
お知らせ
I N F O R M A T I O N

全国一斉女性の人権ホットライン
　夫・パートナーからの暴力、職場な
どにおけるセクハラ、ストーカー行為、
その他女性をめぐる相談など、お気軽
にお電話ください。人権擁護委員が電
話相談を受け付けます。
▶とき　11月13日㈪～19日㈰の午前

8時30分～午後7時（18日・19日は
午前10時～午後5時）

▶相談電話　☎0570-070-810
▶問合先　富山地方法務局☎076-441-

0550、共創まちづくり課☎20-1327

新婚家庭住宅ローン利子助成
▶対象　住宅の新築・増改築、マンシ

ョン・中古住宅などの購入にかかる
住宅ローンの借り入れ

▶対象者　婚姻日から5年以内の人か、
3年以内に結婚を予定している人

▶助成額　平成29年12月末の借入残
高を算定基準とし、年率1％（年間
上限4万円）

▶対象期間　ローンを借りた年を初回
として最長5年間（5回）

▶申込・問合先　12月28日㈭まで、
建築住宅課☎30-7291へ。

※12月中に住宅ローンを借りる予定
で、期限に間に合わない場合はご連
絡ください。

※現在受給中の人も、毎年、請求書な
どの提出が必要です。12月31日㈰
（消印有効）までに必ず提出してく
ださい。

秋季火災予防運動

　11月9日㈭～15日㈬の期間を中心
に、各署で予防啓発活動を行います。
①高岡こどもまつり／11月5日㈰／お

とぎの森公園
②体験型消防スクール／11月11日

㈯／戸出消防署
③ふくおかファイア・フェスタ／11

月11日㈯／福岡消防署
④チャレンジtheファイアーマン／11

月18日㈯／伏木消防署
▶時間　①午前9時30分～午後3時、

②～④午前9時～正午
▶問合先　消防本部予防課☎22-3132

税についての作品展・相談会
◇税についての作品展
　小学生の書道、中学・高校生の作文
▶とき・ところ　■11月2日㈭～9日㈭

…市役所本庁舎(書道のみ)■11月13
日㈪～19日㈰…イオンモール高岡

◇北陸税理士会の無料税務相談
▶とき　11月14日㈫午前10時～正午、

午後1時～午後4時
▶ところ　イオンモール高岡
■問合先　高岡税務署☎21-2501、納

税課☎20-1280

有効期限のない高岡市共通商品券を
お持ちのみなさまへ

　有効期限のない高岡市商店街連盟加
盟店共通商品券は、店頭での利用が終
了します。12月31日㈰までに加盟店
でご利用ください。上記期日までに利
用できなかった場合は、後日払い戻し
手続きを実施します。詳しくは店頭の
チラシかホームページをご覧ください。
▶問合先　協同組合高岡市商店街連盟

☎22-7553、商業雇用課☎20-1289

特殊詐欺被害を防ぐ
通話録音装置を貸し出します

　銀行員や公務員をかたるなりすまし
詐欺や、キャッシュカードを騙し取ろ
うとする特殊詐欺が発生しています。
着信前に相手に録音を警告する通話録
音装置を利用して、詐欺被害を防ぎま
しょう。
▶貸出料　無料
▶貸出期間　1年（延長可）
▶対象　市内在住の高齢者世帯など
▶定員　50台（申し込み順）
▶申込・問合先　共創まちづくり課
　☎20-1552

作業停電のため
コンビニ交付サービスを休止します

▶とき　11月23日㈭
▶問合先　市民課☎20-1338

花や緑のお困りごとはありませんか
▶とき　11月18日㈯・26日㈰、12月

3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

Ｊアラート訓練を行います
　地震・津波や武力攻撃などの発生時
に備え、全国瞬時警報システム（Jア
ラート）を用いた、情報伝達訓練を行
います。
▶とき　11月14日㈫午前11時
▶対象校下　太田、伏木、古府、能町

（吉久、富岡町）、二上、牧野、石
堤、福岡、山王、大滝、西五位、五
位山、赤丸

▶問合先　危機管理室☎20-1229

個人住民税の特別徴収完全実施
　平成29年度から、県と県内の全市
町村は、特別徴収（事業者が従業員に
支払う給与から個人住民税を徴収し、
代わりに納入する制度）の完全実施に
取り組んでいます。事業者は、ご理解
とご協力をお願いします。
▶問合先　市民税課☎20-1261

平成29年分給与所得
年末調整説明会

▶とき　11月22日㈬の午前10時～正
午、午後2時～午後4時

▶ところ　高岡文化ホール
▶対象者　源泉徴収義務者
▶問合先　高岡税務署☎21-2501、市

民税課☎20-1261

夜間納税相談窓口の開設
▶とき　11月24日㈮午後7時30分まで
▶ところ　市役所本庁舎
▶問合先　納税課☎20-1277

消費税の軽減税率制度説明会
▶とき　11月7日㈫・14日㈫の午前

10時～午前11時、午後2時～午後3
時

▶ところ　高岡税務署
▶対象者　事業者全般
▶問合先　高岡税務署☎21-2501、市

民税課☎20-1257
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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
11月9日㈭・16日㈭・30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
11月15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
11月24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（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
11月9日㈭/戸出コミュニティセンター

（行政相談なし）
14日㈫/市役所8階（消費生活相談なし）、
福岡健康福祉センター（行政相談のみ）
17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）
20日㈪/伏木コミュニティセンター
24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
11月15日㈬1時～3時/市役所8階
▷問合先　県司法書士会高岡支部☎

22-5511、県行政書士会高岡支部☎
27-3700

●社会保険労務士の労働相談
11月16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
11月16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（9日㈭9時から予約受け付け）

●少年なんでも相談
月～金曜日の8時30分～5時15分（少
年専門相談員）火・木曜日の10時～5時

（臨床心理士・要予約）※いずれも祝日
は除く
▷ところ・問合先　少年育成センター
　☎20-1653

相談案内 Consultation

レンジ機能で焼き芋を作ろうとサツマイモを皿に載せ、ラップをかけない
で700W・7分間の設定で加熱したら、5分ほど経ったときに突然発火し、
レンジ内から煙が出ました。何がいけなかったのでしょうか。

食品が少量の場合や、根菜類などの水分が少なめの食品では、短時間で加
熱が進み、食品から発煙・発火することがあります。取扱説明書をよく読
み、分からない場合は自動での加熱を避け、短時間ずつ様子を見ながら加
熱しましょう。
また、レンジ内に食品かすが付着していたり、汚れが蓄積したりしている
と、突然、発煙・発火することがあります。日ごろから手入れを行い、汚
れはその都度、拭き取るようにしましょう。

電子レンジでの食品の加熱しすぎに注意

問合先　市消費生活センター（共創まちづくり課内）☎20-1522

　市内の一部の地域では、隣接する小・中学校に通学することができます。
隣接校を希望する保護者は、指定学校変更の申請をしてください。
▶対象者　対象地域在住で、平成30年４月から小・中学校に入学する児童生徒
▶申請・問合先　12月28日㈭までに、学校教育課☎20-1449へ。
※申請には印鑑が必要です。

現学校区 対象地域 選択できる学校

下関
小学校

前田町、大野の一部（主要地方道高岡青井谷
線以北）

下関小学校または
定塚小学校

関大町、上関町、上関 下関小学校または
博労小学校

野村
小学校

野村東町、富田町、深田町、寿町一丁目、寿
町二丁目

野村小学校または
定塚小学校

出来田、出来田新町、深沢 野村小学校または
下関小学校

東五位
小学校 中保 東五位小学校または

千鳥丘小学校

芳野
中学校

野村東町、富田町、深田町、寿町一丁目、寿
町二丁目

芳野中学校または
高陵中学校

野村第五の一部（国道８号以南）、下石瀬の一
部（国道８号以南）、美原町、長和里、石瀬東
町、いわせ野、新和町、雇用促進住宅野村宿舎、
野村第四の一部（市道野村 17 号線以北）

芳野中学校または
志貴野中学校

食品ロス削減
チャレンジ 3010 運動に取り組もう

　まだ食べられるのに捨てられる、食品ロスを削減
する「チャレンジ3010運動」を推進するため、家
庭や宴会時に三角柱、カレンダー、チェックリスト
を活用してください。
　データは市ホームページで入手できるほか、三角
柱は市役所本庁舎、福岡庁舎、環境サービス課、福
岡ストックヤード、地区連絡センター、市立公民館
で入手できます。
▶問合先　環境サービス課☎22-2144

学校選択制のお知らせ



人権啓発の集い
講演・あきらめない心

▶とき　11月27日㈪午後1時30分～
午後4時

▶ところ　高岡文化ホール
▶講師　伊藤真波さん（北京、ロンド

ンパラリンピック競泳日本代表）
▶入場料　無料
▶問合先　共創まちづくり課
　☎20-1327

おとぎの森の催し
◇バラの講習会（申し込み不要）
▶とき　11月26日㈰午前9時30分
▶内容　鉢替えと冬越し準備
▶受講料　無料
▶持ち物　筆記用具
◇もみ子先生の実験教室
▶とき　12月3日㈰午前10時
▶対象　小学生
▶定員　親子20組（申し込み順）
▶材料費　無料
▶持ち物　はさみ・のり・筆記用具
■ところ・申込・問合先　11月8日㈬

午前10時から、おとぎの森館☎28-
6500へ。

芸文ギャラリーの企画展
◇≒（nearly equal）
　畦地拓海・川植隆一郎二人展
▶とき　11月16日㈭～28日㈫
▶時間　午前11時～午後7時（28日

は午後5時まで）
▶定休日　水曜日
▶問合先　芸文ギャラリー☎25-6078

クルン高岡B1ギャラリー企画展
ゆくとし・くるとし

▶とき　11月22日㈬～平成30年1月
22日㈪の午前10時～午後7時

▶定休日　火曜日
▶問合先　商業雇用課☎20-1289、

B1ギャラリー☎50-8661

五位山地区秋の収穫祭
▶とき　11月12日㈰午前9時～午後2時
▶ところ　とやま・ふくおか家族旅行村
▶問合先　産業建設課☎64-1426

高岡市学生寮第1次募集
▶所在地　東京都小金井市東町1-3-16
▶諸経費　①毎月／6万5,000円（朝

夕食費、共益費込み）②入寮時／入
寮費5万円（2年分）

▶募集人員　男女各10人程度
▶応募資格　次の①②を満たす人
①東京都とその周辺の4年制以上の大

学・大学院の進学予定者か在学者
（夜間部を除く）

②保護者が高岡市在住
▶面接　12月17日㈰市役所本庁舎
※在学者については、平成30年1月中

旬に都内で実施予定
▶申込・問合先　12月8日㈮まで、選
　考手数料5,000円を添えて、申込書
　を教育委員会総務課☎20-1445へ。
※申込書は市ホームページか教育委員
　会総務課で入手できます。

生涯学習センター講座
古里の自然と文化再発見

▶とき　12月6日㈬・13日㈬の午後2
時～午後3時30分（全2回）

▶ところ　生涯学習センター
▶定員　40人（抽選）
▶申込・問合先　11月25日㈯までに、

はがきかファクス、Ｅメールで、住
所・氏名・年齢・電話番号・講座名
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
学習カードをお持ちの場合は、ホー
ムページからも申し込みできます。

学びあい・チームビルディング講座
▶とき　■11月12日㈰／話し合う・認

め合う・場つくり■12月10日㈰／強
みを発見・工夫する■平成30年1月14
日㈰／振り返る・そして次に繋げる

▶時間　午前10時～正午
▶定員　各20人（申し込み順）
▶受講料　無料
▶ところ・申込・問合先　電話かファ

クス、Ｅメールで住所・氏名・電話
番号・講座名を男女平等推進センタ
ー（FAX20-1815、Eメールgec@
city.takaoka.lg.jp）☎20-1810へ。

普通救命講習
◇救命手当を学ぶコース
▶とき　11月25日㈯午前9時～正午
◇小児・乳児・新生児の救命手当を学

ぶコース
▶とき　12月2日㈯午前9時～正午
■いずれも、▶ところ　消防本部
▶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

人材マッチングフェア
　県西部地域の企業約100社が参加す
る合同就職面接会です。
▶とき　11月15日㈬午後1時30分～

午後4時
▶ところ　高岡テクノドーム
▶参加料　無料
▶問合先　商業雇用課☎20-1297、ハ

ローワーク高岡☎21-1515

高岡市牧野かぐら保育園に
名称が決定しました

　牧野地区に来春オープンする保育園
の名称が決定しました。「地元でかつ
て親しまれた神楽川の名称を付けるこ
とで、この保育園も子どもや地域の人
に親しまれるようになってほしい」と
の思いが込められています。
▶問合先　子ども・子育て課
　☎20-1376

市有地の購入希望者を募集します
▶物件　■所在地…五十里東町201番

■地目…宅地■面積…205.03㎡■最
低売却価格…3,300,000円

▶購入方法　一般競争入札方式
※入札希望者は、11月22日㈬までに

管財契約課で必要書類を受け取り、
お申込みください。詳しくは市ホー
ムページをご覧ください。

▶申込・問合先　11月20日㈪～12月
5日㈫に管財契約課☎20-1253へ。
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●藤井聡太・名人をこす少年
　津江章二著 日本文芸社
　昨年10月に史上最年少
14歳2カ月でプロ入り。今
年6月には30年ぶりに記
録を更新し、29連勝を達
成した藤井聡太四段。連勝中の対局か
ら、生い立ち、強さの秘密などを収録。
●どんな絵本を読んできた？
　「この絵本が好き！」編集部編  平凡社
●西郷(せご)どんとよばれた男
　原口泉著　NHK出版
●6時だよ全員退社！
　生産性を上げる黄金ルール
　田中健彦著　日本経済新聞出版社
●忙しい人のための「ついでレシピ」
　明日のおかずも一緒に仕込める
　笠原将弘著　家の光協会
●ニッポンの地方野菜
　内田悟著　KADOKAWA
●天の川銀河発電所
　Born after 1968
　現代俳句ガイドブック
　佐藤文香編著　左右社
●まんがNHKアスリートの魂
　信念をつらぬく
　学研プラス

◇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
料として活用します。

問合先　中央図書館☎20-1818

車上ねらいの被害が
多発しています

平成２９年 交通事故状況（市内）

区　分 件 数 死 者 傷 者
9月末まで
の交通事故 488件 1人 583人

前年同期と
の比較 +27件 －7人 +47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

１１ 月の納税 11月30日㈭まで

  ○国民健康保険税（第5期）

   問合先　納税課☎20-1276

地区連絡センターで
マイナンバーカードの申請を受け付けます

◇農産加工教室
①そば打ち教室
▶とき　11月21日㈫・22日㈬
②お父さんの料理
▶とき　12月7日㈭・8日㈮
③かぶら寿司作り
▶とき　11月28日㈫・30日㈭、12月2

日㈯・5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　①③1,500円、②1,000円
▶持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具

（③は3リットルの容器）
◇ドライハーブ教室
　フラワースタンド
▶とき　11月21日㈫午前9時30分～午

前11時30分
▶定員　10人（申し込み順）
▶受講料　3,000円（ハーブティ・マド

レーヌ付）

◇暮らしを彩る花アレンジメント
　クリスマスを楽しむフラワーアレンジ
▶とき　11月25日㈯午前10時～午前

11時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　3,000円
◇グラスアート教室・キャンドル
▶とき　12月2日㈯午後1時30分～午

後3時30分
▶定員　20人（申し込み順）
▶受講料　2,500円
◇ヨガ教室（毎週火曜日）
▶時間　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
◇アグリピア高岡農産物直売所
　冬のふれあい市
▶とき　12月9日㈯午前9時30分～午

後2時
▶販売　クリスマス・正月用花鉢、地

元新鮮野菜など

■ところ・申込・問合先　11月7日㈫
から、農業センター☎63-1818

農業センターの催し

ドライバーの皆さんへ
万葉線と車の事故が多発しています

　この機会にぜひ公的身分証明書にも
なるマイナンバーカードを作りません
か。カードは後日、ご自宅へ本人限定
受取郵便でお送りします。
▶持ち物　顔写真（縦4.5㎝、横3.5

㎝）、個人番号カード交付申請書兼
電子証明書発行申請書、通知カード、
本人確認書類（運転免許証、健康保
険証、年金手帳など2点）、住民基
本台帳カード（持っている人のみ）

※必ず、申請する本人がお越しくださ
い。

▶問合先　市民課☎20-1337

　車が道路を右折するとき、後方から万葉線が
進入してきているのに気付かずに接触する事故
が増えています。
　万葉線の運行線上で右折するときは、後方確
認を忘れずに行いましょう。
　また、安全帯の無い電停などで乗降客が道路
を横断しているときは一旦停止しましょう。
▶問合先　万葉線☎25-4139、総合交通課☎

20-1139

地区連絡
センター と　き 時　間

野　村 11月 7日㈫ 13：00～15：00
二　塚 11月 8日㈬ 10：00～12：00
佐　野 11月 8日㈬ 13：00～15：00
守　山 11月14日㈫ 10：00～12：00
国　吉 11月14日㈫ 13：00～15：00
牧　野 11月15日㈬ 10：00～12：00
太　田 11月15日㈬ 13：00～15：00
石　堤 11月16日㈭ 10：00～12：00
東五位 11月16日㈭ 13：00～15：00
小　勢 11月22日㈬ 10：00～12：00
立　野 11月22日㈬ 13：00～15：00
能　町 11月24日㈮ 10：00～12：00
福　田 11月29日㈬ 10：00～12：00

車・自転車・家の施錠を徹底しましょう

万
葉
線

後方
確認

13　たかおか市民と市政 2017.11.1



お知らせ INFORMATION

花と緑の総合展・秋の盆栽展
▶とき　11月10日㈮～12日㈰の午前

9時～午後4時（10日は午後から、
12日は午後3時30分まで）

▶ところ　おとぎの森館
▶問合先　花と緑の課☎20-1417

たかおか共創つなひろフォーラム
　市民共創チャレンジ事業などの中間
報告や、市内で活動を行う皆さんや団
体とのつながりを広げる団体交流会を
開催します。
▶とき　11月23日㈭午後1時30分～

午後5時
▶ところ　伏木コミュニティセンター
▶定員　30人（申し込み順）
▶申込・問合先　11月10日㈮まで、

申込書を直接かファクスで共創まち
づくり課☎20-1328、FAX20-1641
へ。

※申込書は、共創まちづくり課、地域
振興課（福岡庁舎）、伏木・戸出・
中田支所、市ホームページで入手で
きます。

菅笠展覧会・コンテスト
　菅笠やスゲ細工作品の展示・表彰を
行います。
▶とき　11月18日㈯・19日㈰の午前

9時～午後5時
▶ところ　Ｕホール
◇菅笠づくり実演・菅コースター作り
▶とき　両日午前10時～正午、午後1

時～午後3時
※コースター作りは材料費200円が必要
◇コンテスト表彰式
▶とき　18日午後1時30分～午後2時
■問合先　地域振興課☎64-1422

干支・スゲ戌づくり教室
▶とき 12月2日㈯午前9時30分～午

後3時
▶ところ　とやま・ふくおか家族旅行村
▶定員 20人（申し込み順）
▶受講料　2,500円（昼食・入浴付。

菅笠保存会会員は2,000円）
▶申込・問合先 

11月15日㈬まで、
地域振興課

　☎64-1422へ。

市橋織江写真展・TOWN
　世界各地の街に滞在し、独自の目線
と色彩で透明感あふれる瞬間を切り取
り続けている写真家・市橋織江の新作
を展示します。
▶とき　11月3日㈮～12月24日㈰の

午前9時～午後5時(入館は午後4時
30分まで)

▶入館料　一般800円、高校･大学生
400円、小・中学生100円

◇ミュージアムコンサート・hibiki
▶とき　11月26日㈰午後2時
■ところ・問合先　ミュゼふくおかカ

メラ館☎64-0550

高岡万葉遊楽宴
街角ジャズin Little Wing

▶とき　11月19日㈰午後6時
▶ところ　生涯学習センター
▶入場料　2,000円
▶問合先　文化創造課☎20-1452

オタヤ・願い道オープンカフェ
　白井貴子さんによる、アコースティ
ックライブも行われます。
▶とき　11月4日㈯午後0時50分～午

後3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

里山交流イベント
リンゴ狩り・版画

▶とき　11月19日㈰午前9時30分～
午後3時

▶定員　30人（申し込み順）
▶参加料　中学生以上1,000円、小学

生700円、未就学児500円
※リンゴは1人3個お持ち帰り（追加

は550円/kg）
▶持ち物　長袖で動きやすい服装、運

動靴、軍手、帽子、タオル、飲み物
▶ところ・申込・問合先　11月11日

㈯午前10時から、里山交流センタ
ー☎31-6617へ。
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青年の家文化祭
▶とき　11月12日㈰午前9時30分～

午後3時30分
▶内容　芸能発表（能楽、剣詩舞、民

踊、民舞、箏曲、コーラス、ヴィオ
リラ、オカリナ、民謡、体操、二胡、
スポーツ吹矢）、作品展示（能面、
グラスアート、絵画、パソコンで制
作したパネルなど、古布リサイクル
小物、着物の着付け体験、グラスア
ート制作体験）、お茶席（抹茶）

▶ところ・問合先　青年の家
　☎20-1555

博物館の催し
◇黒部川開発100年記念写真展
   高峰譲吉と山田胖

ゆたか

　未開の地に挑み、電源開発の基礎を
築いた高峰譲吉・山田胖の功績と黒部
川の開発について紹介します。
▶とき　11月1日㈬～30日㈭の午前9

時～午後5時（入館は午後4時30分
まで） 

▶入館料　無料
▶休館日　月曜日
◇郷土学習講座・高岡と加賀藩　
▶とき　11月25日㈯午後2時～午後3

時30分
▶定員　80人（先着順）
▶受講料　300円（親しむ会会員は

200円）
◇高岡古文書ボランティア
▶とき　11月18日㈯午後2時～午後3

時30分
▶対象　古文書調査・整理経験者、古

文書講座受講経験者など
■ところ・問合先　博物館☎20-1572

たかおか国際交流フェスタ
▶とき　11月12日㈰午前11時～午後

3時
▶ところ　生涯学習センター
▶内容　ダンスステージ、ブラジル・

ロシア料理など、世界のお茶コーナ
ーなど

▶問合先　国際交流協会☎27-1856、
多文化共生室☎20-1236
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●テレビ視聴・重要なお知らせ
　11月16日㈭以降、新しい電波の利
用開始に伴い、テレビ映像に影響が出
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。
問合先　700MHz利用推進協会
　☎0120-700-012
●市ボランティア広場
　ボランティアグループが一堂に会し、
日頃の活動を紹介・発表します。
とき　11月11日㈯午前10時～午後３

時30分
ところ　ふれあい福祉センター
問合先　ボランティアセンター
　☎21-7883
●ワイン電車の運行
とき　11月16日㈭～18日㈯の午後6

時40分～午後8時15分
申込・問合先　万葉線☎25-4139

●地域つくりかえ講座
　差別と偏見を持つことなく、障がい
のある人を理解する方法を楽しく学び
ましょう。
とき　11月24日㈮午後2時～午後3時30分
ところ　ふれあい福祉センター
定員　100人（申し込み順・無料）
申込・問合先　富山福祉短期大学
　☎55-5567
●犯罪被害者週間行事
とき　11月25日㈯午後1時30分
ところ　生涯学習センター
内容　命の大切さを学ぶ教室作文コン

クール表彰、池田小事件ご遺族講演
会、野村小ウインドアンサンブルコ
ンサート

参加費　無料
問合先　とやま被害者支援センター
　☎076-413-7820

●住宅相談会（無料）
　大工・左官・板金の職人が皆さんの
住宅に関する疑問・相談に応じます。
とき　毎月第3水曜日の午前10時～正午
ところ　市職業訓練センター
問合先　高岡市技能者協会
　☎24-6057
●高岡地域若者サポートステーション
　働くことに悩みを抱える若者の職業
的自立を支援します。専門の相談員が
必要な個別支援を継続的に行うほか、
職場体験などの支援メニューがありま
す。
相談時間　火～土曜日の午前10時～

午後４時（要予約）
※出張相談（ハローワーク高岡）毎月

第１火曜日の午後2時～午後４時
問合先　高岡地域若者サポートステー

ション☎24-4466

矢田市営住宅（新築棟）入居者募集

たかおか食彩フェア
わろんがの企画展
クリスマスの仕度展

▶とき　11月16日㈭～12月25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

高岡いいねフォトコンテスト作品展
　歴代グランプリ作品をはじめ、ユネ
スコ無形文化遺産に登録された高岡御
車山祭や、高岡が誇る雨晴海岸の絶景
をとらえた作品などを展示します。
▶とき　11月15日㈬～24日㈮の午前10

時～午後10時（24日は午後8時まで）
▶ところ　イオンモール高岡
▶問合先　情報政策課☎20-1238

たかまち・おでかけウォーク
スタンプ対象講座

①座ってできるリズム体操
▶とき　11月14日㈫午後2時～午後2

時45分
▶ところ　クルン高岡Ｂ1ステージ
②自分でできる転倒予防
▶とき　11月21日㈫午後1時30分～

午後2時15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

▶とき　11月19日㈰午前9時30分～午後3時30分
▶ところ　高岡テクノドーム
▶内容
・高岡市農林水産業功労者表彰式
・農林水産物販売コーナー
　農林水産物、秋冬野菜の販売
・マグロの解体ショー、カニのタイムセール
・飲食コーナー
　高岡グリーンラーメン、ととまる、うどん、鮎の塩焼きなど
・体験コーナー
　チーズづくり、とうふづくりなど
・ステージコーナー
　ハワイアンフラ、チアリーディングなど
・食事バランス相談など　　
▶問合先　農業センター☎63-1818、農業水産課☎20-1306

▶募集戸数　①1DK…4戸、②2DK…6戸（うち車椅子対応型2戸）
　　　　　　③3DK…8戸
▶入居開始日　平成30年2月1日㈭
▶家賃月額　①2万100円～3万9,400円、②2万4,800円～4万8,600円
　　　　　　③3万1,200円～6万1,700円
※家賃は世帯の所得に応じて決定します。
※その他、敷金（家賃の３カ月分）と共益費がかかります。
▶ところ　伏木矢田上町9番1号
▶申込期間　12月1日㈮～22日㈮
※申込者多数の場合、抽選会を平成30年1月7日㈰に行います。
※申込資格などは、募集案内、市ホームページをご覧ください。
▶申込・問合先　建築住宅課☎20-1403　
※募集案内、申込書は、11月6日㈪から、建築住宅課か福岡庁舎、伏木・戸出

・中田支所、市ホームページで入手できます。
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わくわくメルヘンランド
ミニミニ行灯作り

　イルミネーションの飾りを作ります。
▶とき　11月26日㈰午後1時～午後4

時
▶ところ　御旅屋セリオ
▶定員　250人（申し込み順）
▶申込先　末広開発
◇イルミネーション点灯期間
▶とき　12月1日㈮～平成30年1月8

日㈪の午後5時～午後8時
▶ところ　御旅屋メルヘン広場
■問合先　末広開発☎20-0555、商業

雇用課☎20-1289

街角クラシック in Little Wing 
◇深まる秋の夜シューベルトを聞きな
　がら
▶とき　11月29日㈬午後7時
▶ところ　生涯学習センター
▶入場料　1,000円
▶問合先　生涯学習・文化財課
　☎20-1802

中国を知る会・上海の家庭料理
▶とき　11月20日㈪午前10時30分～

午後2時
▶ところ　ふれあい福祉センター
▶参加費　1,000円（会員500円）
▶定員　15人（申し込み順）
▶申込先　11月10日㈮まで、日中友

好協会へ。
▶問合先　日中友好協会☎27-1856、

多文化共生室☎20-1236

広域圏からのお知らせ
■氷見市■

◇クリスマスフェア・ポインセチアと
シクラメン展

▶とき　11月23日㈭～12月24日㈰
▶入園料　高校生以上200円、中学生

以下無料
▶ところ・問合先　氷見市海浜植物園
　☎91-0100
■小矢部市■

◇おやべイルミ
▶とき　11月18日㈯～平成30年1月8

日㈪
▶ところ　クロスランドおやべ
▶問合先　おやべ光のまちプロジェク

ト実行委員会☎67-1760

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

◇能登和倉万葉の里マラソン参加者募
集（七尾市）

▶とき　平成30年3月11日㈰
▶ところ　七尾市和倉温泉周辺
▶種目　フルマラソン・10㎞・1.2㎞
▶申込　11月30日㈭まで、ＲＵＮＮＥＴ

（インターネットのみ・先着順）
▶問合先　七尾市観光交流課
　☎0767-53-8436

所得税、市・県民税の
障害者控除対象者の認定

　介護保険の要介護状態にある65歳
以上の人のうち、所得税や市・県民税
の障害者（特別障害者）控除の認定を
希望する人は、障害者控除対象者認定
書の交付申請をしてください。
※申請書は市ホームページからダウン

ロードできます。
▶問合先　高齢介護課☎20-1365、☎

20-1375

社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書は大切に

　年末調整や確定申告で社会保険料控
除をする場合、保険料を支払った額の
証明書が必要です。
  平成29年1月1日から9月30日までの
間に保険料を納付した人は、11月上
旬に日本年金機構から「社会保険料
（国民年金保険料）控除証明書」が国
民年金の被保険者本人に送られます。
10月1日から12月31日までの間に今
年初めて納付した人は、平成30年の2
月上旬に送られます。
※国民年金の保険料は、所得税や住民

税において、納付した全額が社会保
険料控除の対象になります。

※ねんきんネットホームページで、年
金記録の確認や年金受給見込みの試
算ができます。

▶問合先　高岡年金事務所☎21-4180、
保険年金課☎20-1362

ジェネリック医薬品差額通知を
発送します

　国民健康保険（40歳以上）か後期
高齢者医療制度の加入者で、現在処方
されている新薬（先発医薬品）をジェ
ネリック医薬品（後発医薬品）に切り
替えた場合、自己負担額が月額で一定
以上安くなる人に、はがきで案内しま
す。
　ジェネリック医薬品への変更を希望
する人は、かかりつけの医療機関や調
剤薬局にご相談ください（変更できな
い薬もあります）
　詳しくは、はがきに記載されたコー
ルセンターへお問い合わせください。
▶問合先　保険年金課☎20-1361

市民歩こう会
◇万葉ラインコース（約5km）
▶とき　11月19日㈰午前9時（伏木

正法寺集合）→平和の鐘→二上山山
頂（解散）

▶参加料　200円（会員は無料）
▶問合先　体育協会☎26-5225

新たな魅力発見
楽しく気軽にウォーキング

◇古城公園内・約4.5km（見どころ
満載・高岡古城公園散策コース）

▶とき　11月19日㈰午前9時（古城
公園小竹藪広場集合）～午前11時
30分

▶問合先　健康増進課☎20-1345

とやま健康パーク・高岡市の日
健康づくりを体験しよう

　期間中、高岡市民は半額で利用でき
ます。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。
▶とき　11月28日㈫～12月3日㈰の

午前10時～午後10時
▶ところ　とやま健康パーク（富山市

友杉151番地）
▶問合先　健康増進課☎20-1345、と

やま健康パーク☎076-428-0809

福 　 祉

健 　 康



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

11月 9日㈭ 戸出コミュニティセンター ● ▲

11月11日㈯ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

11月12日㈰ 高岡市農業センター
（アグリピア高岡） ● ●

11月14日㈫ 成美公民館 ● ▲
11月16日㈭ 中田コミュニティセンター ● ─
11月21日㈫ 博労公民館 ● ▲

11月26日㈰ 北陸予防医学協会
高岡総合健診センター ● ●

12月 2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

市民病院
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市民健康フォーラム
住む人が健康になるまちづくり

▶とき　11月23日㈭午後1時30分～
午後4時

▶ところ　高岡文化ホール
▶内容　講演、活動発表、健康づくり

功労者表彰
▶申込・問合先　電話かファクスで、

氏名・電話番号・人数を健康増進課
☎20-1345、FAX20-1347へ。

糖尿病教室
▶とき　11月15日㈬午後2時～午後4時
▶内容　合併症、運動療法、薬との付

き合い方など
▶持ち物・受講料　筆記用具、別途教

材費など
▶ところ・申込・問合先　市民病院
　☎23-0204

ポリオの予防接種はお済みですか
母子健康手帳で確認してください

▶主な接種完了方法と回数　■生ワク
チン…2回■生ワクチン…1回、不活
化ワクチン…3回■不活化ワクチン
…4回■4種混合…4回

▶対象者　生後3カ月～7歳半未満
▶問合先　健康増進課☎20-1345

健康なるほど講座
休養とこころの健康

▶とき　11月16日㈭午後1時30分～
午後2時45分

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

インフルエンザを予防しましょう
　インフルエンザは、普通の風邪と同
じように、のどの痛み、鼻汁、咳など
の症状も見られますが、38℃以上の
発熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などの症
状が突然現れるのが特徴です。感染を
防ぐため、次のことを心がけましょう。
◇日常生活による予防
・外出をする時はマスクを着用する
・手洗いとうがいを行う
・十分な休養とバランスのとれた栄養

をとる
・定期的に換気をするとともに、適度

な湿度を保つ
◇予防接種による予防
　インフルエンザの予防接種には、か
かった場合の重症化を防ぐ効果があり
ます。例年12月頃から流行し始める
ので、早めに接種しましょう。
▶問合先　健康増進課☎20-1345

　中学校区毎に12会場で開催します。市内の中学校を卒業した人には、卒
業した中学校区の会場を、その他の人には、居住地の該当会場を案内します。
▶とき　平成30年1月7日㈰午前10時30分（午前10時から受け付け）
▶内容　式典、アトラクションなど
▶対象者　平成9年4月2日～平成10年4月1日に生まれた人
※11月1日㈬現在で、市内に住民登録のある人には、招待状を送付します。
※市外に住民登録のある人で招待状の送付を希望する人や、11月20日㈪ま

でに招待状が届かない人は、お問い合わせください。
※入場時に招待状が必要です。

問合先　生涯学習・文化財課☎20-1454

校区名 会　　場
高陵中    高岡文化ホール

高岡西部中　 生涯学習センター
南星中   ふれあい福祉センター

志貴野中 高岡商工ビル
芳野中   高岡エクール会館
伏木中   伏木コミュニティセンター
国吉中   里山交流センター
牧野中   高周波文化ホール
五位中   高岡西部総合公園野球場会議室
戸出中   戸出コミュニティセンター
中田中   中田コミュニティセンター
福岡中   Ｕホール

新成人の集い

　認知症の方やご家族へのサポート、
医療機関とのネットワークづくりを行
います。

◇専門相談（電話・面談）
　専門職員が、認知症に関する相談を
受けます。面談は予約制です。

◇鑑別診断
　医師の診察は予約制で、かかりつけ
医の紹介状が必要です。

◇行動･心理症状への対応
　行動・心理症状がひどく入院の必要
性がある場合、地域の連携協力病院を
紹介します（認知症のみでの入院は対
応していません）

◇情報発信
　研修会やホームページでの情報発信
を行います。

▶電話受付　　　月～金曜日
　　　　　　　　午前９時～午後４時

▶相談・問合先　市民病院☎23-0204
　　　　　　　　FAX23-0203

市民病院に
認知症疾患医療センターを

開設しました

　公民館などでの集団がん検診は11月、
指定医療機関での検診は12月で終了し
ます。まだ、がん検診を受けていない人
は早めに受けましょう。



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

　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
11月5日㈰・26日㈰
イオンモール高岡　10:00～16:30
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

タッチケアコミュニケーション
（ベビーマッサージ）

11月16日㈭
12月14日㈭
14:00～15:30

高岡子育て
支援センター 2～7カ月児 各25組

すくすく （健康相談と身体計測） 11月20日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

おもちゃをつくろう
（身近な素材で手作り遊具）

11月21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

リトミック・ぷち
（リトミック、リズム遊び）

11月24日㈮
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター

1歳～
1歳11カ月児 25組

キッズワークショップ
（モンテッソーリとリトミック）
※ 申し込み不要

11月25日㈯
13:30～15:30

高岡子育て
支援センター

4歳児～
小学校低学年 50組

8 カ月赤ちゃんのつどい
（ふれあい遊び、危険予測、応急手当の話など）

11月28日㈫
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

平成29年
3月生まれ 40組

お話広場
（わらべの会による絵本、紙芝居）

12月1日㈮
10:00～11:00

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

歯っぴい教室
（歯の生え始め、お口の衛生、歯磨き指導）

12月4日㈪
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

8カ月～
3歳児 30組

クリスマスお楽しみ会
（サオモチャミュージックによる歌 など）

12月16日㈯
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

０～５歳児
小学生以上入場不可 100組

福
岡
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

親子でヨガ 11月16日㈭
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 5～11カ月児 20組

身体計測と健康相談 11月21日㈫
10:00～11:00

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 11月28日㈫
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 4～7カ月児 10組

にこにこ赤ちゃんの集い 12月12日㈫
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 4～7カ月児 10組

子育て支援センター
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申込・問合先

【 広 告 】

11 月 6 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(二上町1105-1）
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）
　11月22日㈬13:00～15:00
▶心の健康相談
・臨床心理士の相談（11月10日まで要予約）
　11月15日㈬13:00～14:30
・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
･11月13日㈪／戸出コミュニティセンター
･11月15日㈬／中田コミュニティセンター
･11月17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）
・11月  7日㈫／シルバーショップたかおか
・11月  8日㈬／万葉社会福祉センター
・11月15日㈬／牧野老人福祉センター
・11月16日㈭／シルバーショップたかおか
・11月21日㈫／西部老人福祉センター
・11月22日㈬／東部老人福祉センター
・12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　



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
カルチャーレストラン
高　岡　西　教　室

　自分の都合のいい時間に受講

とにかく楽しい！　

初心者・シニア向け
パソコン教室

65 才以上
入会金無料 　団らんコーナー飲み物無料

わかるまで何度でも、親切ていねいに

趣味講座も
脳トレ

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
窓口支援担当者と知財専門家（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
森田千陽ちゃんと姉の陽咲ちゃんとお父さん（木津）

【 広 告 】【 広 告 】

内　容 11 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。

9日㈭
13:00～14:00

平成29年7月4日～7月18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16日㈭ 平成29年7月19日～7月31日生

1歳6カ月児
健康診査

7日㈫
13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成28年4月6日～4月15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

14日㈫ 平成28年4月16日～4月27日生
21日㈫ 平成28年4月28日～5月7日生
12月5日㈫ 平成28年5月8日～5月18日生

3歳児健康診査
(3歳6カ月児)　

8日㈬ 13:00～14:00
※希望者にフッ

素塗布実施

平成26年3月25日～4月8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

15日㈬ 平成26年4月9日～4月21日生

22日㈬ 平成26年4月22日～5月5日生

2歳6カ月児むし歯
予防フッ素塗布教室 20日㈪ 13:00～13:30 平成27年4月・5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 20日㈪ 14:00～14:30 平成27年10月・11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）

8日㈬
14:30～14:50 平成26年11月生15日㈬

22日㈬

内　容 11 月 受付時間 対象者 持ち物
母乳育児相談 17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

幼児保健相談 10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

29日㈬ 9:00～11:00 言葉の発達や行動が心配な3歳以上の就園児

内　容 とき 受付時間 対象者 持ち物
はじめての離乳食教室 11月17日㈮ 9:40～10:00 平成29年4月16日～6月15日生 母子健康手帳
パパとママの育児講座（沐浴実習など）（要予約） 12月 3日㈰ 9:00～ 9:30 妊婦とその家族（40組） 母子健康手帳、筆記用具、飲み物

伏木児童館 7･14・21日 ☎44-0595
野村児童センター 7･14・21日 ☎23-3893
西部児童センター 7･14・21日 ☎26-1347
戸出児童センター 7･14・21日 ☎63-2370

※14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。

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

赤ちゃんにこにこ教室
（乳児と保護者、妊婦）

フレンドリータイム
（0～3歳児）10:45 ～ 11:3011 月

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 11月  9日㈭ ☎26-6150
牧野公民館 11月16日㈭ ☎82-2431
成美公民館 11月17日㈮ ☎26-8943
古府公民館 11月24日㈮ ☎44-8777

川原公民館 11月14日㈫ ☎22-4660
立野公民館 11月15日㈬ ☎31-0016
野村公民館 11月28日㈫ ☎23-2084

ところ と　き 時　間
木津公民館 11月 6日㈪ 10：00～11：00
西部児童センター 11月 7日㈫ 10：15～11：45
古府保育園 11月 8日㈬ 10：00～11：00
伏木保育園 11月16日㈭ 10：00～11：00
牧野公民館 11月29日㈬ 10：00～11：15
戸出コミュニティセンター 11月30日㈭ 10：00～11：00

▶ファミリーポケット 
　10:00～11:30（未就学児と保護者）
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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

▶赤ちゃんの部屋　
　10:30～12:00（乳児と保護者）

さしのべて

◇いちはやく　知らせる勇気　つなぐ声

問合先　子ども・子育て課☎20-1379
お住まいの地域の児童相談所につながります。

※15日は保健師による育児健康相談があります。

※9日は保育士とふれあい遊びをします。



　日本の工芸の集積地である北陸から、新しい工
芸ムーブメントを創出し、世界へ発信しようと
「国際北陸工芸サミット」が富山県で開催されま
す。
　中心会期と位置付けられた１１月１６日から、
高岡でもさまざまなイベントが開催されます。

問合先　県文化振興課☎０７６－４４４－３４３６、
　文化創造課☎２０－１２５５（FAX３０－７２９９）

工芸ハッカソン
プレゼンテーション・公開審査会

高岡に開く工芸の華
はな

U‐５０国際工芸アワード
ファイナリスト作品展

工芸の未来を
高岡で
体感する

高岡にゆかりのある、
金工・漆芸・陶芸・木工・染織の作品を展示し、
優れた技術と、
創意にあふれた歴史を紹介します。

とき　１１月１６日㈭～３０日㈭※月曜日休館
時間　午前９時３０分～午後５時
ところ・問合先　高岡市美術館☎２０－１１７７

観覧
無料

観覧
無料

観覧
無料

世界中から集まった４０３点の応募者から
ファイナリストに選ばれた
オランダ、韓国、イギリス、日本の
若き工芸作家６人の作品が高岡に。
最優秀賞発表後
初の受賞作品の公開です。

６人が高岡など北陸の地で
地元の企業や工房と一緒に制作した
新たな作品も展示されます。

とき　１１月２５日㈯～３０日㈭※月曜日休館
時間　午前９時３０分～午後５時
ところ　高岡市美術館

既成概念を壊すという意味の「ハック」と
「マラソン」を掛け合わせた言葉「ハッカソン」。
富山県内の工芸作家や職人と、
国内のエンジニア、プログラマー、科学者など
多種多様な業種の人がチームを組んで、一定期間、
議論を続け、作品の制作を行いました。

「工芸を未来につなげられるか？」をテーマに、
伝統技術を使ったアート作品、
伝統産業の魅力を伝えるサービスやアプリ
などが提案・発表されます。

とき　１１月１９日㈰午後２時～午後５時
ところ　㈱能作（オフィスパーク内）

▲ファイナリスト作品６点

◀損保ジャパン日本興亜・特別賞を
　受賞した、高岡市の般若泰樹さんの
　鋳物作品

29年9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、FAX20-1664 印刷／キクラ印刷株式会社

平成２９年９月中の増減２４

本紙は、再生紙を使用しています。

9月末現在

人口
男
女

173,427人 世帯数 6８,289世帯
83,953人
89,474人

区　分 自然増減（出生ー死亡） 社会増減（転入ー転出） 計
ー53 ー27

（うち外国人　3,143人） （うち外国人世帯 1,761世帯）26
29年1月からの増減 ー793 ー825－32

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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に乗ろう!!新高岡駅 臨時かがやきから
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