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Office of Multicultural Affairs, Takaoka City Hall 7F

Tel: 0766-20-1236

Mail: tabunka@city.takaoka.lg.jp

Facebook: @takaokatabunka

HP: http://www.city.takaoka.toyama.jp/shise/koryu

ページを「いいね！」
Follow us on Facebook!
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Emergency Medical Drop-in Center
Mon-Sat: 7pm~10:45pm (reception)
Sun/Hols: 9am~10:45pm (reception)
Honmarumachi 7-1, Takaoka
(Manyo Line: Kyukan Iryo Center Mae)
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高岡御車山祭

5月1日に、歴史都市高岡の伝統と文化を代表する

御車山祭りにぜひお越しください！

Takaoka Mikurumayama Festival 

On May 1st, come see the Mikurumayama Festival – a 

unique traditional float festival at the heart of Takaoka’s 

history! 
日時 4月30日㈯▪宵祭▪ライトアップ…

午後6時30分～午後 9時、5月

1日㈰▪本祭…午前11時～午後

6時

場所 山町筋一帯 ※新型コロナウイルス

感染状況によっては中止、内容変

更になる場合があります。

問合 観光交流課☎20-1301

Time April 30th (Sat) 18:30 – 21:00 

(Festival Eve & Light-up); May 1st 

(Sun) 11:00 – 18:00 (Main Festival) 

Place Yamachōsuji Area 

*The festival is subject to change or to 

cancellation in prevention of the spread of 

COVID-19. 

Inquiries Tourism Exchange Section ☎20-

1301

「第５回みんなで歌おう1000人の高岡第九」市民合唱団
100人を募集！

【募集期間／4月10日～5月31日まで】
◇合唱団員募集
日時 6月12日㈰（結団式）、6月15日㈬～8月31日㈬

の毎週水曜日の午後7時～午後9時（13回程度）
場所 生涯学習センターホールステージ ほか※日程は変更

する場合があります。
内容 ベートーヴェン／交響曲 第９番 二短調 合唱付 作

品125 ほか
定員 100人（申し込み順）
対象 中学生以上で、7割以上練習に参加でき、2回の本

公演とも参加できる人。初心者大歓迎。
費用 2,000円（※別途楽譜購入代600円程度、マスク

代1,000円程度が必要）
申込 4月10日㈰～5月31日㈫に申込書を直接か電話、

郵送、ファクス、Eメールで、みんなで歌おう高岡第九
実行委員会事務局（文化振興事業団事業課内）
☎20-1560（〒933-0023高岡市末広町1-7ウイ
ン グ ・ ウ イ ン グ 高 岡 内 FAX20-1562E メ ー ル
shimin@takaoka-bunka.com）へ。

Together in Takaoka, Let’s Sing the 9th Symphony
(5th Edition): 

Be part of Takaoka City’s 100-Singer Chorus! 
(Application open from April 10 to May 31) 

Rehearsal Times 
June 12th (Sun) Chorus Formation Ceremony
June 15th (Wed) to August 31st (Wed) from 19:00 to 
21:00 (13 times)
Place Lifelong Learning Center Hall (subject to change)
Program 9th Symphony in D minor (Beethoven) Op. 125, etc.
Capacity 100 people (by order of sign-up) 
Eligibility JHS students and above, who can participate in 

70% of the rehearsals and perform at both concerts. 
Beginners are welcome!

Fees 2000 yen (with an additional charge of 600 yen for 
sheet music and 1000 yen for masks). 

Sign-up by phone, mail, fax, or e-mail to the Cultural 
Promotion Foundation ☎20-1560 (933-0023, Wing 

Wing Takaoka, 1-7 Suehirocho, Takaoka City) FAX 20-
1562; Email: shimin@takaoka-bunka.com between 
April 10th (Sun) to May 31st (Tue)

◂詳しい情報は、文化振興事業団のホームページか
らご覧いただけます。
◂For more information, please visit the 

Takaoka Cultural Promotion Foundation’s 
official website. 
https://www.takaoka-
bunka.com/events/event/2022dai9/
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春の高岡
（左から右へ）

①② 灯りの勝興寺
③④ 福岡さくらまつり
⑤⑥ 高岡古城公園

Takaoka in Spring
(from Left to Right)

①② Light-up @Shōkōji
Temple

③④ Fukuoka Sakura 
Festival 

⑤⑥ Takaoka Kojō Park 

事故防止のため、ごみ分別の徹底にご協力ください

ガスの残ったスプレー缶類、電池やバッテリー類などの不適切

なごみの混入は、ごみ収集車やごみ処理施設の火災・爆発

事故の原因となり、大変危険です。住民や作業員に危険が

生じたり、ごみの収集・処理ができなくなったりする可能性があ

りますので、次のことにご注意ください。

▶スプレー缶・カセットボンベなど 中身を使い切り、穴を開け

て出してください。

▶電化製品 電池・バッテリーなどを外して出してください。

▶ライター、乾電池（アルカリ・マンガン） 専用の回収かご

に出してください。

Make Sure to Sort Garbage Thoroughly 

to Prevent Disposal Accidents 

The careless mix-in of spray cans with residual gas or 
batteries is extremely dangerous as it may cause fires and 
explosions in garbage trucks and waste disposal facilities. 
To prevent involving workers and residents in dangerous 
situations, which may in turn delay the process of garbage 
collection, we urge you to pay attention to the following: 
• Completely use up spray cans and gas cylinders and 

drill through to empty the gas.
• Take batteries out of electronic devices before 

disposal.
• Recycle lighters and dry batteries (alkaline / 

manganese) in the designated baskets.
• Button-type and rechargeable batteries cannot be 

collected by the city; please use the recycle service of 
the stores where they were purchased. 
*Coin-cell batteries should be insulated with tape 
and can be recycled at the Environmental Policy 
Section (Chōkeiji 640). 

• Medical waste such as injection and drip needles
should be returned to the medical institution or 
pharmacy where they were prescribed. IV bags can be 
disposed in the designated burnable garbage bag. 

Inquiries Environmental Policy Section ☎22-2144

▶ボタン型電池・充電式電池など 市で

は処理できないごみなので、販売店の回収

をご利用ください。

※コイン型電池は環境政策課（長慶寺

640）に設置の回収BOXへ入れてくださ

い（必ずテープで絶縁すること）

▶注射針などの医療系廃棄物 注射針

や点滴針は、処方された医療機関か薬局

へお返しください。輸液バッグなどは、燃やせ

るごみとして指定袋に入れて出してください。

問合 環境政策課☎22-2144

4月1日㈮から市営駐車場で

キャッシュレス決済を導入します

場所 市営駐車場

（福岡駅前、福岡駅西駐車場

を除きます）

▸利用可能な決済方法など詳細については

市ホームページをご確認ください。

問合 都市計画課☎20-1411

From April 1st (Fri), 
Cashless Payment Becomes Available 

at Takaoka City Parking Lots! 
(excluding Fukuoka Station and Fukuoka Station West 
Parking Lots) 
▸For more information, 
please check out the city’s 
official website (from the QR Code). 
Inquiries City Planning Section
☎20-1411


