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An initiative of the Takaoka Multicultural Plan
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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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みられ金屋町 @金屋町
９月２３日㈮～２４日㈯

・ガイドツアー＆スタンプ・クイズラリー
・暮らしと街並みのギャラリー
・着物ファッションショー“MIRAREコレクション”
問合 ミラレ金屋町実行委員会
mirarekanayamachi@gmail.com
商業雇用課TEL 20-1289

Mirare Kanayamachi
Festival & Craft Fair @Kanayamachi Area

September 23rd (Fri) - 24th (Sat)
- Guided tour and stamp rally 
- Gallery, exhibition, and bazaar
- Kimono Fashion Show “MIRARE Collection”
Inquiries Mirare Kanayamachi Executive Committee:  
mirarekanayamachi@gmail.com; See QR Code ▶
Commerce & Employment Section TEL 20-1289

福岡町つくりもんまつり
300年余り続く伝統の奇祭が3年ぶりに開催。
内容 つくりもんコンクール
日時 9月23日（金・祝）
午前10時～午後10時・
24日㈯午前10時～午後9時
場所 福岡町中心市街地
問合 福岡町つくりもんまつり実行委員会TEL 64-1227、

地域振興交流課TEL 64-1427

◇高岡大仏お身拭い 参加者募集
日時 9月23日（金・祝）午前10時
（午前9時集合）
場所 高岡大仏前
定員 10人（申し込み順）
費用 3,000円
問合 大仏寺TEL 23-9156

たかおか朝市
青果物や軽食など約60店舗が出店
日時 9月11日㈰・25日㈰の午前5時30分～午前8時
場所 坂下町通り
※市営御旅屋駐車場は、午前5時30分
から午前8時30分まで無料
問合 たかおか朝市実行委員会
TEL 090-6811-3137、
市民生活課TEL 20-1552

Fukuoka Tsukurimon Festival 
Long-lasting unique festival of 300 years, celebrating 
harvest with large-scale handmade artworks created with 
a variety of crops 
Time September 23rd (Fri) from 10:00 to 22:00, 24th 
(Sat) from 10:00 to 21:00
Place Fukuoka Town Central Area
Inquiries Fukuoka Tsukurimon Festival Executive 
Committee TEL 64-1227, Regional Development & 
Exchange Section TEL 64-1427

Takaoka Great Buddha Ominigui Cleaning 
Ceremony – Participation Open to the Public!

Time September 23rd (Fri/Holiday) at 10:00 (Meeting up 
at 9:00) 
Place In front of the Great Buddha
Capacity 10 people (first come, first serve)
Cost 3000 yen 
Inquiries Daibutsuji Temple TEL 23-9156

Takaoka Morning Market
Fresh produce and small snacks on sale from more than 60 
stores
Time September 11th (Sun) and 25th (Sun) from 5:30 to 
8:00 am 
Place Sakashitamachi Street 
*The municipal Otaya Parking Lot is free from 5:30 to 8:30 
am. 
Inquiries Takaoka Morning Market Executive Committee 
TEL 090-6811-3137, Citizen Affairs Section TEL 20-1552

ミラレHP

mailto:tabunka@city.takaoka.lg.jp
mailto:mirarekanayamachi@gmail.com
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Things I Love About Takaoka
By Phoebe Jin (Takaoka City ALT)

I’ve been here for a little bit more than half a year and
I’m slowly getting used to life here. Like many others,
Takaoka didn’t even exist on my mental map of Japan
before I got placed here. I didn’t know what to expect,
but even so, I wanted to make the most of my time here
and keep an open mind to new experiences here. So
here are some things I enjoy most about my time in
Takaoka so far.

高岡での好きなこと
フィービー・ジン（高岡市ALT）

高岡に住み始めてから半年以上が経ち、少しずつ慣

れてきています。他の人と同じように、配属先が分

かった時に「高岡」は頭の中の地図に載っていません

でした。何を期待すべきか分からずにいましたが、新し

い経験を歓迎し、充実した時間を過ごしたいと考え

ていました。それでは、今まで高岡で楽しんでいること

をいくつか共有したいと思います。

30分間の徒歩通勤

最近は熱さと湿気の中で徒歩での通勤が大変では

ありますが、やりがいがあります。小学校の近くの地域

交通安全隊員が私の顔を知るようになり、いつも親

切に「おはようございます」と「いってらっしゃい」と挨拶

してくれます。時々窓から現れ、私をじっと見つめる猫

がその特典になります。

古城公園での弓道教室

自分が決してスポーツ好きで運動神経の良い人では

ないので、弓道教室に申し込む日が来るとは想像し

ませんでしたが、夏場であちらこちらに飛び交う虫のこ

とを忘れるほど楽しい経験となりました。指導をしてく

れたみなさんも素晴らしかったです。

陽だまりの湯

正直に言えば、まだそこまで頻繁に使っていませんが、

この場所に入った途端恋に落ちました。リラックスでき

るお風呂、くつろげる広い休憩空間、そして何よりも、

さまざまな食べ物が提供されていることを完璧に思い

ます。仕事後にリラックスするのに最適な場所です。

しゃぶしゃぶ

しゃぶしゃぶが大好きなこと以外、何を言っても余分

でしょう。食べ放題なのに値段が手ごろで、肉も野菜

も充実しています。カレーライスまでついていることが

嬉しく、いつも小盛りのカレーライスから始めるようにし

ています。季節を問わず楽しめるしゃぶしゃぶですが、

冬の寒い時期は熱々のスープに限ります。少ししたら

必ず行くようにしているので、食べると元気が湧いてき

ます。

以上挙げたのは、来て数ヶ月の間に好きになった多く

のことの４つにすぎません。これからも、高岡でもっと

好きなことを見つけるのを楽しみにしています。

The 30-minute Walk to Work
Although it’s recently been a trial walking to work in this
heat and humidity, it still has its perks. The community
traffic patrol members of the elementary school along
the way have gotten to know my face and always greet
me with a friendly “ohayogozaimasu” and an
“itterasshai.” The cat that stares at me through the
window from time to time is also a bonus.

Kyūdō Class at the Dōjō in Kojo Park
I wouldn’t call myself an athletic person or someone who
enjoys sports at all so I didn’t expect to sign up for
kyūdō classes. But it has been such an enjoyable
experience and the instructors have been really great. I
can almost forget all the summer bugs flying all over the
place.

Hidamarinoyu
Okay, to be honest, I haven’t been here a whole lot. BUT
as soon as I went in, I immediately liked the place.
Super relaxing baths, a lot of space to lounge, and most
importantly, the many different kinds of food they serve
are perfect. It’s a great place to wind down after work.

Shabuyō
What can I say, except that I love shabu shabu. It’s
affordable for an all-you-can-eat and has a nice selection
of meat and vegetables. The curry rice they have is also
a plus and I like to start my meal with a small bowl of it.
Highly recommend shabu shabu for any season, but the
boiling soup is especially great during the winter cold. I
make sure to go at least once in a while and it always
brings my spirits up.

These are only 4 things out of the many things that have
grown on me in the short months I’ve been here and I’m
excited to find more things to love in Takaoka.

夏の高岡 / Summer in Takaoka

撮影：Penkoさん

皆様からの写真を募集しております！ Send us your photos of Takaoka!


