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７月６日㈪ じゃがいも収穫体験
経田西町の畑で、JAうおづ青壮年部が主催する食農
教育体験事業があり、経田保育園の年長児がじゃがいも
の収穫を体験しました。また、「14歳の挑戦」で保育士の職
業体験中の東部中２年生も一緒に参加しました。
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じゃんとこい
魚津まつり

回

46

タイムスケジュール
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※

18:00～

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）

18:50点灯
キャンドルロード2015
～22:00 ～燈りたどる かがやきの道～
８月８日㈯

８月９日㈰

中央通り商店街
鴨川周辺の歩道
餌指公園

中止

19:40～20:20

海上花火大会

魚津港

10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）

※たてもん祭りは両日荒天中止の場合、開催しません。

魚津まつり実行委員会
（魚津商工会議所）

22-1200

開催決定時間
16時（最終18時）

17時

16時

16時（最終18時）
15時

安全確保のため、じゃんとこい魚津まつり
の会場において、ドローン（小型無人機）を
使用しての撮影等を禁止します。
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時

分～

時頃まで

日㈪（土日及び

31

日～

13

日を除く）に

15

23-1380
商工観光課（３階）

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～

午後
10

キャンドル点灯

「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。

８月８日㈯
日㈪～

10

中央通り名店街、鴨川周辺の歩道、餌指公園、お寺や神社など

50

※園児の皆さんの可愛いイラストを、８月
中央通りイベントホールで展示します。
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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。

5

26

魚津市の状況は？

都市計画課区画整理係
（３階）  １
･０２６
23

平成 年 月から平成
年 月にかけて、各地区の
区長さんの協力をいただい
て市内の空家調査を行いま
した。
その結果、市内の空家は
１０２８棟あり、そのうち
「特に町内で困っている」と報
告をいただいたものは 棟
となっています。
1

26

12

68

27

12
４

広報うおづ

201５-８

みなさんの疑問にお答えします

特定空家と認定された場合、取り壊さなければ
な ら な いのでし ょう か ？ ま た 、代 執 行 とな った
場合の費用負担はどうなるのでしょうか？

「特定空家等」と認定されたからといって、必ずしも取
り壊さなければならないとは限りません。
例えば、動物が出入りして困っているというような場
合は、動物が出入りできないよう出入口となっている部
分をふさぐということが考えられます。また、空家敷地
内の木が傾いていて危険な場合は、木を伐採することも
考えられます。近隣に迷惑をかけている状態を改善して
いただくことが必要となります。
助言又は指導→勧告→命令に対応していただけなく代
執行となった場合、所有者に費用を請求することになり
ます。

空家を持っています。どうしたらよいでしょうか？

まずはご家族でご相談ください。売却、賃貸、解体な
ど、様々な方法があります。
魚津市では、平成 年より空家バンクを実施していま
す。市ホームページ上で空家の状態、売却または賃貸の
条件等を掲載することができ、空家バンクを見て住みた
いと考えている方がおられた場合は、双方で話し合って
もらえるよう橋渡しをしています。
また、民間業者に委託し、定期的な見回りや管理等を
行ってもらう方法もあるようです。

すぐに高くなるわけではありません。しかし、「特定空
家等」と認定され、周辺の生活環境の保全を図るために
必要な措置をとるよう「勧告」された場合は、住宅用地の
特例の対象から除外されて、結果的に固定資産税が高く
なることが考えられます。

空家の敷地（土地）の固定資産税が高くなるとい
うのは本当ですか？

19

魚津市では、空家等が適正に管理されることにより、家屋が
危険な状態になることを未然に防止し、生活環境の保全と安全
で安心な市民生活を確保するため、「魚津市空家等対策の推進に関
する条例」の制定に向けて準備をすすめています。
こ の た び 、 条 例 （素 案 ）が ま と ま り ま し た の で 、 み な さ ん の 意
見を募集するため、その概要をお伝えします。

平 成 年 月 日 に 、「空 家 等 対
策 の 推 進 に 関 す る 特 別 措 置 法 」（以
下特措法）が全面施行されました。
市では特措法に基づいて条例を
制定し、市や所有者の責務、特定
空家等に対する措置などをあらた
めて定めることとしました。
空家の適切な管理および活用促
進を図り、魅力あるまちづくりを
推進します。
27

「魚津市空家等対策の
推進に関する条例（素案）」への
意見を募集しています

条例制定の考え方

条例の概要
１．所有者等の責務
●空家 等 （このページ下 段 の用 語 説 明 参 照 ）の
所有者等は、まわりへ迷惑をかけないよ
う、適切な管理をすることとします。

２．
市民の役割
●特定空家等（用語説明参照）であると疑われ
る空家等を発見した場合は、その情報を市
へ連絡するようにしてください。

３．市の対応
市民等からの情報提供などにより、空家の
所有者等の調査を行います。
特定空家等と認定された場合、所有者等に
対して必要な措置をとるよう助言または指導
をすることができます。
また、助言や指導を行ってもなお危険な状
態が改善されない場合、一定の期間を定め
て、必要な措置をとるよう勧告、命令をする
ことができます。
命令を行っても改善されない場合、行政代
執行による強制執行を行うことができます。
この時にかかった費用は、命令を受けた方か
ら徴収することができます。
特定空家等の認定から行政代執行の各過程
において、市は、学識経験者等で組織される
魚津市空家等対策協議会に意見を聴いた上で
決定します。

４．その他・条例の主な内容

魚津市空家等対策の推進に関する条例

運用フロー図
特定空家等と疑われる
空家の情報提供等

市が空家等の状態や
所有者等を調査

特定空家等の認定

勧 告

助言又は指導

市が所有者等に
管理の改善について

市が所有者等に
管理の改善を

市が所有者等に
管理の改善を

命令 公･示等

行政代執行

期限まで改善されず、
危険がある場合

※罰則（過料）は、命令に違反したり、調査を
拒むなどした場合に課せられます。

緊急時
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●市は、空家等対策計画を策定し、策定した
ときは、公表します。
●市は、空家等のデータベースを整備し、市
内の空家等の情報を把握します。

※お電話による口頭での意見提出は受付できません。

市の区域内に存する建築物又はこれに附属する
工作物であって、居住その他の使用がなされてい
ないことが常態であるもの及びその敷地。（立木そ
の他の土地に定着する物を含む）

特定空家等

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と
なるおそれのある状態、適切な管理が行われてい
ないことにより著しく景観を損なっている状態、
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す
ることが不適切である状態と認められる空家等

●募集期間 ８月17日㈪まで
●関係資料の公表場所 市ホームページ、都市計画課
区画整理係（市役所３階）、各地区公民館、市立図書館
●提出方法 郵送、FAX、電子メールのいずれか
●提出できる方
 魚津市内に住所を有する方、市内事業者（法人、各
種団体含む）、市内通勤者及び通学者、市内の空家等
に利害関係を有する方（団体含む）
●提出先
〒937-8555 魚津市都市計画課区画整理係
FAX 23-1066 メールアドレス：toshikeikaku@city.uozu.lg.jp

空家等

条例案について、広く市民の皆様からのご意見を募
集しています。

条例ではこのように規定します。

用語説明
パブリックコメントを実施中です

緊急安全措置
立入調査
必要があれば

罰則（過料）※

諮問
意見

特定空家等と認定されない
場合は、助言･指導等の適用外

魚津市空家等対策協議会

マドンナたちの甲子園

所在地
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大学名

東京都

4

早稲田大学

兵庫県

愛知県

17 22 10 18

武庫川女子大学

中京大学

富山県

富山県

合同
チーム

富山国際大学

富山短期大学

千葉県

7

千葉商科大学

東京都

14

多摩美術大学

全日本大学女子野球選手権大会魚津市実行委員会

東京都

6

日本女子体育大学

兵庫県

愛知県

愛知県

東京都

富山県

大阪府

東京都

東京都

28 23 27 18 28 26 12 17

園田学園女子大学

至学館大学

桜花学園大学

上智大学

富山大学

大阪芸術大学

日本体育大学

東京女子体育大学

埼玉県

9

跡見学園女子大学

22

大阪府

三重県

3

大阪体育大学

皇學館大学

東京都

6

女子美術大学短期大学部

19 21

女子美術大学

愛知県

8

埼玉県

17

東京都

千葉県

愛知県
14

愛知医療学院短期大学 愛知県

椙山女学園大学

立正大学

東京海洋大学

和洋女子大学

愛知学泉大学
愛知学泉短期大学

合 同 チ ー ム

出場回数

23-6550

桃山テニスコートを改修します
桃山テニスコートの人工芝をスポーツ振興くじ（toto）助成金を
受けて改修します。工事期間中はコートの利用ができません。ご
協力をお願いします。
●改修工事期間

９月８日㈫～10月末

スポーツ振興くじ（toto）
スポーツ振興くじは、子どもからお年寄りまで誰もが身近
にスポーツに親しめる環境整備や、国際競技力向上のための
環境整備など、新たなスポーツ振興政策を実施するため、そ
の財源確保の手段として導入されたものです。
独立行政法人日本スポーツ振興センターがスポーツ振興く
じの実施主体になるとともに、その収益を財源として、スポ
ーツ団体や地方公共団体等が行うスポーツ振興事業に対して
助成する役割を担っています。
生涯学習･スポーツ課スポーツ係（第１分庁舎）

23-1046
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コ ン サ ー ト

サ マ ー

SUMMER CONCERT
セミナー講師陣によるサマーコンサートを開催します。

8.13.(木)
8.17.(月)
●開演時間
●会場
●入場料

フルート/酒井秀明･立花千春 サキソフォン/田村真寛
声楽/中鉢聡 ピアノ/山田武彦･大野由加
クラリネット/千葉直師 トランペット/杉本正毅
パーカッション/山澤洋之 ピアノ/鈴木由紀子･大野由加

19:00（開場18:30）
学びの森交流館桜ホール（全席自由･定員100名）
1,000円（高校生以下無料）

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ので、お気軽にお越しください。
●８月15日㈯
●８月16日㈰
●８月19日㈬
●８月21日㈮

新川文化ホール小ホール（フルート、サキソフォン）
学びの森交流館桜ホール（ピアノ、声楽）
学びの森交流館桜ホール（クラリネット）
新川文化ホール小ホール（トランペット）

※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。

第６回

問合せ･申込み
学びの森音楽祭事務局
31-7001 m_ongakusai@yahoo.co.jp

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。６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29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
伝統工芸品「内山紙」を使用した大小様々な灯篭
が、夕暮れがかった飯山の街中を優しく彩りま
す。地元高校生が中心となって取り組む「絆プロ
ジェクト」では２万個もの灯篭を作成。その迫力は
圧巻です。イベントのオープニングは「IIYAMA
DANCE FES!!」で会場を盛り上げます。
●日時

８月８日㈯

●場所

飯山市中心市街地
（JR飯山駅～各商店街）

16:00～

いいやま灯篭まつり実行委員会
（飯山市役所内）0269-62-3111

７
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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 盆踊り
フィナーレ漁火花火大会など

海の駅蜃気楼

24-4301

世界のパフォーマーがやってくる・遊具10機種乗り放題
（３歳以上）
※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。
※入場後は遊具10機種が乗り放題となります。
※当日は出入場口は正面ゲートのみとなります。

グルメな移動販売車も大集合します。

水の学び舎ツアー 参加者募集のお知らせ
第３回

海から片貝川をさかのぼり沌滝へ

富山湾から片貝川上流域にいたるまでの水の流れ
をバスでめぐります。魚津の三大奇観蜃気楼、埋没
林などのお話しや今秘かに注目を集めている天然の
クーラー「風穴」、魚津を代表する滝のひとつ「沌滝」を
ご案内します。夏限定の涼しさを体感できるツアー
です。

●日時
●見学場所
●定員
●参加費
●集合場所
●申込締切

※見 学箇所の解説は市民ガイドが行
います。また、山道を歩きますので動
きやすい服装でご参加ください。

問合せ･申込み先

８月22日㈯ 9:00～13:00頃 少雨決行
風穴、沌滝など
15名（先着順）
１人 500円 ※内訳：資料代･保険代等
埋没林博物館正面入口（8:50集合）
８月13日㈭

お申し込みは、電話、FAX、Eメールで受付しています。参
加される方のお名前、住所、電話番号をお知らせください。参
加者の方には後日詳しい案内を送付いたします。

企画政策課地域資源推進班（２階） 23-1067
メールアドレス planners@city.uozu.lg.jp

FAX23-1054

「実践型社会啓発セミナー」 開催委託に関する企画・実施団体を募集します
教育委員会では、若者のユニークな視点から魚津市の魅
力を発掘し、まちづくりや地域の活性化につなげる青年活
動パワーアップ事業を行っています。今回、若者自らが学
び、企画運営し、社会に向けて実践を行う「実践型社会啓発
セミナー」の企画･実施団体を募集します。
●委託先（対象となる団体）
中心構成メンバーが若者であって、魚津市在住または出
身者を含む青年団体、グループ（概ね５名以上）
●委託金額 上限250千円（概算払い可）
●募集締切 ８月26日㈬
●委託期間
魚津市教育委員会と委託契約を締結した後（９月頃）から
平成28年３月末まで

「実践型社会啓発セミナー」とは？
地域の課題解決や元気を創出する内容を
テーマとし、
①学ぶ（講演会の開催など）
②企画（ワークショップなど）
③社会にむけて実践
の３ステップで行うものとします。
テーマの例
・選挙における若者の投票率向上
・ボランティア活動の活性化など

※詳しくは、市のホームページをご覧ください。

魚津市教育委員会 生涯学習･スポーツ課 生涯学習･文化係（第１分庁舎）

23-1045
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平成２8年度採用職員を募集します！
申込期限
受付時間
一次試験
募集区分
専門資格を
必要とする
区分

初級

総合職

土木
技師

平成28年4月から
勤務予定となる
職員を募集します。

８月11日㈫
8:30～17:30 （土･日･祝日は除きます）
９月20日㈰

採用人数

受験資格（次の要件をすべて満たす人）

若干名

①平成６年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人
②高等学校を卒業した人および平成28年３月までに卒業する見込みの人
③測量士補の資格を有する人、または平成28年３月までに当該資格を取
得する見込みの人
申込用紙請求・申込み・問合せ先

申込方法・試験方法などの詳細については、右記までお問合わせください。
魚津市ホームページ（http://www.city.uozu.toyama.jp/）にも受験案内を掲載しています。
（申込用紙・受験票をダウンロードして利用することができます）

魚津市企画総務部総務課職員係
0765-23-1020
〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目１０番１号
E-mail:soumu@city.uozu.lg.jp

（社会保障・税番号制度）が始まります
マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。
平成27年10月から、住民票の住所にマイナンバーを記載した通知カード
が届きます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、お住まいの
市町村に住民票を移すようにしてください。
平成28年１月から、児童手当や年金、確定申告など主に社会保障や税に
関する行政手続での利用が始まりますので、届いた通知カードは大切に保
管してください。

ひとりに１つ
マイナンバー
はじまります。

愛称：マイナちゃん

マイナンバーに関するお問い合わせは
マ      イ    ナン    バー

0570-20-0178
（全国共通ナビダイヤル）

●受付時間

平日9:30～17:30
（土日祝日･年末年始を除く）

※Ｉ Ｐ電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合
は、050-3816-9405におかけください。

子育て世帯臨時特例給付金の申請について
消費税率引上げの影響等を踏まえ、子育て世帯に対して臨時特例的
な給付措置として「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27年６月分の児童手当が支給され
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27年９月10日㈭までに申請をお願いします。
なお、申請書は「平成27年度児童手当･特例給付現況届」（提出期限６
月30日）と一体化したものとなっており、６月上旬に送付してありま
す。また、公務員の方には勤務先より申請書が交付されています。

●申請期間
●受付時間

９月10日㈭まで（土･日･祝日を除く）
8:30～17:30
こども課子育て支援係（１階⑦番窓口）23-1006

９
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防災関連のお知らせ
昨年の７月19日から20日にかけての記録的な大雨により、魚津
市では河川の氾濫や土砂崩れなどによる大きな被害が出ました。
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。も
しもの時に備えて、日頃から準備しておきましょう。
◎非常持出品は準備していますか？

◎環境整理は大丈夫ですか？

・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。

・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？

◎避難はみんなで協力しましょう

・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。

・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。

富山県東部消防組合消防本部 魚津消防署

・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

魚津市役所総務課防災係（２階）23-1078

平成27年度

富山県総合防災訓練を実施します

総務課防災係（２階） 23-1078

９月６日㈰、8:30から魚津市、滑川市、上市町、舟橋村を会場に、富山県総合防災訓練が実施されます。
魚津市ではありそドームを主会場とし、他３会場で各種訓練が行われます。当日は防災行政無線で訓練放
送を流すと共に、次のとおり交通規制を実施しますので、ご理解ご協力をお願いします。

通行止め区間

8:00～13:00

通行止め区間

10:30～11:30
道下小学校

富山湾
ありそ
ドーム

魚津市
浄化センター

交通規制箇所（通行禁止）
交通規制予告看板が１週間前に設置されます。

１．ありそドーム周辺道路 ９月６日㈰ 8:00～13:00
①ありそドーム第１駐車場前から
北鬼江南交差点までの間（約350ｍ）
②手打ちそば処東京苑交差点から
中島漁業の交差点までの間（約200ｍ）
２．道下市営住宅周辺道路 ９月６日㈰ 10:30～11:30
③焼肉米沢亭魚津店交差点から
北鬼江西交差点までの間（約500ｍ）
④みのう医科歯科クリニック前から
㈱虎谷鉄工前までの間（約110ｍ）
⑤道下市営住宅前道路までの間（約200ｍ）
⑥宮崎電子横から
DSフォート前までの間（約550ｍ）
⑦福徳寺前から
市道吉島中川線までの間（約130ｍ）

防災行政無線の試験放送を行います
防災行政無線の整備工事により、屋外
スピーカーから試験放送が流れます。
●期間

８月１日㈯～31日㈪
9:00～17:00

放送内容
こちらは防災魚津です。
ただいま試験放送を行っております。
これで試験放送を終わります。
こちらは防災魚津です。

総務課防災係（２階） 23-1078

201５-８
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富山県東部消防組合消防本部からのお知らせ
第19回
魚津市消防団消防操法大会

火災が多発しています

この大会は、消防機械器具の取扱
いを習熟し、消防団員の士気の高揚
と火災防ぎょ技術の向上を図ること
を目的として実施されます。

平成27年１月１日～７月15日までに、
魚津市で７件の火災が発生しており、昨
年に比べ３件増加しています。大切な命
･財産を守るため、火の取り扱いには十
分注意し、火災予防を心がけましょう。

～身の回りの危険について、再確認しましょう～
コンロ火災
放火
電気配線
寝タバコ

●日時
●場所

火をつけたまま離れない。
家の周りに燃えやすいものを置かない。
コンセントに負担をかけ過ぎない。掃除をこまめに行う。
寝たばこをしない。吸殻の始末をしっかりする。

８月23日㈰ 10:00開始
魚津市浄化センター駐車場
（北鬼江地内）

イベント会場（露店）等における火災予防の徹底について
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、展示会その他不特定多数の来場者が集合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

24-7980

バスや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！

魚津駅前

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
っている車を見かけることがあります。
バス停の近くに車が停めてあると、お客様が道路上
で乗り降りすることになり、とても危険なだけでな
く、バス車両は大きいので道路の幅を狭めてしまうこ
とになり、後続の車にも迷惑がかかります。
バス停付近での駐車は避けてください。

送迎用短時間駐車場 をご利用ください

お盆の期間も市民バスは運行しています
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。ただし、8月16日㈰は市街地巡
回ルートのみの運行となりますので、ご注意ください。
お墓参りやお買い物、ご親戚宅への移動に、ぜひ市民
バスをご利用ください！

商工観光課交通政策係（３階）

11
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23-1380

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「送迎用短時間駐車場（無料）」を設置しています。
送迎車による事故を未然に防ぐためにも、短時間駐車
場をご利用ください。短時間駐車場には、体の不自由
な方や妊婦の方のためのスペースも設けてあります。
ただし、駐車が20分を超える場合や飲食、出張等で
駐車が長時間になる場合には、魚津市営駅南駐車場を
ご利用ください。

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
２６６２０円（月額）
②障害児福祉手当
歳未満の方
１４４８０円（月額）
※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。

県障害者スポーツ大会
出場者募集

１
･００５

社会福祉課福祉保護係
（１階⑥番窓口）

フライングディスク競技会

魚津市障害者体育大会

８月

日㈮

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

１
･００６

こども課子育て支援係
（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。
現
●提出期間
｢況届」「更新申
請 書 」は８ 月 ３ 日 ㈪ ～ 日 ㈪ 、
「所 得 状 況 届 」は８ 月 日 ㈫ ～
９月 日㈭

１
･０１１

国民健康保険の限度額適用
認定証をお持ちの方へ
（１階③番窓口）

市民課医療保険係

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３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

中退共本部
 ０３ ６･９０７・１２３４
魚津市商工観光課
（３階）  １･０２５

中小企業退職金共済制度

70

国がサポートする中小企業の
ための退職金制度です。掛金は
全額非課税で一部を国及び魚津
市が助成します。詳しくはホー
ムページをご覧ください。

http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

再就職のお仕事探し・即戦力の

専門人材確保を支援します

とやまシニア専門人材バンク
  ０７６・４４４・４２８９

知識、技術、経験を活かし
て就労を希望する 歳以上の方
と、専門人材を求める企業との
マッチングを図ります。まずは
お気軽にご登録ください。
●所在地 とやま自遊館２階
（富山市湊入船町９ー１）

http://senior-bank.pref.toyama.lg.jp

1２
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魚津市障害者連合会 （石田）

１
･００５


４･６７０
社会福祉課福祉保護係
（１階⑥番窓口）

８月 日㈯ 午前 時
魚津市総合体育館

10

※ 大会当日のボランティアを募集。締切

●日時
●会場

24

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。（予約不要）
●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

※予約不要

成年後見 相
･続 遺･言 無料相談会
●日にち ８月 日㈰
●時間 午前 時～午後３時
●会場 福祉センター 百楽荘
●問合せ ＮＰＯ法人とやま
成年後見人協会
 ０７６ ４･３３ ２･３４８

住宅に関する無料相談
今月は、住宅の増改築、オ
ール電化 節
･ 電に関する無料相
談会を行います。
●日にち 毎月第３火曜日
●時間 午後１時～４時
●会場 魚津地域建築組合

特別障害者手当等の申請と
現況届の提出について

29

く ら し
８月は北方領土返還運動
全国強調月間です
北方領土とは、北海道の北
東洋上にある歯舞群島 色
･ 丹島
国
･ 後島 択
･ 捉島の四島からな
る日本固有の領土です。
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。
20

１
･００５

社会福祉課福祉保 護 係
（１階⑥番窓口）

20

●日にち ９月 日㈰
●会場 県総合運動公園
●参加資格 身体障害者手帳 ･
療 育 手 帳 を お持 ちの方 、また は
知 的 障 害 に準 ず る障 害 を お持
ちの方。

11 31

23

55

14

10

23

23

23

13

1

30

10

20

※ ８月５日㈬までに社会福祉課福祉保護
係窓口でお申込みください。

27

23

精 神 （知 的 を 含 む）又 は 身 体
の障がいで、重度の障がいが

31

23

８月は道路ふれあい月間です
～いい出会い いい道からの
贈り物～
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。
31

※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。
※お盆期間（８/14㈮～16㈰）は休館日

ゴミのポイ捨てや不法投
棄をやめてください

六郎丸

50,000 円

健康友の会 沖田 崇寛

六郎丸

3,000 円

（故）山岸 俊一

駅前新町

富山県移動商業組合

富山市

10,000 円

魚津保育園職員一同

本町

10,000 円

（故）浦本 己之重

川原

100,000 円

生ごみの臭い カ･ラスに
お困りの方へ

１･０４８

環境安全課生活安全係

（故）宝田 幸子

環境安全課生活安全係

１
(階⑪番窓口 )

50,000 円

天神野新

１
･０４８

23

22-8388

（社会福祉協議会）

▼善意銀行

3,000 円

三井自動車（株）友の会

野外焼却の禁止について

●経田福祉センター行き

23

環境安全課生活安全係

８/７㈮･21㈮･28㈮

●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。

８/４㈫･11㈫･18㈫･25㈫

片貝・加積

ゴミのポイ捨てや不法投棄
によって出されたゴミを、山
間地では谷底からの引き上
げ、水路では下流水門で週何
度も回収作業をするなど、そ
れぞれの地区の方がボランテ
ィアで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。

▼社会福祉基金

23

虎谷・石垣新

１
(階⑪番窓口 )

ご寄付ありがとうございました

１
･０４８

ふれあい入浴事業（市内の公衆浴場）

１
(階⑪番窓口 )

●福祉センター百楽荘行き

※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。

福祉バス運行表

※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。

おたっしゃ介護予防教室

※フラワーポットは配布しません。

福祉センター百楽荘・経田福祉センター

魚津市の花 カノコユリ

８月のオレンジカフェつむぎ

生ごみのにおいが気になる
季節となってきました。
生ごみは、出さないように
することが一番です。賞味期
限を確認し、食べきる。出て
しまった生ごみは、水分をよ
く切る。水分を切ることは、
臭いの発生を抑えるとともに
ごみの減量化にもなります。
さらに、新聞紙などに包んで
出す。
以上のことだけでも臭い、
カラス対策になります。ぜひ
実践してください。

８/11㈫・25㈫
●実施日

☎23-1007
社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）

23-1093

※申込 受 付 日 以 外 の 受 付 は 一 切 行 い
ません。

８/５㈬･12㈬･19㈬･26㈬
西布施

24

（火、木、金、土）
（水、木）
●百楽荘
●経田福祉センター

☎24-7307
☎24-3241
（月曜休館）

農林水産課農政振興係
（３階）  １･０３２

１
･０３４

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。

「廃棄物の処理及び清掃に関
する法律」により、ごみの野外
焼却は、原則として禁止され
ています。
例外として、農業 林
･業 漁
･
業を営むためにやむを得ない
廃棄物の焼却などは認められ
ていますが、ご近所の迷惑に
ならないようお願いします。
なお、このような場合で
も、火災と紛らわしい煙を出
す場合や、火災を発する恐れ
のある行為をしようとする場
合は、あらかじめ魚津消防署
（
０
･ １ １ ９）に 連 絡 し て く
ださい。

201５-８

広報うおづ

1３

８月６日㈭ 10:00～15:00
300円
●問合せ つむぎ倶楽部
●日時
●利用料

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 魚津駅前、図書館
前、海の駅蜃気楼前ほか

※初めての方は事前にご連絡ください。

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７日㈮
午前８時半～午後５時

『介護家族の集い』に参加しませんか？

※先着順ではありません。

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。

23 23

●日時
８月20日㈭ 13:30～16:00
●問合せ 地域包括支援センター予防係

☎22-6006
吉島511

つむぎ倶楽部

平成 年度 屋 外 広 告 物 講 習 会

墓地使用者の皆さんへ
管理料の納付書（口座振替の
方には引落し案内書）を８月初
旬にお送りします。８月 日
㈪までに納付してください。
魚津市指定給水装置工事事業者
魚津市下水道排水設備指定工事店

水道課業務係
（第２分庁舎）
１
･０１３
下水道課維持保全係
１
･０８７
（第２分庁舎）

1４

広報うおづ

201５-８

富山県土木部建築住宅課景観係
０７６・４４４・４ ４ ２ ３

 ０７６・４４４・９ ６ ６ １
※宮津 霊 園 管 理 棟 で の 納 付 の 取 扱 い
は、今年度からは行いませんので
ご注意ください。（昨年度から口座
振替実施のため）

新規指定工事店
シミズ設備
富山市秋吉 番地２
０７６ ４･９３ ７･４５８
※給水工事の申込、漏水修繕、下水道の
排水設備工事を行う場合は、必ず市の
指定工事店で行いましょう。

問合せ

お盆前後は、くみ取りの申し込みが混みあいますので、
お早めにお申し込みください。
なお、８月10日㈪、11㈫、12日㈬にくみ取りを希望される
方は、８月７日㈮までにお申込みください。

●ホームページアドレス
http://www.uozu-kanko.jp/basic/summer-fruits.html

環境安全課生活安全係（１階⑪窓口）23-1048

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

集

休

募

し尿のくみ取り

富山県技術専門学院新川センター

０･２５１

休

能力開発セミナー 受講者募集



富山県技術専門学院新川センター



常設資源物ステーション
（市内６か所）

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

水道メーターの取替えについて

水道課工務係

通常通り

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。

屋外広告物 で

名

燃やせないごみの収集

※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。

●日時 ８月 日㈬ 午前９
時半～午後４時半
●場所 富山県民会館
●対象 屋外広告業を営む方
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）
富山県

１･０１４

各コース

通常通り

23

①日商簿記３級
日程 ８ 月 日 ㈪ ～ 月 ７
日㈬までの㈪㈬㈮
時間 午後 時 分～９時
受講料 ８３００円
②ストレスマネジメント＆
メンタル強化
日程 ９月 日㈯、 日㈯
時間 午前９時半～午後４時
受講料 ３２００円
●定員
※先着順

燃やせるごみの収集

魚津の夏果樹を紹介したHPを昨年から公開し
ています。「梨」はもちろん、実は「ぶどう」や「も
も」も魚津では栽培されており、各果樹園では販
売もしています。
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
機会にぜひ足を運んでみてはい
かがでしょうか。
17
月
16
日
15
土

農林水産課農政振興係（３階）
23-1034

22-3331

㈲魚津環境衛生

（第２分庁舎）

11

14
金
13
木
12
水
各業務の休業案内

31

計量法に基づき、 年を経
過するメーターを新しいメー
ターに取替えます。作業は水
道課が指定工事店に依頼して
実施します。
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

10

26

12

23

20

10

23

48

24

6

19

宮津霊園のお知らせ
都市計画課計画公園係
（３階）  １
･０３０

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

8

52

10

23

検索
10

26

21

17

27

FAX

魚津の夏果樹園ガイドのご案内

し尿くみ取りの申込みはお早めに

グリーンカーテンコンテスト
応募受付中
１
･００４

環境安全課環境政策係
（１階⑩番窓口）

kankyoanzen@city.uozu.lg.jp

駆除のポイント

グルメフェスタステージ
出演者募集
ミラージュランド


６
･９９９

毎年恒例となって参りまし
たうおづグルメフェスタ。今
年は「肉」まつりです。
肉まつりを大いに盛り上げ
てくれるステージ出演者を募
集します。
●日時 ９月 日㈯ ･ 日㈰
午前 時～午後４時
※出演 時 間 等 の 要 望 に は お 応 え で き
ない場合があります。

23

魚津市廃棄物減量等推進
審議会委員の募集
環境安全課生活安全係
１
(階⑪番窓口 ) １･０４８

魚津市の廃棄物の減量化、
適正処理、リサイクルの推進
等について、総合的 計
･ 画的に
推進するための計画や施策等
を審議する委員を募集します。
●募集人員 ２名
●応募要件 市内に在住又は
勤務する者で、ごみの減量等に
関心を持 ち 、 実 践 し て い る 方
●任期 平成 年３月 日まで
●応募締切 ８月 日㈮まで

▲アメリカシロヒトリの巣網

アメリカシロヒトリは、早期の状態で駆除することが有効です。巣
網の状態で枝葉ごと切り取り、焼くか、踏みつぶすことが一番効果的
です。いったん幼虫が拡散した場合は、必要最小限の薬剤散布を行っ
て駆除していただく必要があります。
ご自宅等の樹木にアメリカシロヒトリが発生していないか、ご確認
をお願いします。駆除が遅れますと、ご近所の樹木にも被害が拡大し
て迷惑をかけることとなります。被害が多い木として、カキ、サク
ラ、ウメ、プラタナス、アメリカフウ、ヤナギ、ハナミズキ、アン
ズ、クルミなどがあります。

20

※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６戸（ 2号棟 １階～４階 3DK 82.30㎡
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）

27

24

●特定公共賃貸住宅

ご家庭や事業所で育てた自
慢のグリーンカーテンをご応
募ください。
●対象 平成 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４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、
送付または持参してください。

の防除について

毎年、この時期なると樹木にアメリカシロヒトリが発
生しているとの情報が多く寄せられます。
アメリカシロヒトリの駆除は、樹木の所有者（管理者）
の責任です。市では、市有地以外の駆除等を実施しま
せんので、駆除は、個人が責任を持って行っていただ
くか、専門業者にご依頼ください。

アメリカシロヒトリ

19

ミラージュランド
８月 日㈪

上記申込期間は８月３日㈪～31日㈪です。

●場所
●締切

 野方団地１戸（ 3号棟 2階 3DK 79.34㎡ 和６帖  
上
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）

※メールでの応募可
※応募 用 紙 は 、 環 境 安 全 課 Ｈ Ｐ か ら
ダウンロードできます。

※１階２戸、２階１戸、３階１戸、４階２戸

※申請 書 に 必 要 事 項 を 記 入 の 上 、 締
切日までに提出してください。

10

31

 王団地１戸（１号棟 ４階 ３DK 73.88㎡ 駐車場
天
１台分）

魚津市都市マスタープラン
審議委員募集
都市計画課計画公園係
（３階）  １
･０３０

魚津市では平成 年度から
年度にかけて、今後 年間
の都市計画に関する基本的な
方針（都市マスタープラン）を見
直します。
魚津市の都市計画をともに
考えてくださる審議委員を募
集します。
●募集人員 ２名程度

●市営住宅

31

23

21

23

27

10

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

入居者募集

29

※詳し く は 、 都 市 計 画 課 ま で お 問 い
合わせ下さい。

201５-８

広報うおづ

1５

28

環境安全課生活安全係（１階⑪窓口）23-1048

県民カレッジ後期講座
受講者募集
４
･００１

片貝地区

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

上野方公民館

０･３６８

ステージパフォーマンス、
Ｋ （か みのが た ）級 グ ル メ 、 腕
ｚｕｍｏｕ、ふれあい盆踊
り、光と音のページェント、
かみプロ未来ＰＪＴなどの内
容でみなさまのご来場をお待
ちしています！
●日時 ８月 日㈯ 午後６時
●場所 上野方公民館 駐車場



上野方ふれあい夏まつり

30

国際交流サロン
～ＢＢＱで食文化を学ぼう～
地域協働課市民交流係
（２階）
１
･１３１

市内在住外国人や国際交流
推進員、日本語ボランティア
のみなさんとバーベキューを
しながら交流し、食文化の違
いについて学びます。
●日時 ８月 日㈯ 午前 時半
～午後１時半ごろ（雨天中止）

●会場 ミラージュランド バ
ーベキューコーナー
51

１人

円

※開始 時 間 ま で に 現 地 に 集 合 し て く
ださい。魚津市役所前午前 時
発 の 市 民 バ ス （運 賃 円 ）の 利 用 が
便利です。

●参加費

※ 小学生以下無料

●定員
名（申込順、定員
になり次第締切）

３･９４６

※ 電話にてお申込みください。

８月の歩こう会
魚津歩こう会
（地﨑）

１６

広報うおづ

201５-８

県民カレッジ新川地区センター
（
新川みどり野高校内）


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 」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 ９月５日㈯必着

催 し 物
上村木七夕祭

250

※雨天
 時は上野方小学校体育館で開催

200

●日時 ８月 日㈰ 午前 時
分 新魚津駅集合
●場所 地鉄釜ヶ淵駅を下車
し、常願寺川用水、佐々堤、
殿様林、雄山神社等を巡り、
岩峅寺駅まで歩きます。

企画政策課秘書係（２階） 23-1016

社会福祉課福祉保護係（１階⑥窓口） 23-1005

●サダコと折り鶴ポスター展
広島平和記念公園にある「原爆の子の像」建設に
至った佐々木禎子さんの一生を通して、原爆で多
くの幼い子どもたちの輝かしい未来が消されたこ
と、必死で生きた悲しい過去を知ってください。
期間
８月１日㈯～28日㈮
場所
魚津市立図書館１階ロビー

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、次の
日時に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）

23

500
24

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？
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

11

10

8

30

22

22

23

上村木七夕祭保存会
（宮本） ３
･ ４３３

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。
●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

10

15

22

22

22

魚津市戦没者追悼式
８月12日㈬ 10:30～
新川文化ホール 小ホール

終日×

30㈰

17:00まで×

※８/14㈮～16㈰は短縮営業の為、17:30に閉館

101

昼間コース
コース

日程

10

パソコン入門

電源、マウス、画面操作、文字入力などパ ８/31㈪～
ソコンの基本を習得します。最終日は最 ９/２㈬、４㈮
新のWindows8.1を使用します。
（9:00～12:00）
（受講料3,000円）

23

地場産品などの販売情報

FAX31-7009

市内各地で、地元の生産者に
よる農産物や水産物、手作り商
品などを販売しております。
ぜひお立ち寄りください。

22

新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

☎31-7001

6

魚津の朝市
●日時 ８月９日㈰・ 日㈰
午前６時半～ 時半
●場所 海の駅蜃気楼
●問合せ 魚津の朝市実行委
員会 （魚津市観光協会）

１･２００（平日のみ）

魚津地域職業訓練センター

27

年度地域創業促進支援事業

21㈮

22

平成

終日×

２０１５魚津市文化協会

終日×

29㈯

「
夢を叶える☆にいかわ創業
スクール」
無料体験講座

28㈮

17:30まで×

数学と私たち」
文化講演会「

17:30まで×

２㈰

５･７３７

８/１㈯

9

アシステム税理士 法 人

30

●ランニングコースが使用できない日時

魚津市文化協会（ウスイ）

●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

担(当 関口 ) 

これから創業を目指す方を
対象に、創業スクールの概要
説明を行い、創業準備のポイ
ントを学びます。創業予定の
方はもちろん、起業に興味の
ある方もお気軽に参加くださ
い。（主催 ア
･ システム税理士
法人、共催 富･山銀行）
●日時
月２日㈬ 午後
時～８時
●会場 新川文化ホール
研修室
●定員
名

☎23-9800

名）

ありそドーム
（火曜休館）

300

24

０９０ ８
･９６６ ８･７３４

第２期
第２期
第２期
第２期

※入場無料（要整理券、定員

●８月31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

●講師 東京大学大学院教授
石 井 志 保 子 氏 （富 山 県 知
事 石井隆一氏夫人）
●日時 ８月 日㈪ 午後６
時半～８時（開場午後６時）
●会場 新川文化ホール 小ホール
●演題 「数学と私たち」

※入場整理券は新川文化ホールでお渡
しします。

納期案内

ワード入門

201５-８

50

松倉もちより市
●日時 毎週日曜日 午前８
時半～
●場所 スーパー農道沿い観
音ゴルフ駐車場内
●問合せ  ９･８８０（稗苗）

広報うおづ

午前

１７

22

8

50

33

蜃気楼バザール
夏を遊ぼう。流しそうめん
やスイカのふるまいもあるよ。
●日時 ８月 日㈰ 午前
時～午後３時
●場所 Ｄｅｎでんパーク（電
鉄魚津駅前公園）
●問合せ 蜃気楼バザール実
行委員会（村上）
 ０９０・１３１２・３６６４

８/３㈪～21㈮

※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。

※なくなり次第終了

申込期間

山の駅もくもく野菜市
●日時 毎週土曜 日
･曜
８時半～

※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。

●場所 魚津もくもくホール
●問合せ  ０･９０９

使用ソフト Windows７、Microsoft Office2010等
時間
表中に記載
受講料
表中に記載 ※別途テキスト代金が必要
コース定員 20名 ※定員となり次第締切

号）

10

※今月は土曜･夜間コースの募集はありません。

海電業倉庫（真成寺町４番

作を習得します。（受講料1,500円）

銀座ワイワイ市
● 日 時 （朝 市 ）毎 週 水 曜 日
午 前 ９ 時 分 ～ 、 （夕 市 ）毎 週
金曜日 午後３時 分～
●場所 銀座通り商店街 旧日本

インターネットの仕組みやホームペー ９/15㈫、16㈬
ジの閲覧の仕方、電子メールの基本操 （9:00～12:00）

33

９･４１３（島澤）

インターネット入門

22



９/28㈪～

データ入力や四則演算、書式の設定、基本 30㈬、10/２㈮
的な関数、グラフ作成などエクセルの基本
（9:00～12:00）
操作を学習します。（受講料3,000円）

●問合せ

エクセル入門

経田漁港わいわい市
●日時 毎週水曜日 午前
時半～
●場所 経田漁港荷さばき所
●問合せ 魚津漁業協同組合
経田支所  １･１０５

文字入力からページ設定、書式設定、印 ９/７㈪～
刷、保存、表の作り方を学んで、ビジネス ９㈬、11㈮
文書作成までを習得します。
（9:00～12:00）
（受講料3,000円）

16

10

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2015」開催
 世界で初めて魚津水族館で発見されたマツカサ
ウオの発光やウミサボテン、ウミホタルなど、富
山湾の発光生物が放つ光を目の前でお見せしま
す。ホタルイカにも負けない神秘的な発光です。
期間 ８月13日㈭～16日㈰
おさかなショー後に実施（１日５回）
会場 魚津水族館３階 レクチャーホール
●夏の特別展
「トリック展～さかなの㊙能力大特集～」
開催中
 化ける･だます･くっつくなど、
生き物たちがもつ㊙能力を紹介。
キタノメダカをだます体験コー
ナーもあります。
期間 ７月18日㈯～９月27日㈰
会場 魚津水族館３階
特別展示室
●「アザラシ給餌解説」開催中
 今年生まれたゴマフアザラシの赤ちゃんの紹介
をはじめ、アザラシの生態や４頭のアザラシの性
格などを解説します。
期間 ８月30日㈰までの期間の
土･日･祝日及び８月13日㈭～16日㈰開催
時間 アザラシお食事タイム内
会場 魚津水族館２階アザラシプール

魚津埋没林博物館

●企画展「各地の埋没林をめぐって」
８月１日㈯～10月31日㈯ ３階企画展示室

31-7045

9:00～17:00（月曜休館、祝日の場合は翌平日）

●企画展「石でつくった道具たち」開催中
会期 ～８月23日㈰ ※入場無料

ミラージュランド

※要入館料

 埋没林があるのは魚津だけじゃない！全国各地の埋
没林を紹介しながら、魚津埋没林の価値を再発見！

●夏休み「自由研究相談室」
８月８日㈯ 10:00～15:00 正面エントランスホール
 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。
※当日時間内随時受付、事前申込不要
※入館料・相談無料

●漁火まつりに合わせ、展望台を開放します
８月29日㈯ 17:00～21:00
屋上展望台から漁火や魚津の夜景を見よう。
※館内の展示･映像等はご覧になれません。
※入場無料
※天候等により中止する場合があります。

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

魚津歴史民俗博物館

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

☎31-7001

●８月の休館日等のご案内
８月は、27日㈭を除き開館します。
※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ございます。ご利用の際
は、事前にお問合せください。

24-6999

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

●ミラ－ジュプールお客様感謝デー
８月30日㈰ 9:00～16:30
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30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。

●ミラージュランド臨時休園について
９月１日㈫はミラージュランドの臨時休園日となります。

●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～
参加費
500円（１組･親子２名で）※参加特典あり
会場
早月川パークゴルフ場
参加資格 必 ず親と子、または孫と２名にて参加して
ください。子･孫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㈬

201５-８

広報うおづ

１８

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

８/３㈪･10㈪･17㈪･24㈪
･27㈭･31㈪

※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

話題の一冊

●８月19日㈬ 11:00～
こばと家の夏野菜カレー

『地方創生』でまちは活性化する

（定員20名 参加費100円）

小林勇治・波形克彦・編著

●８月26日㈬ 10:30～
エネルギー教室

経田 23-1777

●８月11日㈫ 15:30～
高校生とやきやきバーベキュー
（定員なし 参加費100円）

●８月26日㈬
森の工房

13:30～

（定員30名）

つばめ

同友館

人口急減・超高齢化という我が国
が直面する大きな課題に対し、地方
創生に関する議論が高まりを見せて
います。
本書では、地方創生をどう進める
かということを意
識しながら、地方
の商店街、企業の
活性化事例などを
取り上げ、｢地方創
生｣の道筋を探って
います。

（定員20名）

かもめ

みんな集まれ！ お話の会

本江 23-5133

●８月11日㈫ 10:00～
中学生とお好み焼きパーティー

図書館シネマ倶楽部

（定員20名 参加費150円 持ち物:エプロン、おにぎり）

●日時 ８月２日㈰ 14:00～
●作品 「はだしのゲン～涙の爆発」
原爆の悲惨さ、恐ろしさをまざま
ざと刻み付けて大きな反響を呼び起
こし、世界的ベストセラーとなった
中沢啓治原作｢はだしのゲン｣の映画
化シリーズ第２作です。
（1977年公開 日本映画 本編123分）

●８月20日㈭ 10:30～
びっくり科学ワールド
（定員30名）

ひばり

吉島 23-0500

●８月11日㈫ 15:30～
納涼お楽しみ会
（定員30名 参加費30円）

●８月24日㈪ 10:30～
学びの森音楽祭 ～ミニコンサート～

｢語り継がれる戦争の記憶｣展
●期間 ８月１日㈯～30日㈰
終戦から70年、戦争を知らない世
代が大多数となりました。そんな今
だからこそ、読み継がれるべき本を
展示します。なお、展示資料は貸出
しできます。

（誰でも自由に参加できます）

すずめ

道下 23-0522

●８月４日㈫･５日㈬
どきどき科学工作

10:30～

（定員１日16名）

－開館10周年記念事業－

（定員20名 参加費200円）
（持ち物:エプロン、おにぎり、お茶、はし）

親子で 『ひろば』 に参加しませんか？
未就園児とその保護者なら誰でも
9:30～12:30

８月

つばめ

３日㈪ 水あそび
10日㈪ 水あそび

ひばり

すずめ

水あそび

おはなし会

水あそび

17日㈪ 新聞紙あそび ミニシアター
24日㈪

おやつづくり
おえかき

｢学びの森音楽祭ミニコンサート」
場所:ひばり児童センター

31日㈪ 小学生とあそぼう シールあそび プチシアター

１９

広報うおづ

201５-８

●ひまわりの会
８/16㈰ 10:30～

平成27年度

おりがみ教室受講者募集
●日時

９月18日㈮
10月16日㈮
11月13日㈮
13：30～
●講師 高山 三千江 氏
（日本折紙協会）
●定員 30名（定員超過の場合抽選）
●参加費 300円以内/月
●申込期間 ８月４日㈫～20日㈭
図書館に備付の申込書か、
電話にてお申込みください。
※詳しい内容はお問い合わせください。

楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～
●一般
祝詞事典

西牟田崇生

ヒトラーとナチ･ドイツ
新･自衛隊論

石田勇治

自衛隊を活かす会

昭和陸軍全史３太平洋戦争
原発労働者
技術大国幻想の終わり
似ている英語

としょかんこどもなつまつり

畑村洋太郎
おかべたかし

●文学･小説
贖い

ビオレタ

14:00～ アニメ上映
｢おじゃる丸～満月ロード危機一髪｣

たなばたさま

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。

伊東潤
小野寺史宜
日明恩
寺地はるな

春の嵐
●児童･中高生向け

●対象

五十嵐貴久

啓火心

 講談社のキャラバンカーがやって
来て、おはなし隊が絵本や紙芝居の
読み聞かせをします。

（2007年放送 本編50分）

飯田真弓

武士の碑
その愛の程度

今年も盛りだくさんの内容です。
●日時 ８月９日㈰
10:00～11:05
「本とあそぼう! 全国訪問おはなし隊」

川田稔
寺尾紗穂

Ｂ勘あり！

●８月11日㈫ 10:30～
ジュージューやきそばパーティー

対象
時間

●おはなしを楽しむ会
８/１㈯･８㈯･22㈯･29㈯
10:30～

畑野智美

それぞれの名前

春間美幸

幽霊魚
そらとぶてっぱん
たなからぼたもち
ぼくのたからもの

福田隆浩
いもとようこ
岡田よしたか
くすのきしげのり
鈴木まもる

おばかおおかみママになる！

のぶみ

●各種健康診査で記載している年齢は平成27年４月～28年３月に達する年齢です。
●生活保護世帯の方に自己負担金の減免制度があります。事前に健康センターへご連絡ください。

集団がん検診

持ち物：受診券、検診料金、健康手帳

実施日

会場

8/9㈰

ありそドーム

定員
受付時間
乳房
胃
子宮
150
ー 8:15～9:30

9/28㈪

ありそドーム

100

胃がん 8:15～9:30

120 乳がん·子宮がん 13:00～14:00

※大腸がん検診の受付は、上記時間内すべてで実施します。
◆検診料金は、「がん検診案内書」でご確認ください。
◆受診申込はがきまたは電話で、お早め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。予約時に申し込
みください。

施設がん検診

持ち物：受診券、検診料金、健康手帳、保険証

市内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。

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

一般医
8/2㈰
8/9㈰
8/14㈮
8/15㈯
8/16㈰
8/23㈰
8/30㈰
9/6㈰

持ち物：受診票、検診料金、健康手帳

8/2㈰

時間

8/14㈮

会場

8/15㈯
8/16㈰
8/23㈰
8/30㈰
9/6㈰

特定健康診査を受けましょう
対象：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
持ち物：受診券、保険証、質問票
○集団健診

実施日 受付時間

会場

予約不要。
8/9㈰ 8:30～10:00 ありそドーム 結核·肺がん検診（予約不要）、
胃がん検診（要予約）もあります。
8/27㈭ 9:00～10:00 健康センター 予約不要。特定健診のみ
○医療機関健診
期間：６月15日㈪～10月31日㈯
場所：指定医療機関（要予約）
◆以下の方は、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（集団検診料金500円、医療機
関検診料金600円）
※肝炎ウイルス検診対象者…40歳、50歳、60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（検診料金無料）
◆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。

羽田歯科医院
上村木 ☎32-5507
ふれんど歯科クリニック
住吉
☎22-5888
谷川歯科医院
上村木 ☎24-3540
小熊歯科医院
村木町 ☎24-6567
みのう医科歯科クリニック
北鬼江 ☎22-0500
河内歯科医院
下村木町☎23-1733
みたむら歯科医院
吉島
☎23-0477
夏目歯科医院
新金屋 ☎22-1892

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

◆40～64歳の方は肺がん検診のみ、
65歳以上の方は結核検診と肺がん検
8/9㈰ 8:30～10:00 ありそドーム※ 診を併せて行います。
◆※の会場は、バス２台で実施します。
9:30～11:00 大町小学校
◆
の会場では、特定健康診査と
8/21㈮
胃·大腸がん検診もあわせて行いま
13:30～15:00 常徳寺
す。特定健康診査受診の際は、必ず
9:30～11:30 本江公民館※ 受診券と保険証をお持ちください。
9/9㈬
◆検診料金は、受診票でご確認ください。
13:30～15:45 大町公民館※ ◆申し込みは不要です。

実施日

大﨑クリニック
寿町
☎23-1001
青山内科
仏田
☎25-0250
鈴木産婦人科医院
双葉町 ☎24-8820
羽田内科医院
新金屋 ☎22-0642
平井整形外科医院
末広町 ☎22-0888
かごうら皮ふ科クリニック
吉島
☎23-6060
みのう医科歯科クリニック
北鬼江 ☎22-0500
ありそクリニック
北鬼江 ☎25-0120

歯科医

8/9㈰

結核·肺がん検診

み ん な の 保 健 室

健康診査のご案内

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

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。
（前日までに要予約）
開催日 8/26㈬（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。

201５-８
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子育て支援センターへ遊びに行こう

母 子 保 健
必要
会場

健
診

※事前に案内を送ります
※希望者にフッ素塗布を行います

査

※事前に案内を送ります

教

●もぐもぐ教室
対 象 生後8～10か月児とその家族
実施日 9/11㈮
受付時間 10:00～10:15
※１歳６か月児健診で申込まれた方

科

ゆうじ

裕治さん（88歳・上野方地区）

家事は自分でひととおりしているという元気な
松井さん。現在は穏やかな生活を送っています
が、第二次世界大戦中に志願兵となり、語りつくせ
ないほどの思い出があると言います。
松井さんが兵隊を志願したのは、当時の富山工
業高等学校に通っていた19歳の時です。同じクラ
スから15人が受験し合格者は２人だけという難し
い試験に合格し、松井さんは海軍航空隊のある館
山（千葉県館山市）に行くことになりました。兵隊になるのは名誉なこととさ
れた時代で、地元で盛大な見送りを受け上京します。館山では整備兵とし
て今からは想像もできないような厳しい生活を送り、戦地へ向かった仲間
の多くが命を落としました。いよいよ松井さんも戦地へ、という時に終戦を
迎えますが、もし戦争がもっと長引いていたら自分の命もどうなっていた
か分からない、と語ります。
このような戦争体験のある松井さんですが、今も健康でいられるのは
退職後によく散歩したせいかな、とのこと。これからも若々しく元気にお過
ごしください。

２１
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●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 8/21㈮
受付時間 10:00～10:15

歯

まつい

松井

8/26㈬
13:00～13:30

室

50人未満の事業所で働いている皆様や、労働衛生管理を担当している
方を対象に、専門医がご相談に対応します。（電話でも相談を受け付け
ます。）
日時·場所 8/8㈯ 10:00～12:00 魚津神経サナトリウム
8/22㈯ 10:00～12:00 魚津緑ヶ丘病院
問合せ 魚津地域産業保健センター（医師会館内）☎22-0318
※事前に電話での予約をお願いします。

8/4㈫、9/8㈫
13:00～13:30

実施日
受付時間

対象
日時

健康づくりイベント

無料メンタルヘルス（心の健康）相談

実施日
受付時間

●３歳児健診
対 象 平成24年２月生まれの児

健康相談会（予約制）

日時 8/18㈫ 13:30～15:00 演題 「老けない！食べ方のちょっとしたコツ」
講師 シニア野菜ソムリエ 田中美弥先生
会場·申込み·問合せ 健康センター（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

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 8/6㈭、9/3㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30
●１歳６か月児健診
対 象 平成26年１月生まれの児

※保育園・幼稚園の育児サロンはお休みです

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。
日時 8/7㈮ 9:00～11:30、8/19㈬ 13:00～16:00
会場·申込·問合せ 健康センター（前日までに申し込みください）
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
相談時間は40分程度です
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

康

お子さまとご家族が、楽しく過ごせる場所を提供しています。また、
専門アドバイザーが育児相談に応じます。
★子育て支援センターのびのび（健康センター内 ☎24-0415）
「のびのび広場」
開設時間 平日9:00～12:00、13:00～16:00
行事の案内や駐車場の混み情報は、
魚津市ＨＰでご確認ください。
「赤ちゃん広場」
日時 8/19㈬ 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）
「にこにこ広場」
開設時間 平日9:00～12:00、13:00～15:00 ※8/13㈭、14㈮はお休みです
行事は、加積保育園ＨＰでご確認ください。

●フッ素塗布
２歳６か月になる児
8/21㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
8/27㈭ 受付時間 13:00～13:30

予 防 接 種
必要
会場

予防接種券付き予診票、母子健康手帳、保険証
市内指定医療機関（要予約）

魚津市では、学校での集団接種はなく、すべ
て医療機関で実施します。母子健康手帳を確認
し、夏休みの間に予防接種を済ませましょう。
◆医療機関に予約のうえ、お子さ
まの体調のよいときに接種してく
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。

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 8/11㈫、25㈫ ※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

県警の警察部外功労者表彰を受賞

金三津 貢さん
道下小学校
市内の各地区には防犯組合があり、地
６年生

すぎもり

椙森

じゅんや

域の安全安心な暮らしを守るため様々な

純也くん

活動が行われています。今回紹介する金

ぼくの将来の夢
は、人工知能をも
ったロボットを作
ることです。
日本中には、多
くのお年寄りや身
体が不自由な方が
いて、その中には
介護が必要な方がいます。そのような方
たちを介抱したり、付きそったりできる
ロボットを作りたいと思っています。ま
た、人工知能を備えもったロボットを作
ることで、看護師の方たちの仕事も少し
楽になったらいいなと思っています。
ぼくは、人のために役立つものを作っ
て多くの人たちに喜んでもらいたいと思
います。

三津貢さんは、本江地区防犯組合で30年
以上にわたって活動を続けられ、この７
月に県警から警察部外功労者表彰を受
けられました。
本江地区防犯組合での活動は、小学生

▲安全な地域社会を願う金三津さん

などの登下校時に街頭に立って子ども達の安全を守る“見守り隊”をは
じめ、こども110番の家、防犯教室の開催、祭礼時の見回り、年末警戒な
ど、どれも犯罪や事故を未然に防ぐための地道な活動です。特に見守
り隊は毎日、朝と夕方に子ども達とあいさつを交わしながら活動してい
ます。金三津さんは、長年にわたるこれらの活動を振り返り、近年は不
審者の事例が増えてきて心配だが、一方では、防犯ポスターや標語の
募集を通じ防犯に対する住民の意識が高くなってきたように感じる、と
話します。
会社の経営者として多忙な生活を送りながら防犯組合の副組合長
を務める金三津さんですが、保護司歴もなんと約30年になります。ま

６年生

たけおか

武岡

ちゆり

千優理さん

た、かつては民生委員を21年間していたということで、仕事以外にも社
会に貢献する活動に積極的に関わってきました。仕事とこれらの活動を

私の将来の夢
は、助産師になる
ことです。なぜ、
助産師になりたい
かというと、私の
妹が産まれてくる
前の検診のとき
に、優しく声をか
けてくれたり、産
まれた後に赤ちゃんのお世話をしたりし
ているところを見て、かっこいいなぁと
思ったからです。
私は、妹が産まれてとてもうれしかっ
たので、たくさんの赤ちゃんが無事に産
まれてこられるよう、助産師としてがん
ばりたいです。そのために、もっと勉強
して、いろいろな人に優しくできるよう
に心がけていきたいです。

両立するために、日ごろから時間を大切にし、前もってできる仕事は早
めにするなどして時間を作る努力をしているそうです。「実際に動いて
こそ価値がある。人のためだけでなく自分のためにもなるので、若い人
たちにもぜひ関心をもってもらいたい。」と語りかけます。
防犯組合は地区を自分
たちで守っていくためにあ
るので、誰かがその役目を
しなければならない、と話
す金三津さん。地域の安
全な暮らしを守るため、こ
れからも健康で活動を続
けていただきたいもので
す。
▲「本江子ども見守り隊」感謝の集いの様子

入園式行ったよ？

はたらく車が大好き！

８か月

２歳５か月

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。

おかもと

よう

みやざき

岡本

陽くん

宮 﨑 一晴くん
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介護を予防して、地域で元気に暮らそう

福祉センター百楽荘で第10回福祉センターまつりが開催され、日ごろからの
利用者を含め多くの高齢者などが来場しました。
ステージでは、魚津第二保育園の年長児が「東京ブギウギ」などの懐かしい
曲にあわせてダンスを披露し、かわい
い姿に大きな拍手が送られました。ま
た、福祉センターを拠点に活動する「お
たっしゃ介護予防教室」では、簡単にで
きるおたっしゃ体操を発表し、来場者も
一緒に体を動かしました。
このほかに、介護予防体験コーナー
や飲食コーナーも設けられ、館内はお
祭りムードで賑わいました。

７/

６

Vol.1

◀「おたっしゃ体操」で一緒に
体を動かしましょう

富山県ドクターヘリ運航開始に備えて

今年８月末に運航開始が予定されている富山県ドクターヘリ
の実地訓練が桃山運動公園であり、富山県東部消防組合の職
員が参加して本番さながらの訓練が行われました。
ドクターヘリには医師や看護師が乗り込み、消防機関からの
要請を受けて出動します。現場近くに着陸し傷病者をヘリコプタ
ーで医療機関に搬送するため、救命率の向上につながります。
訓練では、実際に使用するものと同じ型の機体を使い、傷病
者をヘリに乗せるランデブーポイントでの誘導を行いました。そ
のほか、傷病者をヘリに収容·搬出するにあたり安全に手早く行
う一連の動作を繰り返し実習しました。
このドクターヘリは富山県立中央病院を基地病院として運航
するもので、訓練は６月中旬から約１か月間にわたり県内各地
▲傷病者をストレッチャーからヘリに収容する手順を確認
及び岐阜県飛騨·高山市内で行われました。

中学２年生の職業体験
６～ 「14歳の挑戦」

７/

西部中·東部中の２年生が約５日間の職業体験をする「14歳の挑戦」
がありました。今年は市内114か所の事業所にご協力をいただき、385名
の生徒が参加しました。働くことの厳しさや協力して仕事を成し遂げる喜
びを体験し、自分の将来を考える良い機会となりました。

▲「この本はどこ？」返却図書をもどす作業中（市立図書館）

２３
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▲商品を入れる袋に店名のシール貼り（株式会社ハマオカ海の幸）

７/

１～ 大輪のユリ咲き誇る「長引野ユリ見本園」

８ 月号

Vol.2

2015
№837

かき

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７月中旬
まで開園しました。約10ａの見本園には30種類5,000本のユリが植えら
れ、ピンクや黄色、白などの鮮やかな花色と甘い香りが満ちていました。
また、７月８日には、ユリ切花の贈呈式があり、市役所と市内老人福
祉施設、保育施設に色とりどりのユリが贈られました。

７/

４

赤ちゃんアザラシの名前は「ハル」に決定

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

今年３月19日に魚津水族館で生まれたゴ
マフアザラシの赤ちゃんの名前を募集したと
ころ、592通の応募がありました。その中から
水族館職員が協議して選び、「ハル」に決定
しました。
命名者の濱谷真千子さん（富山市在住）
は、「春の訪れを待つようにみんなが待ち望
んでいた赤ちゃんだから。」と名前に込めた
思いを語りました。
ハルは魚津水族館のニューフェイスとして
人気を集め、技も少しずつトレーニング中で
す。濱谷さんからハルへのメッセージは「み
んなに愛され元気にすくすく育ってほしい。」
ということで、今後の成長が楽しみです。
▲命名者の濱谷真千子さん（右）

７/

13 暑い！最高気温37.9℃を記録

観測史上（1978年以降）最高の気温37.9℃を記録。翌日も猛暑日
となり、子ども達は水遊びで大喜びでした。（写真は経田保育園）

前月比

前年比

男

20,964人

－21

－271

女

22,315人

－21

－239

計

43,279人

－42

－510

世帯数

16,697世帯

－8

－24

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

17 大型スーパーと災害時相互応援協定締結

災害時に市民の生命や生活を守るため、市内の大型スーパ
ー３社（アピタ、バロー、原信）と新たに災害時相互応援協定を
締結し、計９社との協定になりました。
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▼魚津の夏、といえば「じゃ
んとこい魚津まつり」です
ね。たてもん祭りや花火を観
て楽しむだけでなく、せりこ
み蝶六街流しに参加される方
もたくさんおられるのではな
いでしょうか。祭りをしめく
くる街流しで、華麗な扇子さ
ばきと元気いっぱいの踊り、
そして皆さんの笑顔をしっか
りカメラに収めたいと思いま
す。▼大きなイベントがもう
一つ。今回で 回目を迎える
全日本大学女子野球選手権大
会です。８月下旬は桃山と天
神の各球場で『野球女子』に
声援を送りましょう。（た )

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）

▲技が少しずつできるようになったハル

2４

