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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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「北陸工芸の祭典GO FOR KOGEI 2021」は、富山、石川、
福井を舞台に繰り広げられる北陸工芸の祭典です。

9月10日㈮～10月24日㈰＠勝興寺
特別展では、勝興寺が会場となり「工芸の時代、新しい日常」
をテーマとした、現代アート、工芸、アールブリュットの作品が
集結します。
①共通パスポート（３県５会場）
大人・高校生３，０００円
（前売券２，５００円）
②個別鑑賞券（勝興寺会場のみ）
大人・高校生１，２００円

※①②ともに中学生以下無料
問合 文化財保護活用課

☎２０－１４５３, ２０－１６７７

文化創造都市高岡のロゴマーク・キャラクターなどを
フリー素材として公開しました！

「日本遺産のまち高岡」「文化創造都市高
岡」のさらなる推進を図るため、文化創造都市
高岡のロゴマーク・キャラクターなどを市民の
皆様に広く使っていただけるよう、フリー素材
として公開しました。個人でのご使用はもちろ
ん、商用で使用する名刺や商品パッケージへ
の活用など、様々な用途にご使用いただけま
す。ぜひご活用ください！

国立西洋美術館コレクションによる
高岡で考える西洋美術

―〈ここ〉と〈遠く〉が触れるとき
９月１０日㈮～１０月２４日㈰ @美術館

国立西洋美術館が所蔵する、中世末期から20世紀初頭まで
のコレクション約110点と、高岡市美術館のコレクション約20点

を展示し、近代以降の日本に流入した西洋美術の源流を探り
ます。ヴェロネーゼ、デューラーやドラクロワ、クールベ、ロダン、
モリゾ、モネ、ルノワールなどの作品を、この機会にぜひご覧く
ださい。

時間 午前９時３０分～午後５時（入館は午後４時３０分まで）・
月曜休館（祝日の場合は翌平日）
料金 一般１,２００円、６５歳以上９００円、高校・大学生６００円、
小・中学生３００円、親子券１,４００円（大人１人、小・中学生２
人まで）

前売券 生涯学習センター、アーツナビなどで一般のみ９００
円で販売
問合 美術館☎２０－１１７７、２０－１１７８

When Here and Afar Meet: Western Art in Takaoka (from 

the National Museum of Western Art)

September 10th (Fri) to October 24th (Sun) 

@Takaoka City Art Museum

An exploration of the origins and meaning of western artworks

that flowed into Japan after the Meiji Era. On exhibition will be

110 works from the NMWA dating from the end of the medieval

era to the beginning of the 20th century, along with 20 works

from Takaoka City Art Museum. Take this opportunity to see

Veronese, Durer, Delacroix, Courbet, Rodin, Morisot, Monet,

Renoir and more.

Time 9:30 – 17:00 (last admission at 16:30). Closed on Mondays

(on the next week day if Monday falls on a public holiday).

Admission 1200 yen (general); 900 yen for 65 years old and

older; 600 yen for university & high school students; 300 yen for

elementary & middle school students; 1400 yen for families (1

adult & 2 elementary/middle school children)

Advance general tickets are sold at the Lifelong Learning Center

and Arts-Navi at 900 yen.

Inquiries City Art Museum ☎20-1177, 20-1178

Takaoka, A City of Japan Heritage: 

Free Logo and Character Drawings!

To promote “Takaoka, A City of Japan Heritage 
and Cultural Creation” inside and outside Japan, 
logos and character drawings are now free to 
download and available for both personal and 
commercial uses (such as for business cards 
and on commercial packaging)! Please by all 
means take advantage of these resources! 

▲Takaoka City 
Website

Hokuriku Crafts Fair GO FOR KOGEI 2021

September 10th (Fri) – October 24th (Sun)

A Crafts Fair that encompasses Toyama, Ishikawa, and Fukui –

the Hokuriku Region: free admission for middle school

students and younger.

At the Shokoji Temple special exhibition, you will see collections

of contemporary art, crafts, and outsider art on the theme of

“An Era of Crafts, the New Quotidian.“

1) Multi-Venue Pass (5 venues): 3000 yen for adults & high

school students (advance tickets)

2) Individual Pass (Shokoji Temple): 1200 yen for adults & high

school students

Inquiries Cultural Property Section ☎20-1453, 20-1677

▲四代 田辺 竹雲斎
《CONNECTION -GODAI-》2019

Photo：MINAMOTO Tadayuki

mailto:tabunka@city.takaoka.lg.jp
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新型コロナワクチンの接種券が

お手元に届いている人へ

接種の予約状況やワクチンの供給状況などに応じて、

年齢の高い人から順に接種券を発送しています。接

種券がすでに届いている人で、接種を希望される人

は、3週間後の2回目接種のご予定も確認いただき予

約をお取りください。

予約方法については、接種券と同封してある「高岡市

新型コロナワクチン接種のお知らせ」または市ホーム

ページをご覧ください。ワクチン接種のスケジュールは、

ワクチン供給量や予約状況などにより随時変更してい

ます。また、LINEの高岡市公式アカウントでも最新の

情報をご案内しています。

Inquiries Takaoka City COVID-19 

Vaccine Call Center 

(Open from 9:00 to 17:30, weekends 

and holidays included.)

市HP/Takaoka 

City Website ▲

市HP/Takaoka City Website ▲

問合 高岡市新型コロナワクチンコール

センター ☎30-3840 （午前9時～午後

5時30分。土・日・祝日も受け付けます）

高岡市(Takaoka City) LINE ▲

One-Time Benefit for 
New & Expectant Mothers

Takaoka City provides a one-time benefit of 30000
yen per child to support new & expectant mothers
who are concerned about pregnancy and childbirth.
Eligibility Those who are registered residents of
Takaoka City and who have been issued a Maternal &
Child Health Handbook in Takaoka City or a different
municipality, and who meet any of the following
requirements.
1) Your child was born between April 2nd and July
31st, 2021.
2) You received the Maternal & Child Health
Handbook by July 31st, 2021.
3) You are eligible to receive the Maternal & Child
Health Handbook between August 1st, 2021 and
March 31st, 2022.

新生児・おなかの赤ちゃん臨時特別給付金

問合 子ども・子育て課☎20-1393

市独自で、妊娠・出産に不安を抱えた妊産婦の方を

支援するために、新生児・胎児１人につき３万円の給

付金を支給します。

対象 高岡市に住民登録があり、高岡市又は他の市

区町村で母子手帳の交付を受け、次の要件のいず

れかに該当する人。

①令和３年４月２日から同年７月31

日までに生まれた新生児の母親

②令和３年７月31日時点で母子手

帳の交付を受けている人

③令和３年８月１日から令和４年３

月31日までに母子手帳の交付を

受けた人

申込 令和４年３月31日㈭まで、申請書と必要書類

をそろえて、直接か郵送で、子ども・子育て課（〒

933-8601高岡市広小路7-50）へ。
※受給要件や必要書類、申請方法など、詳しくは市
ホームページでご確認ください。

COVID-19 Vaccination: to Those Who Have 
Received Their Vaccination Coupons

Depending on the reservation and supply status of
vaccines, vaccination coupons are mailed out in order
starting from the most advanced age group. To those
who wish to be vaccinated and who have received
their vaccination coupons, please proceed to make a
reservation. Keep in mind that your second
appointment will be booked automatically.
For information on how to make a reservation, please
consult the notice enclosed with your vaccination
coupons or Takaoka City’s website. The vaccination
rollout is subject to sudden schedule changes based
on the status of reservation and supply. Please check
the newest updates on Takaoka City’s LINE account.

夏の万葉ロード・二上山
Man’yō Road & Futagami Mountain

金屋町での七夕
Tanabata Festival in Kanayamachi

読者の皆様が撮影した写真を募集しています。 Send us your pictures of Takaoka!

Application Please apply with the
necessary documents, by mail or in
person, by March 31st (Thu), to the
Childcare Section (Takaoka City Hall).
Please consult Takaoka City’s website
for detailed information.


