所　美術館

問　デザイン・工芸センター☎62-0520

　高岡巧美会展
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　3月24日㈭～27日㈰の午前9時30

分～午後5時（27日㈰は午後4時30
分まで）
所　美術館
問　デザイン・工芸センター☎62-0520

　とやま健康パーク「高岡市の日」

期間中は半額でパークを利用できます。
※感染症対策のため、営業時間と利用

エリアを一部制限しています。
時　3月15日㈫～21日（月・祝）の
　▪平日…午前10時～午後9時
　▪土・日曜、祝日…午前10時～午後6時
所　とやま健康パーク
　（富山市友杉）
対　市内に住む人
※小学生以下は、保護者の

同伴要
利用方法　窓口で、住所を確認できるも

の（運転免許証、保険証など）を提示
してください。
問　とやま健康パーク☎076-428-0809、

健康増進課☎20-1391

　高岡地区広域圏からのお知らせ
◇博物館特別展「“くざんどん”の書棚」
　―知の宝庫 陸田家の古書―（氷見市）
時　3月4日㈮～27日㈰の午前9時～午

後5時▪解説会…3月5日㈯午後2時
所 問　氷見市立博物館☎ 74-8231
◇酒とり祭り（小矢部市）
内　神事、獅子舞奉納、ふるまい酒
時　4月24日㈰午後4時30分（雨天決行）
所　下

し も ご ぜ

後亟神明宮（小矢部市下後亟）
問　小矢部市観光協会☎30-2266

みんなの掲示板

◇テレビ映像に影響が出た場合は
携帯電話事業者による新しい電波
の利用開始に伴い、3月17日㈭以
降、この電波によりテレビ映像に
影響が出た場合は、無料で回復作
業を行います。
問　（一社）700MHz利用推進

協会☎0120-700-012、
　☎050-3786-0700（有料）
◇不動産鑑定士による不動産無料

相談会（予約制）
時　4月4日㈪～8日㈮の午前10

時30分～午後3時30分
申　4月7日㈭まで、電話で、県

不動産鑑定士協会へ。
所 問　県不動産鑑定士協会（富

山市本町）☎076-471-5712
◇県民カレッジ講座受講者募集
申　3月2日㈬～20日㈰（必着）

に、直接か郵送で、県民カレッ
ジ高岡地区センター（〒933-
0023高岡市末広町1-7ウイング
・ウイング高岡7階）へ。

※講座案内などは、3月2日㈬から、
ホームページや県民カレッジ高
岡地区センターなどで入手可
問　県民カレッジ高岡地区センター

☎22-5787

◇自動車の車検・登録はお早めに
3月は窓口が大変混み合います。
「車検」は１カ月前から受検でき
ますので、なるべく早めに、「廃
車・名義変更の手続き」は3月中
旬までにお願いします。
問　国土交通省北陸信越運輸局

富山運輸支局☎050-5540-
2044（037をプッシュ）

◇福岡つくりもん寄席
時　3月6日㈰午後1時30分開場

（午後2時開演）
所　福岡にぎわい交流館（フクール）
￥　3,000円（当日3,500円）
チ　アーツナビなどで販売
問　㈱ウエルカム福岡☎64-0009、

福岡にぎわい交流館☎64-1227
◇小野ジャガイモオーナー募集
時　4月3日㈰午前9時から
所　福岡町小野地内
定　30区画（申し込み順）
￥　3,000円/区画
申　3月1日㈫から、小野自治会へ。
問　高山☎090-3886-9702
◇つばき展
内　生け花・鉢物・盆栽・切花の展示
時　3月12日㈯・13日㈰の午前9

時～午後5時（13日㈰は午後3
時まで）
所　おとぎの森館
問　高岡つばき愛好会☎31-4360

▲市HP

　有効期限が 3月31日㈭までの
　予防接種はこちら
▪麻しん・風しん第2期（年長児）
▪高齢者の肺炎球菌（過去に一度も接種

したことがなく、令和3年度に65・70・
75・80・85・90・95・100歳になる人）

※対象者には、昨年4月末に予診票（紫
色）を郵送済みです。
問　健康増進課☎20-1345

　オレンジ倶楽部
認知症の人やそのご家族の集いの場です

（要予約）
とき ところ 予約先

3月26日㈯
13:30
～15:30

牧野
老人福祉
センター

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

　新型コロナに関する保険税（料）
　減免の申請は 3月31日㈭まで

新型コロナウイルス感染症の影響で、収
入が一定程度減少した人などは、以下
の保険税（料）の減免を受けられる場合
があります。

問合先

① 国民健康保険税 保険年金課
☎20-1357

② 後期高齢者医療保険料
保険年金課
☎20-1481

③ 国民年金保険料 保険年金課
☎20-1363

④ 介護保険料 高齢介護課
☎20-1375

※③のみ、申請期限未定です。
※条件や申請方法など、詳しくはお問い

合わせください。

福　　　祉
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