
お知らせ
I N F O R M A T I O N

年金所得者の確定申告不要制度を
利用した人へ

◇個人市・県民税の申告漏れに注意
　年金や給与の源泉徴収票に記載され
ていない控除（扶養控除、障害者控除、
寡婦（寡夫）控除、医療費控除、社会
保険料控除、生命保険料控除、地震保
険料控除、寄附金控除など）の適用を
受ける場合は、個人市・県民税の申告
をしてください。
※申告をしないと、所得控除額や税額
　控除額が少なくなり、個人市・県民
　税の税額が増えることがあります。
▶持ち物　印鑑、公的年金・給与等の

源泉徴収票、社会保険料・生命保険
料・地震保険料等の領収書・控除証
明書、医療費の領収書、寄附金の証
明書、障害者手帳、個人番号（マイ
ナンバー）確認書類と身元確認書類
など

▶対象　公的年金などの収入金額が
400万円以下かつ公的年金等に係る
雑所得以外の所得金額が20万円以
下で、平成28年分の確定申告をし
ていない人

▶申告・問合先　市民税課☎20-1257

水道料金の支払いは口座振替が便利
▶申込　通帳・届出印・お客様番号の

分かるもの（検針票など）を持参し、
下記の金融機関か上下水道局水道料
金センターへ。

▶取扱金融機関　北陸銀行、富山銀行、
北國銀行、福井銀行、富山第一銀行、
富山信用金庫、高岡信用金庫、新湊
信用金庫、氷見伏木信用金庫、砺波
信用金庫、商工組合中央金庫、富山
県信用組合、北陸労働金庫、高岡市
農協、いなば農協、ゆうちょ銀行の
本店・各支店

▶問合先　上下水道局水道料金センタ
ー☎20-1615

夜間納税相談窓口の開設
　仕事などで平日の昼間に時間の取れ
ない人が利用できるように、夜間に納
税相談窓口を開設します。
▶とき 　6月22日㈭の午後7時30分ま

で
▶問合先　納税課☎20-1277

改修を行った住宅の
固定資産税を軽減します

◇耐震改修
▶要件　昭和57年1月1日以前に建て

られた住宅
◇バリアフリー改修
▶要件  65歳以上の人、介護保険の要

介護認定か要支援認定を受けている
人、障がい者のいずれかが居住する
住宅

◇省エネ改修
▶要件　窓の改修を含む省エネ基準に

適合した工事を行った住宅
※いずれも、改修後3カ月以内の申告

で、工事費用が50万円を超えるも
のが対象。減額は改修年度の翌年度
の税額に限ります。

▶問合先　資産税課☎20-1274

消防設備士試験
▶とき　■8月19日㈯…甲種第1・2・

5類、乙種第1・2・4・5・7類■8月
20日㈰…甲種特類・甲種第3・4類、
乙種第3・6類

▶ところ　富山国際会議場
▶申込　6月28日㈬～7月7日㈮に、

申込書を消防試験研究センターへ。
※申込書は、各消防署にあります。
▶問合先　消防本部予防課☎22-3132

花や緑のお困りごとはありませんか
▶相談日　6月10日㈯・18日㈰の午

前10時～午後3時
▶ところ　おとぎの森館
▶問合先　花と緑の課☎20-1417

応急手当普及員再講習
▶とき　6月10日㈯午前9時～正午
▶ところ　消防本部
▶対象　応急手当普及員の認定を受け

てから3年以内の人
▶申込先　各消防署
▶問合先　消防本部警防課☎22-3133
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◇空き家の火災予防
　3月に、市内で空き家から出火し8棟を焼損する火災が発生しました。空
き家の火災は発見が遅れ、周囲の住宅などに延焼し拡大する恐れがあります。
●空き家の所有者、管理者の注意点
・人が出入りできないように施錠し、周囲をフェンスなどで囲う
・燃えやすいものは置かない（放置しない）
・ガスや電気は確実に遮断し、危険物（灯油など）は置かない
・夜間は建物周辺を照明する
・連絡体制をはっきりさせる
・巡回などを実施する
●近隣の人の注意点
・空家の情報を把握し、監視体制をはっきりさせる
▶問合先　消防本部予防課☎22-3132

火災予防はしっかりと

◇火災など災害情報の配信サービス
　市内で発生した火災や野火などの災害情報を配信する
サービスを行っています。
●Eメール（右のQRコードから登録）
●市ホームページ（トップページの災害情報）
●電話自動案内サービス（☎21-9999）
▶問合先　消防本部通信指令課☎22-3131 メール登録 QR コード



市政モニター募集
▶対象　市内に住む20歳以上の人（公

職選挙法による公職の地位にある人
を除く）

▶活動内容　市政や広報活動に関する
意見や提案、アンケートの提出、モ
ニター会議や施設見学会の参加など

▶募集人数　8人（このほか各種団体
からの推薦など、公募によらない人
も委嘱します）

▶任期　8月～平成30年7月(1年間)
▶申込・問合先　6月20日㈫まで、は

がきかファクス、Eメールで、住所
・氏名・年齢・職業・電話番号・動
機を記入し、広報統計課（〒933-
8601高岡市広小路7-50、FAX20-
1664、Eメールkocho@city.takaoka.
lg.jp）☎20-1232へ。

※市政モニター以外にも広く皆様のご
意見などを市政に反映するため、手
紙、電話、ファクス、Eメールで随
時受け付けています。

水道施設の見学者募集
▶対象施設　清水町配水塔資料館、上

関配水場
▶申込・問合先　上下水道局施設維持

課☎22-1086

高岡万葉大使募集
▶応募資格　県内に住む18歳以上で、

8月からの2年間、年間20回程度の
活動に参加できる人(高校生は除く)

▶募集人数　2人(選考)
▶賞金　10万円
▶申込　6月23日㈮まで、直接か郵送

で、所定の申込書を高岡市観光協会
（〒933-0029高岡市御旅屋町101
御旅屋セリオ7階）へ。

※申込書は、高岡市観光協会、大和高
岡店、イオンモール高岡などにある
ほか、高岡市観光協会ホームページ
から入手もできます。

▶申込・問合先　高岡市観光協会☎
20-1547、観光交流課☎20-1301

こどもエコクラブ募集
　川の水質などの環境調査、美化活動、
省エネの取り組みなど、子どもたちの
自主的な環境学習や実践活動を支援し
ます。入会金・会費は無料で、高校生
以下なら誰でも参加できます。
▶要件　2人以上の仲間と、活動を支

える1人以上の20歳以上の人で結成
（家族単位でのクラブも歓迎）

▶問合先　地域安全課☎20-1352

高岡産業文化奨励事業募集
▶対象　市内の中小企業者、中小企業

者を中心とする団体、高岡商工会議
所会員事業所

▶対象事業　新製品開発、素材・技術
開発、アルミの用途拡大、新技術実
用化、文化・観光振興、産学官連携、
建築・デザイン

▶奨励金　50万円
▶申込　7月7日㈮まで、高岡商工会

議所へ。
▶問合先　産業企画課☎20-1395

観光ボランティアガイド養成講座
　観光地を巡って研修します。
▶とき　6月14日㈬～9月6日㈬の水

曜日(全7回、1回あたり2時間程度)
▶参加料　1,000円
▶申込・問合先　高岡市観光協会☎

20-1547、観光交流課☎20-1301

富山県青年議会議員募集
▶とき　■7月13日㈭…開会式、組織

議会■8月26日㈯…学習会■11月6日
㈪本会議、閉会式

▶対象者　市内に住む18～40歳の人
▶申込・問合先　6月9日㈮まで、生

涯学習・文化財課☎20-1454へ。

万葉線フォトコンテスト
　万葉線に関する写真を募集します。
優秀作品は、万葉線株式会社開業15
周年記念切手に採用されます。
▶募集期間　6月10日㈯～7月9日㈰
▶参加資格　中学生以上
▶入賞　最優秀賞、優秀賞、佳作など
▶申込・問合先　万葉線☎25-4139、

総合交通課☎20-1139
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下記の相談はすべて無料です。
このほかの相談についての
お問い合わせは、共創まちづくり課
☎20-1327へ。

●弁護士法律相談
6月8日㈭・15日㈭・22日㈭・29日㈭の1
時30分～4時30分/市役所7階/定員各
6人
※電話での申し込み順。初めての人のみ
▷申込・問合先　共創まちづくり課
※相談日の前日8時30分から予約受け付け
●多重債務弁護士相談
6月21日㈬1時30分～3時/市役所7階/
定員3人
▷申込・問合先　共創まちづくり課
●女性弁護士の法律相談
6月23日㈮2時～4時/定員8人（電話で
の申し込み順）
▷ところ・申込・問合先　男女平等推進

センター相談室☎20-1811（6日㈫
12時30分から予約受け付け）

●人権相談・行政相談・消費生活相談
6月9日㈮/中田コミュニティセンター

（行政相談なし）
13日㈫/市役所7階、福岡健康福祉セン
ター（消費生活相談なし）
16日㈮/戸出コミュニティセンター（行
政相談のみ）/福岡健康福祉センター

（消費生活相談のみ）
19日㈪/伏木コミュニティセンター（人
権相談なし）
23日㈮/ふれあい福祉センター（人権相
談なし）
※いずれも、1時30分～4時（消費生活
　相談は3時30分）
▷問合先　共創まちづくり課
●消費生活相談
月～金曜日（祝日は除く）の9時～5時
▷ところ・問合先　共創まちづくり課
　☎20-1522、28-1141
●司法書士・行政書士の合同法律相談
6月21日㈬1時～3時/市役所8階
▷問合先　県司法書士会高岡支部☎

26-3700、県行政書士会高岡支部☎
27-3700

●社会保険労務士の労働相談
6月15日㈭1時30分～4時/市役所8階
▷問合先　県社会保険労務士会
   ☎076-441-0432
●税理士の税務相談
6月15日㈭1時～4時/定員6人（申し込
み順）
▷ところ・申込・問合先　北陸税理士会

高岡支部（商工ビル）☎076-422-
4034（8日㈭9時から予約受け付け）

●交通事故相談
月～金曜日（祝日は除く）の9時～4時/
市役所7階
▷問合先　地域安全課☎20-1342

相談案内 Consultation
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Pick UP

万葉であそぼ。
七夕の節句・音であそぼ。７月２９日㈯ 午後6時30分
琵琶・箏コンサート「七夕にあそぶ」／和楽器と歌ものがたり
▶ところ　万葉歴史館
▶チケット　1,000円(菓子・お茶付き)
▶定員　100人（申し込み順）
▶販売　6月23日㈮から、プレイガイド、
　市民会館、万葉歴史館で購入できます。
▶問合先　市民会館☎20-1560

博物館からのお知らせ
◇高岡古文書ボランティア
▶とき　6月17日㈯午後2時～午後3

時30分
▶対象者　博物館に親しむ会会員、古

文書講座を受講したことのある人、
古文書調査・整理経験のある人

◇古文書講座・初めての古文書教室
▶とき　8月4日㈮・18日㈮、9月1日

㈮・15日㈮・29日㈮、10月13日㈮
の午後2時～午後3時30分(全6回)

▶定員　60人（申し込み順）
▶受講料　2,000円（親しむ会会員は

1,800円）
▶申込　7月4日㈫から、電話かファ

クス、Eメールで、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。

■いずれも、▶ところ・問合先　博物
館☎20-1572

コンサートピアノ演奏体験
　ホールとコンサート用ピアノで、最
高の練習室をあなたに。
▶とき　7月13日㈭～16日㈰
▶対象　ピアノ経験者（15歳未満の

人は保護者同意が必要）
▶定員　34枠（申し込み順）
▶ところ・申込・問合先　6月10日㈯

午前9時から、直接、市民会館☎
20-1560へ。（11日㈰からは電話
・ファクスでも申し込みできます）

芸文ギャラリーの企画展・心霊の旅
りょぐう

寓
▶とき　6月15日㈭～20日㈫の午前

11時～午後7時
▶定休日　水曜日
▶ところ・問合先　芸文ギャラリー☎

25-6078、商業雇用課☎20-1289

古文書を学ぶ会
◇蔵宿とそのはたらき
▶とき　6月17日㈯、7月8日㈯、8月

12日㈯、10月7日㈯の午前10時～
午前11時30分（全4回）

▶ところ　生涯学習センター
▶定員　40人（申し込み順）
▶受講料　200円（資料代）
▶申込・問合先　6月9日㈮から、直

接かはがき、電話、ファクス、Eメ
ールで、住所・氏名・電話番号を中
央図書館（〒933-0023高岡市末広
町1-7ウイング・ウイング高岡内、
FAX20-1819、Eメールt-chuo@city.
takaoka.lg.jp）☎20-1566へ。

生涯学習センター講座
◇料理講座・パーティー料理にもなる

ビールのおつまみ5,6種
　揚げ物、炒め物、涼しげな冷たい料
理などを作ります。男性も大歓迎。
▶とき　7月22日㈯午前10時～午後

零時30分
▶定員　15人（抽選）
▶申込期間　6月1日㈭～7月10日㈪
◇親子でつくろう・夏休み陶芸教室
　ビールジョッキ、マグカップを作り
ます。夏休みの工作にいかがですか。
▶とき　8月5日㈯・19日㈯の午後1

時30分～午後3時30分（全2回）
▶定員　親子5組（抽選）
▶申込期間　6月1日㈭～7月21日㈮
■いずれも、▶ところ　生涯学習セン

ター
▶申込・問合先　はがきかファクス、

Eメールで、講座名・住所・氏名・
年齢・電話番号を生涯学習・文化財
課（〒933-0023高岡市末広町1-7
ウイング・ウイング高岡内、FAX20-
1808、Eメールmanabi-admin@city.
takaoka.lg.jp）☎20-1802へ。たか
おか生涯学習カードを持つ人は、ホ
ームページからも申し込み可。

菅笠・笠骨づくり後継者育成初級講座
　菅笠職人を目指し、国の重要無形民
俗文化財である菅笠製作技術の笠骨づ
くりをマスターする初級講座。竹を割
り、削ったり曲げたりして富士笠や角
笠などの笠骨を作ります。
▶とき　6月14日㈬～平成30年3月7

日㈬の第1水曜日（全10回）※初回
のみ6月14日

▶時間　午後1時～午後4時
▶定員　5人（申し込み順）
▶材料費　3,000円（菅笠保存会員は

2,000円）
▶申込・問合先　6月9日㈮まで、地

域振興課☎64-5333へ。

文化財に親しむ会
ジオパークのまち糸魚川探訪

　日本を東西に分ける溝・フォッサマ
グナのまちで、ヒスイ文化と大地の息
吹にふれる旅です。
▶とき　6月21日㈬午前7時30分～午

後6時（午前7時に市役所集合）
▶定員　40人（申し込み順）
▶参加料　6,000円
▶持ち物　昼食、飲み物
▶申込・問合先　6月6日㈫～9日㈮に、

はがきかファクスで、住所・氏名・
生年月日・電話番号を生涯学習・文
化財課（〒933-8601高岡市広小路
7-50、FAX20-1644）☎20-1453へ。
※連名でも可。

バラの講習会（無料）
▶とき　6月18日㈰午前9時30分
▶持ち物　筆記用具
▶ところ・問合先　おとぎの森館
　☎28-6500

男女平等推進センター企画講座
◇みんなで支える介護・看護
▶とき　6月24日㈯午後2時～午後4

時
▶定員　40人（申し込み順）
▶受講料　無料
▶申込・問合先　電話かファクス、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、
FAX20-1815、Eメールgec@city.
takaoka.lg.jp）☎20-1810へ。

お知らせ INFORMATION

学 　 ぶ

催 　 し
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▶開館時間　午前10時～午後3時
▶休館日　月曜日
▶ところ　福岡町五位356（旧淵ヶ谷小学校）
▶申込・問合先　五位山交流館☎65-1122

イベント名 とき 料金 持ち物 申込開始
流しソーメンと
ほたる観察会

【50 人募集】
6月17日㈯
午後6時～午後8時

1 人 500 円
（保険代含む）

小学生以下無料

懐中電灯
長靴
飲み物

6 月 7 日㈬午前 10 時
※ 申し込み順

梅干しつくり教室
【15 人募集】

7月9日㈰
午前10時～正午

2,500 円
（梅2㎏含む）

エプロン
ゴム手袋
漬ける容器
三角巾
筆記用具

6 月 14 日㈬午前 10 時
※ 申し込み順

ジャガイモ掘り
【15 組募集】

7月16日㈰
午前10時～午後1時
※雨天中止

1 組 1,500 円
（3㎏のお土産、
保険代、軽食
代含む）

軍手
長靴
ナイロン袋
シャベル
飲み物

6 月 20 日㈫午前 10 時
※ 申し込み順

●わたしの好きな
　子どものうた
　安野光雅著　講談社
　90歳を迎えた著者お
気に入りの童謡40曲に、
絵を描きおろし、エッセイ
を添えた心温まる画文集。歌詞も掲載さ
れています。
●美

み

篶
すず

堂とはじめる本の修理と仕立て直し
　美篶堂著　本づくり協会監修
　河出書房新社
●くらべる時代　昭和と平成
　おかべたかし文　山出高士写真
　東京書籍
●一緒にいてもスマホ
　シェリー・タークル著
　日暮雅通訳　青土社
●私の記憶が確かなうちに
　クリスティーン・ブライデン著
　水野裕監訳　クリエイツかもがわ　
●ほしい形が絶対見つかる！毎日リュック
　ブティック社
●御徒の女
　中島要著　実業之日本社
●都道府県・クイズ図鑑
　クイズ図鑑編集部著　あかね書房

◇読み終えた本を譲って下さい。
　高岡市に関する郷土資料や人気のあ
る児童書を譲ってください。図書館の資
料などに活用します。

問合先　福岡図書館☎64-1034

○全席シートベルト、チャイルドシー
トを着用しよう

○自転車乗車時も交通ルールを守ろう
○飲酒運転を許さない環境づくりをし

よう

平成２９年 交通事故状況（市内）

区　分 発生件数 死者数 傷者数
４月末現在
の高岡市の
交通事故発
生状況

220件 1人 260人

前年同期と
の比較 +24件 ｰ3人 +31人

交通事故 Traffic Accidents

図書館からの
お薦め新刊情報

納税

新刊

Tax

Books

6月の納税 6月30日㈮まで

○市県民税（第１期）

問合先　納税課☎20-1276

農業センターの催し
◇農産加工教室
①お父さんの料理
▶とき　6月14日㈬・15日㈭
▶材料費　1,000円
②梅干し作り
▶とき　■梅漬け…6月21日㈬～24日

㈯■シソ入れ…6月29日㈭・30日㈮、
7月4日㈫・5日㈬

▶材料費　2,000円
■いずれも、▶時間　午前10時～正午
▶定員　各日20人（申し込み順）
▶持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具、

5リットルの容器

◇市民園芸講習会（無料）
　果菜類の肥培、防除管理のポイント
▶とき　6月17日㈯午前10時～午前

11時30分

◇ヨガ教室
▶とき　6月15日㈭・20日㈫・27日

㈫、7月4日㈫の午前10時30分～午
前11時30分

▶定員　各日10人（申し込み順）
▶受講料　1,000円

◇暮らしを彩る花アレンジ・グリーン
を使ったさわやかアレンジメント

▶とき　6月24日㈯午前10時～午前
11時30分

▶定員　20人（申し込み順）
▶材料費　3,000円

■ところ・申込・問合先　6月6日㈫
から、農業センター☎63-1818へ。

里山交流イベント
陶芸・竹細工

▶とき　6月18日㈰午前9時30分～午
後3時（雨天決行）

▶定員　30人（申し込み順）
▶材料費　中学生以上1,000円、小学

生700円、未就学児500円
▶持ち物　軍手、帽子、タオル、飲み

物
▶ところ・申込・問合先　6月10日㈯

午前10時から、里山交流センター
☎31-6617へ。

グリーン・ツーリズム
ぶどうの袋がけ作業体験

▶とき　6月24日㈯午前10時～午前
11時30分

▶定員　15人（申し込み順）
▶参加料　500円
▶持ち物　軍手、タオル、帽子
▶ところ・申込・問合先　6月4日㈰

午前9時から、太田自然休養村☎
44-6800へ。

高岡民謡のど自慢大会
▶とき　7月16日㈰午前10時～午後3

時30分
▶ところ　ふれあい福祉センター
▶参加料　1,000円（弁当代）
▶申込　6月5日㈪～15日㈭に、高岡

民謡のど自慢大会事務局☎22-5980
へ。

▶問合先　高岡市観光協会☎20-1547、
観光交流課☎20-1301

五位山交流館へ行こう
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高岡万葉遊楽宴
◇街角ジャズin Little Wing
▶とき　6月25日㈰午後2時
▶ところ　生涯学習センター
▶チケット　1,000円
▶販売所　生涯学習センター、アーツ

ナビ
◇街角クラシック
▶とき　7月8日㈯午後2時
▶ところ　御旅屋通り
▶出演　かたかご幼稚園・保育園ほか
◇万葉おもしろ話
　歌でたどる家持の転機
▶とき　7月5日㈬・19日㈬・26日㈬、

8月9日㈬・23日㈬・30日㈬の午後
2時～午後3時

▶ところ　生涯学習センター
▶定員　各40人（申し込み順）
▶受講料　300円（資料代）／回
▶申込　6月7日㈬～28日㈬に、はが

きかファクス、Eメールで、住所・
氏名・電話番号・希望日を文化創造
課（〒933-8601高岡市広小路7-50、
FAX30-7299、Eメールbunsou@
city.takaoka.lg.jp）へ。

■いずれも、▶問合先　文化創造課
　☎20-1452

雨晴海岸・海開き
▶とき　7月1日㈯午前11時
▶ところ　雨晴・松太枝浜海水浴場
▶問合先　高岡市観光協会☎20-1547、

観光交流課☎20-1301

オタヤオープンカフェ・願い道
▶とき　6月10日㈯午後1時～午後4

時30分
▶ところ　御旅屋通り
▶問合先　御旅屋通商店街振興組合☎

22-4640、商業雇用課☎20-1289

たかおか朝市
▶とき　6月11日㈰・25日㈰の午前5

時30分～午前7時30分
▶ところ　坂下町通り
▶販売　青果物、塩干物、苗木、切り

花、手工芸品、リサイクル品など
※市営御旅屋駐車場は、午前5時から

午前8時まで無料
▶問合先　たかおか朝市実行委員会☎

090-6811-3137（午前10時～午後
4時、水曜日休み）、共創まちづく
り課☎20-1552

おとぎの森館の催し
◇花の総合展・春季山野草展
▶とき　6月9日㈮～11日㈰の午前9時

～午後5時(11日は午後3時30分まで)
◇山野草展
▶とき　6月30日㈮～7月2日㈰の午前

9時～午後5時(2日は午後3時まで)
◇山野草の寄せ植え教室
▶とき　7月2日㈰午前10時
▶定員　15人（申し込み順）
▶材料費　2,500円
▶持ち物　エプロン、ハサミ、筆記用

具、薄手のゴム手袋、持ち帰り用の袋
▶申込　6月9日㈮午前10時から、お

とぎの森館へ。
■いずれも、▶ところ・問合先　おと

ぎの森館☎28-6500

わろんが企画展
かごとげたと麻布と

▶とき　6月6日㈫～30日㈮の午前10
時～午後6時

▶問合先　わろんが☎21-6300、商業
雇用課☎20-1289

親子で伝統芸能ワークショップ
▶とき　①日本の楽器・おどり…7月

22日㈯午後1時②能楽…7月30日㈰午
後1時

▶ところ　①市民会館②青年の家
▶申込　6月7日㈬～7月9日㈰に、芸

術文化団体協議会へ。
▶問合先　芸術文化団体協議会☎20-

1560、文化創造課☎20-1452

たかまち・おでかけウォーク
スタンプ対象講座のお知らせ

　どちらも3ポイント当たります。
①健康美をつくる"筋トレ"豆知識
▶とき　6月16日㈮午後2時
▶ところ　御旅屋セリオ6階
②ピンピンコロリにしますか！ネンネ

ンコロリにしますか！
▶とき　6月20日㈫午後1時30分
▶ところ　シルバーショップたかおか
▶定員　20人（申し込み順）
▶申込先　シルバー人材センター

▶問合先　①商業雇用課☎20-1289、
②シルバー人材センター☎20-1650
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サロンコンサート
◇混声合唱アラカルト
▶とき　7月2日㈰午後1時30分
▶曲目　どんなときも、海の声ほか
▶ところ・問合先　市民会館
　☎20-1560

高岡地区広域圏からのお知らせ
■氷見市■

◇漂着物アート展
▶とき　6月8日㈭～7月2日㈰
▶ところ・問合先　氷見市海浜植物園

☎91-0100

■小矢部市■

◇パターゴルフ・ナイター営業
▶とき　6月1日㈭～8月31日㈭の午

後6時～午後9時（休館日は除く）
▶ところ・問合先　クロスランドおや

べ☎68-0932

■高岡地区広域圏■

◇婚活支援・親向けセミナー
▶とき　6月18日㈰午後1時30分
▶ところ　Uホール
▶対象　婚活中の人の保護者や家族
▶定員　50人（申し込み順）
▶申込・問合先　電話かファクス、E

メールで、高岡地区広域圏事務組合
（FAX91-9096、Eメールsoumu@
takaoka-kouiki.jp）☎91-2101へ。

高岡・氷見・七尾広域観光事業
促進連絡協議会からのお知らせ

■七尾市■

◇能登よさこい祭り
▶とき　■6月9日㈮…前祭■6月10日

㈯・11日㈰…本祭
▶ところ　和倉温泉
▶問合先　祭りの國能登の賑い実行委

員会☎0767-62-1555

福岡プールの利用開始
▶とき　6月20日㈫～9月4日㈪の午

前9時～午後5時（正午～午後1時ま
では閉館）

▶休館日　8月15日㈫・16日㈬
▶利用料　無料
▶問合先　福岡教育行政センター
　☎64-1437

ス ポ ー ツ
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花森安治の仕事―デザインする手、編集長の眼
　NHK連続テレビ小説「とと姉ちゃん」の題材となった雑誌・暮しの手帖は、庶民の
視点に立った誌面づくりを貫いてきました。その創刊以来、30年間編集長を務め、多
彩な活躍をしてきた花森安治。暮しの手帖の表紙原画を中心に、同誌に寄せたカット、
広告の版下、書籍の装幀原画などを展示し、花森が戦後の日本に問いかけた美しい暮し
をデザインや編集術から探ります。

▶とき　6月16日㈮～7月30日㈰の午前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（祝日の場合は翌日）
▶観覧料　一般800円、高校・大学生500円、中学生以下無料
◇講演会・父、花森安治のこと（無料）
▶とき　6月25日㈰午後2時～午後3時30分
▶講演者　土井藍生さん（花森安治の長女）、
  　　　　 矢野進さん（世田谷美術館学芸員）
▶定員　80人（先着順）
◇ギャラリートーク（無料、ただし観覧券が必要）
▶とき　7月1日㈯午後2時～午後3時

世　界　遺　産
×

富井義夫・地球への讃歌

　人類が築き上げた建造物や、雄大な自
然遺産の魅力を引き出した作品を展示。
世界遺産の撮影をライフワークとして行
っている富井義夫が撮影した、異国情緒
あふれる作品の数々をぜひご覧ください。

▶とき　6月10日㈯～7月23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（祝日の場合は翌日）
▶入館料　一般700円、高校・大学生
300円、小・中学生100円（土・日曜
日、祝日は高校生以下無料）
※祖父母と孫が一緒なら無料です。
◇富井義夫トークイベント
▶とき　6月10日㈯午前11時

メニュー 曜日 期間 時間 定員 受講料（円）
①リフレッシュヨガ 火 7/4～9/26 9：45～10：45 23 6,000
②簡単ストレッチ＆フットマッサージ 火 7/4～9/26 9：30～10：30 20 5,000
③パンチエクササイズ 火 7/4～9/26 19：30～20：30 23 5,000
④健康リズム体操 水 7/5～9/27 10：00～11：30 45 4,000
⑤機能改善体操 水 7/5～9/27 10：00～11：00 23 5,000
⑥マットピラティス 水 7/5～9/27 14：00～15：00 23 7,000
⑦マットピラティス 木 7/6～9/28 19：30～20：30 23 7,000
⑧姿勢改善ストレッチ 水 7/5～9/27 19：00～20：00 20 6,000
⑨健康ヨガ 水 7/6～9/28 10：30～11：30 23 6,000
⑩ひざ・腰ストレッチ体操 木 7/6～9/28 10：00～11：00 16 6,000
⑪ひざ・腰ストレッチ体操 木 7/6～9/28 14：00～15：00 16 6,000
⑫ひざ・腰ストレッチ体操 金 7/7～9/29 10：30～11：30 23 6,000
⑬スポーツフラダンス 木 7/6～9/28 13：30～14：30 20 6,000
⑭ダイエットヨガ 木 7/6～9/28 18：30～19：30 23 6,000
⑮ウォーキング・健康リズム体操 金 7/7～9/29 9：30～10：30 45 4,000
⑯ストレッチ・健康リズム体操 金 7/7～9/29 10：40～11：40 45 4,000
⑰セルフ整体 金 7/7～9/29 14：00～15：30 23 7,000
⑱からだ改善ヨガ 金 7/7～9/29 19：00～20：00 23 6,000
⑲太極拳 土 7/1～9/30 10：00～11：30 45 4,000
⑳効果的トレーニング（3回コース） 土 7/1、8/5、9/2 18：30～19：30 20 3,500
㉑効果的ストレッチ（6回コース） 土 7/15～9/30 10：00～11：00 20 3,000
㉒古布で作る小物（材料代含む）木 7/13・7/27 13：30～15：30 15 2,500
▶持ち物　運動服、内履き
▶申込・問合先　6月6日㈫から、受講料を添えて、サンライフ高岡☎44-7073へ。

サンライフ高岡の教室 無料体験もできます。

▶ところ・問合先　美術館☎20-1177

▶ところ・問合先　ミュゼふくおかカメ
ラ館☎64-0550

高岡市職員採用試験  高岡市の未来を創るのは、君だ。 
採用予定 職　　種 募集人数 受　験　資　格
平成 29 年
10 月 1 日

①事務職 ( 社会人経験者） 3 人程度 昭和 46 年 4 月 2 日～平成元年 4 月 1 日生まれの人 ※5 年以上の職務経験必要

②福祉総合職 1 人程度 昭和 56 年 4 月 2 日以降に生まれた人 ※ 社会福祉士か精神保健福祉士の資格取得者

平成 30 年
4 月 1 日

③事務職 16 人程度 平成 2 年 4 月 2 日以降に生まれた人 ※ 学歴要件有り

④消防職 4 人程度 平成 3 年 4 月 2 日以降に生まれた人 ※ 学歴要件有り

⑤保健師 2 人程度 昭和 57 年 4 月 2 日以降に生まれた人 ※ 保健師免許取得者 ( 見込み含む )

⑥福祉総合職 1 人程度 昭和 57 年 4 月 2 日以降に生まれた人 ※ 社会福祉士、介護福祉士か精神保健福祉士の資格取得者 ( 見込み含む）

⑦技術職（建築） 1 人程度 昭和 62 年 4 月 2 日以降に生まれた人 ※ 学歴要件有り

⑧技術職（土木） 6 人程度 昭和 62 年 4 月 2 日以降に生まれた人 ※ 学歴要件有り

⑨保育士 4 人程度 昭和 57 年 4 月 2 日以降に生まれた人 ※ 保育士資格取得者 ( 見込み含む )

⑩薬剤師 2 人程度 昭和 52 年 4 月 2 日以降に生まれた人 ※ 薬剤師免許取得者 ( 見込み含む )

▶第一次試験日　①～⑥…6月25日㈰、⑦～⑩…7月2日㈰　▶第一次試験場所　市役所（④は消防本部）　
▶申込締切日　6月9日㈮（消印有効）　▶申込・問合先　人事課☎20-1221
※詳細は、市役所総合案内、人事課、地域振興課、伏木・戸出・中田支所で入手できる受験案内か市ホームページでご確認ください。
　受験案内の郵送を希望する人は人事課までお問い合わせください。　

高岡御車山祭ユネスコ無形文化遺産登録記念

高岡市職員採用試験

中吊り広告「暮しの手帖１世紀９９号」
デザイン：花森安治、1969 年 2月 1日
刊行用、世田谷美術館蔵

期間中は、暮しの手帖のレシピ
をもとにした、会期限定メニュー
が販売されます。
ぜひ、ご賞味ください。



お知らせ INFORMATION

みんなの掲示板

●県民カレッジ夏季講座
◇幸せになる勇気
とき　7月15日㈯午後2時～午後3時30分
ところ　県教育文化会館（富山市）
講師　岸見一郎さん（著書・嫌われる

勇気、幸福の哲学など）
定員　600人（申し込み順）
受講料　1,000円（高校生以下無料）
申込・問合先　6月1日㈭～7月15日㈯

に、県民カレッジ高岡地区センター
☎22-5787へ。

●テレビ視聴に関するお知らせ
　6月22日㈭以降、携帯電話事業者に
よる新しい電波の利用開始に伴い、テ
レビ映像に影響がでる場合があります。
影響が出た場合は、無料で回復作業を
行います。
申込・問合先　700MHz利用推進協会

☎0120-700-012

●万葉線電車まつり
とき　6月10日㈯
内容　ミニドラえもんトラムの運行、

縁日、写真撮影会、運転シミュレー
ターなど

ところ・問合先　万葉線☎25-4139
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●子どもの人権110番・無料電話相談
とき　6月26日㈪～7月2日㈰の午前8

時30分～午後7時（7月1日・2日は
午前10時～午後5時）

相談内容　いじめ、体罰、不登校など
受付電話番号　子どもの人権110番
　☎0120-007-110
問合先　富山地方法務局
　☎076-441-0550

●つばき講習会
とき　7月9日㈰午後1時～午後4時
ところ　おとぎの森公園
申込・問合先　7月8日㈯まで、高岡つ

ばき愛好会☎31-4360へ。

●求職者支援訓練受講者募集
◇ビジネスパソコン技術習得基礎科
とき　7月31日㈪～11月29日㈬
ところ　キュリオステーション掛尾店
定員　10人（選考）
受講料　無料（テキスト代など別途必

要）
申込　6月26日㈪まで、ハローワーク

高岡☎21-1515へ（ハローワークで
の求職申込みが必要です）

問合先　ポリテクセンター富山
　☎28-6900

障害基礎年金をご存知ですか
　国民年金に加入する人で、64歳ま
でに障害等級1・2級になった場合、
障害年金を支給します。20歳になっ
たときに障害等級1・2級の状態の場
合、20歳から請求できます。
▶問合先　保険年金課☎20-1362

国民健康保険税は世帯主に課税
▶納付方法
①指定口座からの振替納付
②金融機関、コンビニエンスストアな

どで直接納付（納付書払い）
③年金からの引き落とし（以下の要件

すべてを満たす場合のみ）
　■世帯主が国民健康保険加入者■国

民健康保険加入者全員が65歳以上
74歳未満の世帯■対象となる年金の
年額が18万円以上で、保険税と介
護保険料の合算額が、その年金の年
額の2分の1を超えない※申請によ
り、③年金からの引き落としを①振
替納付に変更可能な場合もあります。

▶問合先　保険年金課☎20-1357

介護・医療保険料のお知らせ
　平成29年度の保険料決定通知を7月
に送付します。保険料は、原則年金天
引き（特別徴収）ですが、年金額が一
定額未満などの理由で年金天引きがで
きない人や、新たに被保険者となった
人は、納付書又は口座振替で納付して
ください。
①介護保険料
▶保険料　本人や世帯の平成28年の
　所得状況に応じて決定
②後期高齢者医療保険料
▶保険料率　所得割率8.6%、均等割

額4万3,800円
◇平成29年度から医療保険料の軽減

率が変わります

▶問合先　①高齢介護課☎20-1375、
②保険年金課☎20-1481

体育協会からのお知らせ
◇ジュニアスポーツクライミング
▶とき　7月1日㈯～29日㈯の土曜日

午前10時～午前11時(全5回)
▶ところ　Bouldering Gym Are
▶対象　小学4～6年生
▶受講料　3,000円
▶定員　10人（申し込み順）
▶申込　6月6日㈫から、受講料を添

えて体育協会へ。
◇はじめて習う柔道教室
▶とき　7月15日㈯～8月26日㈯の土

曜日午後5時30分～午後7時(全6回)
▶ところ　高岡武道館
▶対象　年中児～小学生
▶受講料　1,000円
▶定員　20人（申し込み順）
▶申込　6月19日㈪～29日㈭に、受

講料を添えて体育協会へ。
◇市民歩こう会
○新湊・内川周辺をめぐる水辺回廊と

橋コース（約6㎞）
▶とき　6月18日㈰
▶集合　午前9時45分に、万葉線西新

湊駅
▶解散　万葉線新町口駅
○婦中・富山中央植物園とストリート

スポーツパークコース（約5㎞）
▶とき　7月2日㈰
▶集合　午前9時50分に、JR速星駅
▶解散　JR速星駅
■いずれも、▶参加料　200円（会員

は無料。交通費は自己負担）
▶問合先　体育協会☎26-5225、体育

保健課☎20-1458

介護相談員募集
　国の養成研修（5日間、東京8・10
月）終了後、介護保険施設など月2回
程度訪問し、利用者の相談に応じる介
護相談員を募集します。
▶任期　委嘱の日～平成30年3月31

日まで（更新可）
▶対象者　市内に住む自動車運転免許の

ある人（介護保険事業の従事者は除く）
▶定員　1人（選考）
▶申込・問合先　6月16日㈮まで、郵

送かファクスで、住所・氏名・年齢
・性別・電話番号・志望理由（600
字程度）を高齢介護課（〒933-
8601高岡市広小路7-50、FAX20-
1364）☎20-1365へ。

福 　 祉

平成29年度
から

平成28年度
まで

年収約153万円～
211万円の人 2割軽減 5割軽減

元被扶養者で特定の
要件に該当する人 7割軽減 9割軽減



乳がんの治療法について教えて
ください

　
日本では1年間に9万人を越える
人が新たに乳がんにかかり、今

後も増加することが見込まれています。
また日本人女性における乳がんの好発
年齢は45～50歳と、欧米の国々に比
べ若い人に多いのが特徴です。
　乳がんの中には、腫瘍周囲の乳管内
にがんが広がる乳管内進展を起こして
いることも多く、腫瘤は小さい早期乳
がんであっても広い範囲にがんが広が
っているために乳房をすべて切除しな
ければいけない場合もあります。この
ような場合、従来は自分の身体の一部
を用いて乳房再建を行うことしか保険
診療として認められていませんでした
が、現在では乳房切除と同時にシリコ
ンゲル・インプラント （シリコンゲ
ル充填人工乳房）を用いた乳房再建を
保険診療として行うことが可能です。
これにより、自分の身体の他の部位を
傷つけることがなくなり、精神的・肉
体的苦痛を和らげることができるもの
と考えています。具体的な方法などは
外科外来までお問い合わせください。

市民病院　福島外科主任部長

■健康Q&Aでは、皆さんからの質問
を募集しています。

　詳しくは、市民病院総務課☎23-
0204へ。

受付時間　●…午前8時～午前9時30分
　　　　　▲…午後1時～午後2時
問合先　健康増進課☎20-1345（網掛

けは北陸予防医学協会高岡総合健診
センター☎24-3131）　

とき ところ 肺・胃
大腸

子宮
乳

6月 6日㈫ 守山公民館 ● ▲

6月 7日㈬ 牧野公民館 ● ▲

6月 8日㈭ 能町公民館 ● ▲

6月12日㈪ 下関公民館 ● ▲

6月20日㈫ 福田公民館 ● ▲

6月24日㈯ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

がん検診 Cancer Examination

健康Q&A Health Q&A
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健康診査を受診しましょう
　対象者へ健康診査受診券を郵送しま
す。受診はいずれも無料です。
▶健診期間　6月～7月
①国民健康保険特定健康診査
　メタボリックシンドロームを発見し、
生活習慣の改善を目指します。
▶対象者　40～74歳の国民健康保険

加入者
②後期高齢者の健康診査
　生活習慣病を早期発見し、高齢期の
健康保持・増進を目指します。
▶対象者　後期高齢者医療制度加入者

（4月末時点）
※昭和17年5月1日～7月31日生まれ

の人は、9月末に受診券を送付しま
す。10月中に健診を受けてください。

※昭和17年8月1日以降生まれの人は、
現在加入の健康保険で健診を受けて
ください。

▶問合先　保険年金課①☎20-1361、
②☎20-1481

介護給付費通知書で確認を
　利用したサービス内容や回数などを
お知らせします。手元にある領収書や
サービス利用票と通知書の記載内容を
見比べて、サービス内容や回数などに
誤りがないかご確認ください。　
▶送付月　6・9・12・3月
▶問合先　高齢介護課☎20-1375

食中毒を予防しましょう
　次の3つのポイントを心がけ、食中
毒を予防しましょう。
①付けない（石けんで手を洗う）
②増やさない（早めの調理）
③やっつける（しっかり加熱）
▶問合先　健康増進課☎20-1345

健康なるほど講座
◇歯の健康づくり
　歯や口腔のケアから、全身の健康を
保ちましょう。
▶とき　6月15日㈭午後1時30分～午

後3時
▶ところ　Uホール
▶参加料　無料
▶持ち物　健康手帳（所持者）
▶問合先　健康増進課☎20-1345

前立腺がん検診
▶受診期間　6月～10月
▶対象者　がん検診を受ける機会のな

い人で、50・55・60・65・70・
75歳の男性（平成30年4月1日時点）

▶受診方法　送付した受診券を持参し、
特定健診受診時に指定医療機関で受
けてください。

▶問合先　健康増進課☎20-1345

肝炎ウイルス検診
▶受診期間　6月～10月
▶対象者　40・60歳の人（平成30年

4月1日時点）
▶受診料　無料
▶受診方法　40歳の人は受診券を、

60歳の人は受診票を持参し、特定
健診受診時に指定医療機関で受診く
ださい。

▶問合先　健康増進課☎20-1345

歯周病検診
▶受診期間　6月～11月
▶対象者　40・45・50・55・60・

65・70歳の人（平成30年3月31日
時点）

▶受診料　1,000円(70歳の人は500円)
▶受診方法　指定歯科医療機関へ予約

後、住所・氏名・生年月日が確認で
きるもの（健康保険証か運転免許
証）を持参し、受診してください。

▶問合先　健康増進課☎20-1345

新たな魅力発見
楽しく気軽にウォーキング

　ヘルスボランティアと楽しく一緒に
歩きませんか。参加は無料です。
▶とき　6月21日㈬午前9時（二塚公

民館集合）～午前11時30分
▶コース　二塚地区内約4㎞（恒性皇

子陵墓探訪コース）
▶問合先　健康増進課☎20-1345

糖尿病教室
▶とき・内容　■6月7日㈬、7月5日

㈬…合併症、食事療法、血糖測定■

6月14日㈬…合併症とは、運動療法
について、薬との付き合い方など

▶時間　午後2時～午後4時
▶持ち物　筆記用具
▶ところ・問合先　市民病院
　☎23-0204

健 　 康



Health Consultation

Blood Donation

【 広 告 】

高岡子育て支援センター
問 ☎28-4114、21-7876
御旅屋セリオ8階
時間　10:00～16:00
休み　水曜日

万葉なかよし保育園
子育て支援センター
問 ☎22-1881
時間　9:30～15:30
休み　土・日・祝日

　0歳児～就学前の子どもと保護者が利用できま
す。子育てに関する相談も受け付けます。どうぞ
お気軽にご利用ください。

福岡子育て支援センター
問 ☎64-2090
福岡健康福祉センター内
時間　9:00～16:00
休み　土・日・祝日

献血にご協力を
6月18日㈰・25日㈰
イオンモール高岡　10:00～16:30
6月22日㈭
福岡庁舎　9:30～11:30
問 富山県赤十字血液センター

☎076-451-5555
社会福祉課☎20-1366

●子育て支援センターの育児教室

内　　容 と　き 時間 対　象 定員

高
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

なかよし広場
〈言葉の発達や行動で心配があるお子さんの相談、遊び〉

6月16日㈮
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター

0～5歳児
（未就園児） 10組

すくすく
（健康相談と身体計測）

6月19日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

タッチケアコミュニケーション
（ベビーマッサージ）

6月20日㈫
14:00～15:30

高岡子育て
支援センター 2～7カ月児 25組

おもちゃをつくろう
（身近な素材で手作り遊具）

6月22日㈭
10:00～11:15

高岡子育て
支援センター

1歳5カ月～
2歳11カ月児 20組

パパといっしょ
（パパとたっぷりふれあいタイム、講話）

6月25日㈰
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

0～5歳児
（両親で参加できます） 20組

はいはいよちよちbaby 
（ふれあい遊び、パネルシアター）

6月27日㈫
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

9カ月～
1歳2カ月児 40組

離乳食セミナー
（離乳食に関する話、試食）

6月29日㈭
10:00～11:30 保健センター 8～11カ月児 30組

８カ月赤ちゃんのつどい
（手遊び、ふれあい遊び、危険予測）

6月30日㈮
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

平成28年
10月生まれ 40組

お話広場
（絵本の読み聞かせや人形劇、手遊び）

7月4日㈫
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

プレママ・プレパパ体験
（マタニティヨガ、赤ちゃんとふれあい体験）

7月8日㈯
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

5カ月以降の妊
婦とその家族 15組

福
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

食の安全教室 6月13日㈫
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

にこにこ赤ちゃんの集い 6月14日㈬
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 4～7カ月児 10組

健康相談と身体計測 6月20日㈫
10:00～11:00

福岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

リトミック教室 6月22日㈭
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 1～3歳児 25組

ママケア＆ベビ―タッチ 6月23日㈮
10:20～11:15

福岡子育て
支援センター

10カ月～
1歳6カ月児 20組

おはなしタイム 6月30日㈮
11:00～11:30

福岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

救急教室 7月5日㈬
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

親子でヨガ 7月11日㈫
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 5～11カ月児 20組

子育て支援センター
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申込・問合先

生活と介護が一体となり、
家庭的な雰囲気の中で
暮らしていただけるのが私たちの
「はぴねすグループホーム」です。

☎0766-25-9555 
グループホーム太陽 担当:坂本北陸福祉会 検 索

★高岡市指定介護保険事業所★

グループホーム入居者様募集

は ぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
い ず み

はぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
高 岡 南

はぴ ね す グ ル ー プ ホ ー ム
太 陽

【 広 告 】

6 月 6 日㈫から、電話で各センターへ。申し込み順。
※ 高岡子育て支援センターは初回の人を優先する場合があります。

◇保健センターの成人健康相談
問 健康増進課☎20-1345

ところ　保健センター
▶生活習慣病などの健康相談（要予約）
　6月28日㈬13:00～15:00
▶心の健康相談
・保健師の相談　平日8:30～17:15

◇育児と成人の健康相談
ところ　保健センター、本庁舎１階健康

相談室、福岡健康福祉センター
とき　平日9:00～16:00
▶地域の健康相談　9:30～11:00
･6月12日㈪／戸出コミュニティセンター
･6月16日㈮／伏木コミュニティセンター
･6月21日㈬／中田コミュニティセンター

◇高齢者健康相談
問 高齢介護課☎20-1165

　受付時間　9:30～11:00
    (シルバーショップたかおかは10:00～11:30）
・6月  6日㈫／シルバーショップたかおか
・6月  8日㈭／スポーツ健康センター
・6月14日㈬／万葉社会福祉センター
・6月15日㈭／シルバーショップたかおか
・6月20日㈫／西部老人福祉センター
・6月21日㈬／牧野老人福祉センター
・6月28日㈬／東部老人福祉センター
・7月  4日㈫／シルバーショップたかおか

◇市民病院健康相談（要予約）
問 市 民 病 院 ☎23-0204

▶アトピー性皮膚炎相談
　毎週火曜日午後　



シニア向け
 

初めてのパソコン

脳トレ ・ 趣味講座も
無料体験　☎随時受付

高岡市西町トーエープラザ１階

0766-50-9345

６５歳以上　　３ ・ ４月

入会金　無料

予約制個別学習

カルチャーレストラン
高　岡　西　教　室

カフェ感覚の教室
　団らんコーナーが楽しい！

毎日でも通いたい！　
（受講者様の感想です。）

中堅・中小企業のみなさまを支援します！
〇技術やデザインを権利化したい 〇海外進出するが模倣が心配
〇商品のネーミングを保護したい
〇地域ブランドを商標登録して守りたい
〇技術、ノウハウの流出を防ぎたい　　…など
知財活用支援員と知財専門家（弁理士、弁護士等）が問題
解決をサポートします。お気軽にご相談ください。
【お問い合わせ・申込先】一般社団法人富山県発明協会
高岡窓口:高岡市二上町150富山県工業技術センター内 TEL・FAX0766-25-7259
富山窓口:富山市高田527㈱富山県総合情報センター内 TEL・FAX076-432-1119

相談無料・秘密厳守－富山県知財総合支援窓口－
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◀1歳6カ月健診を受けに訪れた
　藤優珠稀ちゃんとお父さん（戸出町）

【 広 告 】【 広 告 】

内　容 とき 受付時間 対象者 持ち物

3カ月児健康診査
※13:20から小児科医師

の講座があります。

6月8日㈭
13:00～14:00

平成29年1月29日～2月12日生 母子健康手帳、問診票
（乳幼児健康診査問診票・
予防接種予診票綴りに添
付）、バスタオル

6月15日㈭ 平成29年2月13日～2月21日生
6月22日㈭ 平成29年2月22日～3月3日生

1歳6カ月児
健康診査

6月6日㈫
13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成27年11月1日～11月9日生 母子健康手帳、問診票
（乳幼児健康診査問診票・
予防接種予診票綴りに添
付）、フッ素塗布料200円

6月13日㈫ 平成27年11月10日～11月21日生
6月20日㈫ 平成27年11月22日～12月4日生
7月4日㈫ 平成27年12月5日～12月17日生

3歳児健康診査
(3歳6カ月児)　

6月7日㈬
13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成25年11月4日～11月13日生 母子健康手帳、問診票、
健康調査票、子育てアン
ケート、フッ素塗布料
200円

6月14日㈬ 平成25年11月14日～11月26日生
6月21日㈬ 平成25年11月27日～12月11日生
7月5日㈬ 平成25年12月12日～12月23日生

2歳6カ月児むし歯
予防フッ素塗布教室 6月19日㈪ 13:00～13:30 平成26年11月・12月生

母子健康手帳、タオル、
フッ素塗布料200円

2歳児むし歯予防
フッ素塗布教室 6月19日㈪ 14:00～14:30 平成27年5月・6月生

3歳児フッ素塗布
（3歳児健康診査会場にて
フッ素塗布のみ行います）

6月7日㈬

14:30～14:50
平成26年6月生6月14日㈬

6月21日㈬
7月5日㈬ 平成26年7月生

内　容 6 月 受付時間 対象者 持ち物

幼児保健相談 9日㈮   9:15～ 9:30 言葉の発達や行動が心配な3歳未満
の幼児又は、3歳以上の未就園児。 母子健康手帳

母乳育児相談 16日㈮ 13:15～14:45 母乳育児中の女性（定員9組） 母子健康手帳、タオル3本

内　容 6 月 受付時間 対象者 持ち物

パパとママの育児講座 11日㈰ 9:00～ 9:30 妊婦と夫か家族（40組） 母子健康手帳、飲
み物、筆記用具

はじめての離乳食教室 16日㈮ 9:40～10:00 平成28年11月16日～平成29年1月15日生 母子健康手帳

伏木児童館 6月6･13・20日 ☎44-0595
野村児童センター 6月6･20・27日 ☎23-3893
西部児童センター 6月6･13・27日 ☎26-1347
戸出児童センター 6月6･13・20日 ☎63-2370

※13日伏木児童館は高岡子育て支援センターによる
活動日です。

※13日は、保健師による育児健康相談があります。

ところ：保健センター
要予約☎20-1345

ところ：保健センター
要予約☎20-1345

保健センター▼

子育て情報交換会

フレンドリータイム
（0～3歳児）10:45 ～ 11:30

乳幼児の健康診査

保健センターの育児教室

保健センターの子育て相談

木津公民館 6月  8日㈭ ☎26-6150
牧野公民館 6月15日㈭ ☎82-2431
成美公民館 6月16日㈮ ☎26-8943
古府公民館 6月23日㈮ ☎44-8777

川原公民館 6月13日㈫ ☎22-4660
立野公民館 6月21日㈬ ☎31-0016
野村公民館 6月27日㈫ ☎23-2084

▶ファミリーポケット 
　10:00～11:30（未就学児と保護者）

19　たかおか市民と市政 2017.6.1

ところ：保健センター
問 健康増進課☎20-1345

赤ちゃんにこにこ教室
（乳児と保護者、妊婦）

ところ と　き 時　間
下関公民館 6月  7日㈬ 10：00～11：30
二塚保育園 6月  7日㈬ 10：00～11：30
野村公民館 6月  8日㈭ 10：00～11：00
定塚保育園 6月  8日㈭ 10：00～11：30
川原公民館 6月13日㈫ 10：30～12：00
国吉光徳保育園 6月15日㈭ 10：00～11：00
福岡健康福祉センター 6月16日㈮ 10：00～11：00
博労公民館 6月20日㈫ 10：30～12：00
中田コミュニティセンター 6月21日㈬ 10：00～11：00
中央保育園 6月22日㈭ 10：00～11：00
伏木保育園 6月23日㈮ 10：00～11：00
西部児童センター 6月27日㈫ 10：15～11：45
木津公民館 7月  5日㈬ 10：00～11：00
能町公民館 7月  5日㈬ 10：00～11：30
立野公民館 7月  5日㈬ 10：00～11：30

持ち物：母子健康手帳　問 健康増進課☎20-1344

▶赤ちゃんの部屋　
　10:30～12:00（乳児と保護者）
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高岡のまちなかが変わる・・・・・ 

男女が共に活躍できる社会へ・・・・・・・・・・
７月２日㈰は高岡市長選挙・・・・・・・・・・・・・・
子どもの健やかな成長を願って・・・・・・
お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

に乗ろう!!新高岡駅 臨時かがやきから

◀◀

とき　８月２０日㈰　午後１時（午後零時３０分から受付）
ところ　竹平記念体育館
対象　小学生以上、国籍不問
　　　　※市内に住むか、通勤・通学する人を優先

定員　１００人
参加費　無料
応募方法　QRコードを読み込み、応募フォームから応募
するか、国境なきUNDOKAI応募の件名で、氏名、住所、
年齢、電話番号を、メールかファクスで送信してくださ
い。
応募・問合先　国境なきUNDOKAI実行委員会（多文化共
生室内、FAX２０－１６４１、Eメールtuc３.undokai＠
gmail.com）☎２０－１２３６へ。

参加者募集
国境なき

予定競技　玉入れ、綱引き、大玉転がしなど

国籍や文化に関係なく、運動会を楽しもう。

29年4月中の増減

発行／富山県高岡市（〒933-8601高岡市広小路7-50）☎（０７６６）２０‐１１１１　編集／広報統計課☎20-1331　印刷／キクラ印刷株式会社

平成２９年４月中の増減１９６

たかおか市民と市政は再生紙を使用しています。

４月末現在

人口
男
女

173,551人 世帯数 6８,053世帯
83,972人
89,579人

区　分 自然増減（出生ー死亡） 社会増減（転入ー転出） 計
ー100 126

（うち外国人　2,976人） （うち外国人世帯 1,618世帯）226
29年1月からの増減 ー458 ー701－243

市民と市政  ホームページ▶
Ｅｎｇｌｉｓｈ、中文、Portugues
でも掲載しています。平成２９年
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