
お知らせ
I N F O R M A T I O N

コミュニティ助成事業で整備
　宝くじコミュニティ助成事業で下記
を整備しました。今後、各種訓練等で
活用していきます。
・消火体験装置
・水消火器
・コンプレッサー

▶問合先　消防本部予防課☎22-3132

危険物取扱者試験
▶とき　10月14日㈯・15日㈰
▶ところ　高岡商工ビル
▶申込先　消防試験研究センター
※願書は、各消防署にあります。
◇試験準備講習
▶とき　9月14日㈭・15日㈮
▶ところ　消防本部
▶申込先　各消防署
■いずれも、▶申込期間　8月30日㈬

～9月8日㈮
▶問合先　消防本部予防課☎22-3132

普通救命講習
◇救命手当を学ぶコース
▶とき　8月19日㈯午前9時～正午
▶ところ　福岡消防署
▶対象者　中学生以上で、市内に住む

か勤務する人
▶定員　30人（申し込み順）
▶申込先　各消防署
▶問合先　消防本部警防課☎22-3133

夜間納税相談窓口を開設します
　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、平日夜間
に納税相談窓口を開設します。
▶とき　8月24日㈭午後7時30分まで
▶問合先　納税課☎20-1277

総合防災訓練を実施します
　住民の皆さんが中心となって行う避
難訓練を実施。ライフラインの復旧訓
練や防災資機材の展示コーナーもあり
ます。
▶とき　8月27日㈰午前9時30分～正

午
▶ところ　福岡・五位中学校
▶問合先　危機管理室☎20-1229

七夕の集積

▶とき　8月7日㈪午後7時～午後10
時

▶ところ　テクノドーム、西条・定塚
・成美・博労・牧野・能町小学校、
福田公民館、伏木本町公園、国条橋
河川敷

▶問合先　高岡七夕まつり実行委員会
☎20-0555、観光交流課☎20-1301

通話録音装置の利用が
延長できます

　通話録音装置の貸出期間は１年間で
すが、延長することができます。引き
続き利用して、特殊詐欺被害を防ぎま
しょう。
▶申込期限　貸出期間終了の1カ月前
▶延長利用料　無料
▶申込・問合先　共創まちづくり課
　☎20-1552

【暮らし】

水道水で夏を快適に
◇打ち水、霧吹きで暑さ対策
　暑さ対策には、打ち水や霧吹きなど
で涼を得る方法が効果的です。打ち水
には雨水や風呂の残り水をためて使う
こともできますが、霧吹きは空気中で
口に入る可能性があるため、安全な水
道水をご利用ください。
◇こまめな水分補給で熱中症対策
　熱中症対策には
「暑さを避けるこ
と」と「水を飲む
こと」が必要です。
運動中や睡眠・入
浴の前後には、こまめに水分を補給す
るようにしましょう。
▶問合先　上下水道局総務課
　☎20-1623

花や緑のお困りごとは
ありませんか

▶とき　8月6日㈰・19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

資源物の持ち去りを
見つけたら連絡を

　集積場に出された資源物の所有権は
市にあります。持ち去り行為は禁止で
す。警察と連携しながら対処します。
▶対象の資源物　金属類、家電品類、

缶（アルミ・スチール）、びん、ペ
ットボトル、古紙類

▶確認すること　
①日時
②場所
③車両ナンバー、色、種類
④持ち去り行為をした人の特徴
⑤持ち去った資源物の種類、数量
▶連絡先　最寄りの警察署か環境サー

ビス課
▶問合先　環境サービス課☎22-2144
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高岡市学生寮
平成30年4月開寮
　これまで多くの卒寮生を輩出してき
た高岡市荻布学生寮が、男子寮と女子
寮が統合され、男女共に入居できる学
生寮になります。
▶開寮　平成30年4月　
▶所在地　東京都小金井市東町1-3-16
◇入寮者募集
▶対象　高岡市出身の大学生など
▶諸経費　①寮費3万5,000円②食費(朝夕)2万円③共益費1万円など
▶募集開始　11月（改めて詳細をお知らせします）
▶問合先　教育委員会総務課☎20-1445

暮 ら し
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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
8月10日㈭・17日㈭・24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
※各相談日の前日8時30分から予約受

け付け
●多重債務弁護士相談
8月23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
8月25日㈮2時～4時/定員4人
※電話での申し込み順。初めての人のみ
▷ところ・申込・問合先　男女平等推進

センター相談室（ウイング・ウイング
高岡6階）☎20-1811（7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
8月8日㈫/市役所8階、福岡健康福祉セ
ンター（消費生活相談なし）
10日㈭/中田コミュニティセンター（行
政相談なし）
18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）
21日㈪/伏木コミュニティセンター（人
権相談なし）
25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
8月23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
8月17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
●労働相談
8月8日㈫（労働雇用相談員）、15日㈫

（弁護士）
※いずれも1時30分～3時30分/市役

所8階
※1週間前までに要予約
▷申込・問合先　労働相談ダイヤル
　☎076-444-9000

相談案内 Consultation

次期指定管理者を募集します
　指定期間が、平成30年3月末で満了
となる施設の次期指定管理者を募集し
ます。
▶募集施設　
①土蔵造りのまち資料館
②福岡B&G海洋センター
③福岡テニスコート
④ふくおか総合文化センター内アリーナ
⑤ふくおか総合文化センター内フィット

ネスジム
▶問合先　①生涯学習・文化財課☎20-

1453、②～⑤福岡教育行政センタ
ー☎64-1436

新たに指定管理者を募集します
　平成30年度より新たに指定管理者
制度を導入する施設の指定管理者を募
集します。
▶導入施設　①高岡西部総合公園②グ

ラウンド・ゴルフ場
▶募集開始　9月中旬頃
▶問合先　体育保健課☎20-1474

高岡庄川緑地分区園（畑）の
利用希望者を募集します

▶使用期間　11月～平成30年10月
▶区画　11区画（抽選）
▶使用料　2,160円／年
▶申込・問合先　8月1日㈫～10日㈭

に、花と緑の課☎20-1416へ。

多言語防災訓練
参加者を募集します

　五位中学校で行われる総合防災訓練
に、通訳の人と一緒に参加します。炊
き出し食の体験による昼食もあります。
▶とき　8月27日㈰午前９時30分～

午後0時30分
▶集合場所　ひらせいホームセンター
▶対象　外国にルーツを持つ市内に住

む人
▶定員　ポルトガル語5人、中国語5

人、英語5人（申し込み順）
▶申込・問合先　ファクスかEメール

で、住所・氏名・年齢・希望言語・
連絡先を多文化共生室（FAX20-
1641、tabunka@city. takaoka .
lg.jp）☎20-1236へ。

ホームページ

自
衛
官
募
集 

▶募集種目　①航空学生（海）、②航空学生（空）
　③一般曹候補生、④自衛官候補生（男子・女子）
▶対象　①23歳未満、②21歳未満、③④18歳以上27歳未満
▶受付期限　①②③9月8日㈮、④年間通じて募集
※試験日などは、ホームページでご確認ください。
▶問合先　自衛隊高岡地域事務所☎21-2411、総務課☎20-1242

募 　 集

東京大学法律相談所
　東京大学法学部生による無料法律相談所。
相続、賃貸借、隣人トラブル、労使関係などでお困りの人は、
お気軽にご相談ください。秘密は厳守します。
▶とき　9月9日㈯午前10時～午後4時
▶相談時間　一人当たり2時間程度
▶ところ　生涯学習センター
▶申込　9月8日㈮まで、東京大学法律相談所☎03-3814-6378へ。
※ホームページからの申し込みも可能です(http://ut-hoso.org/）
▶問合先　共創まちづくり課☎20-1327

WEBフォーム

無料法律相談会



催し

Eフェスタ
みんな集まれEぃぃまち、つくろ

▶とき　9月3日㈰～10日㈰の午前9
時～午後9時

▶ところ　ウイング・ウイング高岡
◇活動団体の紹介／1階
◇ワークショップ／6階（9日まで）
◇地域から未来を考える…ミニ講演パ

ネリスト発表・おせっかいぎin高
岡／1階

▶とき　9月10日㈰午後1時30分～午
後3時30分

▶参加料　無料
※満1歳以上就学前の託児可（8月21

日㈪まで申し込み）
■いずれも、▶問合先　男女平等推進

センター☎20-1810

たかおか朝市
▶とき　8月13日㈰・27日㈰の午前5

時30分～午前7時30分
▶ところ　坂下町通り
※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

ふくおかつくりもん市
▶とき　8月13日㈰午前9時～午後2時
▶ところ　福岡にぎわい交流館前広場
▶販売　新鮮野菜、加工特産品など
▶問合先　産業建設課☎64-1426

サロンコンサート
女声合唱・古城の森に歌う

▶とき　8月20日㈰午後1時30分
▶ところ・問合先　市民会館
　☎20-1560

たのしい子どもおどりの会
青少年わかば公演

▶とき　9月3日㈰午後1時
▶チケット　500円
▶販売所　市民会館、生涯

学習センター、Uホール
▶ところ・問合先　市民会

館☎20-1560

おとぎの森館からのお知らせ
◇バラの講習会
▶とき　8月27日㈰午前9時30分
▶受講料　無料
▶持ち物　筆記用具
◇こけ玉作り教室
▶とき　9月10日㈰午前10時～午前

11時30分
▶定員　15人（申し込み順）
▶材料費　1,000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　8月9日㈬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

中央図書館からのお知らせ
◇平和図書の展示
　戦争のない世界を願い、平和の喜び
と尊さの理解を深めるため、平和に関
する図書を集めました。
▶とき　8月31日㈭まで
◇高岡市史料集解説講座
▶とき　9月9日㈯午前10時～午前11

時30分
▶テーマ　近世の金屋町
▶定員　40人
▶受講料　100円（資料代）
▶申込　9月1日㈮から、直接かはか

ぎ、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）へ。

▶問合先　中央図書館☎20-1566

働く女性の
キャリアデザインセミナー

◇社員も企業もHappyになるために
▶とき　9月6日㈬午後1時30分～午

後3時
▶ところ　男女平等推進センター
▶定員　40人（申し込み順）
▶受講料　無料
▶申込・問合先　電話かファクスで、

商業雇用課☎20-1279・FAX20-
1496、男女平等推進センター☎20-
1810・FAX0766-20-1815へ。

学ぶ

瑞龍寺で学びませんか
　「もういちど7歳の目で世界を…」
をテーマにした大人の学び場です。
◇高岡熱中寺子屋
▶とき　9月16日㈯～12月16日㈯の

第1・第3土曜日（全6回）
▶ところ　瑞龍寺
▶定員　50人（申し込み順）
▶受講料　2万円（60歳以上）、1万

円（60歳未満）
◇オープンキャンパス（無料）
▶とき　9月2日㈯午後1時～午後3時
▶ところ　ウイング・ウイング高岡
■いずれも、▶申込　ファクスかEメー

ルで、氏名・年齢・職業・連絡先を
高岡熱中寺子屋運営委員会（FAX54-
5133、Eメールinfo@necchu-terakoya.
com）へ。

▶問合先　高岡熱中寺子屋運営委員会
☎54-5122、道路建設課☎30-7302

博物館からのお知らせ
◇特別展の展示説明会
　現在開催中の特別展「農民魂をもつ
大学者・五十嵐篤好」を、学芸員が分
かりやすく紹介します。
▶とき　8月26日㈯、9月30日㈯の午

後2時～午後2時30分
◇高岡古文書ボランティア
▶とき　8月19日㈯午後2時～午後3

時30分
▶対象　古文書講座を受講したことの

ある人、古文書調査経験のある人
■いずれも、▶ところ・問合先　博物

館☎20-1572

人権啓発講演会
◇性別で見る多様性と人権・LGBTを

超えて／セクシュアルダイバーシテ
ィブのススメ

▶とき　8月28日㈪午後2時～午後3
時30分

▶ところ　高岡文化ホール
▶入場料　無料
▶問合先　共創まちづくり課
　☎20-1327

お知らせ INFORMATION

催 　 し 学 　 ぶ
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●オノマトペの謎
　ピカチュウからモフモフまで
　窪薗晴夫編
　岩波書店
　擬音語・擬声語・擬態語
の総称「オノマトペ」につ
いて、音と意味の関係、歴
史や方言などさまざまな
観点から考察した一冊。日本語を豊かに
してくれるオノマトペの謎と面白さに迫
ります。
●徳川社会の底力
　山﨑善弘著　柏書房　
●老後不安がなくなる定年男子の流儀
　大江英樹著　ビジネス社
●いちばんおいしい家カレーをつくる  
　水野仁輔著　プレジデント社
●世界の機内食
　イカロス出版
●伝統色で楽しむ日本のくらし
　石田結実監修　マイナビ出版
●間取りと妄想
　大竹昭子著　亜紀書房
●だじゃれ世界一周
　長谷川義史作　理論社

◇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人気のあ
る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。

問合先　中央図書館☎20-1818

夏の暑さから気が緩みがち。
レジャーなどで出かける機会も多く
交通事故が起こりやすい季節です。
○飲酒運転は「しない、させない」を

徹底しましょう。
○全席シートベルト、チャイルドシー

トを着用しましょう。

平成２９年 交通事故状況（市内）

区　分 件 数 死 者 傷 者
6月末まで
の交通事故 340件 1人 408人

前年同期と
の比較 +35件 －5人 +56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

8月の納税 8月31日㈭まで

○市県民税（第２期）
○国民健康保険税（第２期）

問合先　納税課☎20-1276

藤子・F・不二雄ふるさとギャラリー
キテレツ大百科とものづくり

　第3期原画展がスタートします。
▶とき　8月8日㈫から
※8月14日㈪は、休まず開館。
▶ところ・問合先　高岡市 藤子・F・

不二雄ふるさとギャラリー☎20-
1170

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　8月23日㈬・24日㈭
②お彼岸・変りおはぎ作り
▶とき　9月7日㈭・8日㈮
■いずれも、▶時間　午前10時～正

午
▶定員　各日20人（申し込み順）
▶受講料　1,000円
▶持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
◇ドライハーブリース作り・秋のリー

ス作り
▶とき　8月22日㈫午前9時30分～午

前11時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　3,000円（マドレーヌ・ハ

ーブティ付）
◇ヨガ教室
▶とき　8月22日㈫・29日㈫、9月5

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
◇市民園芸講習会・秋野菜の肥培管理

と春野菜の準備・育て方
▶とき　8月26日㈯午前10時～午前

11時30分
▶受講料　無料
■ところ・申込・問合先　8月8日㈫

から、農業センター☎63-1818へ。

夏の国宝瑞龍寺
夜の祈りと大福市

　ライトアップで幻想的に浮かび上が
る建築美。門前の大福市にはバラエテ
ィに富んだ飲食店が並びます。瑞龍寺
は今年、国宝指定20年を迎えます。
▶とき　8月12日㈯・13日㈰の午後6

時30分～午後9時30分
▶ところ　瑞龍寺
▶入場料　350円（当日500円）
▶問合先　瑞龍寺夜の祈り実行委員会

☎22-2226、観光交流課☎20-1301

街角クラシックin Little Wing
◇歌の花束・石川操ミニコンサート
▶とき　8月20日㈰午後2時
▶ところ　生涯学習センター
▶入場料　1,000円（未就学児無料）
▶問合先　生涯学習・文化財課
　☎20-1802

オタヤオープンカフェ・願い道
▶とき　8月12日㈯午後1時～午後4

時30分
▶ところ　御旅屋通り
▶出演　胡恋風（胡弓演奏）
▶問合先　御旅屋通商店街振興組合☎

22-4640、商業雇用課☎20-1289

わろんが企画展
麻とガラスの花器展

▶とき　8月6日㈰～29日㈫の午前10
時～午後6時

▶ところ・問合先　わろんが☎21-
6300、商業雇用課☎20-1289

里山交流イベント
◇里山散策・流しソーメン・エコクラフト
▶とき　8月19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、運動靴、帽子、タオ

ル、飲み物
▶ところ・申込・問合先　8月13日㈰

午前10時から、里山交流センター
☎31-6617へ。

ホールシネマ・イン・トヤマ
夏休み子ども映画祭

▶とき・内容　8月12日㈯…ペット、
13日㈰…I LOVE スヌーピー

▶時間　両日午後2時
▶定員　各日300人（入場無料）
▶ところ・問合先　Uホール
　☎64-1030

(C) 2015 Universal Studios. 
All Rights Reserved.

PEANUTS(C)2015 Peanuts 
Worldwide LLC. (C)2016 
Twentieth Century Fox Home 
Entertainment LLC. All Rights 
Reserved.13　たかおか市民と市政 2017.8.1
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たかまち・おでかけウォーク
スタンプ対象講座

①バランスを崩さないトレーニングの
ススメ
▶とき　8月22日㈫午後2時
▶ところ　クルン高岡B1ステージ
②ころばぬ先の杖
▶とき　8月24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

芸文ギャラリーの催し
◇いっこから直販・SUMMER
▶とき　7月27日㈭～8月8日㈫の午

前11時～午後7時
◇ヤルキッズ夏休みこどもアート道場
　なりきりマスク・お面の展覧会
　小学生を対象にした図画工作ワーク
ショップ。
▶とき　8月11日㈮～13日㈰
▶定員　各日10人（申し込み順）
▶申込　富山大学芸術文化学部☎25-

9139へ。
◇炎育展
▶とき　8月31日㈭～9月12日㈫の午

前11時～午後7時
■いずれも、▶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

高岡地区広域圏からのお知らせ
■小矢部市■

◇ヘリコプター＆防災・防犯
　フェスティバル
▶とき　8月26日㈯・27日㈰の午前

10時～午後4時
▶ところ・問合先　クロスランドおや

べ☎68-0932

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

◇石崎奉燈祭（七尾市）
　重さ2トンの大奉燈を男衆100人が担
ぎ上げる勇壮な祭り。夜には奉燈に灯
りが灯り幻想的な雰囲気が楽しめます。
▶とき　8月5日㈯午後2時
▶ところ　堂前広場周辺（七尾市石崎

町）
▶問合先　七尾市観光交流課
　☎0767-53-8424
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▶とき　11月4日㈯　開演午後4時
▶ところ　生涯学習センター
▶チケット　全席指定2,500円（宝くじ助成により、
　特別料金）※一人2枚まで購入可。
▶販売所　生涯学習センター
▶発売日　9月4日㈪
※満1歳以上就学前の託児可。
▶問合先　生涯学習・文化財課☎20-1802

宝くじ文化公演

8月１０日㈭

　東京国立近代美術館工芸館が所蔵する日本
の近代工芸（明治～現代）の名品を展示しま
す。素材・装飾・民芸・伝統・機能・表現の
6つのキーコンセプトをもとに、日本の近代
工芸の躍動する姿をご覧いただけます。

素
材
を
使
い
こ
な
す

優
れ
た
技
と
美

そ
し
て
、
芸
術
性
。

畠山耕治「八つの面」（2010）金工

工芸の躍動
東京国立近代美術館工芸館名品展

▶ 9月１０日㈰
美術館

ー  関連行事（無料）ー
◇講演会
①伝統から創造へ－世界へ発信する漆造形表現－
▶とき　8月12日㈯午後2時～午後3時30分
▶講師　漆造形作家・金沢美術工芸大学教授　田中信行さん
②工芸の動向－日本と西欧を中心に－
▶とき　8月26日㈯午後2時～午後3時30分
▶講師　東京国立近代美術館工芸館　主任研究員　北村仁美さん
◇工芸の記録動画上映
▶とき　8月19日㈯午後1時30分～午後4時30分
▶定員　80人（先着順）
◇学芸員によるギャラリー・トーク（要観覧券）
▶とき　8月11日㈮、9月2日㈯の午後2時～午後3時

◇高岡市美術館が街に出ます・学芸員によるトーク／やさしい工芸鑑賞入門
①金工　8月17日㈭午後1時30分～午後2時
②漆芸　8月24日㈭午後1時30分～午後2時
▶ところ　御旅屋セリオ6階

▶観覧料　一般700円、65歳以上560円、大学生400円、高校生以下無料
▶問合先　美術館☎20-1177
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スポーツ

富山サンダーバーズを
応援に行こう

とき（8 月） 対戦相手 ところ
18 日㈮ 午後 6 時 滋賀

ボールパーク19 日㈯ 午後 2 時 武蔵
25 日㈮ 午後 6 時 信濃

▶問合先　体育保健課☎20-1457

体育協会からのお知らせ
◇スポ・レク高岡（15競技）
▶とき　9月16日㈯午後6時（総合開

会式）
▶ところ　竹平記念体育館ほか
▶対象　市内に住むか勤務する人
▶申込　8月25日㈮まで、体育協会へ。
◇うんどう大好き教室

対象 曜日 とき 時間
①小学1・2年 火 9/5 ～11/7 17:00 ～ 18:00
②年長児

水 9/6 ～11/8
17:30 ～ 18:20

③年中児 16:30 ～ 17:20
▶ところ　市民体育館
▶受講料　5,000円（全10回）
▶定員　各12人（申し込み順）
▶申込　①は8月29日㈫、②③は8月

30日㈬の午前9時から体育協会へ。
◇ジュニアスポーツクライミング
▶とき　9月2日㈯～30日㈯の土曜日
▶時間　午前10時～午前11時
▶ところ　Bouldering Gym Are
▶対象　小学4～6年生
▶受講料　3,000円（全5回）
▶定員　10人（申し込み順）
▶申込　8月8日㈫午前9時から、体育

協会へ。
◇夏休みジュニアバドミントン体験教室
▶とき　8月21日㈪・23日㈬～26日

㈯の午後7時～午後9時
▶ところ　21・23・25日…市民体育

館、24・26日…竹平記念体育館
▶対象者　小学1～3年生
▶受講料　1,000円
▶定員　15人（申し込み順）
▶申込　8月7日㈪午前9時から、体育

協会へ。
◇市民歩こう会／新湊大橋の真下の元

気空間・富山新港元気の森コース
▶とき　9月3日㈰
▶集合　午前9時55分に、越ノ潟駅前
▶参加料　200円（会員は無料。交通

費は自己負担）
■いずれも、▶問合先　体育協会☎

26-5225、体育保健課☎20-1458

天才たちと何できる？

今回の天才
ダンサー・振付家

森山　開次

　今、最も次代の活躍が期待される
注目のダンサー・振付家の森山開次
さん（ART.M2017第20回少人数による創
作ダンスコンクール審査員）が登場。
　身体で表現する魅力とその世界を、
森山さんの作品映像やワークショッ
プを通して体感します。また、実際
に身体を動かしながら、天才と一緒
に「ダンスする」心構えや新しい創
造的な視点を学んでみませんか。

9月１6日㈯
市民会館

14:00  START

◆参加者募集
▶対象　高校・大学ダンス部員、
　　　　学生ダンス経験者（高校生以上）
▶人数　３０人（申し込み順）
▶申込　８月３１日㈭まで、市民会館へ。
▶問合先　市民会館☎２０－１５６０

多
く
の
自
然
災
害
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然
へ
の
恐
怖
や
不
安
が
膨
ら
む
今
だ
か
ら
こ
そ
、

改
め
て
、

地
球
の
美
し
さ
、
温
か
さ
を
感
じ
て
ほ
し
い
。

　昨年、東京で開催され、人気を集めた高砂淳二写真展「Dear Earth」。
今回はさらに、水中や動物などの作品を加えパワーアップした完結編的
写真展です。
▶とき　7月29日㈯～10月1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）
▶入場料　一般800円、高校・大学生400円、小・中学生100円（土・
　日曜日、祝日、夏休み期間中は高校生以下無料）
◇関連イベント・ミュージアムコンサート ーhibikiー
▶とき　8月12日㈯午後2時

高砂淳二写真展

Dear Earth

撮影　高砂淳二

ミュゼふくおかカメラ館
☎64-0550

ス ポ ー ツ
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福祉

障がい者とボランティアとの
ふれあいの旅

　重度の障がいがある人と共に秀吉の
城下町・滋賀県長浜市を堪能し、交流
を深めませんか。
▶とき　10月1日㈰～2日㈪
▶ところ　滋賀県長浜市方面
▶定員　重度障がい者とボランティア

各15人（申し込み順）
▶参加料　重度障がい者…3万8,000

円、ボランティア…1万8,000円
▶申込　8月17日㈭まで、身体障害者

協会へ。
▶問合先　身体障害者協会☎25-4947、

社会福祉課☎20-1369

高額介護サービス費の基準変更
　8月より、介護サービス利用に係る
月々の負担上限が変更となります。

※ただし、同じ世帯の全ての65歳以
上の方（サービス未利用者含む）の
利用者負担割合が1割の世帯には、
年間44万6,400円（3万7,200円×
12カ月）を上限とする緩和措置が
あります（3年間の時限措置）

▶問合先　高齢介護課☎20-1375

後期高齢者医療保険料の改定
◇保険料率
　平成29年度に適用する富山県の保
険料率は、抑制策が講じられ、据え置
かれます。
▶均等割額　4万3,800円
▶所得割率　8.6％
◇保険料の賦課限度額は、57万円
◇保険料の軽減
　均等割額の5割軽減・2割軽減の対
象者が平成29年度から拡大されます。
同一世帯の全ての被保険者及び世帯主
の総所得金額等の合計額が下表の金額
以下の場合に軽減されます。

▶問合先　保険年金課☎20-1481

年金受給資格期間が10年に短縮
　8月より、年金を受け取るために必
要な納付期間が25年から10年に短縮
されました。新たに年金を受け取れる
ようになる人には、日本年金機構より
年金請求書を順次お届けしています。
年金請求書が届いたら、国民年金のみ
の人は保険年金課、それ以外の人は年
金事務所（要予約）で手続きしてくだ
さい。
▶問合先　高岡年金事務所☎21-4180、

保険年金課☎20-1362

70歳以上の高額療養費
限度額が変わります

　高岡市国民健康保険に加入する70
歳以上の人で、医療費の自己負担額が
高額になったとき、自己負担限度額を
超える分が申請により払い戻されます
（診療から2年を過ぎると申請できな
い場合があります）
　8月診療分からは、限度額が下表の
太枠のとおりに引き上げられます。

※過去12カ月以内に４回以上高額療養費
に該当した月がある場合

◇これまでは、70歳以上の人で過去
　に支給歴がある場合の高額療養費の
　申請は不要でしたが、8月診療分か
　らは、申請が必要です。
▶問合先　保険年金課☎20-1361

後期高齢者歯科検診
▶対象　昭和16年4月1日～昭和17年

3月31日生まれの人（前年度に75
歳になった人）※対象者には8月上
旬に案内を送付

▶期間　9月1日㈮～11月30日㈭
※受診には事前に医療機関への予約が

必要です。
▶費用　無料
▶問合先　県後期高齢

者 医 療 広 域 連 合 ☎
076-465-7504、保険
年金課☎20-1481

糖尿病教室
▶とき　8月23日㈬午後2時～午後4時
▶内容　合併症、運動療法など
▶持ち物　筆記用具、別途教材費など
▶ところ・問合先　市民病院
　☎23-0204

健康なるほど講座
◇生活習慣病の予防
▶とき　8月10日㈭午後1時30分～午

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

糖尿病予防教室
　糖尿病の基礎知識、自分に合った食
事の量やバランスについて保健師・管
理栄養士と学びます。
▶とき　8月30日㈬午前10時～正午
▶ところ　保健センター
▶定員　20人（申し込み順）
▶申込・問合先　健康増進課
　☎20-1345

国保特定健診結果説明会
　健診結果の見方や生活習慣の改善方
法をわかりやすく説明します(個別相談)
▶とき　8月23日㈬午後1時～午後3時
▶ところ　保健センター
▶持ち物　特定健康診査結果通知表
▶申込先　健康増進課
▶問合先　健康増進課☎20-1345、保

険年金課☎20-1361

夏休みを利用して、
定期予防接種を受けましょう

　4種混合、水痘、MR、日本脳炎、
DTの定期予防接種を受けましょう。
▶接種場所　定期予防接種実施医療機関
▶持ち物　母子健康手帳、予診票、接

種券（予診票や接種券の再発行は、
健康増進課へ）

※日本脳炎特例措置として、平成19
年4月1日生まれ～20歳未満の人
が、1期3回分と2期1回分（合計4
回）接種のうち、残りを無料で受け
ることができます。

▶問合先　健康増進課☎20-1345

健 　 康

　ヘルスボランティアの皆さん

変更前 変更後
3 万 7,200 円 4 万 4,400 円

福 　 祉

区分 負担
限度額

外来（個人） 外来＋入院（世帯）

現役並み
所得者 3割 5万7,600円

8万100円+（医療費
-26万7,000円）×1%
（※4回目以降4万4,400円）

一般
2割

(１割)

1万4,000円
（年間上限14.4万円）

5万7,600円
（※4回目以降4万4,400円）

区分Ⅱ
8,000円

2万4,600円
区分Ⅰ 1万5,000円

軽減割合 平成29年度から 平成28年度まで

５割 33万円＋27万円
×被保険者数

33万円＋26.5万円
×被保険者数

２割 33万円＋49万円
×被保険者数

33万円＋48万円
×被保険者数

いつも面白い

発見がありますよ。



みんなの掲示板

Pick UP

去年転んだときに出来た傷跡が
赤く盛り上がり、痒みも出てき

ました。治療法はありますか？

キズが目立たないようになるこ
とは、ほとんどの人が望むこと

ですね。しかし全てのキズが自然にき
れいに治るわけではありません。
　傷跡には、目立たなく治る「キズア
ト」、傷跡の中で盛り上がってくる
「肥厚性瘢痕（膨らんだキズアト）」、
キズの範囲を超えて盛り上がる「ケロ
イド」と呼ばれるものがあります。そ
れぞれの原因はキズのでき方・場所・
深さ、元々の体質など色々ありますが
治療法、予防法はすべて同じです。
　まずは、キズが出来たときに正しい
治療をして「キズを早く治すこと」が
大事です。また、キズが治った後もそ
のままにしないで、キズアトの圧迫保
護や日焼けを避けるなどの注意が必要
です。キズアトが盛り上げってしまっ
た場合には飲み薬、塗り薬、貼り薬、
注射、手術など様々な「キズアトの治
療法」があります。
　気になるキズアトがあれば、一度形
成外科外来に相談に来られてはいかが
ですか。

市民病院　榎本  仁　形成外科主任部長

■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

◇がん検診はお済みですか
　公民館などで行われる集団がん検診
は11月、指定医療機関での検診は12月
で終了します。
　9月以降は混み合いますので、まだ受
診していない人はお早めに。

とき ところ 肺・胃
大腸

子宮
乳

9月 1日㈮ 伏木本町公民館 ● ─

9月 4日㈪ 伏木コミュニティセンター ● ▲

●日本語ボランティア養成講座
とき　8月26日㈯、9月9日㈯・30

日㈯、10月14日㈯・28日㈯の
午前10時30分～午後零時30分

ところ　市国際交流センター
定員　15人程度
受講料　2,000円（全5回）
申込　8月18日㈮まで、とやま国

際センター☎076-444-2500へ。
問合先　国際交流協会☎27-1856
●伐採木の無償提供
　伏木万葉ふ頭内で伐採した樹木
を運搬可能な人に無償提供します。
とき　8月21日㈪から
時間　午前9時～午後4時
対象　個人消費のみ
問合先　県伏木港事務所
　☎44-0277
●放送大学10月入学生募集
出願期間　9月20日㈬まで
問合先　放送大学富山学習センタ

ー☎56-9230

がん検診 Cancer Examination

健康Q&A Health Q&A
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●ひとり親全力サポートキャンペ
ーン・出張ハローワーク

とき　8月15日㈫・16日㈬の午後
1時～午後4時

ところ　市役所
問合先　ハローワーク高岡
　☎21-1515
●合同企業説明会・就職面接会
　Uターンサポートフェア（無料）
とき　8月14日㈪午前10時30分～

午後3時30分
ところ　とやま自遊館
対象　求職者や転職希望者、平成

30年3月卒業予定の学生など
問合先　富山労働局
　☎076-432-2782
●とんかち教室（無料）
とき　8月20日㈰午前10時～午後

2時（先着順）
ところ　おとぎの森館
問合先　高岡地域建築組合
　☎24-8790

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一緒に楽しく歩き
ませんか。歩いてみると、普段は気付かな
い身近な自然、知らなかった歴史・文化に
触れることができるかも。
▶とき　9月2日㈯午前9時～午前11時30分
▶集合　石堤小学校
▶参加料　無料
▶コース　美田コース（約5㎞）
▶問合先　健康増進課☎20-1345

　ヘルスボランティアの皆さん

リピーターが多い。歩き仲間もできますよ♪ いつも面白い

発見がありますよ。歩くことは

健康の基本‼

◀参加者には、地域の見どころを盛り込んだ
  ウォーキングマッププレゼント。

　

職　　種 募集人数 受　験　資　格
①事務職 ( 短大・高校卒） 1 人程度 H8.4/2 以降生まれ ※ 見込み含む

②事務職 ( 社会人経験者） 5 人程度 S47.4/2 ～ H2.4/1 生まれ ※5 年以上の職務経験必要

③事務職 (身体に障がいのある人） 2 人程度 S52.4/2 以降生まれ ※ 身体障害者手帳所持者
　　　　　　　　　　　※ 学歴要件およびその他要件有り

④消防職 ( 短大・高校卒） 2 人程度 H8.4/2 以降生まれ ※ 見込み含む

⑤消防職 ( 救急救命士） 3 人程度 H3.4/2 以降生まれ ※ 救急救命士の資格取得者（見込み含む）

⑥技術職 ( 土木） 5 人程度 S47.4/2 以降生まれ ※ 学歴要件または資格要件有り

⑦栄養士 2 人程度 S57.4/2 以降生まれ ※ 管理栄養士免許取得者（見込み含む）

⑧臨床検査技師 2 人程度 S57.4/2 以降生まれ ※ 臨床検査技師免許取得者（見込み含む）

▶第一次試験日　9月17日㈰　
▶第一次試験場所　市役所（④⑤は消防本部）　
▶申込締切日　8月18日㈮（消印有効）　
▶申込・問合先　人事課☎20-1221
※詳しくは、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。郵送を希望す
る人は問合せ先まで。

高岡市職員採用試験  高岡市の未来を一緒に創ろう。 

高岡市職員採用試験

平成30年4月採用 



Health Consultation

Blood Donation

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－
【 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

　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。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
8月11日㈮・13日㈰・27日㈰
イオンモール高岡　10:00～16:30
8月16日㈬
高岡市役所　10:00～16:00
8月27日㈰
立野公民館　9:30～15:30
問 富山県赤十字血液センター

☎076-451-5555
社会福祉課☎20-1366

内　　容 と　き 場所 対　象 定員

高
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

すくすく （健康相談と身体計測） 8月21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）

8月22日㈫
14:00～15:30

高岡子育て
支援センター 2～7カ月児 25組

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）

8月25日㈮
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター

0～5歳児
（未就学児） 10組

歯っぴい教室
（歯の生え始め、お口の衛生、虫歯予防）

8月28日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

8カ月～
3歳児 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）

8月29日㈫
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

平成28年
12月生まれ 40組

離乳食セミナー
（離乳食に関する話、試食）

9月1日㈮
10:00～11:30 保健センター 8～11カ月児 30組

お話広場
（「わらべの会」による絵本、紙芝居、手遊び）

9月4日㈪
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

SOS 救急セミナー
（心肺蘇生法、応急処置）

9月5日㈫
10:00～11:30

御旅屋セリオ
５F会議室

０～３歳児保護者
※７カ月～３歳託児可 20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）

9月9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

ふたごみつごのつどい
（ふれあい遊び、情報交換）

9月11日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

0～5歳児（双子妊娠中
の方も参加できます） 10組

はじめまして赤ちゃん・全４回
（親子の絆づくりプログラム）

8月31日㈭、9月7日
㈭・14日㈭・21日㈭
10:00～12:15

高岡子育て
支援センター

2～5カ月児
（第1子） 10組

福
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

おはなしタイム 8月18日㈮
11:00～11:30

福岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

身体計測と健康相談 8月22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 8月24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＆ベビィタッチ 8月25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

にこにこ赤ちゃんの集い 8月29日㈫
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 4～7カ月児 10組

親子でヨガ 9月5日㈫
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 5～11カ月児 20組

食育セミナー（離乳食） 9月12日㈫
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター

7カ月～
1歳3カ月児 25組

子育て支援センター
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申込・問合先

【 広 告 】

8月7日㈪から、電話で各子育て支援センターへ。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。

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

◇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）
　8月23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
･8月  9日㈬／中田コミュニティセンター
･8月14日㈪／戸出コミュニティセンター
･8月18日㈮／伏木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）
・8月  9日㈬／万葉社会福祉センター
・8月10日㈭／スポーツ健康センター
・8月16日㈬／牧野老人福祉センター
・8月17日㈭／シルバーショップたかおか
・8月22日㈫／西部老人福祉センター
・8月23日㈬／東部老人福祉センター
・9月  5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　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。）

●

←金沢 富山→

戸
出
←

● 古
城
公
園戸

出

←

●市役所

■

急
患
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Ｒ
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広小路交差点

市民病院

→
伏
木

→

伏
木←金沢
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タ
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保
健
セ
ン
タ
ー

1歳6カ月健診を受けに訪れた
森泉樹くんとお父さん（京田）

【 広 告 】

内　容 8 月 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。

10日㈭

13:00～14:00

平成29年4月1日～4月13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

17日㈭ 平成29年4月14日～4月23日生

24日㈭ 平成29年4月24日～5月4日生

1歳6カ月児
健康診査

8日㈫ 13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成28年1月9日～1月17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

22日㈫ 平成28年1月18日～1月28日生

9月5日㈫ 平成28年1月29日～2月7日生

3歳児健康診査
(3歳6カ月児)　

9日㈬ 13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成26年1月7日～1月17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23日㈬ 平成26年1月18日～1月27日生

2歳6カ月児むし歯
予防フッ素塗布教室 21日㈪ 13:00～13:30 平成27年1月・2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 21日㈪ 14:00～14:30 平成27年7月・8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）

9日㈬
14:30～14:50 平成26年8月生

23日㈬

内　容 8 月 受付時間 対象者 持ち物

幼児保健相談 18日㈮ 9:15～9:30 言葉の発達や行動が心配な3歳未満の幼児、未就園児 母子健康手帳

母乳育児相談 25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 8 月 受付時間 対象者 持ち物

はじめての離乳食教室 25日㈮ 9:40～10:00 平成29年1月16日～3月15日生 母子健康手帳

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▼
赤ちゃんにこにこ教室

（乳児と保護者、妊婦）

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

ところ と　き 時　間
保健センター 8月 7日㈪ 10：00～11：00
牧野みどり保育園 8月23日㈬ 10：00～11：15
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ところ：保健センター
問 健康増進課☎20-1345

持ち物：母子健康手帳　問 健康増進課☎20-1344

　3歳未満の子どもを持つ市内の家庭に、
各種子育てサービス料金の支払いに使用で
きる、とやまっ子子育て応援券を支給して
います。
▶対象　■第1子・第2子…1万円分■第3子

以降…3万円分
▶使用期限　3歳になる誕生日の前日　
▶申請先　子ども・子育て課、市民生活

課、伏木・戸出・中田支所（印鑑持参）

　このステッカーが応援券を▶　

　使用できる店の目印です。

子育て応援券を
利用してね

▶問合先　子ども・子育て課
　☎20-1377

　妊娠・出産・子育てに役
立つ情報や、親子で参加で
きるイベント情報などを簡
単に受け取ることができる
サービスです。

子育てアプリ＆ウェブサイト

ねねットたかおか
アプリを
ダウンロード

使用できるサービス サービス提供者
一時預かり 実施保育所
子どもの一時預かり ファミリー・サポート・センター
病児保育 JCHO高岡ふしき病院

病後児保育 高岡保育園
ふたばこども園

産前産後の家事サービス シルバー人材センター
産後ケア

医療機関、助産所任意の予防接種
乳児健康診査、母乳相談など
読み聞かせ絵本の購入 指定書籍販売所
フッ素塗布（保険外） 歯科医療機関
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救急車を正しく利用しましょう・・・・・・
まちで見～つけた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

に乗ろう!!新高岡駅 臨時かがやきから

　人工の雪が敷き詰め
られた広場で、真夏の
雪遊び。高校生クイズ
合戦や、フラダンスな
どのステージショー、
かき氷やジェラート、
各種フードも楽しめま
す。
問合先　御旅屋賑わい
創出実行委員会
　☎２２－２２２４

ＣＯＯＬ！オタヤ
雪ひろば・クールカフェ

無料

８月１１日㈮・１２日㈯
午前１１時～午後５時

夏本番！
イベントに
出かけよう

問合先　商業雇用課
☎２０－１２８９

８/１～８/７

高岡七夕

まつり開催中

御旅屋
通り

クルン
高岡

中心市
街地

山 町
筋

　街なかに不思議
で飛び出るアート
が出現。写真を送
ってプレゼントを
ＧＥＴしよう！
問合先　高岡街な
かトリックアー
ト実行委員会
　☎２３－２１３１

街なかふしぎアート
７月２２日㈯～８月２７日㈰

高岡トリックＳＨＯＷ店街

山町筋土蔵造りフェスタ

２６日・２７日　●飲食模擬店・ビアガーデン●ク
ラシックカーギャラリー…午後５時

２６日　●アコースティックライブ…午後５時●
シンセサイザーライブ…午後６時●高岡小唄民
謡流し…午後７時

２７日　●ミニコンサート…午後５時●ジャズラ
イブ…午後６時

８月２６日㈯・２７日㈰
午前１１時～午後９時

（２７日は午後８時まで。午後５時から歩行者天国）

◇樽谷雅好「御車山の宗教性」
とき　２６日㈯午後２時
◇ねじめ正一トークショー「むーさんの自転車」
とき　２７日㈰午後２時
ところ　いずれも、御車山会館
問合先　土蔵造りのある山町筋まちづくり協議会
　☎２３－２６２３

講演会

　親子で楽しめる縁日やマ
ルシェがクルン高岡２階に
登場。音楽ライブやフード
コートもあります。
場所　２階特設会場

　全編鑑賞した人には、クルン高岡のお店で当日
使える１００円券をプレゼント。
時間　両日、午前１０時３０分～正午
定員　各日１００人（先着順・午前１０時開場）
場所　地下街Ｂ１ステージ

問合先　B１インフォメーション☎５０－８８６８

夜町マルシェ＆縁日

Ｂ１こども映画上映会

８月４日㈮～６日㈰
午後４時３０分～午後８時３０分

８月５日㈯怪盗グルーのミニオン危機一発
８月６日㈰ペンギンズＦＲＯＭマダガスカル・ザ・ムービー

無料

29年6月中の増減
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平成２９年６月中の増減４１

たかおか市民と市政は再生紙を使用しています。

６月末現在

人口
男
女

173,564人 世帯数 6８,205世帯
84,014人
89,550人

区　分 自然増減（出生ー死亡） 社会増減（転入ー転出） 計
ー84 ー29

（うち外国人　3,092人） （うち外国人世帯 1,733世帯）55
29年1月からの増減 ー611 ー688－77

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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