
投稿フォーム広報紙への
ご意見・ご感想を
お待ちしています！

無料アプリ・カタログポ
ケットで、「十七軒町曳山

の奉曳」や「和服・万葉衣装ファッション
ショー」などの写真・動画を視聴できます。
※アプリのインストールは、裏表紙下部を
　ご参照ください。
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◀新型コロナワクチン
最新情報（市HP）

高岡市
ワクチン接種
予約サイト

LINE（高岡市
アカウント）

　４月２６日㈪に、令和４年３月末時点で６５歳以上（昭和３２年４月１日以前生まれ）の人へ接種
券などを発送しました。新型コロナワクチンは徐々に供給されるため、国が一定の接種順位を定め
て、順番に接種を行っています。
　接種を受ける際は５月６日㈭以降に、高岡市新型コロナワクチンコールセンター☎３０－３８４０
や高岡市ワクチン接種予約サイト、LINEの高岡市アカウントから、予約を行ってください。
　その他の詳細は、接種券と同封の案内や「市民と市政」４月号、市ホームページをご覧ください。
問合先　高岡市新型コロナワクチンコールセンター（午前９時～午後５時３０分）☎３０－３８４０
　　　　※土・日・祝日は休み

新型コロナワクチン接種医療機関（８５カ所・４月１６日時点）
※医療機関では予約できません。
※下記の医療機関であれば、お住まいの地区に関わらず、どこでも接種を受けることができます（予約時に選択）

接種医療機関名・住所

南
星

しむら小児科クリニック（佐野866-2）

炭谷内科医院（大鋸屋町8）

南星クリニック（木津1452-15）

西田内科クリニック（木津2285）

林内科医院（中島町3-17）

光ヶ丘病院（西藤平蔵313）

牧
野

髙嶋内科医院（中曽根119-1）

宝田内科クリニック（中曽根2839）

村井医院（姫野401）

伏
木

宇野内科医院（伏木古国府5-30）

久賀内科クリニック（伏木古府3-2-8）

JCHO高岡ふしき病院（伏木古府元町8-5）

戸
出

いしだクリニック（戸出町3-7-25）

市野瀬和田内科医院（戸出市野瀬388）

木谷内科クリニック（戸出町5-3-57）

白川クリニック（戸出町3-19-50）

瀬尾内科医院（戸出町3-1-56）

高岡みなみハートセンターみなみの杜病院（戸出町3-14-24）

戸出伊勢領よろずクリニック上田内科医院（戸出伊勢領2466-2）

なのはなクリニック（戸出町3-24-56）

やまぎし耳鼻咽喉科クリニック（戸出町4-1187-5）

中
田

なるせクリニック（下麻生496）

宮島医院（常国387）

福
岡

内科クリニック サンエール（福岡町下蓑新336）

サンバリー福岡病院（福岡町大野150）

福岡町たぐちクリニック（福岡町荒屋敷630）

トモエクリニック（福岡町下蓑新281）

接種医療機関名・住所

高
陵

泌尿器科小島医院（東中川町6-10）

斉藤脳神経外科医院（古定塚5-50）

桜馬場内科歯科医院（東下関1-24）

宗玄医院（東下関1-1）

高の宮医院（末広町13-15）

広小路神経内科クリニック（丸の内7-1朝日生命高岡ビル1F）

福田医院（新横町1245）

森胃腸科内科外科クリニック（丸の内8-1）

わだ小児科クリニック（広小路6-1広小路ビル1F）

高
岡
西
部

島田医院（昭和町3-3-15）

清水内科循環器科クリニック（金屋町12-3）

真生会高岡クリニック（早川517）

杉森クリニック（上四屋3-8）

立浪眼科医院（金屋町10-29）

藤田内科クリニック（瑞穂町4-25）

北陸予防医学協会 高岡総合健診センター（金屋本町1-3）

ほんごうハヤシ整形外科クリニック（美幸町1-1-45）

松本内科クリニック（大町16-1）

みやこし内科医院（波岡282-1）

志
貴
野

あさなぎ病院（五福町1-8）

旭ケ丘内科クリニック（江尻46-13）

内科小児科井川クリニック（大坪町1-2-3）

石橋耳鼻咽喉科医院（旭ケ丘74-35）

越田内科クリニック（五福町2-20）

小関クリニック（大坪町2-4-11）

成美こどもクリニック（京町2-7）

高岡市民病院（宝町4-1）

高岡内科クリニック（能町南3-41）

髙田整形外科医院（あわら町12-25）

接種医療機関名・住所

志
貴
野

たみの医院（江尻白山町51-1）

ひらの皮ふ科クリニック（京町2-20）

万葉病院（西海老坂字大坪362）

吉田内科小児科（木町1）

芳
野

赤祖父どいクリニック（赤祖父593-1）

五十 内科医院（駅南3-9-14）

泉脳神経外科医院（駅南4-9-16）

小栗小児科医院（野村869）

キタノ整形外科クリニック（蓮花寺564-1）

高陵クリニック（野村23-1）

済生会高岡病院（二塚387-1）

斉藤外科小児科クリニック（野村799）

さかい内科クリニック（東上関305-1）

皮膚科神経内科白崎医院（駅南3-5-33）

高岡駅南クリニック（駅南3-1-8）

竹越内科クリニック（野村377-7）

耳鼻咽喉科なかむら医院（駅南3-6-25）

沼内科医院（野村1331）

半田内科医院（野村1034-1）

平野クリニック（上黒田271-1）

南
星

内科東医院（通町52）

泉が丘内科クリニック（佐野892-1）

上野医院（木津603）

大桑内科クリニック（博労本町10-18）

こいで内科脳神経クリニック（佐野1238-1）

厚生連高岡病院（永楽町5-10）

さのクリニック（佐野919-3）

柴田病院（永楽町5-1）

清水小児科医院（白金町5-30）
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　これからの人生１００年時代では、すべての年代の人が家庭・職場・地域のそれぞれの場で、
人と人との信頼の絆を深め心豊かに日々を重ねていくことが大切です。市教育将来構想検討会
議では、地域懇談会などでお聞きした課題や要望も踏まえ、地域コミュニティの核となる市立
公民館の今後一層の有効活用に向けた、市立公民館の運営の方向性を取りまとめました。

問合先　生涯学習・スポーツ課☎２０－１４５６ FAX ２０－１６４４

　市内には現在３６の市立公民館があります。これまで以上に、皆さん一人ひとりが地域に愛着と誇りを持ち、主体
的に学び、つながり、さらには地域課題の解決に取り組むことができるよう、市立公民館を地域コミュニティの身近
な拠点として、より有効に活用していただきたいと考えています。

積極的な活動周知
ホームページやSNS、ケー
ブルテレビなどを活用し、
幅広い年齢層へ公民館活動
の周知を行います。

ＩＣＴ環境の整備と活用
オンラインでの講座や会
議、高齢者向けのスマホ教
室などの体験講座を開催し
ます。

居場所づくりの推進
子どもやシニア、子育て世
代が気軽に足を運べる場を
つくります。

地域の誇りの共有継承
地域の歴史や伝承を次世代
に語り継ぐ、かたりべの会
などを開催します。

▶公民館同士の交流や情報共有を図ることで、上記のような取り組みをさらに広めていきます。

【取り組み例】 福岡公民館の
  インスタグラムでの情報発信▶

【取り組み例】
  市立公民館でのスマホ教室▶

【取り組み例】
 成美公民館の「家族でしめ飾
 りづくり」による多世代交流▶

【取り組み例】
  福田公民館の獅子舞競演会▶

「（特に若年層に対して）公民館活動を周知するため、SNSの活用が不可欠」
「子どもたちが日頃から気軽に利用できるよう、親子活動や多世代交流活動などを工夫して行う必要がある」
「デジタル化に対応できる人材や、公民館活動に関わる人材を紹介してほしい」

人生１００年時代にあって、地域の絆でコロナ禍を乗り越える

これからの市立公民館の運営について
詳しくはコチラ

地域の皆さんと連携し、次のようなことに取り組んでいきます

特に多かった市民の皆さんの意見

市民が主役の身近なコミュニティ拠点づくりの推進
－学び、つながり、地域課題解決に取り組む公民館運営－

意見を踏まえて決定した
基本的な考え方

高岡らしい、心豊かに暮らせる
コミュニティづくりの推進

公民館を身近な拠点として有効活
用し、各世代が心豊かに暮らせる
地域づくりを進めます。

ポイント① ポイント② ポイント③
地域ニーズに即し、気軽に
利用できる弾力的な運営

公民館を地域ぐるみで自主的に運
営する新しい仕組みについて、地
域とともに検討を進めます。

市民全員がコミュニティづくり
の大切な担い手

地域づくりの担い手は、市民の皆
さんです。地域課題を共に解決し
ていこうとする主体的な取り組み
を推進していきます。

市教育将来
構想検討会議

（市HP）
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４００年の歴史から１,３００年の歴史へ
高岡市歴史的風致維持向上計画（第２期）がスタートします

　高岡は、歴史的な町並みや歴史的建造物と、地域固有の祭礼行事などが相まって、「高岡らしい」風情や情緒を醸
し出しています。しかし、少子高齢化や人口減少により、担い手が不足していることや歴史的な建造物の消失・老朽
化などが進んでいることから、それらの歴史的風致が失われつつあります。歴史的風致維持向上計画（通称：歴史ま
ちづくり計画）は、歴史的風致を後世に継承するため、各自治体が策定し、国から認定を受け、取り組んでいる計画
です。この度、第２期計画が始まり、歴史都市高岡は次のステージへと進みます。

第２期の計画期間　　令和３～１２年度（１０年間）

歴史的価値の高い建造物、
その周辺の市街地

スポット

　歴史的風致を磨き上げ、後世へつなげるため、第１期計画では平成２３年度から１０年間、山町筋や金屋町の道
路整備や勝興寺の保存修理などの取り組みを進めてきました。第２期計画では、次の３つの方針に基づいて取り組
みを進めます。

▶この他にも、歴史的風致の維持向上に寄与する事業として、「高岡再発見」プログ
ラム事業、日本遺産魅力発信推進事業、ストリート整備事業などに取り組みます。

歴史と伝統を
反映した人々の活動

営み
歴史的風致

２つが重なり合うことで、
その地域特有の風情が
生まれるんだね！

歴史的風致ってなに？

どんなことをする計画なの？

問合先　景観みどり課☎２０－１４０７ FAX ２０－１６５５（文化財については、文化財保護活用課☎２０－１４５３ FAX ２０－１６６７）

 方針１　歴史と伝統を反映した工芸技術と、地域固有の祭礼・年中行事などの継承・育成

　例えば、重要有形民俗文化財「高岡御車山」の保存修理を実施し、それらの工芸技術な
どの継承につなげる事業に取り組みます。

取り組む事業　高岡御車山保存修理事業、文化財等修理補助事業、菅栽培調査事業、菅笠
保全対策事業、ものづくり・デザイン科推進事業　など

 方針２　歴史的建造物などの積極的な保存と活用

　例えば、重点区域内の登録有形文化財などを歴史的風致形成建造物に指定し、修理を実
施して、歴史的建造物の保存と活用を図る事業に取り組みます。

取り組む事業　市内町家等再生事業、金屋鋳物師町交流館整備事業、勝興寺公開活用事業　など

 方針３　歴史的風致を形成する歴史的な町並みの保全と周辺環境の調和　

　例えば、重要伝統的建造物群保存地区において、伝統的建造物の修理や非伝統的建造物
の修景事業を実施し、歴史的な町並みの保全を図る事業に取り組みます。

取り組む事業　重要伝統的建造物群保存地区保存修理事業、町並み保存・都市景観形成補
助事業、「赤レンガ建物」利活用事業　など

歴史的風致
維持向上計画

計画の詳細は
コチラ
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7 二上山丘陵に見る
　歴史的風致

二上射水神社

瑞龍寺

国泰寺

氣多神社 高岡商工会議所
伏木支所

勝興寺

金屋町

山町筋

吉久5 旧北陸道における越中菅笠づくりと
　祭礼行事などに見る歴史的風致

2鋳物のまち金屋に見る
　歴史的風致

1加賀前田家と商人のまちに見る
　歴史的風致

4勝興寺と寺内町に見る
　歴史的風致

3北の玄関口伏木・吉久と
　祭礼行事に見る歴史的風致

6越中国府関連遺跡と
　氣多神社に見る歴史的風致

第２期計画では、大伴家持が越中国守として赴任
していた時代（１,３００年前）の歴史的資産が集中
している北部地域への取り組みを強化しました！

１ 加賀前田家と商人のまちに見る
　 歴史的風致

スポット　瑞龍寺、山町筋【重要伝統的
　　　　　建造物群保存地区（重伝建）】
営み　高岡御車山祭、前田利長公顕彰祭

４ 勝興寺と寺
じ な い ち ょ う

内町に見る
　 歴史的風致

スポット　勝興寺とその周辺
営み　御

ご ま ん ざ ほ う よ う

満座法要

６ 越中国府関連遺跡と
　 氣多神社に見る歴史的風致

スポット　氣多神社
営み　氣多神社の春季例大祭

※ここでは、各歴史的風致のスポットや営みのうち、主な
ものを記載しています。

７ 二上山丘陵に見る
　 歴史的風致

スポット　二上山、二上射水神社、
　　　　　国泰寺
営み　二上射水神社の築山行事

５ 旧北陸道における越中福岡の菅笠づくりと
　 祭礼行事などに見る歴史的風致

スポット　旧北陸道の町並み
営み　菅笠づくり、水天宮祭、佐助祭、
　　　立野の獅子舞

２ 鋳物のまち金屋に見る
　 歴史的風致

スポット　金屋町【重伝建】
営み　鋳物づくり、御印祭

３ 北の玄関口伏木・吉久と
　 祭礼行事に見る歴史的風致

スポット　高岡商工会議所伏木支所、
　　　　　吉久【重伝建】
営み　伏木神社の春季例大祭、吉久の
　　　獅子舞

歴史まちづくり計画には、
７つの歴史的風致を設定しているよ

まちづくり出前講座「景観・歴史まちづくりについて」もご利用ください！

この高岡で、日常生活に溶け込んでいる歴史は何があるだろう？

　　　まずはどんな歴史的資産が高岡にあるのか、知ることから始めてみませんか。

問合先　景観みどり課☎２０－１４０７ FAX ２０－１６５５
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高速バス「高山－白川郷－高岡線」

バスで行く春の飛騨高山の旅
空気も澄み渡り、過ごしやすい季節となりました。コロナ禍でも、感染症対策を万全にして、安全に
旅を楽しみませんか。日本の原風景が広がる「白川郷」や、レトロな街並みが世界的に人気の「飛騨
高山」へのアクセスに便利な高速バス「高山―白川郷―高岡線」なら、高岡から岐阜県の飛騨高山ま
で、約２時間で到着します。

高岡の魅力も再発見

できる最新スポット
長い伝統と
培われた技術を堪能散策におすすめ！

▲飛騨高山の定番観光スポットといえ
ばココ！江戸時代にタイムスリップ
したかのような景色を楽しめます。

▲飛越能地域の観光PRを行うアンテ
ナショップ。富山県西部地域や石川
県能登地域の特産物・伝統工芸品を
販売しています。

世界的パティシエ・辻口博啓さん監修
のオリジナルスイーツも
販売中♪▶

新型コロナウイルスの
感染状況には要注意。
安全にお出かけを
楽しもう！

▲国指定重要有形文化財である高山祭
の実物屋台を常設展示しています。
下記の「飛越能ユネスコ5大祭得ト
クチケット」の利用がオススメ！

安心してご乗車いただくた
め、バス車内の換気やアルコ
ール消毒液の常備などの感染
症対策を徹底しています。ご
利用の際はマスクの着用やア
ルコール消毒などの感染症対
策にご協力ください。

バス車内は
感染症対策を徹底しています

問合先　総合交通課☎３０－６５０５　２０－１４１４FAX

加越能バス
HP

乗車料金割引
キャンペーン

得トクチケット
特別販売

高
岡
駅
前

バ
ス
停
留
所

新
高
岡
駅

白
川
郷
（
荻
町
）

高
山
濃
飛

バ
ス
セ
ン
タ
ー

運 賃

予約先

高岡⇔高山濃飛バスセンター間
大人５,６００円（往復・割引なしの場合。小学生は半額）

加越能バス㈱（加越能高速バスセンター）☎２２－４８９０
イルカ交通㈱（きときとライナー予約センター）☎２１－７７７７
濃飛乗合自動車㈱（濃飛バス予約センター）☎０５７７－３２－１６８８

※要予約です。ホームページか電話でご予約ください。

三
さ ん ま ち

町通りの
古い町並み

Information 
Café RYU

高山祭
屋台会館

 おトク情報　乗車料金割引キャンペーン（予算がなくなり次第終了）

９月30日㈭までの期間限定！高岡―高山間の往復料金が通常5,600円
のところ、特別料金3,000円で乗車できます。詳しくはホームページを
ご覧ください。

 おトク情報　飛越能ユネスコ5大祭得トクチケット
ユネスコ無形文化遣産に登録されている飛越能地域の祭の常設展示館な
どを、お得に周遊できるチケットです。対象の５施設合計で通常３,４７０
円（大人）のところ、１,５００円に！また、「高山―白川郷―高岡線」利
用者は、さらに500円引きの1,000円で購入いただけます。

少し足を延ばして…
気晴らしにいかがですか

イルカ交通
HP

濃飛乗合
自動車HP
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問合先　建築政策課☎２０－１４３１ 　２０－１４７７

大地震は、いつ、どこで起きてもおかしくありません。いざというときに「しておけばよかった…」
と後悔しないよう、今のうちに確認し、備えておくことが大切です。
支援メニューを活用し、この機会に耐震診断・耐震改修を行いませんか。

－耐震診断・改修にかかる費用を支援します－

FAX

耐震
改修

補助対象　次の４つの工事のいずれか
　①住宅全体を、Iw値※1１.０以上に改修する工事
　②１階だけを、Iw値１.０以上に部分改修する工事
　③１階の主要居室だけを、Iw値１.５以上に部分改修する工事
　④住宅全体を、Iw値０.７未満から０.７以上に段階的に改修
　　する工事※2

診断・改修、いずれも支援の対象となるのは
次の３つの要件すべてを満たす住宅です。

①木造の一戸建てで、２階建て以下の住宅
②昭和５６年５月以前に着工して建てられた住宅
③在

ざいらいじくぐみこうほう

来軸組工法による住宅
　（柱・梁

はり

・筋かいで支える工法）

診断の結果、耐震性が不十分な場合は…

まずは
診断！

ブロック塀も点検をしましょう

高さは2.2ｍ以下ですか□
□
□

□
□

□

次の項目に１つでも適合しない場合は、危険なブロック塀である可能性があります。
相談は（公社）日本エクステリア建設業協会富山支部事務局☎０７６－４７８－１２０１まで。

耐震
診断

◇初期費用負担が軽減される「代理受領制度」
　が始まりました

要件　着工前に申請が必要です。令和４年２月末日までに工
事を完成させる必要があります。

申し込み・問合先　建築政策課☎２０−１４３１

※１　Iw値は、震度６強の地震に対して木造住宅が倒壊する危険性を表
しています。１.０未満の場合は倒壊する可能性があるとされています。
※２　０.７未満の低い数値しかもたない建物に関しては、工事費用が
多くなる可能性があるため、段階的に工事を行います。

自己負担は、建物の面積や図面の有無などに
応じて２,０００～６,０００円です。
申し込み・問合先
　県建築士事務所協会☎０７６−４４２－１１３５

　　　最大１００万円まで補助します（予算がなくなり次第終了）

　　　９割補助されます（富山県支援事業）

申請者からの委任により、工事業者などが、代
理で補助金を受領する制度です。申請者は工事
費として補助金との差額（自己負担分）のみを
工事業者などに支払うことになり、事前の費用
負担が軽減されます。

▶鉄筋が入ったコンクリートブロック造の塀の場合は… ▶組
そせきぞう

積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）
　の塀の場合は…

高さは１.２ｍ以下ですか
厚さは、その部分から塀の頂部までの
垂直距離の１/１０以上ですか
（左図の①の場合、②の1/10）

基礎はありますか
長さ4ｍ以下ごとに、塀の厚さの１.５倍
以上突出した控え壁がありますか
傾きやひび割れはありませんか

事業者 事業者

１００万円

２００万円 1００万円

市役所 市役所

通常

※工事費２００万円、補助金１００万円の場合の例

代理受領制度

 厚さは10㎝以上ですか（ただし、
 高さ2～２.２ｍの場合は15㎝以上）

□

コンクリートの基礎はありますか□

高さが1.2ｍ超の場合、控え壁は
ありますか（塀の長さ3.4ｍ以下ごとに
塀の高さの1/5以上突出したもの）

□

傾きやひび割れはありませんか□

地震が起きたとき、あなたのお家は大丈夫ですか

高さ

控え壁

厚さ

②

①

長さ

１００万円

申請者 申請者

バスで行く春の飛騨高山の旅
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このページで紹介できなかった出来事も
随時掲載しています。

もっとホット高岡ニュース

たかおか市民と市政  2021.5.1　8

家持が生活していた「越中国府」とは？

　大伴家持が伏木の地に赴任したことは有名で
すが、彼が生活した越中国府がどのような場所
だったかはご存知でしょうか。
　越中国府は、今から約１,３００年前にあった
越中国の中心地。役所などが集まり、そこで働
く貴族や地元の有力者が出入りし、一時は現在
の富山県や石川県能登地域の都として、華やか
な都市空間が広がっていました。それがなぜ、
伏木の地にあったのかというと、小矢部川・庄
川などの河川や富山湾を通じて領国各地に直接、
船で行くことができる、便利な場所だったこと
が大きな理由とされています。

　家持は、越中国の政治・治安など幅広い決定
権を持つ「国守」として５年間、仕事をしてい
ました。主な仕事場である国庁（今でいう県庁
の知事室）は、勝興寺境内地周辺にあったとさ
れています。国庁の建物跡は見つかっていませ
んが、勝興寺周辺にはその他の役所と考えられ
る建物跡や、役人が仕事に使った硯

すずり

などが見つ
かっています。
　万葉歴史館や博物館などでは、越中国府や家
持の生活などにつ
いても展示してい
ます。ぜひ足を運
んで古代の都に思
いをはせてみては
いかがですか。
問合先
　文化財保護活用
課☎２０－１４６３

▲奈良時代末頃の越中国府台
地を推定復元した模型

 （万葉歴史館で展示中）

おん こ ち しん
文化財再発見コーナー

たかおか 温故知新

©Fujiko-Pro

３月４日～まんがのギャグシーンを紹介
　藤子・Ｆ・不二雄ふるさとギャラリーでは、５周年記
念原画展「ゲラゲラ笑える話」が開催されています。『ド
ラえもん』などから厳選した、思わず笑ってしまうギ
ャグシーンを原画で紹介。奈良県から家族５人で訪れ
た松本一高さんは「モデルガンのギャグが子どもも大
人も一緒に笑えて面白かった」と満喫していました。

ⒸFujiko-Pro

詳しくはこちら
（市HP）

市HP

　VRアプリ「ストリートミュージアムⓇ」に、江戸時
代の高岡御旅屋を再現したVR映像が登場。これを記念
し、講演会とパネルディスカッションが行われました。
アプリを監修した三浦広島大名誉教授は、高岡城の構
造が優れた防御力を持つ点で名古屋城と似ているとし
「建造物が残っていれば最強の名城」と解説しました。

江戸期の御旅屋と高岡城を学ぶ ３月２７日
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　映画やテレビドラマなどのロケを誘致し、高岡
の魅力発信と知名度アップに取り組む「高岡フィ
ルムコミッション」が、設立２０周年を迎えまし
た。これを記念して、これまで映画の撮影が行わ
れたロケ地を巡るデジタルスタンプラリーが開催
されています。
　スタンプがもらえるのは、人気映画「ナラター
ジュ」や「君の膵臓をたべたい」などの舞台とな
った、市内１１カ所。そのうち６カ所で、スタン
プを集めると、高岡
オリジナルの景品が
もらえます。詳しく
は観光ポータルサイ
ト「たかおか道しる
べ」をご覧ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　VOL.７4　 　

　市内の映画ロケ地を聖地巡礼♪

◇ロケ地巡りスタンプラリー
とき　５月３１日㈪まで（景品は先着２００人）
参加方法
　①無料アプリ「COCOAR」をインストール
　②対象のロケ地で、設置されているマーカー

（画像）にアプリのスキャン画面をかざす
　③スキャンが完了するとスタンプ獲得！
景品交換所　高岡駅観光案内所（午前９時～午後
７時）、新高岡駅観光交流センター（午前９時
～午後８時）

問合先　観光協会☎２０－１５４７

スタンプラリー詳細
（たかおか道しるべ）

アプリ「COCOAR」
ダウンロード

■右のアイコンがついているものは、無料
アプリ・カタログポケットで、動画やス
ライドショーを視聴できます。  動画 スライド

ショー
※アプリのインストールは裏表紙下部をご参照ください。

家持の見た世界を追体験 　４月２日
　万葉歴史館の常設展示室が、万葉体感エリアに生ま
れ変わりました。美しい情景などがプロジェクション
マッピングで映し出され、より万葉の世界を楽しめま
す。オープニングセレモニーで舞を披露した伏木小５
年生の寺前奏さんは、万葉体感エリアを体験して、
「花の映像などが流れて面白かった」と笑顔でした。

　子どもたちがロボットを組み立て、プログラムどおり
に動かす技術などを競う高岡市ロボットプログラミン
グ競技大会を開催。各々が考え抜いたプログラミングや
戦略で、熱い戦いが繰り広げられました。福岡小４年生
の前田崇見くんは「センサーでこまめに線を読み取ら
せて、進むように気をつけた」と教えてくれました。

プログラミングで果敢に挑戦！ ３月２１日

©Fujiko-Pro


