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７月15日 ヒラメの放流
大町幼稚園の児童と保護者のみなさんが、
大町地区の海岸でヒラメの稚魚約4,800匹を
放流しました。

トランス ジャパン
アルプス レ－ス 開催
魚津から始まる日本縦断レース！ 日本海から太平洋を目指します。

トランスジャパンアルプスレース（以下TJAR）は、日本海/富山湾（魚津市早月川河口）
をスタート地点とし太平洋/駿河湾（静岡市大浜海岸）までの約415ｋｍの距離を、自身の足
のみで８日間以内に踏破することをめざす山岳アドベンチャーレースです。
TJARは体力さえあれば完走できるものではなく、3,000ｍ級の山岳フィールドで活動する
ための知識や経験に基づく判断力そして勇気を兼ね備えることが必要になります。そのため
に、資格要件などの書類審査に加えて、厳しい選考会を行い、それをクリアした者だけが富山
湾＝魚津市のスタートラインに立つことができます。
2002年夏に第１回大会が開催され、その後２年に一度、魚津市をスタート地点とし開催され
ています。

場所

平成26年４月

ＴＪＡＲ告知看板設置

ミラージュランド前

７月中旬～８月８日

横断幕設置

市役所前公園

７月中旬～８月31日

ＴＪＡＲ写真展開催

ありそドーム

８月１日～レース終了

ＴＪＡＲ写真展開催

８月９日夜

スタート前イベント
（開会式･安全祈願祭など）

ゴール時

ミラージュランド
（無料休憩所しおかぜ）

ミラージュランド
（芝生広場）

選手に魚津の地酒の提供 ゴール地点（大浜海岸）

「
魚津」がレースを
バックアップ

活動内容（予定）

「これほど の大 レースが 魚 津
市 を スタート地 点 にしているの
に、地 元 が 関 わら な いのは も っ
たいないことではないのか。」
「魚津市を全国にＰＲできる
チャンスではないのか。」
これらの意見を受けて、第
７回目となる今大会から、地
元である魚津がＴＪＡＲのス
タート地点の環境整備や運営
の支援などを行い、レースを
特別後援することになりまし
た。

時期

そして、魚津市、魚津市教
育委員会、魚津商工会議所、
魚津市観光協会、その他民間
企業や山岳に関する団体が集
まり、「ＴＪＡＲ魚津市実行
委員会」が今年２月に設立さ
れました。
委員会では左表のような告
知活動を実施し、レーススタ
ート当日はもちろん、ゴール
地点にも先回りして選手を祝
福する計画です。

▲早月側の河口をスタート

▲ミラージュランドでの開会式
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ＴＪＡＲの
競技ルールについて
乗り物等を使用せず自身の足だけ
で、スタート後の31か所のチェックポイ
ントすべてを通過し、ゴールを目指し
ます。
早月川河口（スタート）－馬場島－
北アルプス（剱岳－大汝山－五色ケ原－
薬師岳－太郎平小屋－黒部五郎小舎－
双六小屋－槍ヶ岳山荘－上高地）－
奈川渡ダム－境峠－ＪＲ薮原駅－
旧木曽駒高原スキー場－中央アルプス
（木曽駒ケ岳－空木岳）－駒ヶ根高原－
市野瀬－南アルプス（仙丈ヶ岳－塩見岳－
三伏峠－荒川岳－赤石岳－聖岳）－
茶臼小屋－井川オートキャンプ場－
井川ダム－笠張峠－ＪＲ静岡駅－
大浜海岸（ゴール）
また、通過期限が設定されているチ
ェックポイントがゴール地点を含め５
か所あり、時間に間に合わない場合は
失格になります。
チェックポイント

通過期限

早月川（スタート）

８月10日 00:00

（富山県魚津市）

レーススタート

上高地
（長野県松本市）

市野瀬
（長野県伊那市）

三伏峠
（長野県大鹿村・静岡市葵区）

８月12日 08:00
８月14日 12:00
８月15日 17:00

井川オートキャンプ場 ８月17日 04:00
（静岡市葵区）
大浜海岸（ゴール）
（静岡市駿河区）

８月17日 24:00

山小屋や商店などでの食事や買い
物、入浴は認められています。しかし、
山小屋や旅館などでの宿泊や仮眠は
禁止されています。宿泊はテント等を
使用しての露営となります。

2014ＴＪＡＲの出場者は26名で
す。前回大会完走者と６月下旬に南ア
ルプスで行われた選考会（予選会）の
合格者で抽選を行い、出場者が決定し
ました。

写真撮影：藤巻翔、後藤武久、小関信平、宮上晃一
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※選考会に出場するための書類選考があ
ります。過去に70km以上のレースを完
走した実績と標高2000m以上の高地で
10泊以上の露営経験が無いと出場でき
ません。

▲世界ジオパーク

洞爺湖有珠山（北海道）、
糸魚川（新潟県）、
山陰海岸（京都府･兵庫県･鳥取県）、
隠岐（島根県）、
室戸（高知県）、
島原半島（長崎県）

ジオパークって
何？

世界で、日本で、地球の大
自然・大地の遺産を楽しみな
がら理解を深め、守り伝えて
いく活動＝ジオパークが増え
ています。ジオパークは、大
地に根差した地域の「宝物」
を学び、楽しみ、未来にわた
って守り活用していく活動で
す。

世界ジオパークと
日本ジオパーク

世界ジオパークとは、ユネ
スコの支援のもと活動してい
る世界ジオパークネットワー
クに認定されたジオパークで
す。（現在世界 カ国 地域、
そのうち日本６地域）

つの活動

33

●教育 ・ 学 習 … 宝 物 の 価 値 を
みんなで学びます。

ジオパークの

日本ジオパークは、日本ジ
オパーク委員会に認定された
ジ オ パ ー ク で す 。 （現 在 地
域 、 そ のう ち ６ 地 域 は 世 界 ジ
オパークと重複）

100

●地域振興 …地域の持続可能な

社会 経
･済発展を育成します。
●保護 保
･ 全…宝物をみんなで
守り、未来に伝えます。
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ジオパークになるメリット

①宝物 を 広 く 共 有 … 地 域 の 宝
物の価値を全国にアピー
ル・共有できます。

②地域 を 元 気 に … 地 域 の 宝 物
の価値を知り、活かすこと
で地域の活性化につなげま
す。

③防災 に 活 か す … 大 地 を 知 り
自然を知ることは、防災・
減災に役立ちます。

ジオパークへの
取り組み

立山黒部ジオパーク構想
とは？

魚津市を含む富山県東部
（立山黒部）一帯は、氷河を
いただく立山連峰から天然の
「生けす」富山湾まで、高低
差４０００ｍのダイナミック
な地形と約 億年に及ぶ歴史
を物語る大地の上に、おいし
い水や多様な動植物など自然
の恵みが凝縮された、世界に
誇れる地域です。
この魅力あふれる地域をジ
オパークとして、学び、楽し
み、活かし伝えるための取り
組みが行われています。魚津
市もこのジオパークを目指し
た活動を支援しています。
↑

38

29
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構想を
白滝（北海道）、アポイ岳（北海道）、三笠（北海道）、とかち鹿追（北海道）、
三陸（青森県･岩手県･宮城県）、男鹿半島･大潟（秋田県）、八峰白神（秋田県）、
ゆざわ（秋田県）、磐梯山（福島県）、茨城県北（茨城県）、下仁田（群馬県）、
秩父（埼玉県）、銚子（千葉県）、伊豆大島（東京都）、箱根（神奈川県）、
佐渡（新潟県）、白山手取川（石川県）、恐竜渓谷ふくい勝山（福井県）、
南アルプス（長野県）、伊豆半島（静岡県）、四国西予（愛媛県）、阿蘇（熊本県）、
天草御所浦（熊本県）、おおいた豊後大野（大分県）、おおいた姫島（大分県）、
霧島（宮崎県・鹿児島県）、桜島・錦江湾（鹿児島県）

支援しています

●日本ジオパーク

～目指せ！立山黒部ジオパーク～

魚津市は

立山黒部
ジオパーク

2014.6.6現在

立山黒部ジオパーク推進協議会は、富山県東部地域（９市町村 ※）
におけるジオパーク活動の推進等のため、平成 年１月に設立さ
れた団体です。地域の民間企業、大学、ＮＰＯ法人などの関係者
を中心に構成されていて、魚津市の名誉市民である中尾哲雄さん
が代表を務めています。
設立からこれまでの活動としては、県内外での出前講座、現地
を訪れて専門家の解説を聴く「ジオツアー」、ガイド養成講座、設
立記念シンポジウムなどが開催されてきました。

立山黒部ジオパーク推進協議会

魚津市は、埋没林、蜃気
楼、洞杉、水循環など特色の
ある見所を持ち、立山黒部ジ
オパーク構想の重要なエリア
の一つです。市の「魚津の水
循環」関連事業や、博物館に
よる展示・普及・調査研究な
どの取り組みもジオパークに
結びついています。

魚津市との関係は？
25

※魚津
 市 富･山市 滑･川市 黒･部市・立山町 上･市町 入･善町 朝･日町 舟･橋村

▲ジオガイド養成講座「急流河川コース」

ジオパークを
目指して

これからの目標

立山黒部ジオパーク推進協
議会では、まず平成 年中に
日本ジオパークに認定される
ことを目指しています。さら
に、２０２０年の東京オリン
ピックまでに世界ジオパーク
に認定されることを目指して
います。
魚津市は９市町村で構成す
る支援会議の一員として、ジ
オパーク構想の拠点施設に位
置づけられる魚津埋没林博物
館の整備充実を行うなど、立
山黒部ジオパーク推進協議会
への支援を継続していきま
す。
また、「めざせ！立山黒部ジ
オパーク～ 魚 津 の目 玉 ！ 展 」と
題したジオパークに関する展
示を８月１日㈮から魚津埋没
林博物館で開始します。

26

1

大 地 ジ( オ に) 根 差 し た 魚 津
の自然のいろいろな“目玉”
をお楽しみください。

2014-8
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立山黒部ジオパーク推進協議会

111

立山黒部ジオパーク構想に関するお問い合わせは

5

〒 ９３０―０８５６ 富山市牛島新町 番 号 （タワー ビル 階）
 ０７６ ４･３１ ２･０８９
ホームページＵＲＬ
http://tatekuro.jp/
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▲ジオガイド養成講座「立山コース」
▲平 成26年３月15日に新川文化ホールで開
催された設立記念シンポジウムの様子

▲出前講座（魚津学び塾：新川学びの森天神山交流館）
▲ジオツアー「水みらいジオパーク探検隊」富山市西番の大転石

日
８月１日㈮

８月２日㈯

８月３日㈰
８月７日㈭

時

イベント

実施場所

荒天の場合

20:00～

開会式

諏訪神社

中止

20:30～

たてもん祭り

諏訪神社

中止※

18:50点灯
～22:00

キャンドルロード2014
～心にじんわり 燈りみち～

中央通り商店街
鴨川周辺の歩道
餌指公園

19:40～20:20

海上花火大会

魚津港

４日(月)以降に順延

20:40～

たてもん祭り

諏訪神社

中止※

17:00～18:30

フィナーレパレード

22ｍ通り

天候を見ながら、開催するイベント、
中止するイベントを決定

19:00～21:30

せり込み蝶六踊り街流し

22ｍ通り

中止（小雨の場合、開催）

経田七夕祭り

経田地内

８日に順延
（７･８日荒天の場合中止）

18:00～

開催決定時間
16時（最終18時）

中止

16時
16時（最終18時）
15時
17時

分～

50

(

時頃まで

10

)

「燈り（あかり キ
= ャンドル）のみちで、魚津の街、祭りに来てくださったお客様
をお迎えし、祭りに携わる皆さんを含め、じんわりあたたかい雰囲気で包み込み
たい」という願いをこめて実施します。

時

6

キャンドル点灯

午後

日㈮（土日及

29

８月２日㈯

15

中央通り商店街、鴨川周辺の歩道、餌指公園、お寺や神社など

※雨天中止となった場合、園児の皆さんの可愛いイラストを、８月４日㈪～
び 日～ 日を除く）に中央通りイベントホールで展示します。

13

今年もやります！ キャンドルロード☆ ～幻想的な燈 あ(か り)のみちを、ゆっくり歩いてお祭りへ～

※たてもん祭りは両日荒天中止の場合、開催しません。

当日、キャンドルの準備や設置、点灯、
片付けなどにご協力いただけるボランティ
アを募集しています。詳しくは、下記まで
お問合せください。

商工観光課（３階）

23-1380

2014-8

広報うおづ

12
6

（24-6999）
○両日とも 10:00～16:00 開催
○ミラージュランドの遊具が1,000円で乗り放題
（３歳以上１名につき）
○ステージでさまざまなエンタテイメントショー

第５回

※メ ールマガジン会員様、イベントチラシ持参の方は５名様まで
1,000円/人へ割引
※当イベント開催中は園内入場の際に上記料金が必要となります。遊具
をご利用にならない場合でも有料となりますのでご注意ください。
※当日の出入場口は正面ゲートのみとなります。
※天候等によりイベントの内容が変更になる場合があります。

魚津漁火まつり

海辺の風物詩“漁火”を再現し、人と海のふれあ
い、癒しの浜辺で楽しく集うイベントです。５回目と
なった今年も、海沖合いに漁火船が整列点灯します。
●日時
●会場

８月30日㈯ 14:00～21:00
海の駅広場（みなとオアシス魚津）
※雨天時は、海の駅蜃気楼イベントハウス内

●内容

味自慢テント村 魚津のＢ級グルメ
縁日コーナー
金魚すくい・ヨーヨー他
特別企画 浴衣美人コンテスト、
フィナーレ漁火花火大会など

海の駅蜃気楼

7
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24-4301

夕暮れがかった飯山の街中を、ペットボトルや
伝統的工芸品である内山紙を使用した、大小合わ
せて15,000個以上の灯篭が幻想的に演出します。
地元高校生が中心となって取り組む「絆プロジ
ェクト」の灯篭演出は圧巻の迫力です。灯篭が灯
る前にはダンスイベントも開催されます。
●日時 ８月９日㈯ 16:00～
●場所 飯山市中心市街地
いいやま灯篭まつり実行委員会
（飯山市役所内）0269-62-3111

マドンナたちの甲子園

マドンナたちの甲子園として親しまれている全日本大学女子野球選
手権大会は今年で第28回目を迎えます。今年は22チーム24校が出場
し、桃山・天神山野球場で熱い戦いが繰り広げられます。是非ご観戦
ください！
８月22日㈮
８月23日㈯～24日㈰
８月25日㈪～26日㈫
８月27日㈬
８月28日㈭、29日㈮

午後４時～開会式･歓迎会
ありそドーム
１、２回戦（天神山･桃山野球場）
準々決勝、準決勝（桃山野球場）
３位決定戦、決勝戦及び閉会式（桃山野球場）
予備日

全日本大学女子野球選手権大会魚津市実行委員会

大学名

所在地

出場
回数

愛知医療学院短期大学

愛知県

5

椙山女学園大学

愛知県

20

早稲田大学

東京都

19

富山大学

富山県

27

跡見学園女子大学

埼玉県

27

東京女子体育大学

東京都

22

大阪芸術大学

大阪府

17

桜花学園大学

愛知県

11

上智大学

東京都

25

女子美術大学
女子美術大学短期大学部

東京都

2

園田学園女子大学

兵庫県

5

武庫川女子大学

兵庫県

3

大阪体育大学

大阪府

8

千葉商科大学

千葉県

16

皇學館大学

三重県

21

日本体育大学

東京都

26

至学館大学

愛知県

16

和洋女子大学 合同
東京海洋大学 チーム

千葉県

16

東京都

7

富山短期大学 合同
富山国際大学 チーム

富山県

21

富山県

9

中京大学

愛知県

17

日本女子体育大学

東京都

13

多摩美術大学

東京都

6

23-6550

魚津の夏果樹園ガイド（桃・梨・ぶどう）のご案内
魚津市果樹振興会では、魚津の夏果樹（桃･ぶどう･
梨）をPRするため、魚津市観光協会のホームページに
「魚津の夏果樹園ガイド」を作成しました。
ガイドでは直売所のマップなどを掲載していますの
で、この機会にぜひ魚津のフルーツをご賞味ください！
●内容

シーズンカレンダー（旬の品種が分かります）
農家さん紹介（直売所の場所が分かります）
●ホームページアドレス
http://www.uozu-kanko.jp/basic/summer-fruits.html

問合せ
農林水産課農政振興係（３階）

23-1032

2014-8
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セミナー講師によるトリオコンサート

学びの森ピアノフェスティバル

「サウンドパラダイス」
～フルート･サックス･ピアノによる真夏の夜の夢～
●日時
８月16日㈯ 18:00開演
●会場
学びの森交流館 桜ホール
●出演
立花千春（フルート）、田村真寛（サックス）
山田武彦（ピアノ）
●入場料 一般1,000円 高校生以下無料
●定員
お申込み先着100名
※電話またはメールでの事前申込みが必要です。当日は入
場整理券（お送りするハガキ）をご持参ください。

桜ホールに設置された1970年代のスタインウェイ・
フルコンサートピアノを使用した演奏会です。
これはコンクールと違って、音楽を愛する幅広い年
代の方々に、この名器を楽しんで弾いて、聴いて、味
わっていただくフェスティバルです。
●日時
８月24日㈰
※開催時間はお電話等でお問合せください。

●会場
●入場料

学びの森交流館
無料

桜ホール

セミナー受講生による成果発表会
サマーセミナーの合宿形式「集中レッスンクラス」「ピアノマスタークラス」の受講生がセミナーの成果を
発表します。どなたでもご入場できます。お気軽にお越しください。
●８月16日㈯ 新川文化ホール小ホール 集中レッスンクラス（フルート、サックス、ピアノ）
●８月22日㈮ 新川文化ホール小ホール 集中レッスンクラス（クラリネット、トランペット、声楽）
●８月17日㈰ 学びの森交流館桜ホール ピアノマスタークラス
※入場無料。各発表会の時間詳細は、お電話等でお問合せください。

問合せ･申込み 学びの森音楽祭事務局 31-7001 m_ongakusai@yahoo.co.jp
更新情報などはホームページで http://www.nice-tv.jp/~manabi-t/

新しい橋の名前は「有頼(ありより)大橋」に決定
市広報３月号で募集した国道８号入善黒部バイ
パスの片貝川に建設中の橋の名前が「有頼(ありよ
り)大橋」に決定しました。なお、応募総数は582
件でした。ありがとうございました。
新しい橋の近くにある「有頼柳」は、立山開山
の祖とされる佐伯有頼の父佐伯有若が越中国司と
して赴任した居館前にあったとされています。
国道８号入善黒部バイパス（黒部市古御堂～魚津
市江口）は暫定２車線で平成26年度末に開通の予定
です。
建設課業務係（３階）

７
９
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▼有 頼 柳 付 近 （ 木 下
新）から見た建設中
の有頼大橋

23-1028

魚津こうのとりプロジェクト
「まちなかマタニティ＆キッズマップ」
妊婦さんや子育て中の方が安心して暮
らせるための冊子「まちなかマタニティ
＆キッズマップ」に掲載する、口コミ情
報を募集します。妊娠中の方や親子が楽
しめる、安心して過ごせる、魚津市内の
お店や公共施設、公園など、口コミ情報
をお寄せください。

●募集内容
●応募締切

募集

お店や施設の名称とおすすめ情報
９月１日㈪まで

※提供情報がマップに掲載された方には、ほんの気持ち
（粗品）をお渡しします。応募の際は、お名前（ペン
ネームも）と住所をお忘れなく。
※市民のみなさんへ…魚津市では“結婚できる、産め
る、育てられる”まちづくりを目指して、「魚津こ
うのとりプロジェクト」を実施中です。マップ調査
隊が魚津のまちなかを回ります。ご協力をよろしく
お願いいたします。

問合せ･応募先 健康センター（魚津市母子保健推進員連絡協議会）
24-0415 FAX24-3684 メールアドレス k-bosui@city.uozu.lg.jp

子育て世帯臨時特例給付金の申請について
平成26年４月からの消費税率の引上げに伴い、子育て世帯の家計の負担
を減らすため、平成26年１月分の児童手当を受給している方に、「子育て
世帯臨時特例給付金」を支給します。
この給付金を受け取るには、平成26年１月１日時点で住民票のある市区
町村への申請が必要となります。
手続きが済んでいない方は、平成26年９月10日㈬までに申請をお願いし
ます。（申請書は６月に対象となる可能性のある方へ送付しています。な
お、公務員の方については所属庁より申請書が交付されております。）
●申請期間

９月10日㈬まで（土･日･祝日を除く）
8:30～17:30

申請期間を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
こども課子育て支援係（１階⑦番窓口）23-1006

バスやJR魚津駅前ロータリーご利用に関するお願い
バス停の近くでは駐車をしないで！
市内では、魚津市民バスと地鉄バスが市民の足として運行し
ています。しかし、最近バス停の近くに停まっている車をよく
見かけるようになりました。

ＪＲ魚津駅前･送迎用短時間駐車場をご利用ください
ＪＲ魚津駅前は、電車が到着する時間帯になると、迎えに来
られた多くの車が駅周辺に停車します。
駅周辺は、送迎以外の一般車両やバスはもちろん、歩行者も

バス停の近くに車が停めてあると、お客様が道路上で乗り降

多く通過します。市ではバスターミナルの一角に「送迎用短時

りすることになり、とても危険であることはもちろん、バス車

間駐車場（無料）」を設置しておりますので、車同士や歩行者

両は大きいので道路の幅を狭めてしまうことになり、後続の車

との接触事故を未然に防ぐためにも、送迎の際には短時間駐車

にも迷惑をかけてしまいます。

場をご利用ください。

バス停付近での駐車を避けていただきますようお願いいたし

また、駐車が20分を超える場合や飲食、出張等で駐車が長時

ます。

間になる場合には、魚津市営駅南駐車場をご利用くださるよう

お盆の期間も市民バスは運行しています

併せてお願いいたします。

お盆期間中（8/13～8/16）も、市民バスは全ルート通常通り
運行しています。お墓参りに、ご親戚宅への移動に、ぜひ市民

商工観光課市街地活性化室（３階）

23-1380

バスをご利用ください！

2014-8
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転入者住宅取得支援制度
転入者で市内に取得額100万円以
上の住宅を取得する方は助成を受け
ることができます。ぜひ、ご利用く
ださい。

対象者
基本額
加算額

転入者で魚津市内に住宅を取得される方
（金融機関からの借入がない方も対象となります）
建築又は新築住宅の購入
中古住宅の購入

取得額の２％

取得額の１％

限度額20万円

限度額10万円

子育て支援加算（義務教育修了前の子どもがいる方）一律10万円
魚津市産木材で建築した場合

10万円～40万円（使用量による）

※例えば、子育て中の転入者が、魚津市産木材で新築すると、
最大で 20万＋10万＋40万＝70万円 の助成が受けられます。

問合せ

都市計画課建築住宅係（3階）

23-1031

空き家を所有者している方へ（空き家等情報バンク、補助金のご案内）
空き家の管理について、倒壊の心配、草刈りなどご近所に迷惑
をかけていませんか。魚津市では、空き家・空き地情報バンクを設
置しています。借り手（買い手）を捜してみようという方は、まずは
ご連絡をください。
また、バンクに登録後6ヶ月経過して借り手がついた場合には、補
助金（再利用促進事業補助金）が交付されます。（要件あり）
他の方に使ってもらうには多大な改修費用がかかるので、取壊
しを検討している方で、外観から危険であることが分かる（屋根、
外壁が剥落している）など家屋の取り壊しをされる方には、補助金
（危険老朽空き家解体支援事業補助金）もあります。（要件あり）

◆再利用支援
常時空家の一戸建てで、水道等を完備し居住可
能で、市の「空き家･空き地情報バンク」に６
ヶ月間以上登録された建物

対象
物件
補助額

賃貸管理を不動産業者に委託している場合 10万円
賃貸管理を所有者自ら行う場合 ５万円

◆危険老朽空き家解体支援
対象
物件

常時空家の一戸建てで、市が危険と判断した建
物（市内業者による解体を行うもの）

補助金には、用途地域内※の空き家に限るなど交付要件ありま
すので、詳細についてはホームページをご覧になるか、お問い合わ
せください。

補助額

解体工事費の1/3

※用途地域とは･･･住居、商業、工業など土地利用（建築条件など）を制限
しているエリア（市のホームページでご覧になれます）

問合せ

都市計画課計画公園係（３階）

戦没者の冥福と世界平和を祈り
黙とうをささげましょう
昭和20年８月、富山大空襲や広島・長崎への原
爆投下により非常に多くの方々が犠牲になりまし
た。犠牲者の冥福と世界の恒久平和を祈り、黙と
うをささげましょう。
富山大空襲 ８月１日の深夜から明朝にかけて
広島への原爆投下 ８月６日 午前８時15分
長崎への原爆投下 ８月９日 午前11時２分
全国戦没者追悼式 ８月15日 正午
（終戦記念日）
魚津市戦没者追悼式
８月８日㈮ 11:00～
新川文化ホール 小ホール

社会福祉課福祉保護係（１階⑥窓口） 23-1005
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限度額30万円

23-1030

核のおそろしさ、
平和の大切さについて
考えてみませんか？
●原爆の絵展
昭和49年から昭和50年にかけて募集された原爆
の絵は、被爆者自らが原爆の悲惨な状況を描いた
ものです。写真や映像と違い、当時の状況がより
強く感じることのできる絵画を見て、たった１発
の原子爆弾によって、これまで築いてきた幸せな
生活が一瞬にして奪われた現実があったことを、
平和の大切さを考えてみませんか。
期間
８月１日㈮～17日㈰
場所
魚津市立図書館１階ロビー
●ヒロシマ･ナガサキ被爆の実相等に関するポスター展
期間
８月18日㈪～31日㈰
場所
魚津市立図書館１階ロビー
企画政策課秘書係（２階） 23-1016

富山県東部消防組合消防本部からのお知らせ
自然災害に備えて

◎非常持出品は準備していますか？

８月と９月は、台風等の自然災害が発生しやす
い季節です。
昨年は、７月に西日本から北日本の広い範囲で
の大雨、８月には秋田県、岩手県で記録的な大雨
が発生し、島根県では記録的な大雨に併せて土
砂災害も発生し、死者や建物の全壊等の大きな
被害が発生しました。
災害は、いつどこで発
生するか予測ができま
せん。もしもの時に備え
て、日頃から以下のことを
準備しておきましょう。

・懐中電灯、携帯ラジオ、非常食、飲料水、救急用品、貴重品など、必要
最低限の持出品を普段から準備しましょう。

▲昭和39年の水害

富山県東部消防組合消防本部 魚津消防署

◎環境整理は大丈夫ですか？
・自宅周辺の強風で飛ばされそうな物（植木鉢等）は、片付けておきまし
ょう。
◎気象情報に注意していますか？
・テレビ、ラジオ、インターネット等で最新の気象情報を確認しておきま
しょう。 天候が変わり始めたら、海、河川、用水路、がけ崩れのおそ
れがある斜面付近等、危険な箇所には近づかないようにしましょう。
◎避難はみんなで協力しましょう
・魚津市土砂災害ハザードマップ等で危険な場所や避難場所を確認してお
きましょう。
・家族や近所の人と、連絡方法等について話をしておきましょう。

24-7980

魚津市役所地域協働課地域振興･防災係（２階）23-1078

問合せに119番は使用しないでください

第18回 魚津市消防団消防操法大会について

119番はみなさんの生命･財産を守るための大切な緊急電話で

消防団員の機動的かつ実践的な行動により、消防機械

す。119番は火災や救急事故をいち早く通報するための番号で、

器具の取扱いを習熟し、また、消防団の士気の高揚と火

地域ごとに回線数が限られています。問い合わせの電話のため

災防ぎょ技術の向上を図ることを目的とし実施します。

に、命に関わる急迫した通報が受信できないこともあります。

●日時
●場所

相談･問い合わせは、消防本部通信指令課または各消防署へお
願いします。

イベント会場（露店）等における
火災予防の徹底について

なお、火災発生の案内は22-9999です。
富山県東部消防組合消防本部 通信指令課

８月24日㈰ 13:00開始
志むら農村公園（石垣新地内 石垣新公民館黒部側）

24-7977

平成25年８月15日京都府福知山市の花火大会会場において
多数の死傷者を伴う、大変痛ましい事故が発生しました。
祭礼、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者の集合

強風･乾燥時の火災予防について
強風・乾燥時に火災が発生した場合、延焼が拡大し、被害が増
大するおそれがありますので、次のことを注意してください。

象火気器具等（ガスコンロ、発電機）を使用する場合は、消
火器を設置することになります。プロパンガスボンベを使用

・枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしない。
・火気を使用する場合は、周囲の可燃物の状況に十分注意する
とともに消火用の水等を必ず用意する。
・バーベキューなど火を使用する場合には、指定された場所で
行い、そこを離れる時には、完全に火を消す。
・喫煙は、指定された場所で行い、吸いがらは必ず消すととも
に、投げ捨てない。
・強風注意報や乾燥注意報などが発表されている場合は、火気
の使用は差し控える。

勤務内容 乳幼児の保育全般と保護者指導など
雇用期間 平成26年9月25日～平成27年3月31日（予定）
勤務時間 8:30～17:00（休憩45分）時差勤務あり
勤務を要しない日
日曜･祝日･年末年始（土曜日交代勤務あり）
休暇
有給休暇あり
勤務場所 魚津市立青島保育園
賃金
月額 153,450円
（期末手当、通勤手当あり）

する催し物をする場合は、露店等の開設届出書を提出し、対

する場合は、直射日光の当たらない通気性のよい場所に設置
し、転倒しないよう鎖等で固
定してください。
また、消防職員が消火器の
設置の有無を確認させてもら
うことがあります。
富山県東部消防組合消防本部 魚津消防署

その他
資格
申込方法
申込期間
募集人員

24-7980

社会保険、厚生年金、雇用保険の適用あり
公務災害補償の適用あり
保育士資格を有する方で、心身ともに健康な方
履 歴書１部、保育士証をコピーしたもの１
部をこども課に提出
随時
１名

こども課保育係（１階⑦窓口） 23-1079
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く ら し

８月は電気使用安全月間です
（一財）
北陸電気保 安 協 会
 ０７６・４４１・６３５０

※ 初めての方は事前にご連絡ください。

選挙人名簿を縦覧します

１
･０１９

市選挙管理委員会事務局
（２階総務課内）

●期間 ９月３日㈬～７日㈰
●場所 選挙管理委員会事務
局（２階総務課内）

特別障害者手当・
障害児福祉手当について

１
･００５

社会福祉課福祉保護係
（１階⑥番窓口）

魚津市障害者体育大会

２
･４９４

魚津市障害者連合会 （川上）



１
･００５

８月 日㈯ 午前 時
魚津市総合体育館

（１階⑥番窓口）

社会福祉課福祉保護係

●日時
●会場

日㈮

市民課医療保険係

（１階③番窓口）

１
･０１１

国民健康保険の限度額適用
認定証をお持ちの方へ

８月

※ 大会当日のボランティアを募集。締切

10

８月は北方領土返還運動
全国強調月間です

８月は電気の使用量が多
く、また汗をかきやすいため
感電の危険性も高い月です。
電気はムダなく安全に使
い、感電防止のためアースを
取り付けましょう。

『介護家族の集い』に参加し
ませんか？
寝たきりや認知症などの高
齢者の方を介護している家族
が集まって、お互いの介護経
験を話し合ったり悩みを相談
したりします。
●日時 ８月 日㈬ 午後１
時半～４時
●会場 つむぎ倶楽部（吉島 ）
●問合せ 地域包括支援セン
ター予防係 
１･０９３

住宅に関する無料相談
今月は、住宅の増改築、タ
イルの張り替え等に関する無
料相談会を行います。
●日時 毎月第３火曜日 午
後１時～４時
●会場 魚津地域建築組合
（北鬼江 ー３）
※電話 相 談 は 、 土 ・ 日 ・ 祝 日 を 除 く
午前８時半から午後５時まで、常
時受け付けています。（魚津市地
域住宅相談所 
５･０７８）

22

23

23

各種相談のお知 ら せ
毎月第２ ３
･木曜日は行政相談日
登記、年金、保険、福祉、
道路、窓口サービスなど役所
の仕事について、困っている
ことや知りたいことがありま
したら、行政相談委員が相談
に応じます。
●日時 ８月 日㈭・ 日㈭
午後１時～４時
●場所 市役所 階市民相談室
●問合せ 市民課市民係

１･００３

30

現在お持ちの国民健康保険
の限度額適用認定証の有効期
限は７月 日㈭までです。８
月以降に必要な方は交付手続
きをしてください。
●受付開始日 ８月１日㈮
（申請された月の１日が発効
期日になります）
●対象者 魚津市国民健康保
険に加入している方（ 歳以
上の加入者は住民税非課税世
帯の方のみ申請できます）
●必要なもの 保険証・印鑑

31

農林水産課水産振興係
（３階）  １
･０３３

北方領土は、択捉島 国
･ 後島
色
･ 丹島 歯
･ 舞群島からなり、
日本固有の領土でありながら
現在もロシアに実効支配され
ています。
毎年２月と８月は北方領土
返還運動全国強調月間とし
て、全国的に大会や街頭啓発
など活発な運動が行われてい
ます。北方領土返還実現へ向
けて、返還要求運動の意義等
を、次世代を担う青少年に伝
えていきましょう。

８月は道路ふれあい月間です
建設課業務係

※予約不要

精 神 （知 的 を 含 む）又 は 身 体
の障がいで、重度の障がいが
重複するなど、常時特別の介
護が必要な在宅の障がい者
（児 ）の 方 に 支 給 さ れ る 手 当 で
す。新たに受給を希望される
場合は申請が必要です。申請
方法等、詳しくは社会福祉課
福祉保護係までお問い合わせ
ください。
●支給対象者と支給額
①特別障害者手当
歳以上の方
２６０００円（月額）
②障害児福祉手当
歳未満の方
１４１４０円（月額）

15

23

23

※本人 ま た は 扶 養 義 務 者 の 所 得 や 、
その他の状況により支給されない
場合があります。
※支給 開 始 後 は 、 継 続 支 給 で き る か
確認するため、毎年８月に前年中
の所得状況等の調査を行います。

70

21

511

10

１
･０２８

ントＣｉＣ ５階 多目的ホール

23

14

20

23

22

相続と税の無料相談会
●主催者 富山県司法書士
会、北陸税理士会富山県支部
連絡協議会
●日時 ８月 日㈯ 午前
時～午後４時
●会場 富山ステーションフロ

※予約優先

20

20

313

●予約先 富山県司法書士会
 ０７６・４３１・９３３２

2014-8

広報うおづ

１３

10
511

（３階）

300

1

月のオレンジカフェつむぎ
認知症を患う方とその家族、
介護に従事している方などもお
気軽にお立ち寄りください。
●日時 ８月７日㈭ 午前
時～午後３時
●会場 つむぎ倶楽部（吉島 ）
●利用料
円
●問合せ つむぎ倶楽部

６･００６
8

23

22

23

23

～子や孫に つなげていきたい
道がある～
国土交通省では、道路の役
割や重要性を改めて考えてい
ただくために、８月１日から
８月 日までを道路ふれあい
月間としています。
昨年は、長年道路愛護ボラ
ンティア活動を続けてきた
「青島千歳会」が国土交通大
臣表彰を受賞しました。
31

児童扶養手当・ひとり親家庭等
医療費助成・特別児童扶養手当
の受給者の方へ

河川にごみを捨てないで
不法投棄は犯罪です。
１･０４８

自衛官募集

自衛隊魚津地域事務所
１･０３６
- ７-）
（上村木２

海上保安大学校学生採用試験

伏木海上保安部管理課
 ０７６６・４４・０１９７

魚津市では、市民の競技力
向上のため、全国大会等に出
場するスポーツ選手に対して
激励金を支給しています。
対象となるのは、次の条件
を満たす、県外で開催される
北信越大会等のブロック大会
以上の大会となります。該当
される方は、事務局まで連絡
お願いいたします。

①予選 会 を 勝 ち 抜 い て の 出 場
となる大会

② 選考会等を経て、選抜された
チームでの出場となる大会

1４

広報うおづ

2014-8

●申込方法 農林水産課農政
振興係へ電話にて申込みくだ
さい。
１
(階⑪番窓口 )

24

第１次試験 9/19～20の
いずれか１日

環境安全課生活安全係

14

陸・海・空 男子 18歳以上27歳 年間を通じて受付中 受付時にお知らせします
自衛官候補生 女子 未満の者
9/25～29のいずれか１日

こども課子育て支援係

●受付期間 （インターネット）
８ 月 日 ㈭ ～ ９ 月 ８ 日 ㈪ 、（郵
送 持
･ 参 ）８ 月 日 ㈭ ～ ９ 月 １
日㈪
●第 次試験日
月 日㈯ ･
２日㈰
●第 次試験地 新潟市、金
沢市など

生涯学習 スポーツ課スポーツ係
･
（第１分庁舎）
１
･０４６

全国大会等に出場するスポーツ
選手への激励金制度について

※受 験 資 格 等 は 電 話 や 海 上 保 安 大 学

校 海
･ 上保安学校学生採用ホームペ
ージで確認してください。

28

１
･ ００６

※申込 多 数 の 場 合 は 抽 選 と し ま す 。
結果については、後日、申込者に
文書にてご案内いたします。ま
た、当選者にはお引渡し日、場所
等を併せてご案内しますので、必
ずご指定の日にお越し下さい。

ゴ ミを 河 川 な ど に捨 てる事
例が後を絶ちません。下流流域
の方 々 が 、水 門 に詰 まった ゴ ミ
を 大 変 苦 労 しな が ら 回 収 して
います。
不法投棄は刑罰の対象となる
犯罪です。絶対にやめましょう。

歳以上の方々の就職に向けて～

介護職員初任者研修
～

魚津市シルバー人材センター
 ５･３２６

●開催日 ８月 日㈪～ 月
日㈬（ 日間）
●会場 新川文化ホール
●受付期間 ８月７日㈭まで
※受講料無料

（最寄りのハローワークで受付）

定年後の短時就業について
魚津市シルバー人材センター
 ５
･３２６

定年後の空いた時間に、また
社会参加をしてみませんか？
シルバー人材センターでの
新しい働き方について説明会
を行います。
●日時 ８月 日㈬ 午後１時半
●場所 ありそドーム

1

28

1

1

※数に 限 り が あ る た め 、 配 布 は １ 家
族１ポット（球根は４～５球）と
させていただきます。
※フラワーポットは配布しません。
※申込 受 付 日 以 外 の 受 付 は 一 切 行 い
ません。

スズメバチにご注意！
１･０４８

環境安全課生活安 全 係
１(階⑪番窓口 )

ハチの巣 は案 外 身 近 にあ りま
す 。ハチに刺 さ れな いた めには、
巣を無用に刺激しないことです。
特にスズメバチに刺された場合、
ショックにより死亡することもあ
りますので注意が必要です。
スズメバチなど危険なハチは
巣を取り除いて駆除することが
必要ですが、自宅や倉庫などの
軒 下 に作 ら れた 巣 の除 去 は、そ
の家の責任でお願いします。（市
では除去は行っていません）
※ハチ
 の巣 の駆 除 は 危 険 を 伴 います の
で、専 門 業 者 （有 料 ）に依 頼 す る こと
を お 勧 め し ま す 。専 門 業 者 は環 境 安
全 課 へ問 い合 わせていた だ ければ ご
紹介します。

試験期日
受付期間

（１階⑦番窓口）

毎 年 ８ 月 は児 童 扶 養 手 当 の
「現況届」、ひとり親家庭等医療
費助成の「更新申請書」、特別児
童 扶 養 手 当 の「所 得 状 況 届 」の
提 出 月 です 。該 当 者 の方 には 、
関 係 書 類 を 郵 送 します ので、忘
れずに提出をお願いします。
●提出期間
現
｢況届」「更新申
請 書 」は８ 月 １ 日 ㈮ ～ 日 ㈮ 、
「所 得 状 況 届 」は８ 月 日 ㈪ ～
９月 日㈬

※先着順ではありません。

10

8/1～9/9

一般曹候補生 18歳以上27歳未満の者

55

11

23

魚津市の花 カノコユリ
農林水産課農政振興係
（３階）  １･０３

カノコユリロード
魚津市の花に指定されてい
る「カノコユリ」のフラワー
ポットを市内各所に設置しま
す。可憐で美しい花々をぜひ
ご覧になってみてください。
●期間 ８月上旬から中旬まで
●場所 ＪＲ魚津駅前、図書
館前、海の駅蜃気楼前ほか

4

第１次試験 9/23

高卒（見込含）21歳未満の者

航空学生

25

11 29

23

18 22

22

応募資格
募集種目

15

23

23

カノコユリはいかがですか？
カノコユリロードの期間終了
後、球根 を 無 料 配 布 し ま す 。
●申込受付日 ８月８日㈮
午前８時半～午後５時

27

23

10

200,000  円

（故）石坂 敏夫

本江新町

100,000 円

原家いとこ会
▼善意銀行

古金 廣

北鬼江

（社会福祉協議会）

31,860 円
22-8388

（故）常楽 フジヱ

宮津

100,000 円

（故）飛世 充

川縁

100,000  円

富山県移動商業組合

富山市水落

10,000   円

魚津市ボランティア連絡協議会 新金屋二丁目

4,300 円

魚津保育園職員一同

本町一丁目

8,000 円

（故）笹木 孫吉

火の宮町

100,000  円

匿名希望

617 円

（故）魚岸 誠一

並木町

（株）ノースランド

吉島

100,000  円

☎24-3241

☎24-7307

おたっしゃ介護予防教室
●百楽荘
●経田福祉センター

（火、木、金、土）
（水、木）

福祉バス運行表
●福祉センター百楽荘行き
虎谷・石垣新

8/5㈫･12㈫･19㈫･26㈫

片貝・加積

8/1㈮･8㈮･22㈮･29㈮

12

10

平成26年 全国消費実態調査にご協力ください
～みんなの家計簿で、消費の未来を描きます～
総務省では、平成26年全国消費実態調査を実施します。
この調査は、本年９月～11月の３か月間、皆様に家計簿へ
収入と支出を記入していただくことで国民生活の実態を明ら
かにする調査です。
調査の結果は、生活保護基準や年金給付水準の検討や高齢
者対策といった国の政策の基礎資料として利用されるだけで
なく、地方公共団体の福祉行政、消費者行政など地域社会の
ためにも利用されています。

調査の意義･重要性をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いします。

●経田福祉センター行き
西布施

18

お菓子５箱

福祉センター百楽荘・経田福祉センター
（月曜休館）

検索

8/6㈬･20㈬･27㈬

※上記地区以外の方はコミュニティバスをご利用ください。

ふれあい入浴事業（市内の公衆浴場）
社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）
●実施日

1５

広報うおづ

8/12㈫・26㈫

2014-8

㈮の３日間、午前９時から午
後５時まで、現地の宮津霊園
管理棟でも納付の取扱いをし
ます。

100,000 円

10

23

周辺道路の交通規制
うら盆期間中は、墓参に伴い
宮津霊園周辺道路が大変混雑し
ますので、交通規制を実施しま
す。混雑緩和のため、標識に従
い通行してください。
●期間 ８月 日㈫ 午後４時
～ ８月 日㈪ 午前 時

住吉

15

19

ゴミの持ち帰りとお花やお供え
物の後始末にご協力ください
特に、食べ物は腐敗した
り、カラスなどが散らかすな
ど、景観を悪化させ、悪臭の
発生原因となります。絶対に
置いていかないでください。

（故）宮川 おとめ

13

平成 年度 屋 外 広 告 物 講 習 会

本町一丁目

26

または営もうとする方
●受講手数料 ３千円（富山
県収入証紙により納付）

（故）森本 嘉代子

富山県土木部建築住宅課景観係

3,000 円

屋外広告物 で

六郎丸

沖田崇寛

富山県

100,000 円

０７６・４４４・４ ４ ２ ３

諏訪町

 ０７６・４４４・９ ６ ６ １

四十万 敬子
健康友の会

3,000 円

FAX

宮津霊園のお知らせ

天神野新

都市計画課計画公 園 係
（３階）  １
･０３０

三井自動車（株）友の会

22

富山県では、屋外広告業を営
む方を対象に、屋外広告物の表
示や設置に関し必要な知識を修
得していただくため、富山県屋
外広告物条例に基づく講習会を
開催します。

▼社会福祉基金

無縁塔法要
魚津市仏教会のご協力によ
り法要を執り行います。
●日時 ８月 日㈫ 午前 時
●場所 宮津霊園無縁塔前

ご寄付ありがとうございました

※屋外 広 告 業 を 営 む た め に は 県 の 登
録を受ける必要があり、講習会修
了者等の業務主任者をおかなけれ
ば登録を受けることができません
のでご注意ください。

第２期
第２期
第２期
第２期

墓地使用者の皆さんへ
管理料の納付書は７月初旬
にお送りしました。９月１日
㈪までに納付してください。
なお、８月 日㈬から 日

●９月１日㈪までに納めてください
市県民税
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料
介護保険料

●日時 ８月 日㈮ 午前９
時半～午後４時半
●場所 富山県教育文化会館
（富山市舟橋北町７ー１）
●対象 屋外広告業を営む方

納期案内

☎23-1007

総務課行政行革係（２階） 23-1019

水道メーターの取替えについて

デジカメ入門２

４
･００１

県民カレッジ新川地区センター
（新川みどり野高校内）


表計算の基本操作・データ入力・基本的
26㈮、29㈪
な関数を習得する。（受講料3,000円）
（9:00～12:00）

県民カレッジ新川地区セン
タ ー で は 、 「ふ る さ と 発 見 講
座 」、「共 学 講 座 」、「ふるさ と富
山の魅力探究講座」の受講者を
募集します。
詳しくは市役所 図
･ 書館 公
･
民館などに置いてある県民カ
レッジ新川地区センターだよ
り「みどり野」８月号をご覧
になるか、右記までお問い合
わせください。
● 受 付 締 切 「ふるさ と 発 見 講

フリーマーケット出店者募集

※申込み用紙は魚津地域職業訓練センター、商工観光課（市
役所３階）、魚津公共職業安定所にあります。センターま
たは商工観光課にFAX･郵送で提出してください。学び
の森天神山交流館ホームページに年間計画があります。

１
･００４

（事務局 環境安全課環境政策係）

環境フェスティバル実行委員会
（１階⑩番窓口）

●市営住宅 六郎丸団地１戸（２号棟４階 ３DK 61.63㎡ 駐車場１台分）
●特定公共賃貸住宅

※市営住宅入居の基準所得を超えている方が申込み可能
天王団地２戸（ 2号棟 1階と4階 3DK82.30㎡ 和８帖  洋８帖･６帖 DK９帖
サンルーム有 家賃 60,000円 駐車場２台分含む）
上野方団地１戸（ 3号棟 2階 3DK79.34㎡ 和６帖  洋８帖･６帖 DK９帖
サンルーム有 家賃62,000円 駐車場１台分含む）

上記申込期間は８月１日㈮～29日㈮です。

●申込方法 ハガキ・ＦＡ
Ｘ・メール・持参のいずれか
により、参加者代表名、住
所、電話番号、販売品の内容
を明記して、環境安全課にご
提出ください。
●結果通知 応募多数の場合
は、抽選にて決定し、出店が
決まった方には、後日郵送に
てご案内いたします。

入居者募集

※ 詳細は市ホームページをご覧ください。
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水道課工務係

インターネットの仕組みやホームページの 9/16㈫、17㈬
閲覧の仕方、電子メールの基本操作を習得 （9:00～12:00）
する。（受講料1,500円）

県民カレッジ後期講座
受講者募集

9/22㈪、24㈬

エクセル入門

１
･ ０１４

県民芸術文化祭２０１４
文化ボランティア募集

ワード入門

日程
コース

富山県民芸術文化祭実行委員会
事務局（
富山県文化振興課内）
 ０７６・４４４・９６１６

（受講料3,000円）

（第２分庁舎）

集

計量法に基づき、 年を経
過するメーターを、水道課が
指定工事店に依頼して新しい
メーターに取替えます。
なお、取替えによる皆さん
への費用負担は一切発生しま
せん。
●実施期間 ８月上旬～ 月
下旬
●対象件数 約１９００件

募

（米多） 
１
･８５０
yoneda_19551003@yahoo.co.jp

魚津市フレッシュテニス協会

魚津市フレッシュテニス教室

8

●日時 ８月 日㈮、 日
㈯、 日㈮、 日㈯、９月５
日㈮、６日㈯ 合計６日間
午後７時半～午後９時
●場所 魚津東部中学校体育館
●受講料 １人千円（スポー
ツ障害保険は各自で加入して
ください）
●申込期日 ８月 日㈬

インターネット入門

座」「共学講座」 ９月６日㈯必着

27

昼間コース

９月 日㈯～ 日 （月 祝･）
、新
川文化ホールで富山県民芸術
文化祭が開催されます。入場
整理など運営業務を支援して
いただくボランティアスタッ
フを募集します。
●募集内容 ①舞台施設や舞
台運営に関する補助業務 ②
入場整理、受付、観客の誘
導・案内 ③出演者等との連
絡業務 ④美術展の監視業務
など
●締切 ８月８日㈮

※参加人数が5人以下の場合は講座を中止することがあります。

第 回環境フェスティバル
にて開催するフリーマーケッ
トへの出店者を募集します。
自宅に眠っている古着やおも
ちゃなどで参加してみません
か？
●開催日 ９月 日㈯ 午前
時～午後３時
●場所 ありそドーム（当日
は環境フェスティバル開催
中！うまいもの市、展示ブー
ス、講演など盛り沢山☆）
●出店料 無料
●募集数 ３区画
●締切 ８月 日㈮

23

･

電源の入切から、マウスの操作、文字入力
などパソコンの基本操作を習得する。

9/8㈪、9㈫
（9:00～12:00）
12㈮
（9:00～16:00）
基本的な文書の編集を習得し、簡単な文書
を作成する。（受講料3,000円）

「ふるさと富山の魅力探究講座」
８月９日㈯必着

8/1㈮～22㈮
申込期間

Windows７、Microsoft Office2010等
表中に記載 ※別途テキスト代金が必要
表中に記載
20名 ※定員となり次第締切

20

魚津地域職業訓練センター
※ボラ ン テ ィ ア 活 動 の 保 険 料 は 主 催
者が負担します。

※今月は土曜･夜間コースの募集はありません。

10

9/19㈮
データをパソコンに取り込み、簡単な編集
方法を学びます。（受講料1,500円）
（9:00～16:00）
※お手持ちのデジカメを持参してください。
22

FAX31-7009

☎31-7001

9/1㈪～3㈬
5㈮
（9:00～12:00）

パソコン入門

15

11

23

使用ソフト
時間
受講料
コース定員

22

24

20

新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

13

23

22

30

※当日会場での受付も可

29

富山県後期高齢者医療広域連合
運営懇話会の公募委員を募集
富山県後期高齢者医療広域連合事務局

●日にち 宵祭 ８月６日㈬
本祭 ８月７日㈭
●時間 両日 午後７時半～
●場所 ６日…旧８号線上村
木東交差点スタート ７日…
ホクトミ運輸前スタート

片貝地区

こし

くに

さんか

周年記念

グリーンカーテンコンテスト応募受付中！

魚津市文化協会創立

文化講演会 「越の国讃歌」
魚津市文化協会（臼井）
０９０ ８･９６６ ８
･７３４

文化協会創立 周年を記念
して、日本文化研究の第一人者
である中西進氏が、万葉集の楽
しさ 美 しさ について講 演 さ れま
す。
●講師 中西 進 氏（平成
年度文化勲章受章、高志の国
文学館館長）
25

●日時 ８月 日㈯ 午後６時
●会場 ホテルグランミラージュ
●入場料
円

３･９４６

※バス代含む

25

※事前 に チ ケ ッ ト を お 買 い 求 め く だ
さ い 。 （チケット販 売 所 … 教 育 委 員
会生涯学習 ス･ポーツ課）

８月の歩こう会
魚津歩こう会
（地﨑）

23-1017

地域協働課地域協働推進係（２階）

環境安全課環境政策係（１階⑩番窓口） 23-1004

1,500円（小学生以下500円）

●参加費

※メールでの応募可
※応募用紙は、環境安全課のホームページからダウンロー
ドできます。

※雨天時は行程を変更し行います。

●対象
平成26年春以降に市内に設置した緑のカーテン
●応募部門 ①家庭部門、②店舗・事業所部門、③学校部門
●応募締切 ９月５日㈮必着
●応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、写真を添えて、
環境安全課へ送付または持参してください。

自然豊かな片貝山ノ守キャンプ場でＡＬＴ
のみなさんと一緒にバーベキューをしながら
国際交流しませんか？
●日時
８月24日㈰ 10:00～
市役所集合（バスで移動します）
●行程
市役所⇒蛇石･洞杉周辺散策⇒
片貝山ノ守キャンプ場⇒市役所
魚津市では、グリーンカーテンコンテストを実施します。
ご家庭や事業所で育てたグリーンカーテンの出来ばえをご応
募ください！たくさんのご応募お待ちしています♪

三ケ村 花火 盆･踊り大会
三 ケ村 の谷 間 で行 われる、迫
力ある花火と、盆踊り大会に遊
びに来てください。
●日にち ８月 日㈮
●時間 花火…午後８時 分
盆踊り…午後９時
●会場 花火…平沢橋から約
ｍ上流 盆踊り…片貝三ケ
村集会場

蜃気楼バザール開催
 ０９０ １･３１２ ３･６６４

蜃気楼バザール実行委員会（村上）

30

 ０７６ ４･６５ ７･５０１

富山県後期高齢者医療広域
連合運営懇話会の公募委員を
募集します。
●活動内容 年２回懇話会に
出席し、保険料や保健事業な
どの後期高齢者医療制度の運
営について検討します。
●募集人員 ３名
●応募資格 富山県内に住所
を有する満 歳以上（平成
年４月１日現在）の方で、平
日に富山市内で開催される会
議に出席可能な方
●任期 委嘱の日から平成
年９月 日まで
●応募期間 ８月 日㈮～９
月 日㈮（必着）

上村木七夕祭

催 し 物

75

上村木七夕祭保存会
（宮本） ３
･４３３
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15

25

24

26

28

23

●日時 ８月 日㈰ 午前７時
魚津市役所集合
●場所 マイカーに分乗して
桃山運動公園へ行き、公園周
辺を散策します。

●表彰

〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10番１号
魚津市民生部環境安全課
（メールアドレス kankyoanzen@city.uozu.lg.jp）
部門ごとに最優秀賞、優秀賞を授与します。

●応募先

15

22

500

24

250

「流しそうめん」を行いま
す。真夏に涼を感じてみませ
んか？ご来場をお待ちしてい
ます！出店者も随時募集して
います。
●日時 ８月 日㈰
午前 時～午後３時
●会場 電鉄魚津駅前公園
17

30

毎年恒例の伝統行事、上村木
七 夕 祭 が 開 催 さ れ ま す 。屋 形
船 、アジロと一 緒 に町 内 を 巡 航
します 。竹 を 持 参 の上 、ご 参 加
ください。

10

12

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

☎31-7001

24-6999

http://www.nice-tv.jp/~mirage/

●８月の休館日等のご案内
休館日
28日㈭
短縮開館 22日㈮ 17:00閉館

●ミラ－ジュプールお客様感謝デー
８月31日㈰ 9:00～16:30

※８月は合宿及び学びの森音楽祭セミナーの開催により、ご利用
いただける練習室の数に限りがあります。ご利用の際は、事前
にお問合せください。

夏休み最後の日曜日はオトクな料金で泳げるミラ
ージュプールへＧＯ！
遊泳料金 幼児無料、小中学生100円、
高校生以上300円
※上記料金は８月31日限定料金となります。
※当日の遊園地遊具は通常料金となります。

ありそドーム
（火曜休館）

ミラージュランド

☎23-9800

●開館時間 8:30～21:30
●トレーニングルーム利用時間
平日･土曜10:00～21:30 日曜･祝日10:00～17:00
●ランニングコースが使用できない日時
8/2㈯

17:30まで×

21㈭

終日

3㈰

17:30まで×

22㈮

終日

10㈰

17:00まで×

24㈰

17:00まで×

17㈰

17:00まで×

31㈰

17:00まで×

※8/14㈭～16㈯はお盆のため、17:30にて全館閉館

魚津水族館

24-4100

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●「発光実験サマーバージョン2014」開催
ウミサボテンやウミホタル、
また当館ではじめて見つかっ
たマツカサウオの発光など富
山湾の発光生物が放つ光を目
の前でお見せします。ホタル
イカに負けない神秘的な発光
です。
期間 ８月13日㈬～17日㈰
会場 魚津水族館３階
レクチャーホール
●夏の特別展
「イエー！みんなの家展」開催中
９月７日㈰まで
３階 特別展示室

●早月川パークゴルフ場「親子ペア大会」開催
日時
８月９日㈯（パークの日）
開始 9:30～（受付は 9:00まで）
参加費
500円（親子２名で）
会場
早月川パークゴルフ場
参加資格 必ず親子２名にて参加してください。
子どもは中学生までとします。
受付場所 パークゴルフ場管理棟まで
申込締切 ８月５日㈫
●ミラージュランド臨時休園について
９月２日㈫はミラージュランドの臨時休園日となります。

埋没林博物館

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●企画展「めざせ！黒部立山ジオパーク～魚津の目玉！展」
８月１日㈮～10月31日㈮ ※要入館料
魚津の自然の見どころから目玉模様の岩石や動植物ま
で、魚津の“目玉”いろいろを紹介します。

今回のテーマは「家」！生き物
たちの様々な「家」を紹介します。

●夏休み「自由研究相談室」
８月９日㈯ 10:00～15:00

●第31回魚津水族館写生大会の受賞作品を展示中

自由研究の進め方やまとめ方に迷ったら…学芸員が相談にの
ります！植物や岩石の標本の作り方や名前調べ等もできます。

保育園・幼稚園の園児や小・中学校の児童・生徒が、魚
津水族館の生きものや風景を描いた「魚津水族館写生大
会」の入賞・入選作品を館内で展示しています。

●「アザラシ給餌解説」開催中
アザラシの生態や魚津水族館の３頭のアザラシの性格な
どを解説します。

期間
時間
会場

８月24日㈰までの期間の
土･日･祝日及び８月13日㈬～15日㈮開催
アザラシお食事タイム内
魚津水族館２階アザラシプール

※当日時間内随時受付、事前申込不要
※入館料・相談無料

●漁火まつり連携企画「埋没林ナイトミュージアム」
８月30日㈯ 17:00～21:00
会場 埋没林博物館蜃気楼の丘、テーマ館、水中展示館
入場料 大人 200円、小中学生100円
内容 謎解きウォークラリー、ハイビジョン映像常時放映など
昼とは一味違う、夜の埋没林博物館に行ってみよう！
※天候等により内容を変更する場合があります。

2014-8
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児童センターだより

図書館からのお知らせ

９：３０～１8：００（休館日 日曜・祝日）

22-0462

http://www.lib.city.uozu.toyama.jp/

開館時間

火曜～金曜 9:00～21:00
土・日・祝 9:00～17:00

休 館 日

8/4㈪・11㈪・18㈪・25㈪・
28㈭

※参加費の記載がないものは参加無料です。

こばと

大町 24-2402

●８月２日㈯ 11:00～13:00
こばとフェスタ2014
詳しくはポスター・チラシを見てね！

●８月19日㈫ 11:00～
こばと家の夏野菜カレー
こばとの畑でとれた夏野菜だよ。
（定員20名 参加費100円 申込み15日㈮まで）

かもめ

経田 23-1777

●８月８日㈮ 10:00～
高校生とやきやきバーベキュー
（定員40名 参加費100円と好きな野菜ひとつ）

●８月26日㈫
森の工房

13:30～

（定員30名）

つばめ

本江 23-5133

●８月８日㈮ 10:00～
中学生とやきそばパーティー
（定員20名 参加費150円）

●８月19日㈫･20㈬ 15:30～
リサイクルおＭｏｏちゃ
（定員なし 牛乳パック１個持参）

ひばり

吉島 23-0500

●８月20日㈬ 10:30～
納涼お楽しみ会～カレーライス～
（定員30名 参加費100円 持ち物:ごはん）

●８月28㈬ 15:30～
高校生と遊ぼう （定員30名）

すずめ

道下 23-0522

●８月７日㈭ 10:30～
もぐもぐカレーパーティー
（定員20名 参加費150円）

●８月18日㈪ 10:00～
学びの森音楽祭
～竹を使った創作楽器で遊ぼう！～

親子教室 『ひろば』 に遊びに来ませんか？
対象
日時
場所
会費

未就園児とその保護者なら誰でも
８月４日㈪、11日㈪、25日㈪ 9:30～12:30
つばめ・ひばり・すずめ 各児童センター
必要に応じて徴収します

日時 ８月18日㈪ 10:00～ （学びの森音楽祭）
場所 すずめ 児童センター
（つばめ・ひばり・すずめ 合同）
～ピアノと打楽器のミニコンサート～
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話題の一冊

みんな集まれ！ お話の会

なぜいくら腹筋をしても腹が凹まないのか
中野ジェームズ修一・著

幻冬舎新書

腹を凹ませるために鍛えるべき
は、腹筋でも体幹でもなく「下半
身」なのです。
腹筋は、内臓を膜状に覆ってい
る薄い筋肉に過ぎず鍛えても筋肉
量はさほど増えません。
それよりも大腿筋など下半身の
大きな筋肉を鍛えた方が、基礎代
謝が上がり、結果的にお腹が凹む
のです。
ダイエットの常識を覆す、目か
ら鱗のトレーニングバイブルで
す。

●おはなしを楽しむ会
８/2㈯･9㈯･23㈯･30㈯
10:30～
※8 /9(土)は｢こどもなつまつり｣とし
て視聴覚室で行います。

●ひまわりの会
８/17㈰ 10:30～

夏休み読書感想文かき方教室
読書感想文の書き方を図書
館がサポートします！
●日時 ８月７日㈭
10:00～11:00
●対象 小学４～６年生
※申込は不要です。

楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～

図書館シネマ倶楽部
●一般

●日時 ８月３日㈰ 10:00～
思考をみがく経済学
飯田泰之
●作品 「はだしのゲン」
半径１メートルの想像力 山﨑鎮親
（1976年 日本映画 本編107分）
日本伝承のあそび読本
弱者の戦略
家づくり解剖図鑑
本編115分） おいしい穀物の科学
※８月３日㈰は午前と午後で2回上映します。
三陸鉄道情熱復活物語

●日時 ８月３日㈰
●作品 「命のビザ」
（1992年 日本映画

14:00～

魚津工業高校ものづくり教室
魚津工業高校の生徒たちに教え
てもらって、地面に描かれた線を
なぞって走るふしぎな車を作りま
しょう。
●日時 ８月６日㈬ 10:00～12:00
●対象 小学４～６年生（先着20名）

●文学･小説
女の子は、明日も。
太閤の能楽師
胡蝶殺し
日本一の女
おれたちの故郷
途上なやつら
あなたも眠れない

加古里子
稲垣栄洋
大島健二
井上直人
品川雅彦

飛鳥井千砂
奥山景布子
近藤史恵
斉木香津
佐川光晴
まさきとしか
山口恵以子

※参加無料。図書館カウンターに備付の申 ●児童･中高生向け
込用紙でお申込みください。
はじめての哲学

竹田青嗣
お父さんが教える作文の書きかた
としょかんこどもなつまつり

赤木かん子
とっておきの名探偵
杉山亮
今年も盛りだくさんの内容です。 おばけのうらみはらします むらいかよ
●日時 ８月９日㈯
うみの100かいだてのいえ いわいとしお
10:30～ お話の会
ふしぎなともだち
たじまゆきひこ
11:20～ こびと観察入門（30分間）
宇宙飛行士になるには
漆原次郎
13:30～ おさかなバッグをつくろう(先着35名)

●対象

小学生以下のお子さん

※小さなお子さんは、親子同伴でご参加く
ださい。
※会 場は出入り自由ですが、｢おさかなバ
ッグをつくろう｣は申込みが必要です。
図書館カウンターに備付の用紙でお申込
みください。

イベント参加について
特に表記のないものは
入場無料、事前予約不要です。
お気軽にご参加ください。

み ん な の 保 健 室
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健康診査のご案内

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

集団がん検診

持ち物 受診券、検診料金、健康手帳
定員

実施日

会場

8/4㈪ ありそドーム

胃

乳房
子宮

－

120

受付時間

ー

70

8/14㈭

8/31㈰ ありそドーム ◎

140

ー

8:30～9:30

9/11㈭ ありそドーム

ー

120

13:00～14:00

9/26㈮ ありそドーム ◎

100

120

胃がん・大腸がん
乳がん・子宮がん

8/15㈮
8:30～9:30
13:00～14:00

◆検診料金は「がん検診案内書」でご確認ください。
◆受診申込みはハガキまたは電話で、お早目にお申し込みください。
◆検診車の検診可能人数に限りがあるため、事前の予約で定員を超えた場合は、別の会
場へ変更をお願いすることがあります。
◆子育て中の方が検診車に入っている間、託児を行います。予約時に申し出ください。
◆◎の会場では特定健康診査と結核·肺がん検診もあわせて行います。特定健康診査受
診の際は受診券と保険証を必ずお持ちください。

施設がん検診

持ち物 受診券、検診料金、健康手帳、保険証

◆指定医療機関で検診を受けることができます。「がん検診案内書」でご確認のうえ、
事前に予約してから受診してください。

結核・肺がん検診
実施日

時間

8/18㈪
13:30～15:30
9:30～11:00

受診票、検診料金、健康手帳

◆40～64歳の方 肺がん検診のみ
◆65歳以上の方 結核検診と肺がん検診
本江公民館※
◆※の会場は、バス２台で実施します。
大町公民館※
  ◆◎の会場では特定健康診査と胃·大腸が
ん検診もあわせて行います。特定健康診
大町小学校
査受診の際は受診券と保険証を必ずお持
常徳寺
ちください。
  ◆検診料金は、受診票でご確認ください
ありそドーム ◎
  ◆申込みは不要です。

13:30～15:00
8:30～10:00

特定健康診査

持ち物

受診券、保険証、質問票

実施場所

25-0120

浦田クリニック
本江

22-5053

魚津病院
友道

24-7671

桝崎クリニック
北鬼江

22-8800

火の宮町 22-1748

8/17㈰

いなば小児科医院
本新町

22-8888

8/24㈰ 扇谷医院
友道

24-1355

8/31㈰ 鈴木産婦人科医院
双葉町

9/7㈰

24-8820

羽田内科医院
新金屋

22-0642

歯科医
8/3㈰
8/10㈰
8/14㈭

清田歯科医院
黒部市新牧野 57-2800

朝日歯科クリニック
黒部市生地神区 57-3181

中央歯科医院
黒部市植木 54-5188

8/15㈮ おぎの歯科医院

黒部市三日市 54-0648

8/16㈯ うめかわ歯科クリニック
黒部市生地経新 57-1233

魚津市国民健康保険に加入の40歳以上の方、
後期高齢者医療制度に加入の方

日時

北鬼江

8/16㈯ 沢口胃腸科クリニック

特定健康診査を受けましょう
対象

ありそクリニック

魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９
子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

8/21㈭
8/31㈰

持ち物

会場

9:30～11:30

8/3㈰
8/10㈰

13:00～14:00
8/28㈭ 健康センター

一般医

集団健診

医療機関健診

8/31㈰
受付時間 8:30～10:00

6/16㈪～9/30㈫

ありそドーム（予約不要）

指定医療機関
（医療機関に事前に要予約）

◆特定健康診査に併せて前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診を受けることができます。
※前立腺がん検診対象者 50～69歳の男性
※前立腺がん検診料金 集団検診500円、医療機関検診600円
※肝炎ウイルス検診対象者 40歳、50歳になる方もしくは41歳以上で過去に肝炎検診
を受けていない方
※肝炎ウイルス検診料金は無料です
◆魚津市国保以外の健康保険組合の方も受診できる場合があります。保険者からの案内
をよくお読みください。
●各種健康診査で記載している年齢は、平成26年４月１日～平成27年３月31日に達する
年齢です。
●各種健康診査では、生活保護世帯の方に自己負担金の減免制度があります。検診希望
日までに健康センターへご連絡ください。

8/17㈰ 歯科医おぐら

黒部市三日市 33-5147

8/24㈰ 新堂歯科診療所

黒部市新堂 52-5511

8/31㈰
9/7㈰

弥忠田歯科医院
朝日町道下 83-8550

佐藤歯科医院
入善町入膳 72-2003

新川医療圏
小児急患センター
診療時間
○夜間（毎日）19:00～22:00
   ※受付 21:45まで
○日曜祝日（土曜は除く）
9:00～12:00、14:00～17:00
場所・問合せ
黒部市民病院 54-2211
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子育て支援センター「のびのび」「にこにこ」

査
室
歯
科

早崎

キミ子さん（85歳・上中島地区）

とても気さくで笑顔が印象的な早崎さん
は、お友達から「あんた、えらいがんじょい
（とても丈夫だ）ね。」とよく言われるそう
です。家事ひととおりだけでなく、多忙な息
子さんに代わってつつじの刈込など庭の手入
れもできるだけしておられます。現在も農業
に従事し、ほとんどの農機具の運転操作は自
分でするというのでさらに驚かされます。
多忙なご家族を助けようとここ数年は家庭中心に過ごしてこられ
ましたが、友人のお誘いもあって最近は時々外出も楽しむようにな
りました。日帰りのバス旅行に参加したり市内の温泉施設などへ行
くのがよい休養になっています。
近所にもくもくホールがあり定期的に野菜市が開催されているの
で、そこへ自分が育てた野菜を出すのが生活の張り合いになってい
るということです。お忙しい毎日ですが、時々お休みをとりながら
これからもお元気で。

２１
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実施日
受付時間

8/5㈫、9/9㈫
13:00～13:30

8/27㈬
13:00～13:30

●ごっくんルーム（栄養相談）
対 象 離乳食を始めて１か月以内の児
実施日 8/22㈮
受付時間 10:00～10:15
●もぐもぐ教室
対 象 生後8～10か月児とその家族
実施日 9/12㈮
受付時間 10:00～10:15
●フッ素塗布

※１歳６か月児健診で申込まれた方

対象
日時

２歳または２歳６か月になる児
8/8㈮ 13:00～13:30

対象
日時

１歳６か月児または３歳になる児
8/21㈭ 13:00～13:30

予 防 接 種
必要
会場

はやさき

※事前に案内を送ります

※事前に案内を送ります

こころの健康相談
思春期、うつ病、統合失調症、認知症、アルコール相談などのこころ
の不調や病気についての相談会です。（前日までに予約ください）
日時 8/27㈬（毎月第４水曜日）午後 内容 精神科医師による個別相談
会場·申込·問合せ 新川厚生センター魚津支所 地域健康課 24-0359
※なお、保健師による相談は随時受付しています。

●１歳６か月児健診
対 象 平成25年１月生まれの児

実施日
受付時間

ゆったり元気教室
介護予防を目的とした教室です。※初めての方は、事前にお申込みください。
日時
8/5㈫、8/26㈫ ※各日9:30～11:30
会場
健康センター
問合せ 地域包括支援センター（社会福祉課内） 23-1093

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 8/7㈭、9/4㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

●３歳児健診
対 象 平成23年２月生まれの児

教

8/12㈫ 13:30～15:00
体においしい医薬同源って
なあに？
講師 ㈱広貫堂 経営戦略室
室長補佐 花木晃氏
会場·申込·問合せ 健康センター
定員 先着30名
参加無料
ミラたん健康ポイント10ポイント進呈

血圧·血糖·脂質異常など健診結果
が気になる方のための相談会です。
(前日までに要申込、相談時間は約40分)
日時 8/8  ㈮     9:00～12:00
8/20㈬   13:00～16:00
9/5  ㈮     9:00～12:00
持ち物 健診結果がわかる健康手帳
など、必要な方はメガネ
会場·申込·問合せ 健康センター
参加無料
ミラたん健康ポイント10ポイント進呈

母子健康手帳
健康センター

診

健康相談会

健康づくりイベント
日時
演題

康

※保育園・幼稚園の育児サロンはお休みです

健

☆子育て支援センターのびのび（健康センター内）
「のびのび広場」
開設時間 平日9:00～12:00、13:00～16:00
※行事は魚津市HPでご確認ください。
「赤ちゃん広場」
日時 8/20㈬ 9:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族
※身体計測や育児相談を行います。
☆子育て支援センターにこにこ（加積保育園内 ☎23-2225）
開設時間 平日9:00～12:00、13:00～15:00
※行事は加積保育園HPでご確認ください。

母 子 保 健
必要
会場

接種券付き予診票、母子健康手帳、
健康保険証
市内指定医療機関

お子さまの予防接種は、おすみですか。接種を忘
れた予防接種がないか、母子健康手帳で確認しまし
ょう。
◆医療機関に予約のうえ、お子さまの体調のよい時
に接種してください。
◆市外の医療機関での接種を希望する場合は、健康
センターにご相談ください。
◆予防接種の内容は、４月に配布の「保健だより年
間計画表」をご覧ください。

看 護 職 員 就 業 支 援 相 談
再就業を希望する看護職員等に対し、看護の専
門相談員による情報提供や復職に関する悩み相談
等を行います。（予約不要）
日時 毎月第２水曜日 10:00～16:00
場所 ハローワーク魚津
対象 未就業の看護職員や看護職に興味のある方
問合せ 富山県看護協会 ☎076-433-5680

魚津の花の名所を管理

花の森・天神山ガーデンを守る会
吉島小学校
ある日曜日の早朝、花の

６年生

さわだ

澤田

かける

翔くん

ぼくの夢は、プ
ロのドラム奏者に
なることです。ぼ
くは、１年生の時
からずっとドラム
を習ってきまし
た。難しいリズム
は何度も何度も練
習しなければならないので大変な時もあ
りますが、できたときはとてもうれしく
なります。家族に「かっこいいね。」と
言われるのもうれしいです。ドラムをた
たいている時間は、ぼくにとってとても
楽しい時間です。ぼくは、プロのドラム
奏者になってドラムの楽しさをたくさん
の人に伝えていきたいと思います。

森・天神山ガーデンに作業着
姿の人がぞろぞろと集まり始
めます。７時になるとリーダ
ーから今日の作業について説
明があり、各自作業にとりか
かります。取材にうかがった
７月上旬のこの日は除草を中
心に約２時間活動し、アジサ

▲会長の元野さん(右端)から本日の作業を説明。

イをはじめガーデンに咲く花の
まわりはすっきりと整えられました。また、これから秋まで楽しめるキバナコスモ
スを植える作業もありました。
花の森・天神山ガーデンは天神山野球場のすぐそばにあり、広さは約7,000㎡。
春にはハナモモやスイセン、続いてボタンやシャクヤクが咲き誇るこの地を管理し
ているのは、「花の森・天神山ガーデンを守る会」の皆さんです。今から４年余り
前に立ち上がったボランティアグループですが、発起人代表で現在は会長を務める
元野清光さんが中心となって会員を集め現在は約70名になりました。このガーデン
の植物は自然の中で自然に育ったように見えますが、実は会員の皆さんが地道に除

６年生

みやざき

宮﨑

らく

楽さん

私の夢は、薬剤
師になることで
す。きっかけは、
私がかぜをひいて
薬局に薬をもらい
に行ったときのこ
とです。処方箋を
みてすぐに薬を調
合する姿を見て
「かっこいいなあ。」と思いました。そ
れに薬剤師さんが「１日２じょう飲んで
ね。」とやさしく教えてくださったこと
が、とてもうれしかった思い出として心
に残っています。
私は薬剤師として、相手にぴったり合
った薬を調合できるように、今からたく
さん勉強をしてどんな勉強でも得意と思
えるようになりたいと思います。そして
たくさんの人を薬で笑顔にできるような
人になりたいです。

草、肥料やり、剪定などをして支えているのです。活動日は４月から12月の第１·
３日曜日と決めてありますが、参加できる時だけでいいという方針で負担にならな
いよう配慮しています。
会員の発案で、今年の５月６日にはガーデン設立５周年を記念した「花のふれあ
いフェスタ」が開催され、多くの来場者でにぎわいました。魚津にこんな場所があ
ることを初めて知った方も少なくなかったのでは。サクラソウなどの山野草が自然
のままにあるのもひそかな魅力です。
会長の元野さんは、「活動を継続するには無理しな
いことが大事。」と言われます。会員が力を合わせ魚
津の花の名所を守りたい、という気持ちが伝わってく
る言葉でした。

▲春のハナモモとスイセン。

▲草刈や草むしりに励む会員の皆さん。

だ～いすき♡

ちっちゃい怪獣♡

地域の催しものなど企画政策課
広報広聴係へお知らせください。
23-1015
FAX

23-1076
info@city.uozu.lg.jp

４歳 以下のお子 様 の 写 真を
企画政策課へ郵送またはEメー
ルでお送りください。住所、氏名
（ふりがな）・生年月日・性別・
電話番号・写真の題名をお忘れ
なく。

４歳
まつもと

松本

かほ

香穂ちゃん

１歳
てらばやし

寺林

なほ

奈穂ちゃん
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中学２年生の職場体験「14歳の挑戦」

事業所等で働くことを体験する「社会に学ぶ14歳の挑戦」が行われ、西部中と東
部中の２年生合わせて404名が参加しました。これは５日間程度学校を離れ、働く
ことを体験する中で社会のルールを学び、また自分の将来の生き方を考えるため
の活動です。魚津市内では今回116か所の事業所等にご協力いただき実施されま
した。
魚津消防署では、西部·東部中の生徒10名が地上７ｍの訓練場所でロープブリ
ッジ救出訓練等に取り組みました。生徒の皆さんは消防団員の制服を身に着け、署
員の指導のもときびきびと行動していました。
この職場体験を通じて、中学２年生の皆さんは大きく成長されたことでしょう。

▲本の貸し出し入力中（市立図書館）

▲暑い日の水遊びはとっても楽しいね（道下保育園）

▲仲間から「がんばれ！」の声がかかる救出訓練（魚津消防署）

Vol.1

▲改札業務を体験（ＪＲ魚津駅）

▲自分たちで作ったお菓子を袋に入れます（和洋菓子の店フジタ）
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26 しめやかに「森本芳夫氏お別れの会」

４月28日に98歳で亡くなられた、魚津市名誉市民の森
本芳夫氏の「お別れの会」が新川文化ホールで行われ、
約200人が参列しました。
森本芳夫氏は、大正４年に魚津市大字荒町（現・本町
二丁目）で生まれ、北陸電力株式会社社長、会長、相談役
として活躍、また北陸経済連合会会長や社団法人日本電
気協会会長などの要職を務められ、広く産業·経済及び地
域社会の進展に多大な貢献をされました。平成４年４月
に魚津市名誉市民称号、同年11月には勲一等瑞宝章を
受章されました。
お別れの会では、黙とう後、市長、市議会議長がお別れ
の言葉を述べ、参列者が献花し、森本氏の冥福を祈りま
した。

２３

広報うおづ

2014-8

▲お別れの言葉を述べる澤﨑市長

7/

1～

長引野でユリ見本園が開園
かき

8

長引野花卉切花出荷組合が開設する「長引野ユリ見本園」
が開園しました。34品種約7,000本のユリが植えられた園内に
は甘い香りが漂い、花を眺めたり切花を買い求める人が次々
に訪れていました。また、7/9には市役所で切花の贈呈式が
あり、市内の福祉施設や保育園に色とりどりの切花が贈られ
ました。

月号

Vol.2

2014
№825
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27～ 赤ちゃんと中学生のふれあい

発行／魚津市 編集／企画政策課
〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番１号
0765-23-1015 FAX0765-23-1076

助産師などから出産 · 育児の話を聞き、小さな子ど
もと実際にふれあう「いのちの授業」が健康センター
で行われ、西部中学校の３年生全クラスが５回に分け
て参加しました。
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７

21,235人

－19

－174

女

22,554人

－24

－205

計

43,789人

－43

－379

世帯数

16,721世帯

－8

+48

にいかわの守紙は、魚津の間伐材を有効活
用することを目的として生み出された紙で
す。今月号の広報（24ページ）によって間伐
された森林面積は1,300㎡となります。これ
は、テニスコート約５面となります。

魚津産間伐材
有効活用量

4.8ｔ

http://www.uozu-p.jp/mamorigami.html

ひばり児童センターでは、吉島小の児童がペットボ
トルを使った工作でビーズ風鈴を作りました。

2014-8

広報うおづ

編集後記

男

魚津警察署の若手警察官が特殊詐欺被害を防ごうと旗揚げし
た「しんきろう劇団」の寸劇が天神地区敬老会で披露されまし
た。狙われやすい高齢者向けに対応策を分かりやすく説明し、
だまされないようにと呼びかけました。

▼ＴＪＡＲのコースマップ作
成のため、かなり長い時間日
本地図を眺めることになりま
した。富山県にある山や地名
はなんとかわかりましたが、
上高地より南側の地名は、聞
いたことはあっても位置がわ
からないことが多く、とても
苦労しました。▼ＴＪＡＲの
コースは険しい山岳地帯が
多く、普通の人は近づけそ
うにないですが、ジオパーク
なら大丈夫そうですね。日本
各地のダイナミックで魅力あ
ふれる大地を訪れたいです。
（み）

メールアドレス／info@city.uozu.lg.jp
ホームページアドレス／http://www.city.uozu.toyama.jp/

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）
前年比

特殊詐欺に気を付けて

８ 手作り風鈴で涼しくなろう

北陸新幹線開業を前に観光資源の現状を再確認するた
め、石井知事が市指定天然記念物の洞杉などを視察され
ました。写真は円筒分水槽(東山地内)を視察の様子。

前月比

４

7/

石井知事が観光資源を視察

（平成26年6月末現在）
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