
児童生徒の学用品費などを
援助します

　経済的な理由により、小・中学校へ
通う子どもに義務教育を受けさせるこ
とが困難な保護者に、学校にかかる費
用の一部を援助します。
援助を受けられる人　次のいずれかに
　該当する人
①生活保護を受けている人
②市・県民税が非課税の人
③市・県民税の減免を受けている人
④児童扶養手当、またはひとり親家庭
　等医療費助成を受けている人
⑤上記のほか、収入の程度により援助
　の必要がある人
援助できるもの　学用品費、新入学学

用品費、校外活動費、体育実技用具
費（柔道・剣道・スキーレンタル）、
修学旅行費（原則小6・中3）、給
食費、医療費（学校医から指示があ
った場合）など

問合先　学校教育課☎20-1451

広報紙の綴じ穴がなくなります
　これまで、広報紙（た
かおか市民と市政）に2
カ所の綴じ穴を開けてい
ましたが、作業工程の見
直しと経費削減のため、
4月号から綴じ穴を廃止
します。ファイルなどで保存していた
皆さんにはお手数をおかけしますが、
裏表紙に三角形の印▶を印字しますの
で、穴を開ける際にご活用ください。
皆さんのご理解をお願いします。
問合先　広報統計課☎20-1331

下水道事業受益者負担金
新規賦課区域

　下水道整備で利益を受ける皆さんに
建設費の一部を負担してもらっていま
す。平成29年度から新たに負担金を賦
課する土地の所有者には、3月下旬に
申告書を送付します。地番・地積など
を確認し、受益者申告をしてください。
申告に基づき6月から賦課されます。
負担区域　上渡、立野、柴野内島、伏

木矢田、米島、鷲北新、上牧野、麻
生谷、金屋、福岡町下老子、福岡町
赤丸

※これ以外にも、新たに負担金を賦課
　する区域があります。
申告・問合先　3月23日㈭～4月5日
　㈬に、上下水道局下水道工務課☎20-
　1742へ。

景観計画を変更しました
◇届出対象行為の拡大
　一定規模を超える建築物・工作物の
新築などを行う場合は、行為着手の
30日前までに市に届出が必要です。
◇外壁や屋根などの色彩基準の追加
◇敷地の緑化の目安の追加
※変更の詳細は市ホームページをご覧

ください。
問合先　都市計画課☎20-1407

緑の相談所
とき　3月11日㈯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

コミュニティ助成事業
　自治総合センターで
は、社会貢献広報事業
として、地域コミュニ
ティ活動の助成をして
います。今回は五十里東町自治会、国
分自治会、城光寺青年団が宝くじ助成
金で祭道具を整備しました。
問合先　都市経営課☎20-1228

普通救命講習
◇小児・乳児・新生児の救命手当を学ぶ
とき　3月11日㈯午前9時～正午
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

臨時夜間納税相談窓口の開設
とき　3月13日㈪～17日㈮の午後7時
　30分まで
問合先　納税課☎20-1277

◇縦覧　
　自分の土地・家屋の価格（評価額）が適正かどうか、
縦覧帳簿で他と比較できます。
期間　4月3日㈪～5月1日㈪（土・日・祝日を除く）
対象　土地・家屋の固定資産税の納税者
◇閲覧　
　通年で、自分の資産や借用物件の評価額などを固定
資産課税台帳で確認できます。
対象　固定資産税の納税者、借地・借家人
手数料　1件300円（縦覧期間中は無料）
ところ　■縦覧…資産税課■閲覧…資産税課（縦覧期間

中のみ）、市民税課、市民生活課（福岡庁舎）、伏木・
戸出・中田支所

持ち物　印鑑、本人確認ができるもの（納税通知書、
運転免許証など。借地・借家人は本人確認ができる
ものと賃貸借契約書）

◇課税内容を確認してください
　4月10日㈪に、平成29年度分の固定資産税納税通
知書を発送します。第1期の納期限は 5月1日㈪です。
◇審査申出について
　固定資産税の評価額に不服がある場合、固定資産評
価審査委員会（納税課内）へ審査の申し出ができます。
（平成28年中に土地の地目変更、家屋の新築・増築な
どで評価額に異動があった場合に限られます）
期間　4月3日㈪～納税通知書を受け取った日から 3

カ月以内
問合先　資産税課☎20-1267

固定資産税の縦覧・閲覧

お知らせ
I N F O R M A T I O N

裏表紙の真ん中に
▶の印を入れます
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市民課☎20-1337（1階）
○転入・転出・転居届などの受付
○印鑑登録・戸籍届の受付
○住民票の写し・戸籍証明書・印鑑登

録証明書などの交付
○マイナンバーカードに関する手続き
社会福祉課☎20-1369（1階）
○身体障害者手帳・療育手帳・精神障

害者保健福祉手帳の住所変更など
の受付

○医療費助成に関する手続き

子ども・子育て課☎20-1381（1階）
○児童手当の申請
○こども医療費受給資格の申請
○保育所・認定こども園の入所相談
○とやまっ子子育て応援券の申請・交付
保険年金課☎20-1374（1階）
○国民健康保険の届け出
○後期高齢者医療制度の届け出
○国民年金の届け出
納税課☎20-1277（2階）　
○市税などの納付・納税相談
○口座振替依頼書の受付
※3月26日は午後5時まで開設

高齢介護課☎20-1375（2階）
○介護保険要介護・要支援認定申請

書の受付（転入前住所地で要介護
認定を受けている人）

○介護保険受給資格証明書の交付
（転出する人で要介護認定を受け
ている人）

市民税課☎20-1263（2階）
○各種税務証明などの交付
○原動機付自転車・小型特殊自動車

の登録などの手続き
学校教育課☎20-1449（１階市民課内）
○小・中学校の転入学手続き

時間　午前9時～午後1時（市役所本庁舎・中央玄関口からお入りください）

転出・転入が多い時期です

3月18日㈯・26日㈰、4月2日㈰に
臨時窓口を開設

住所の異動届を忘れずに

届出・問合先　市民課☎20-1337、市民生活課（福岡庁舎）☎64-1431、伏木
支所☎44-0481、戸出支所☎63-1250、中田支所☎36-1133

※オタヤ市民サービスコーナーと地区連絡センターでは、住所の異動届と戸
籍届は受け付けていません。

※本人・世帯員以外（代理人）が届け出するときは、委任状と代理人の本人確
認ができる書類が必要です。

◇本人確認を行います
　住民異動届、戸
籍届などの届け出
や、住民票の写し、
戸籍謄抄本などの
証明書の請求には、
虚偽の届け出や不
正請求を防ぐため、本人確認ができ
る書類が必要です。顔写真付きの官
公署発行の身分証明書ならば 1点、
それ以外の場合は 2点の提示をお願
いします。
本人確認書類
○1点提示　運転免許証、パスポー

ト、在留カード、マイナンバーカ
ード、写真付き住民基本台帳カー
ドなど

○2点提示　健康保険証、介護保険
被保険者証、公的年金証書、学生
証など

日頃から火災予防を心掛けよう
　昨年末の糸魚川市の火災では、147棟
の住宅等が焼損しました。この地域は木
造住宅が密集しており、強風の飛び火に
より火災があっという間に広まりました。
また、消火活動は困難で、鎮火までに
30時間以上かかりました。本市にも木造住宅が密集する地
域が多くあり、一度火災が発生すると被害が大きくなってし
まう恐れがあります。春は空気が乾燥し、火災の発生しやす
い時期です。日頃から火災予防を心掛けましょう。
◇木造住宅が密集する地域では
①道路幅や敷地が狭いので、消防車両や隊員が進入しにくく、
　消火活動や避難の際に障害となるものが多い
②老朽化した建物などが近接しているため、延焼が早い
③広域火災になりやすく、被害が大きくなりやすい
◇自治会などの防火講習に講師を派遣します
問合先　消防本部予防課☎22-3132

検定満期の水道メータの交換

　上下水道局は、計量法に基づき 8年ごとに水道
メータの交換をしています。該当するお宅には事
前にお知らせを配布します。交換は、4月～11月
までの期間に、上下水道局が委託した業者が伺い、
無料で行います。
◇交換時のお願い
・交換作業のため敷地内に入らせていただきます。
・作業前にお声掛けしますが、ご不在であっても

交換させていただきます。
・作業時間は 15分程度です。作業中は、水の使用

ができません。
・交換後は、水を少し流してからお使いください。
・メータ回りに物を置かないなど、交換作業に支

障のないようにお願いします。
・作業員は身分証明書を携帯しています。
問合先　上下水道局施設維持課☎22-1086

届出期間 届け出に必要な主なもの
転出届（市外に引っ越すとき）

転出予定日の
14 日前から転
出する日まで

印鑑、たかおか市民カードまたは印鑑登録証、国保被保険者証、
後期高齢者医療被保険者証、国保高齢受給者証、介護保険被保
険者証など
※ 国外転出の場合は、マイナンバーカードまたは通知カードも　
　必要

転入届（市内に引っ越してきたとき）
高岡市に住所
を定めた日か
ら 14 日以内

前住所地の市区町村長発行の転出証明書、印鑑、マイナンバー
カードまたは通知カード、住民基本台帳カード（保有者で継続
利用を希望する人）、年金手帳、介護保険受給資格証明書など

転居届（市内で住所を変えたとき）

転居の日から
14 日以内

印鑑、マイナンバーカードまたは通知カード、住民基本台帳カ
ード（保有者）、国保被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、
国保高齢受給者証、介護保険被保険者証など
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たかおか朝市出店者募集
とき　4月～10月の第2・第4日曜日
　の午前5時30分～午前7時30分
ところ　坂下町通り　　　　　　　　
出店料　年間（14回）1区画1万円　
　（1回の出店は1区画2,000円）
申込　3月9日㈭までに、共創まちづ
　くり課へ。
※3月10日㈮午後2時から市役所で出
　店者会議があります。
問合先　たかおか朝市実
　行委員会☎090-6811-
　3137、共創まちづく
　り課☎20-1552

男女平等推進センター
活動登録団体を募集

　登録すると、センターの交流スペー
ス、ロッカーが無料で利用できます。
登録要件　男女平等・共同参画を進め
　る活動をするか、しようとする団体
　で、次のすべてを満たすこと。
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
③代表者が市内に住むか通勤・通学し
　ている
④営利を目的としない
申込・問合先　所定の様式（ホームペ
　ージからも入手可）に必要事項を記
　入し、直接か郵送、ファクスで、男
　女平等推進センター（〒933-0023
　高岡市末広町1－7、FAX20-1815）
　☎20-1810へ。※審査後、決定。

伏木港クルーズ客船歓迎クラブ会員募集

　伏木港にクルーズ客船で訪れる乗船
客を、皆さんで歓迎したり、お見送り
したりしませんか。
会員特典　
①ふ頭のフェンス内に入り、クルーズ
　客船を間近で見ることができる
②客船寄港情報の提供
③船内見学会の優先枠（開催時のみ、
　抽選）
④記念品の進呈（条件あり）
会費　無料
申込・問合先　申込用紙に必要事項を

記入し、直接か郵送、ファクス、Ｅ
メールで、みなと振興課（〒933-
0104高岡市伏木湊町13-1、FAX

　44-0048、Eメールminato@city.
takaoka.lg.jp）☎44-0484へ。

※申込用紙は、市ホームページで入手
　できます。

コミュニティバス（こみち）に
広告を掲載しませんか

掲載方法　①窓ステッカー②車内ポス
　ター
掲載料　サイズや掲載位置によって異
　なります。
※料金や申し込み方法など、詳しくは
　市ホームページへ。
問合先　交通政策課☎20-1139

高岡熱中寺子屋第二期寺子募集
　国宝瑞龍寺
を舞台に開催
するおとなの
寺子屋で学ん
でみませんか。
とき　4月～7月の第1・第3土曜日(全
　8回)
時間　午後1時～午後5時
ところ　瑞龍寺
定員　50人（申し込み順）
受講料　1万円（60歳未満、第一期よ

り継続の人）、2万円（60歳以上）
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

市職員の給与支給明細書に
広告を掲載しませんか

　4万円以上で最も高額な申し込みを
した人に決定します。
掲載位置　裏面一面（B5判）
発行枚数　約1万4,000枚
掲載期間　6月～11月
申込・問合先　3月10日㈮～31日㈮
　に、人事課☎20-1223へ。申込用紙
　は市ホームページから入手できます。

利用時間 月額料金

高岡中央駐車場
昼間 6：00～23：00 1万800円
夜間 18：00～翌日8：00 7,560円
全日 24時間 1万6,200円

高岡駅南駐車場 全日 24時間 1万800円

御旅屋駐車場
昼間 7：00～20：00 1万800円
夜間 18：00～翌日8：00 7,560円
全日 24時間 1万6,200円

高 岡 駐 車 場
昼間 6：00～23：00 1万800円
夜間 18：00～翌日8：00 7,560円
全日 24時間 1万5,120円

申込・問合先　高岡中央・高岡駅南駐車場☎32-0877、
御旅屋駐車場☎28-7716、高岡駐車場☎23-5055

対象　次の４つを満たす人
①高校を卒業した人（高等

学校卒業程度認定試験合
格者含む）のうち、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
または進学予定の人

②保護者（親権者、未成年後見人、その他これらに代わる
人）が市内に住む人

③学業成績が優秀で、学費の支払いが困難な人
④他の奨学金制度を利用していないこと ( 給付奨学金制度や

授業料減免制度は除く )
申請期間　4月3日㈪～5月8日㈪
申請方法　4月に入学・在学する学校へ申請書類を提出して

ください。募集要項・申請書類は教育委員会総務課にあり
ます。市ホームページからも入手できます。

問合先　教育委員会総務課☎20-1443

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
どの条件を満たす場合、返還額の一部
を減免する優遇制度があります

貸与金額（年額）

市営駐車場
定期利用者
募集します

平成29年度

人づくり奨学資金奨学生募集（4人程度）
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●弁護士法律相談
3月9日㈭・16日㈭・23日㈭・30日㈭の1時
30分～4時30分/市役所7階/定員各6人
21日㈫1時30分～3時30分/福岡健康
福祉センター/定員4人
※いずれも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（21日は17日㈮）から

予約受付
●多重債務弁護士相談
3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
3月24日㈮2時～4時/定員4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（ウイング・ウイング高
岡6階）☎20-1811（6日㈪12時30
分から予約受付）
●人権相談・行政相談・消費生活相談
3月14日㈫/市役所8階、福岡健康福祉
センター（消費生活相談なし）
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）
21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
3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☎

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
3月16日㈭1時30分～4時/市役所8階
▷問合先　富山県社会保険労務士会
　☎076-441-0432
●税理士の税務相談
3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時から予約受付）
●男女平等推進センター相談室
月～水・金・土曜日の9時30分～4時30
分、木曜日2時～8時（祝日・第4月曜日は
除く）。面接は要予約。
▷ところ・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

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。

体験農園利用者募集
とき　4月1日㈯～平成30年3月31日㈯
対象者　市内に住む人
申込方法　3月6日㈪から、申込先に
　ある所定の申込書を提出（1世帯1
　区画で申し込み順）。申込書は、市
　ホームページからも入手できます。
◇農業センター横
募集区画　12区画
利用料　8,200円／年
申込・問合先　農業水産課☎20-1308
◇福岡地区
募集区画　11区画
利用料　3,000円／年
申込・問合先　産業建設課☎64-1426

健康づくりのボランティア
養成講座受講者を募集します

◇食生活改善推進員
　講座修了後は、各地域で食による健
康づくりを支援する活動を行います。
定員　45人（申し込み順）
◇ヘルスボランティア 
　講座修了後は、市民の身近な健康づ
くりのリーダーとして、地域で生活習
慣病予防や介護予防のための運動を推
進する活動を行います。
定員　40人（申し込み順）
■いずれも、対象者　市内に住み、健  
　康づくり活動に積極的に参加できる人
受講期間　5月～平成30年2月（全10
　回程度）
申込・問合先　3月24日㈮まで、健康
　増進課☎20-1345へ。

市民美術展出品作品募集
展示期間　4月15日㈯～5月4日㈭
展示場所　美術館
応募作品　絵画Ⅰ（日本画）、絵画Ⅱ
　（洋画）、彫刻、工芸、書、写真の
　6部門
応募資格　市内に住むか通勤・通学す
　る人、市内の美術教室やサークルに
　所属する人、帰省先が市内にある学
　生（中学生以下は出品不可）
作品点数　各部門1人1点（未発表作
　品に限る。複数の部門に出品可）
出品料　1,000円／点
※高校生の出品は無料です。
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
搬入受付　4月6日㈭午前10時～午後
　6時
※応募要項、応募用紙は美術館、生涯
　学習課、市内画材店・写真店などに
　あります。
応募・問合先　美術館☎20-1177

ホールサポーターの会・パープル
会員募集

　市民会館主催
のコンサートや
サロンコンサー
トなどを一緒に
開催する平成29
年度のサポータ
ーを募集します。
申込・問合先　市民会館☎20-1560

小中学生対象
生涯学習センターの講座  

■いずれも、申込・問合先　はがきかファクス、Eメールで、住所・氏名・年齢（学年）
・電話番号・講座名を生涯学習課（〒933-0023高岡市末広町1-7、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、たかおか生涯学習ひろばホームページから申し
込み可。

講座名・会場 WingSing
少年少女合唱団

能楽講座
（仕舞・謡、笛、太鼓） 雅楽講座

と　き
土曜日(月2回)
午後1時15分～
午後2時30分

土曜日(月3回)
午前10時～
午前11時

土曜日(月2回)
午後3時30分～
午後4時30分

初　回 4月8日㈯ 4月8日㈯ 6月3日㈯
ところ 生涯学習センター 青年の家 生涯学習センター
受講料 1,000円（月額） 1,000円（月額） 4,000円(全10回)
募集人員 30人 15人 15人

楽しく学べる講座です。
気軽に見学に来てください。
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カメラ館の催し
◇ニッコールフォトコンテスト写真展
　プロ・アマを問わず応募できるフォ
トコンテスト。全国から集まったレベ
ルの高い作品の中から、入賞した作品
を展示します。
とき　3月11日㈯～4月9日㈰
◇コレクション展
　デビュー・Newコレクション
　国内外のフィルムカメラやムービー
カメラなどのコレクションを初公開。
とき　4月9日㈰まで
■いずれも、時間　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（祝日の場合はその翌
　日）
入場料　300円（65歳以上240円、
　土・日・祝日は高校生以下無料）
ところ・問合先　ミュゼふくおかカメ
　ラ館☎64-0550

わろんがの企画展
◇ガラスと花のしつらえ展
とき　3月9日㈭～31日㈮の午前10時
　～午後6時
定休日　水曜日
問合先　わろんが☎21-6300、商業
　雇用課☎20-1289

もみ子先生の実験教室
とき　3月19日㈰午前10時
対象　小学生
定員　親子20組（申し込み順）
持ち物　はさみ・のり・筆記用具
ところ・申込・問合先　3月8日㈬午

前10時から、おとぎの森館☎28-　
6500へ。

新社会人のつどい
とき　4月7日㈮午後2時～午後4時30分
ところ　生涯学習センター
内容　講演（ブルーコムブルー社長・
　松田英昭さん）、マナー講座など
対象者　市内の事業所に就職する人
定員　200人（申し込み順）
参加料　無料
申込・問合先　商業雇用課
　☎20-1297

デザインセミナー
ものづくり・ひとづくり・まちづくり

　越前漆器と眼鏡の産地・鯖江市の
TSUGI代表・新山直広さんによる講
演。産地の可能性を見つけ、価値化し
ていくヒントを探ります。
とき　3月16日㈭午後6時30分
ところ　ウイング・ウイング高岡
定員　60人（申し込み順）
申込・問合先　ファクスかＥメールで、
　デザイン・工芸センター（FAX62-
　0521、Ｅメールtdcc@suncenter.
　co.jp）☎62-0520へ。

経済講演会
とき　3月17日㈮午後2時～午後3時
　30分
ところ　Uホール
問合先　産業建設課☎64-1426

ミニ講座（無料）
加賀藩農政の基礎史料・村御印

とき　3月16日㈭午後2時～午後2時
　40分
ところ・問合先　博物館☎20-1572

◇農産加工教室
①赤飯・おはぎ作り
とき　3月15日㈬・16日㈭
②春休み子どもとクッキング
とき　3月25日㈯
③お父さんの料理
とき　4月5日㈬・6日㈭
■いずれも、時間　午前10時～正午
定員　20人（②は 10組。申し込み順）
材料費　1,000円(②は親子で1,500円)
持ち物　エプロン、三角巾、筆記用具
◇ヨガ教室
とき　3月14日㈫・21日㈫・28日㈫、

4月4日 ㈫ の 午 前10時30分 ～ 午 前
11時30分

受講料　1,000円／回
持ち物　ヨガマット、タオル、飲み物
◇グラスアート教室・まねきネコ
とき　4月1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

農業センターの教室・催し ◇アグリピア高岡春まつり
とき　3月11日㈯午前9時～午後3時
販売　野菜、春の花鉢、切り花の展示
◇ガーデニング実習体験
   春を楽しむ寄せ植え
とき　3月11日㈯午前10時～午前11

時30分
定員　20人 ( 申し込み順 )
参加料　2,000円
持ち物　手袋、シャベル
◇市民園芸講習会（無料）
　おいしい野菜づくりの基礎知識
とき　3月11日㈯午前10時～午前11

時30分
◇ドライハーブリース教室
　フレッシュハーブのアレンジメント
とき　3月22日㈬午前9時30分～午前

11時30分
定員　15人（申し込み順）
受講料　3,000円 ( マドレーヌ・ハー

ブティ付）

■ところ・申込・問合先　3月7日㈫か
ら、農業センター☎63-1818 へ。

とき　3月11日㈯・12日㈰の午前
　10時～午後4時
◇講演会・高岡御車山を識

し

る
とき　3月11日㈯午後2時
ところ　御車山会館
◇ひなまつり茶席
とき　3月11日㈯・12日㈰の午前

10時～午後4時
ところ　土蔵造りのまち資料館
茶券　500円（当日600円）
販売所　ビューティヤソブ、スーパ

ー守山町店、若森質店、大野屋、
丸和
■いずれも、問合先　土蔵造りのあ

る山町筋まちづくり協議会☎23-
2623、商業雇用課☎20-1289

山町筋のひなまつり
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大伴家持生誕1300周年記念
街角クラッシック in Little Wing

　

●富山を拠点に発信力の高いユニ
ーク企業15社
　サクセスブック社編
　ダイヤモンド社
　豊富で良質な水と
安価な電力が様々な
産業の発展につなが
り、現在では富山県は
日本海側屈指のものづくり県となって
います。本書には、高岡市を拠点とす
る企業も紹介されています。
●中高6年間の世界史が10時間で
ざっと学べる
　宮崎正勝著　ＫＡＤＯＫＡＷＡ　
●図解世界自然遺産で見る地球46億年
　目代邦康監修　実務教育出版
●正しい目玉焼きの作り方
　森下えみこイラスト
　毎田祥子ほか監修
　河出書房新社
●世界に誇る鳥獣戯画と日本四大絵巻
　山口謠司監修　メディアソフト
●学校では教えてくれないゆかいな
日本語
　今野真二著　丸山誠司イラスト
　河出書房新社
●藤沢周平のこころ
　オール讀物責任編集　文藝春秋
●さてさて、きょうのおはなしは…　
日本と世界のむかしばなし
　瀬田貞二再話・訳　福音館書店
◇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

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。

　ピアノ、フルート、ヴァイオリン
の気軽に楽しめるコンサート。
とき　3月20日㈪午後2時
ところ　生涯学習センター
入場料　1,000円
問合先　生涯学習課☎20-1802

菅笠展覧会・コンテスト

里山交流イベント
椎茸コマ打ち・わら細工イベント

とき　3月12日㈰午前9時30分～午後
　3時
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（原木1本
　持ち帰り。追加は1本500円）
持ち物　軍手
ところ・申込・問合先　3月5日㈰午
　前10時から、里山交流センター☎
　31-6617へ。

ホワイトデーはペアで
ふるさとギャラリーへ

　ペアで来館の場合は1人分の観覧料
で入館できます。
とき　3月14日㈫
ところ　高岡市 藤子・F・不二雄ふる
　さとギャラリー
対象　一般・大学生
問合先　文化創造課☎20-1255

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

◇花嫁のれん展（七尾市）
　4月29日㈯には、晴れの日を迎える
新郎新婦が通りを練り歩く、花嫁道中
が行われます。
とき　4月29日㈯～5月14日㈰
ところ　七尾市一本杉通り
問合先　一本杉通り振興会
　☎0767-53-8743

高岡地区広域圏からのお知らせ

　氷見市

◇椿展
　ヤブ椿や園芸種の椿、竹細工の一輪
ざしなどを展示します。
とき　3月18日㈯～20日㈪
ところ・問合先　氷見市海浜植物園
　☎91-0100

　小矢部市

◇アートハウスおやべ現代造形展
とき　3月4日㈯～26日㈰午前10時～
　午後5時（水曜日休館）
入場料　無料
ところ・問合先　クロスランドおやべ
　☎68-0932

　菅笠やスゲ細工作品の展示・表彰を行います。関連イベントも開催。
とき　3月18日㈯・19日㈰の午前9時～午後9時（19日は正午まで）
ところ　Ｕホール
◇菅笠づくり実演・菅コースター作り※コースター作りは材料費200円が必要。
時間　午前10時～正午、午後2時～午後4時(19日は午前のみ)
◇表彰式＆記念講演会
　菅笠から暮らしを考える・環境ＮＰＯの取り組み
とき　3月18日㈯午後1時30分～午後3時

問合先　地域振興課☎64-1423

◇作品展示　午前9時30分～午後5時（12日は午後3時まで）
以下のイベントは 12日のみ
◇体験コーナー　■子ども体験広場…午前9時30分～午前11時30分、午後1時～

午後2時■紙粘土で作るマカロンメモスタンド…午前10時～正午 (100円 ) ■ポ
ンポンひよこを作ろう…午後1時～午後3時 (100円 )

◇図書館イベント　■雑誌リサイクル市…午前9時30分 ( なくなり次第終了 ) ■お
はなし広場…午前10時30分■アメーバ―ジェルを作ろう…午後1時～午後2時

◇お楽しみイベント　■文化少年団芸能発表…午前10時～午前11時■プラネタリ
ウム…午前10時～正午■骨密度・ストレス測定…午前10時～正午■スタンプラ
リー…午前10時～午後3時■プロによるポートレート写真撮影会…午前11時～
午後1時 (100円 ) ■フラダンス発表＆居合演武…午後零時30分■居合体験コー
ナー…午後1時■ピエロのパット君…午後1時20分■高岡フィルハーモニー管弦
楽団演奏…午後2時20分■お茶席・パン・豚汁・おにぎり販売・甘味処…午前10時

Ｕの祭典 とき　3月11日㈯・12日㈰
ところ・問合先　U ホール☎64-1031

平成２９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 44件 0人 51人

前年同期と
の比較 +9件 0人 +9人

©Fujiko-Pro
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臨時福祉給付金のご案内
　消費税率が8％に引き上げられたこ
とに伴い、所得の低い人の負担を考慮
して、臨時福祉給付金を支給します。
申請書は4月上旬頃までに発送し、支
給は5月中旬からを予定しています。
給付対象者　平成28年度の市民税

（均等割）が課税されない人。ただ
し、自身を扶養している人が課税さ
れている場合や生活保護制度の被保
護者となっている場合などは対象外。

給付額　1万5,000円／対象者
申請先　平成28年1月1日に住民登録
　していた市町村
問合先　社会福祉課☎20-1366

予防接種受付時間を延長します
　3月1日㈬～7日㈫は子どもの予防接
種週間。一部の医療機関で接種受け付
け時間を延長します。協力医療機関は
市ホームページで確認
できます。
問合先　健康増進課
　☎20-1349

県西部6市でこども医療費助成の
ピンクの用紙が使用できます

　4月から、南砺市の医療機関でも福
祉医療費請求書(ピンクの用紙)が使え
るようになります。県西部6市(高岡
市、射水市、氷見市、砺波市、小矢部
市、南砺市)の医療機関を受診される
際は、ピンクの用紙をご利用ください。
※3月31日㈮以前に発行したピンクの 
　用紙でも使用できます。
※ピンクの用紙を使用せず、窓口で医
　療費を支払った場合は、払い戻しの
　手続きをしてください。
問合先　子ども・子育て課
　☎20-1381

修学で転出する人に学生用の
国民健康保険証を交付します

手続きに必要なもの　国民健康保険証、
　在学を証明するもの(合格通知書及
　び入学金振込領収書、在学証明書、
　学生証など)
※就職し、勤務先の保険に加入したと
　きは、勤務先の保険証と国民健康保
　険証を持参し、脱退の手続きをして
　ください。
問合先　保険年金課☎20-1374

ところ　①④⑤⑦～⑪⑬～⑮はＵホール、②③⑥⑫はB＆Ｇ海洋センター。
受講料　①⑦⑩は会員3,000円、一般6,000円。②③は会員3,500円（月額）、

一般5,000円（月額）。④⑤は会員のみ4,000円。⑥は会員1万円、一般1万
5,000円。⑧⑨⑫は会員4,000円、一般7,000円。⑪は会員5,000円、一般
8,000円。⑬は会員7,500円、一般1万6,000円。⑭は会員400円、一般500
円。⑮は無料。

申込・問合先　⑭⑮は3月6日㈪から、それ以外は会員4月13日㈭午後7時30分、一般4
月20日㈭午前9時から、会費を添えて、遊・Ｕクラブ（Ｂ＆Ｇ海洋センター）☎
64-3396かＵホール☎64-1437へ。

遊・Ｕクラブ受講生募集

●県民カレッジ受講者募集
講座　ふるさと発見講座、共学講座
申込・問合先　3月22日㈬まで、県民

カレッジ高岡地区センター☎22-
5787 へ。

●チューリップが咲き誇る春の新高岡駅
　高岡の特産品であるチューリップ切
花のフラワーアレンジメントの展示。
とき　3月10日㈮～20日㈪
ところ　北陸新幹線新高岡駅南北自由

通路、城端線新高岡駅構内
問合先　高岡市農業協同組合
　☎63-7331
●小野ジャガイモオーナー募集
とき　4月9日㈰午前9時
ところ　福岡町小野地内
定員　30区画（申し込み順）
参加料　3,000円／区画　　
申込・問合先　3月7日㈫から、山本
　☎090-6815-9671 へ。
●福祉・介護のお仕事相談コーナー
とき　毎月第2・4火曜日（原則）
ところ　ハローワーク高岡
問合先　県健康・福祉人材センター
　☎076-432-6156

市民歩こう会
◇万葉ラインコース（約6㎞）
とき　4月2日㈰
コース　伏木正法寺（午前9時集合）

から城光寺方面へ。
参加料　200円（会員無料。交通費自

己負担。昼食各自持参）
◇会員募集
年会費　2,000円（特典あり）
申込方法　3月13日㈪から、年会費を

添えて体育協会へ。
■いずれも、問合先　体育協会☎26-

5225、体育保健課☎20-1458

春休み水泳教室
とき　3月28日㈫～31日

㈮の午後4時15分～午
後5時30分

対象　3歳児～小学4年生
定員　40人（申し込み順）
受講料　3,500円
申込・問合先　3月7日㈫から、印鑑
　と受講料を長慶寺室内プール☎25-
　6044へ。

教室名 曜日 期間 時間 対象者 定員

①親子トランポリン 木 5/18～6/15 18:30～20:00 年中～小学1年生
／保護者 7組

②キッズ水泳 土 5/13～ 14:15～15:30 3～6才の幼児 20人
③ジュニア水泳 金 5/12～ 18:15～19:30 小学生 30人

④トランポリン 月 5/15～7/24 18:00～19:00 小学生 各10人19:05～20:05

⑤トランポリン 水 5/17～7/26 18:00～19:00 小学生 各10人19:05～20:05

⑥ Jr. 硬式テニス 土 5/13～10/28 18:30～19:30 小学1～3年生 各20人19:30～20:30 小学4～6年生
⑦リフレッシュヨガ 月 5/15～7/3 10:00～11:00 一般 20人
⑧ヨーガ 土 5/13～7/15 10:30～11:30 一般 20人
⑨パワーヨーガ 土 5/13～7/15 19:00～20:00 一般 20人
⑩ピラティス 月 5/15～7/3 19:30～20:30 一般 20人
⑪自己整体と保健筋体操 木 5/11～8/3 10:00～11:00 一般 20人
⑫はつらつ貯筋体操 金 5/12～7/14 10:00～11:00 一般 20人

⑬フラダンス教室 第1・3
水 5/17～4/18 19:30～20:30 一般 20人

⑭はつらつ貯筋体操体験 土 3/25 13:30～14:30 一般 30人
⑮ピラティス無料体験 月 3/27 19:30～20:30 一般 25人
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平成29年度 スポーツ教室

サンライフ高岡の教室
教 室 名 曜日 期 間 時 間 定員 受講料（円）

①リフレッシュヨガ 火   4/ 4～ 6/27 9：45～10：45 23 6,000
②簡単ストレッチ＆フットマッサージ 火   4/ 4～ 6/27 9：30～10：30 23 5,000
③パンチエクササイズ 火   4/ 4～ 6/27 19：30～20：30 23 5,000
④健康リズム体操 水   4/ 5～ 6/28 10：00～11：30 45 4,000
⑤機能改善体操 水   4/ 5～ 6/28 10：00～11：00 23 5,000
⑥マットピラティス 水   4/ 5～ 6/28 14：00～15：00 23 7,000
⑦マットピラティス 木   4/ 6～ 6/29 19：30～20：30 23 7,000
⑧姿勢改善ストレッチ 水  4/ 5～ 6/28 19：00～20：00 20 6,000
⑨健康ヨガ 木   4/ 6～ 6/29 10：30～11：30 23 6,000
⑩ひざ・腰ストレッチ体操 木   4/ 6～ 6/29 10：00～11：00 16 6,000
⑪ひざ・腰ストレッチ体操 木   4/ 6～ 6/29 14：00～15：00 16 6,000
⑫ひざ・腰ストレッチ体操 金   4/ 7～ 6/30 10：30～11：30 23 6,000
⑬スポーツフラダンス 木   4/ 6～ 6/22 13：30～14：30 20 6,000
⑭ダイエットヨガ 木   4/ 6～ 6/29 18：30～19：30 23 6,000
⑮ウォーキング・健康リズム体操 金   4/ 7～ 6/30 9：30～10：30 45 4,000
⑯ストレッチ・健康リズム体操 金   4/ 7～ 6/30 10：40～11：40 45 4,000
⑰セルフ整体 金   4/ 7～ 6/30 14：00～15：30 23 7,000
⑱からだ改善ヨガ 金   4/ 7～ 6/30 19：00～20：00 23 6,000
⑲太極拳 土   4/ 1～ 6/24 10：00～11：30 45 4,000
⑳効果的トレーニング 土 4/1・5/6・6/3 18：30～19：30 20 3,500
�効果的ストレッチ 土  4/15～6/24 10：00～11：00 20 3,000
�ポーチ作り(材料費含む) 木 4/13・4/27 13：30～15：30 15 2,500

　無料体験もできます。詳しくはお問い合わせください。
持ち物　運動服、内履き（⑰はバスタオル2枚）
ところ・申込・問合先　3月7日㈫から、受講料を添えて、サンライフ高岡

☎44-7073へ。

受付時間　午前9時30分～午前11時
問合先　高齢介護課☎20-1165

高齢者健康相談
と　き ところ

３月 ８日㈬ 万葉社会福祉センター
３月 ９日㈭ スポーツ健康センター
３月15日㈬ 牧野老人福祉センター
３月22日㈬ 東部老人福祉センター
３月28日㈫ 西部老人福祉センター

教室名 曜日 場所 定員 開始日 時間 申込開始
① 中級テニス 月 ★ 10 4/3 10：00～12：00 3/13㈪  9：30
② 中級テニス 水 ★ 20 4/5 10：00～12：00 3/ 8㈬  9：30
③ 初級テニス 木 ★ 10 4/6 10：00～12：00 3/16㈭  9：30
④ 中級テニス 金 ★ 10 4/7 10：00～12：00 3/10㈮  9：30
⑤ ヨーガ 月 市 20 4/10 14：30～15：30 3/13㈪14：00
⑥ ヨーガ 水 竹 20 4/5 10：00～11：00 3/15㈬  9：30
⑦ ヨーガ 水 竹 20 4/5 11：10～12：10 3/15㈬10：40
⑧ ヨーガ　 木 竹 20 4/6 19：00～20：00 3/16㈭18：30
⑨ かんたんエアロ＆ストレッチ 月 竹 15 4/3 10：30～11：30 3/13㈪10：00
⑩ エンジョイエアロビクス 月 竹 15 4/3 19：00～20：00 3/13㈪18：30
⑪ エンジョイエアロビクス 木 竹 15 4/6 13：30～14：30 3/16㈭13：00
⑫ ナニアロハ 月 竹 15 4/3 13：30～14：30 3/13㈪13：00
⑬ 3B体操　 火 市 20 4/4 14：00～15：30 3/14㈫13：30
⑭ 3B体操　 木 市 20 4/6 14：00～15：30 3/16㈭13：30
⑮ 太極拳 水 竹 20 4/5 13：30～15：00 3/15㈬13：00
⑯ 太極拳 金 竹 20 4/7 10：30～12：00 3/17㈮10：00
⑰ かんたんストレッチ＆ウォーキング 金 市 20 4/7 10：00～11：30 3/11㈮  9：30
⑱ 初級～中級テニス 日 ス 40 4/9 7:00～ 8：30 3/22㈬  9：00
ところ　市…市民体育館、竹…竹平記念体育館、ス…スポーツコ

ア、★…4月～11月はスポーツコア、12月～3月は竹平記念体
育館

対象者　一般男女
受講料　①～④1万円(4カ月分)、⑤4,000円(8回分)、⑥～⑫⑮⑯

5,000円(10回分)、⑬⑭4,000円(10回分)、⑰3,000円(10回分)、
⑱5,000円（8回分）

申込　受講料を添えて、①～④⑥～⑫⑮⑯は竹平記念体育館、⑤⑬⑭
⑰は市民体育館、⑱はスポーツコアへ。※申し込み順

問合先　体育協会☎26-5225、体育保健課☎20-1458

※障害者手帳の交付を受けている人の利用は、
　毎月第1・第3日曜日
対象者　市内に住む60歳以上の人
利用時間　午前10時～午後3時30分
利用料金　200円
※初めて利用する人は利用カードを発行します
　ので、運転免許証や健康保険証など、本人確
　認ができるものを持参してください。
問合先　ふれあい福祉センター☎21-7888

　転んで手をついてから手首の痛みと腫れ
がとれません。整骨院でマッサージを受け
ていますがこのままで大丈夫でしょうか？

いわゆる打撲や捻挫なら2～3日で症
状は改善することもありますが、変

形や青アザがみられるときは骨折が疑われ
るため、病院でレントゲン検査を受けたほ
うがいいでしょう。最も多いのは、手のひ
らをついて手首の付け根が折れる橈骨遠位
端骨折です。通常は引っ張って整復し、約
1カ月間ギプスや装具で固定して治療しま
す。関節内にも骨折が見られ変形が大きい
場合や、骨粗しょう症で骨がもろくて整復
状態を維持できない場合、早期に社会復帰
したい場合などでは手術治療を行います。
当院では患者さんの状態やご希望に応じて
治療方針を決定しています。最近ではロッ
キングプレートという金属プレートとスク
リューで固定する人が多くなりました。転
んだ直後には変形がなくても、後から骨折
がはっきりしてくることもありますので、
痛みや腫れが続く場合には、早めに整形外
科を受診してください。
市民病院　藤田整形外科主任部長

■健康Q&Aのコーナーでは、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。

橈
とうこつ

骨遠位端骨折

曜日 利用地区
近隣地区 巡回バス地区

日 定塚・川原 立野・東五位・石堤・西広谷・
国吉・福岡

月 博労
火 休館日
水 平米・木津 伏木・太田・二上・守山
木 横田 中田・二塚・佐野
金 下関・成美 福田・戸出・小勢
土 西条 牧野・能町・野村

4月から、ふれあい福祉センター
入浴利用の曜日が変わります
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内　　容 と　き ところ 対　象 定員

①タッチケアコミュニケーション 3月14日㈫
14:00～15:30

高岡子育て
支援センター 2～7カ月児 25組

②身体計測と健康相談 3月14日㈫
10:00～11:00

福岡子育て
支援センタ－ 0～3歳児 30組

③すくすく
　（健康相談と身体計測）

3月16日㈭
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター 0～3歳児 30組

④親子でヨガ 3月16日㈭
10:30～11:30

福岡子育て
支援センター 5～8カ月児 20組

⑤８カ月赤ちゃんのつどい
　（手遊び、ふれあい遊び、危険予測）

3月21日㈫
10:00～11:30

高岡子育て
支援センター

平成28年
7月生まれ 40組

⑥こいのぼり掲揚のつどい 4月13日㈭
9:45～11:00

市役所議会棟
前庭

1歳6カ月以上
の未就園児 30組

申込・問合先　3 月 6 日㈪から、①③⑤⑥は高岡子育て支援センター☎28-
4114、☎21-7876 へ。申し込み順（初回の人を優先する場合がありま
す）。②④⑥は福岡子育て支援センター☎64-2090 へ。申し込み順。

【 広 告 】 【 広 告 】

育児相談・遊びの広場
交流サロン

高岡子育て支援センター（御旅屋セリオ８階。午前10時～午後4時。水曜日休み）
福岡子育て支援センター（福岡健康福祉センター内。月～金曜日の午前9時～午後4時）

商品券の有効期限が迫っております！
お持ちの方はお忘れなくご利用ください。

この商品券の有効期限は

22-7553 【お問い合わせ】(協)高岡市商店街連盟

平成 29 年 3 月 31 日(金)まで 

お早めにご利用ください！

※有効期限が切れた商品券はご利用いただけませんので
ご注意ください。また、使用されなかった商品券の払い
戻しはできませんので、必ず期間内にご利用ください

対象　乳児と保護者、妊婦
持ち物　母子健康手帳
問合先　健康増進課☎20-1344

●赤ちゃんにこにこ教室
　（子育てフリートーク、事故予防のお話、手遊

び、おもちゃ作りなど。予約不要）

●フレンドリータイム
　（体操・手遊び・パネルシアター）

ところ とき（3 月） 問合先☎
伏木児童館

7・14・21日

４４－０５９５
野村児童センター ２３－３８９３
西部児童センター ２６－１３４７
戸出児童センター ６３－２３７０

と　き 時　間 ところ
3月16日㈭ 10:00～11:00 戸出コミュニィセンター

※14 日野村児童センターは高岡子育て支援　　
　センターによる活動日
時間　午前 10 時 45 分～午前 11 時 30 分
対象　0 ～ 3 歳児

　期間中、市内に住む人は料金が半額になります。
住所の分かるもの（運転免許証、保険証など）を提
示してください。
とき　3月7日㈫～12日㈰の午前10時～午後10時
ところ　とやま健康パーク
問合先　とやま健康パーク☎076-428-0809、健

康増進課☎20-1345

　運動不足の解消のために、気軽に始めてみませ
んか。生命の貯蓄体操、呼吸法、基本的な動作な
どを行います。
とき　4月～9月の第2・第4水曜日の午前9時30分

～午前11時30分（4月は 12日・26日）
ところ　保健センター
持ち物　健康手帳、動きやすい服装、飲み物
定員　30人（初心者限定、3月13日㈪より申し

込み可）
申込・問合先　健康増進課☎20-1345

この機会に健康づくりに取り組もう

対象　乳児～ 3 歳未満の幼児
問合先　健康増進課☎20-1344

と　き 時　間 ところ
3月23日㈭ 10:30～11:30 保健センター

●らっこクラブ
　（絵本の読み聞かせ、手遊びなど。予約不要）

健康体操教室とやま健康パーク・高岡市の日

©Fujiko-Pro
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問合先　富山県赤十字血液センター
☎０７６－４５１－５５５５
社会福祉課☎２０－１３６７

3月は 12日㈰・20日㈪
イオンモール高岡
午前１０時～午後４時３０分

街頭献血にご協力を

愛の献血

1歳6カ月健診を受けに訪れた
水上衣栞ちゃんとお母さんとお姉ちゃん（能町）

【 広 告 】【 広 告 】

●親と子の健康づくり
項　目 と　き 受付時間 対象者 ところ 持ち物・費用 問合先

３カ月児健康診査
3月 9日㈭ 13:00～14:00

※13:20から
　医師講座

平成28年11月7日～17日生
保健センター 母子健康手帳、問診票

健

3月16日㈭ 平成28年11月18日～30日生

１歳６カ月児健康診査
3月 7日㈫ 13:00～14:00

※希望者にフッ
　素塗布実施

平成27年8月13日～21日生
保健センター 母子健康手帳、問診票

フッ素塗布料200円3月14日㈫ 平成27年8月22日～31日生

2歳児むし歯予防フッ素塗布教室 3月13日㈪ 14:00～14:30 平成27年2月・3月生
保健センター 母子健康手帳、タオル、

フッ素塗布料200円2歳6カ月児むし歯予防フッ素塗布教室 3月13日㈪ 13:00～13:30 平成26年8月・9月生

3歳児健康診査(3歳6カ月児)
3月 8日㈬ 13:00～14:00

※希望者にフッ
　素塗布実施

平成25年8月13日～21日生
保健センター

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3月15日㈬ 平成25年8月22日～31日生

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）

3月 8日㈬
14:30～14:50 平成26年3月生 保健センター 母子健康手帳、タオル、

フッ素塗布料200円3月15日㈬

はじめての離乳食教室（要予約） 3月17日㈮   9:40～10:00 平成28年8月16日～10月15日生 保健センター 母子健康手帳

母乳育児相談（要予約） 3月17日㈮ 13:15～14:45 母乳育児中の女性 保健センター 母子健康手帳、タオル3本

育児と成人の健康相談

3月13日㈪

  9:30～11:00

※保健センター、市役所本庁舎１階健
康相談室、福岡健康福祉センター内
で月～金曜日の午前9時～午後4時
まで相談できます。

戸出コミュニティセンター
母子健康手帳か
健康手帳（所持者）3月15日㈬ 中田コミュニティセンター

3月17日㈮ 伏木コミュニティセンター

幼児保健相談（要予約）
3月10日㈮ 9:15～9:30 言葉の発達や行動が心配な3歳未満児、

未就園児
保健センター 母子健康手帳

3月24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

アトピー性皮膚炎相談（要予約） 3月の火曜日 午後 治療がうまくいかず心配がある人 市民病院皮膚科 なし 市

●成人の健康づくり
項　目 と　き 受付時間 対象者 ところ 持ち物・費用 問合先

健康相談(保健師・管理栄養士相談、要予約) 3月22日㈬ 13:00～15:00 健康について相談したい人 保健センター 健康手帳(所持者)

健心の
健康相談

臨床心理士相談（要予約） 3月 8日㈬ 13:00～14:30
心や体に関する悩みのある人とその家族 保健センター なし

保健師相談 月～金曜日 8:30～17:15

糖尿病教室 食事・運動療法、薬の付き
合い方、日常生活 3月15日㈬ 14:00～16:00 成人男女 市民病院2階

講義室
筆記用具、受講料、
別途教材費など 市

 

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。）

シニア向け 初めてのパソコン
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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に乗ろう!!新高岡駅 臨時かがやきから

ベートーヴェンが高岡にやってきた！

４月２９日土 ▶ ５月１日月

29年１月中の増減
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２９年１月中の増減１　

たかおか市民と市政は再生紙を使用しています。

２９年１月末現在

人口

男 女

174,074人 世帯数 67,820世帯
84,207人 89,867人

人の動き 区　分 自然増減（出生ー死亡） 社会増減（転入ー転出） 計

ー148 ー178
（うち外国人　2,890人） （うち外国人世帯　1,548世帯）
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3 14:00～15:00
国宝・瑞龍寺を舞台に
ベートーヴェンのピアノ三重奏
4 16:00～16:45
ベートーヴェンの名曲と伝統音楽
金沢ミックストリオ

5 18:00～19:00
珠玉の名曲たち
Ｎ響アワーの元司会者・
池辺晋一郎さんがピアニ
ストと連弾＆トーク

6 13:30～14:30
洋遊会・雅楽の世界
高岡御車山祭ユネスコ無形文化遺産
登録記念サロンコンサート

天気予報で気温や
雨量（高岡・伏木）
が表示される
観測地はココ

1 13:00～13:50
ベートーヴェンと僕
ピアノソロ＆トーク
富山県出身･塚田尚吾さん

2 19:00～20:30
運命＆市民オーケストラ！
高岡フィルハーモニー管弦楽団ほか

サロンコンサート
３月１２日日13:30～14:30
風と緑のコンサート
オーケストラ・アンサンブル
金沢メンバー・ピアノ三重奏

２９・３０日
森のＣＡＦＥ

オープン

ところ・問合先
　
市民会館 ☎２０－１５６０（ 3 のみ国宝・瑞龍寺）

チケット　各公演／一般１，０００円（高校生以下５００円）
　　　　　全公演共通／一般３，０００円（高校生以下１，０００円）
販売所　市民会館、生涯学習センター、高岡大和、アーツナビ、Uホール

３月１８日 土  午前10時 リニューアルオープン
伏木気象
資料館

　明治１６年、伏木の廻船問屋・藤井能三が私財をなげうって設置し
た日本初の私設測候所。今も伏木特別地域気象観測所としてデータを
収集しています。今回、塔屋が復原され、明治４２年に当地に移設さ
れた頃の姿が復活。資料館の展示内容も一新します。

記念講演会・パネルディスカッション

【伏木気象資料館】
　10:30▶修復内容の説明

【勝興寺】
　13:00▶偏西風と黄砂
　14:10▶富山の気候の特徴とこれから

問合先　文化財課☎２０－１４５３

開館時間　9:00～16:30

定休日　　火曜日（祝日の場合
　　　　　は翌日）

入館料　　高校生以上２１０円
　　　　　中学生以下無料

住所　　　伏木古国府１２－５

問合先　　☎４４－６９０５

左・国宝法隆寺金堂釈迦三尊像（写真・飛鳥園）
右・３Ｄプリンターで作った原型 ©東京藝術大学COI拠点

初
公
開

チケット発売

３月１０日

無料

無料

２９日土 ３０日日

１日月
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