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８月７日㈮ ちびっこたてもん
８月７日～８日の「たてもん祭り」に先立ち、諏訪神社
で魚津保育園の園児のみなさんがミニたてもんを曳き
回しました。

９/６㈰

富山県総合防災訓練を実施します
～魚津断層帯を震源とする震度７の地震が発生！あなたは、その時どうする!?～

平成27年度富山県総合防災訓練は、魚津市、滑川市、上市
町、舟橋村の２市１町１村で実施されます。魚津市ではメイ
ン会場となる「ありそドーム会場」を含め４会場が開設されま
す。各種災害（地震や豪雨による土砂災害、水難事故、車両事
故、倒壊建物事故等）に対応するための訓練や、大災害時に伴
う避難所開設･運営訓練が行われます。
各会場ではさまざまな訓練や展示が行われています。ぜひ
見学や体験をしていただき、防災意識の向上に役立ててくだ
さい。

総務課防災係（２階） 23-1078

沿岸部･山間部･市街地… 多種多様な４会場の紹介
ありそドーム会場

8:30～12:00

最も多くの訓練･展示が実施されるメイン会場です。
主な訓練内容

実施時刻

災害対策本部設置訓練

8:30～11:40

炊き出し訓練

8:30～11:30

防災○×クイズ

8:30～11:40

煙中体験

9:00～11:30

10:45～11:20

消防音楽隊の演奏

11:15～11:35

閉会式

11:40～12:00

8:30～10:30

住民参加型の訓練が実施される会場です。

主な訓練内容
津波からの避難訓練

消火バケツ等による
9:30～10:00
初期消火訓練
加積分団による
10:10～10:15
消防団操法展示
消防･警察･自衛隊による
10:15～11:35
救助救出訓練
大規模火災対応訓練

道下小学校会場

実施時刻
8:35～ 9:00

※

 難行動要支援者 への
避
支援訓練

8:35～ 9:00

避難所（道下小学校）の
開設訓練

8:50～10:00

※災害時に自力で逃げられない人

桃山運動公園会場

8:30～10:30

山間部での災害を想定した訓練が実施されます。

海の駅蜃気楼会場

9:30～11:00

海難事故や広域連携を想定した訓練が実施されます。
訓練内容

実施時刻
主な訓練内容

緊急消防援助隊等
集結訓練

9:30～ 9:50

ドクターヘリ機体展示

9:50～10:40

海上保安庁等による
海難救助訓練

10:40～10:55

ドクターヘリによる
傷病者の緊急搬送

10:50～11:00

実施時刻

土砂災害の現場での
道路復旧及び救助訓練

9:15～ 9:40

県警ヘリコプターによる
孤立集落への物資投下訓練

9:50～ 9:55

土砂災害の説明

10:00～10:15

土のう作り体験

10:15～10:30

201５-９

広報うおづ

12
2

９月６日㈰ 訓練当日の朝について

8:15～8:45の間に、各地区の防災行政
無線スピーカーおよび戸別受信機（防災
ラジオ）より訓練放送が流れます。

魚津市内にいるみなさまの携帯電話にはエ
リアメールが、「魚津市緊急情報配信サービ
ス」登録者には訓練メールが配信されます。

午前中は消防車等による広報放送が行
われ、ヘリコプターの往来で大きな音がし
ますが、みなさまのご理解とご協力をよろ
しくお願いします。

8:30に各自で、机などの下に１分間身を隠
す「シェイクアウト訓練」を行ってから訓練
を見に行きましょう。

防災訓練に伴う通行規制について
防災訓練の実施に伴い、次のとおり通行規制を実施します。訓練当日
は県道魚津停車場線も工事のため通行止めとなっています。魚津市街よ
り海の駅･埋没林館方面へ向かわれる方、海岸線より魚津市街へ向かわれ
る方はご注意ください。
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

魚津港
広報うおづ

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）

工事による通行止め区間

村木小学校

３

交通規制箇所（通行禁止）

201５-９

３．県道魚津停車場線 工事のため通行止
⑧末広町交差点から
港町交差点までの間（約400ｍ）
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平成26年４月からの消費税率の引上げに伴い、所得の低い方々への負担の影響
を考慮して、暫定的・臨時的な取扱いとして、臨時福祉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１月１日（以下、「基準日」）に住民票のある
市区町村へ申請が必要となります。

支給対象者

申請受付期間

以下の条件をいずれも満たす方が対象です。
①基準日に魚津市に住民票があった方
②平成27年度分市町村民税（均等割）が課税されて
いない方
※ただし、下記に該当する方は対象外です
・課税者から税法上の扶養を受けている方
・生活保護を受給している方
・基準日に16歳未満の者で、生計を一にする保護
者が課税されている場合

９月１日㈫～12月１日㈫ 8:30～17:30
（土･日･祝日を除く）※窓口延長･休日対応等はありません。

申請方法
支給対象者となる可能性のある方には、申請書を８
月末に送付します。
●郵送申請 同封の返信用封筒を使用してください。
（12月１日消印有効）
●窓口申請 魚津市役所１階の臨時福祉給付金窓口へ
提出してください。

ご注意ください

添付書類

税の申告がお済でない方は、税情報が不明
なため給付金の支給判定がで
きません。給付金の支給を希
望される場合は、税務課住民
税係にて非課税であることの
確認をとってから窓口で申請
してください。

①本人確認書類の写し（免許証、保険証、障害者手帳等）
②振込先の口座が確認できる書類（通帳）の写し
※写しを自分で取れない場合は、窓口で取ることができます。
※①は申請書に記載されている方全員分が必要です。
※②はＨ26年度の支給対象者で、同じ口座に振込を希望され
る場合は、口座の写しは必要ありません。

振込日
申請受付日から振込までに、概ね１ヶ月かかりま
す。振込直前に支給決定通知（はがき）が送付されます
ので、振込日をご確認ください。

支給額
対象者1人につき6,000円です。
臨時福祉給付金に対するお問合せ先

社会福祉課福祉保護係

23-1077

プレミアム商品券の利用期限にご注意ください
「ミラたんプレミアム商品券」の利用期限は９月30日㈬までです。10月
以降はプレミアム商品券のご利用はできませんので、必ず期限内にご
利用ください。
また、プレミアム商品券の地域経済に対する影響・効果を調べるた
め、商品券利用実態に関するアンケート調査を行っております。調査
票の提出先は、商品券でお買い物をしたお店です。ご協力をお願いし
ます。
※プレミアム商品券は６月７日に販売され、即日完売しています。

魚津商工会議所

５
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22-1200

商工観光課商工労働係（３階）

23-1025

（社会保障・税番号）の通知カードが届きます
平成27年10月から12月までの間に、みなさまの住民票の住所にマ
イナンバーの通知カードが届きます。今のお住まいと住民票の住所
が異なる場合は、９月30日㈬までに住民票の異動をお願いします。
このカードに記載されている番号は、様々な手続きに必要になり
ますので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。

問い合わせ先 マイナンバーコールセンター
日本語対応

マ

愛称：マイナちゃん

イ

ナン

バー

0570-20-0178

外国語対応 （英語･中国語･韓国語･スペイン語･ポルトガル語）

●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。

0570-20-0２９１
送付先の変更について
やむを得ない理由により、住所地において通知カードを受け取れない方
は、９月25日㈮までに住所地の市区町村へ申請することにより、送付先を
実際にお住まいのところに変更することができます。
やむを得ない理由の例
・東日本大震災の被災者で住所地以外の場所にお住まいの方
・ドメスティック・バイオレンス、児童虐待等の被害者で住所地以外の場所にお住まいの方
・医療機関・施設等に長期にわたって入院・入所が見込まれ、かつ住所地に誰も居住していない方
送付先の変更について、申請をお考えの方は市民課へ至急お問い合わせください。

市民課市民係

23-1003

９月は「がん征圧月間」です。がん検診を受けましょう
日本人の２人に１人ががんを患い、３人に１人が
がんで亡くなっています。しかし、早期に見つけて
適切な治療を受ければ、治る可能性が十分にある病
気です。そのカギは「検診」です。まだ検診がお済み
でない方は、ぜひ検診を受けましょう。
また、９月のがん征圧月間に合わせて市民公開講
座「知って得する!!がん検診 パートⅡ」（主催:富山労災
病院）を開催します。ふるってご参加ください。
●日時
●場所

９月27日㈰ 13:15～15:30 （13:00開場）
ホテルグランミラージュ 天翔の間

※参加無料、申込不要（当日そのままおいでください）

健康センター

シンポジウム

「胃･大腸･前立腺がんで命を落とさない！」
座長
富山労災病院 副院長

角谷 直孝 先生

シンポジスト
青山内科 院長 青山 圭一 先生
演題「魚津市の胃がん･大腸がん検診の現状」
富山労災病院 第三消化器科部長 金 辰彦 先生
演題「当院における内視鏡の現状」
富山労災病院 泌尿器科部長 石浦 嘉之 先生
演題「なぜ前立腺がん検診が必要なのか」

24-3999
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魚津市人事行政の運営等の状況

総務課職員係（２階）23-1020

魚津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年魚津市条例第２号）第６条に基づき、平成26年度に
おける魚津市人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。
※なお、一部の項目については、平成27年4月1日現在の状況を公表します。

職員数に関する状況
●部門別職員数に関する状況
部門

平成27年
４月１日現在

平成26年
４月１日現在

250人
37人
49人
336人

252人
43人
48人
343人

一般行政
特別行政
公営企業関係
計

●一般行政部門における一般行政職の級別職員数の状況
（平成27年4月1日現在）

対前年
増減数
△2人
△6人
1人
△7人

（注）国の定員管理調査の基準による。
地方公務員の身分を保有する休職者・派遣職員などを含み、臨
時又は非常勤職員を除いています。４月１日付けの人事異動後
の実人員であり、当初予算に計上された人数と一致しません。

区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

職名

主事
技師

主事
技師

主任

主査 課長代理 課長
係長 副主幹 主幹

部長
次長

職員数

20人

14人

59人

64人

25人

21人

8人

比率（％）

9.5

6.6

28.0

30.3

11.8

10.0

3.8

（注）国の給与実態調査の基準による。
市の給与条例に基づく給料表の給与区分による職員数です。

職員の給与に関する状況
●人件費の状況（普通会計決算）

（単位：千円）

区分

住民基本
台帳人口

歳出額

実質収支

人件費

人件費率

25年度
人件費率

26年度

44,032人

17,813,262

424,564

2,570,584

14.4%

14.7%

●平均年齢および平均給料月額の状況
（平成27年4月1日現在）
平均年齢 平均給料月額

（注）普通会計とは、全国統一的な基準で市町村と比較できるようにした統計上の会計区分をいいます。
人件費には、地方公務員法第３条に定める特別職の報酬を含みます。

一般行政職

42.5歳

325,300円

技能労務職

50.0歳

331,300円

●職員給与費の状況（一般会計当初予算）
区分

職員数
(a)

給料

27年度

291人

1,048,757

（単位：千円）

給
与
費
期末勤勉手当
職員手当
146,458

384,856

計(b)

１人当たり給与費
(b)/(a)

1,580,071

5,430

（注）平成27年度一般会計の当初予算に計上されたものです。
職員数・給与費には、再任用職員を含み、特別職や議員は含まれていません。
職員手当には、退職手当および期末勤勉手当以外のすべての職員手当を含みます。

●職員の初任給および経験年数別、学歴別平均給料の状況（平成27年4月1日現在）

大学卒

180,800円

経験年数
10年
256,914円

高校卒

146,500円

－

区分
一般行政職

初任給

経験年数
20年
353,233円

経験年数
25年
381,933円

経験年数
30年
407,600円

－

357,300円

－

（注）対象となる職員がいない場合は－で表示してあります。

●期末手当･勤勉手当の状況
（平成26年度実績）
期末手当

勤勉手当

６月分

1.225月分

0.675月分

12月分

1.375月分

0.825月分

合計

2.60月分

1.50月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による
加算措置･役職加算 5～15％

７

広報うおづ

201５-９

●特別職等の給料･報酬の状況
（平成27年4月1日現在）
区
給料

報酬

分
市 長
副市長
教育長
議 長
副議長
議 員

月 額
920,000円
738,000円
630,000円
480,000円
430,000円
400,000円

期末手当（平成26年度実績） 3.10月分
（加算措置の状況）･役職加算40％
（注）「特別職報酬等審議会」の答申に基づ
いて条例で定めています。

●退職手当状況（平成27年4月1日現在）
自己都合

勧奨･定年

勤続20年

20.445月分

25.55625月分

勤続25年

29.145月分

34.5825 月分

勤続35年

41.325月分

49.59

月分

最高限度額

49.59 月分

49.59

月分

平成26年度
退職者の
一人当たり
平均支給額

405千円

22,888千円

（注）対象となる職員数が３名以下の場合、退職手当の
１人当たり平均支給額は、個人情報保護の観点か
ら過去３年間に退職した職員に支給された平均額
となっています。

生涯学習･スポーツ課生涯学習･文化係
（第１分庁舎）23-1045

10月から下記の日程・内容で生涯学習教室を開催します。魚津市在住の方であれば、どなたでも参加で
きます。趣味のきっかけ作りとしてお気軽にお申込みください。また、新たに開講してほしい教室があり
ましたら、ご連絡ください。
●受講料
月額500円（前納） ※別途材料費等が必要な講座もあります。
●定 員
各15名 ※申込人数によって開講できない場合もあります。
●会 場
新川学びの森 天神山交流館（天神野新147-1）
 		
●申込期間 ９月１日㈫～   ※講師の都合により日程等が変更となる場合もあります。
●申込方法 電話･ホームページ、または生涯学習･スポーツ課生涯学習･文化係に直接お申込みください。
※一度受講された同じ講座への申込みはできません。また、期間途中からの受講はできません。

①アロマとハーブな生活 手軽にできるアロマテラピーとハーブを楽しもう
13:30～15:00 講師：寺田 真弓

材料費1,500円/回（初回のみ1,000円）

10月７日㈬ アロマテラピーとは

～ルームスプレーを作ろう～

10月21日㈬ ハーブティーの楽しみ方 ～自分でブレンド＆ハーブオイルを作ろう～
11月４日㈬ 緑の薬箱

～風邪予防のアロマ＆ハーブ～

11月18日㈬ ナチュラルスキンケア
12月２日㈬ アロマなクリスマス
12月16日㈬ アロママッサージ

～保湿軟膏を作ろう～
～アロマキャンドルを作ろう～

～ハンドマッサージをやってみよう～

②はじめての笑楽書（みらいしょ）
～筆ペンを使って楽しく文字を書いてみよう～
10:00～11:30
講師：上野 美穂
材料費500円/回

③和布こもの教室
～和布ハギレで「小さなつるし飾り」や季節の飾り作り～
9:30～12:00 講師：高松 久美子
材料費 5,000円程度（和傘2,000円+他材料3,000円）/全体

10月７日㈬ 筆ペンの使い方を知ろう（基礎を学ぶ）

10月７日㈬ ミニ椿、ミニ桃花作り

10月21日㈬ 自分の名前を書いてみよう

10月21日㈬ 赤系と白系の椿（大）を作る

11月４日㈬ 好きな一言を書こう（例:ありがとう）

11月４日㈬ ハッポウ玉を布で包む

11月18日㈬ 年賀状を書いてみよう

11月18日㈬ 和傘にまく布作り

12月２日㈬ 好きな文章を書いてみよう（練習）

12月２日㈬ 組立て

12月16日㈬ 練習した文章を清書し、作品を作ろう

12月16日㈬ 仕上げ

④チョット素敵な写真を撮ってみませんか
（初心者向け） コンパクトカメラでもOK！
19:30～21:00 講師：長田 達明

⑤心和む絵手紙
～四季折々を楽しみ、基本から学びましょう～
10:00～12:00 講師：新村 十三江

10月13日㈫ 開講式

10月３日㈯ パプリカ、野菜、果物など

10月27日㈫ カメラの基礎編

10月17日㈯ ほおずき、花、野菜など

11月10日㈫ 花をきれいに撮る

11月７日㈯ 木の葉（紅葉）、無花果

11月24日㈫ 花の撮影会

11月21日㈯ 花、柿、野菜など

12月８日㈫ 風景を美しく撮る

12月５日㈯ クリスマスに因んだもの、年賀状

12月22日㈬ 風景（夜景）の撮影会

12月19日㈯ 年賀状（干支･こま、ゆず他）

１月12日㈫ 人物をきれいに撮る

１月９日㈯ お正月の和菓子、みかん、他

１月26日㈫ 動くものを上手に撮る

１月23日㈯ 花（椿、水仙など）、節分

２月９日㈫ 発表会の作品作り

２月６日㈯ 鬼、福豆、ふきのとう

２月23日㈫ 閉講式

２月20日㈯ 春の花、野菜、その他

201５-９
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⑥気軽に体験！簡単な初級日常英会話

⑦心のための栄養料理

13:00～14:00 講師：齊藤 洋志

10:00～13:00 講師：笠間 香奈美

10月３日㈯

材料費900円/回

10月２日㈮ 心を休める食事

10月17日㈯

宿題なし、試験なし、辞書不要のカンタン
な英会話です。
疑似海外旅行や、懐かしい洋楽のヒット
曲を一緒に歌い、楽しみましょう。

11月７日㈯
11月14日㈯
12月５日㈯
12月19日㈯

10月16日㈮ 睡眠を邪魔しない食事
11月６日㈮ 朝が快調な食事
11月20日㈮ やる気が出てくる食事
12月４日㈮ ストレスを溜めこまない食事
12月18日㈮ 倦怠感を溜めない食事

⑧初めての絵画
～描きたい画材で楽しく絵画を学ぼう～

⑨初心者のための お抹茶教室
～楽しくおもてなしの仕方を学ぶ～

10:00～12:00 講師：大久保 隆文

19:00～20:30 講師：泉 美津子

10月３日㈯ 静物、風景、その他講話

10月５日㈪ 正座、真行草のお辞儀、簡単なお茶の歴史Ⅰ

10月17日㈯ 静物、風景構図の取り方

10月19日㈪ 立居振舞、お菓子のいただき方

11月７日㈯ 静物、風景色の使い方

11月２日㈪ お茶の点て方、お茶の歴史Ⅱ

11月21日㈯ 静物、風景画の制作

11月16日㈪ 帛紗捌き

12月５日㈯

〃

12月７日㈪ 茶杓の吹き方

12月19日㈯

〃

12月21日㈪ 略盆点て、お茶の歴史Ⅲ

１月16日㈯ 自由に描く

１月18日㈪ 初釜

客になって体験

１月30日㈯

〃

１月25日㈪ 略盆点て

２月６日㈯

〃

２月１日㈪ あるき方、お茶の歴史Ⅳ

２月20日㈯

〃

２月15日㈪ 総まとめ

生涯学習教室講師募集
魚津市生涯学習教室では、生涯学習教室の
講師を募集しています。パッチワークや手芸
など、お気軽にご連絡ください。

回数
時間
会場

月２回開催で、全６回（３ヶ月）～
１回２時間程度
新川学びの森天神山交流館

イベントステージを整備しました
（財）自治総合センターが
宝くじの社会貢献広報事業
の一環として行うコミュニ
ティ助成事業により、経田
地区振興協議会がイベント
ステージを整備しました。

ミラたんを応援してください
日本全国のゆるキャラNo.1をみなさんのパソコ
ンや携帯電話、スマートフォンからの投票で決定す
る、「ゆるキャラグランプリ2015」が今年も開催されて
います。魚津市のイメージキャラクター「ミラたん」
も昨年に引き続きエントリーしています。

１日１回投票できるので、
毎日投票してね！
●投票期間

11月16日㈪まで

※ゆるきゃらグランプリ2015
公式サイトから投票できます。
企画政策課企画係 （２階）

９
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商工観光課観光係 （３階）
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９月20日㈰～26日㈯は、動物愛護週間です
犬やねこをはじめとして、私たちに優しさを与えてくれるペット。
しかし、飼い主次第で、ペットは癒しの存在にもなれば、迷惑な存在ともなるのです。
人と動物とが共生する社会のために必要なこととは何か、この機会に考えてみませんか。

第50回記念

●日時
●場所
●内容

愛犬のしつけ方教室

動物愛護フェスティバル

９月20日㈰ 10:00～14:30
富山県動物管理センター
（立山町利田、常願寺川公園となり）
小動物ふれあい体験
ペットと災害体験コーナー
犬･猫の飼い方相談コーナー
長寿犬の表彰
子猫の譲渡会
犬・猫の飼う前教室

※犬を同伴する際は、鑑札、注射済票を忘れずに！
※子 猫を譲りたい方は、９月18日(金)までに富山県動物管理セ
ンターへご連絡ください。
※子猫を譲り受けたい方は、飼う前教室を必ず受けてください。
※子犬の譲渡会は、平成25年度より行っておりません。

富山県厚生部生活衛生課

076-444-3230

●日時
●場所
●定員

１日目 ９月25日㈮ 13:30～15:00
２日目 10月２日㈮ 13:30～15:00
富山県動物管理センター
８組

※事前に動物管理センターまでお申込みください。
※実技講習があるので、必ず愛犬と一緒に参加してください。

「個別のしつけ方教室」も随時受け付け中です。
マンツーマンで、困り事や飼育方法･環境など
を詳しくお聞きし、各家庭にあった飼育方法や
しつけトレーニングを指導･アドバイスします。
富山県動物管理センターまでお問い合わせく
ださい。

富山県動物管理センター

076-462-3467

片貝川の源流に近い阿部木谷には、大量の土砂が
えんてい
下流に流れ出ないようにするための堰堤が築かれて
います。こうした治山事業によって、下流に住む私
たちは安心して生活し、豊かな水の恩恵を受けてい
ます。
今回のツアーは、片貝国有林のうち僧ヶ岳県立自
然公園と中部山岳国立公園内での治山工事の様子な
ど、普段あまり見る機会のない場所へとご案内する
「魚津初の治山体感ツアー」です。
コンクリートスリットダム工（阿部木谷）

●日時

９月26日㈯

滝倉の滝（滝倉谷）

第４回 今しかない、東又谷を訪れるチャンス！～アブキ谷治山施設と滝倉の滝～
9:00～15:00頃

※少雨決行

●見学場所
●定員
●参加費
●集合場所
●申込締切

阿部木谷堰堤、
滝倉の滝など
15名（先着順）
１人 500円（資料代･保険代等）
※昼食･飲み物は各自でご用意願います
埋没林博物館正面入口（8:50集合）
９月16日㈬

※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。
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。

問合せ･申込み先

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

201５-９
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第21回

環境フェスティバル

つなごう未来へ自然の恵み・魚津・山～海
●日時
●会場

9月19日㈯ 9:30～15:00
ありそドーム

環境フェスティバル実行委員会事務局
環境安全課環境政策係（１階⑩窓口） 23-1004

ステージイベント
上野方小学校や魚津工業高校環境科学部の環境保全活動紹介、生物多様性うお
づセミナー、エコ実験パフォーマンス、環境○×クイズなど盛りだくさん。

スタンプラリー＆抽選会
スタンプを集めてプレゼントをゲットしよう。

フリーマーケット 10:00～（アトリウム）
古着やおもちゃ、手作り雑貨など。掘り出し物がみつかるかも。

うまいもの市 11:00～（屋外展示場）
リユースカップ、リユース皿を利用して環境にやさしく、おいしく地産地消。

展示コーナー
環境保全ポスターコンクールやグリーンカーテンコンテストの応募作品
企業団体による環境にやさしい取組みの紹介、体験コーナー。

おもちゃ病院
動かなくなったおもちゃを持って来て、修理してもらおう。

かえっこバザール
使わなくなったおもちゃを持って来て、お友達のおもちゃと交換しよう。

くるくる０円マーケット
大切に使っていたものを、ただで次の誰かに大切に使ってもらおう。

らんま先生のeco実験パフォーマンス 13:30～
科学を使ったジャグリングやマジックなどを盛り込んだエコ実験に参加しよう。

レンタサイクル利用のお知らせ

※レンタサイクルの活用を通して、マイカー運行の減少や二酸化
炭素（CO2）の削減、地球温暖化対策の推進を図っています。

商工観光課観光係 （３階）
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料金表
利用形態

大人用
自転車

小人用
自転車

半日（４時間まで）

300円

100円

１日（８時間まで）

500円

300円

1,000円

500円

１泊２日
他のステーション
での返却

各々500円/台

この「のぼり」が目印です

４月から、海の駅「蜃気楼」にて、レンタサイクル
の貸出がスタートしました。ＧＩＡＮＴ製のスポー
ツタイプ自転車も新たに登場し、より爽快にサイク
リングを楽しんでいただけます。ぜひレンタサイク
ルをご活用ください。

９月10日は「屋外広告物の日」です

まちのいたる所にある屋外広告物について考えてみましょう
屋外にある広告塔や看板などの屋外広告物には、景観の保全のため、市街地のにぎわいの調和を図るた
め、また交通の妨げにならないために様々なルールがあります。ルールを守らない違反広告物は時として
危険を伴う場合もあります。
屋外広告物の決まりを守り、魚津市をより安全で美しい街並みにするために皆さんのご協力をお願いし
ます。

●このような屋外広告物は違反です！
②広告物を表示することができない物件につけたもの
（禁止物件）
電柱/街灯柱
交通標識
歩道柵

街路樹

③高さや表示面積などの許可基準に違反したもの

貼 り 紙 、貼 り 札 、広 告 旗 、
立看板等の設置を禁止

①道路上にはみ出して設置されている置看板などの
歩行者の通行の妨げとなっているもの、破損、倒
壊・落下のおそれがあるもの
（道路法でも禁止されています）

④広告物を表示してはいけない地域に設置したもの
（禁止地域）※

●次の場合は必ず許可を受けましょう。更新の申請も忘れずにお願いします。
屋外広告物の種類

許可の概要
※

自家広告物
自己の店舗や営業所に、自己
の店舗名などを表示するもの

一般広告物
自己の店舗や営業所以外に表
示するもの

◆禁止地域 では、屋外広告物の設置は原則禁止。ただし表示面積７㎡以下の自
家広告物は設置可能。
◆許可地域（禁止地域以外の地域）では、屋外広告物の設置には市長の許可が必
要。ただし表示面積が１箇所10㎡以下の場合は許可が不要。
◆禁止地域※では、屋外広告物の設置は原則禁止。
◆許可地域では、市長の許可を得て設置可能。
ただし、国道や主要県道、新幹線を除く鉄道沿い100ｍ以内、新幹線沿い南側
1,000m以内は野立広告の設置は不可。

※禁止地域とは、高速道路及び新幹線と、それぞれの両側500m以内（用途地域を除く）、埋没林等天然記念物の地域、総合公園等の
都市公園、用途地域のうち住居専用地域など。

問合せ

都市計画課建築住宅係（３階）

23-1031
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富山地方鉄道でお得な１日フリーきっぷを販売しています
富山地方鉄道では７月18日から、お得な１日フリーきっぷ
を発売しています。全ての鉄道線だけでなく、富山市内電車
も１日乗り放題です。魚津市内では、新魚津駅と電鉄魚津駅
でご購入いただけます。富山地方鉄道線を利用し、県内各地
を巡ってみてはいかがでしょうか。
●適用区間
●発売額
●発売箇所
●その他

鉄道線･軌道線全線（特急自由席料金を含む）
大人2,500円 小人1,250円
富 山乗車券センター、西町乗車券センター、
富山地方鉄道有人駅の各駅
冬期間には冬バージョンを発売予定です。

問合せ先

富山地鉄テレホンセンター（富山地方鉄道本社ビル内）

076-432-3456 （平日8:30～17:30）

魚津市民バスからのお知らせ
便利でお得な回数券をご利用ください！
 津市民バスでは、バス車内で一般用（中学生以上）
魚
及び小学生用の回数券を販売しています。
●いつも市民バスをご利用いただいているお客様は、
ぜひ便利でお得な回数券をお買い求めくださるよう
お願いいたします。
●回数券をご利用いただくと、１回の乗車料金は、中
学生以上は実質 約153円、小学生は実質 約77円とな
ります。
●また、一日乗車券も500円（小学生300円）で販売し
ています。こちらも是非ご利用ください。
一般用回数券 200円×13枚綴り⇒2,000円
※600円お得（１枚約153円）

９月20日㈰は バスの日です
毎年９月20日の「バスの日」は、日本で最初にバスが
走った日を記念する日です。
これからも引き続き市民バス、地鉄バスをご利用くだ
さいますようお願いいたします。

９月21日、22日、23日
市民バス郊外ルートは運休日です
９月21日㈪は敬老の日、22日㈫は国民の休日、23日
㈬は秋分の日で祝日となりますので、魚津市民バスの
郊外ルート（上野方、松倉、坪野、中島、天神、経田
－道下）は運休いたします。ご注意ください。

小学生回数券 100円×13枚綴り⇒1,000円
※300円お得（１枚約 77円）

道路交通調査のアンケートにご協力を
道路交通調査（全国道路･街路交通情勢調査）を９月～11月
に行います。
この調査は、自動車の使われ方や道路の状況などを調べ
るもので、おおむね５年に１回実施しています。無作為に
抽出した自動車の所有者にアンケートを郵送させていただ
きますので、ご協力をお願いします。調査結果は今後の道
路の計画・管理等に役立てられます。
国土交通省 富山河川国道事務所 調査第二課
076-443-4717
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市道供用開始のお知らせ
国道８号入善黒部バイパス江口交差点の地
下道（市道江口12号線）が８月31日㈪より供用
開始となりました。

建設課業務係（３階）

23-1028

下水道課業務係（第２分庁舎）23-1038

下水道は、快適な生活環境をもたらすだけで
なく、生活雑排水を処理することで、川や海な
どの水環境の保全にも役立っています。
また、台風やゲリラ豪雨などによる浸水被害
から街を守るなど、私たちの生活に密着した重
要な社会基盤です。

「下水道の日」ＰＲ活動

下水道への早期接続をお願いします

下水道をもっと身近に感じられるよう、生活に役
立つ物品を配布し、下水道相談コーナーなどを設け
ます。
みなさんのご来場をお待ちしています。

下水道施設の整備が完了し、使用開始となった地域
（処理区域）内のかたは、３年以内に下水道に接続する
ことが下水道法や市条例で義務付けられています。
処理区域内のみなさんの早期接続をお願いします。

●日時
●会場

９月10日㈭ 13:30～16:00
アップルヒル特設会場

下水道接続工事（排水設備工事）は
魚津市指定工事店へご依頼ください

ティッシュペーパーやおむつなど、水に溶けないものを流すと、下水管のつまりや、ポンプの故障などト
ラブルの原因となります。下水道を上手に使って、みなさんの生活を快適に保ちましょう。

トイレに異物を
流さない！

油などは
流さない！

危険物は
流さない！

耐震改修する木造住宅に補助金を交付します
地震発生時における木造住宅の倒壊を防止
するため、県と市町村が連携して住宅の耐震
化を行う方に対して支援を行います。補助金
は最大60万円です。
※まずは、設計事務所・ハウスメーカー等に相談され、
耐震診断を行った後、申請をお願いします。

申込み･問合せ
㈳富山県建築士事務所協会
076-442-1135
問合せ

平成 年度より
対象となった工事

（注1）耐震診断に対する補助
制度があります。
（自己負担額 2,000円～6,000円）
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都市計画課建築住宅係（３階）
23-1031

洗濯排水は
汚水ますへ！

平成27年度より
対象となる改修工事が追加され、
利用しやすくなりました。

〔補助の対象となる住宅〕
次の要件をすべて満たす住宅が、補助の対象となります。
①木造の一戸建で、階数が２階以下のもの
②建物の半分以上が昭和56年５月31日以前に着工したもの
③在来軸組工法によるもの
④一般耐震診断法等を用いて耐震診断を行った住宅(注1)で、診断結果
が総合判定Iw=1.0未満のもの
〔補助の対象となる耐震補強工事〕
耐震補強の必要性があるとされた住宅について
①建物全体を、Iw=1.0以上とする工事
②建物１階の主要居室（寝室、居間等）を、Iw=1.5以上とする工事
③建物１階だけを、Iw=1.0以上とする工事
のいずれかを満たす耐震改修工事
〔申込み期間〕

平成27年度は現在受付中です！

※平成28年3月31日（今年度中）までに事業を完了する必要があります。

201５-９

広報うおづ

１４

富山県東部消防組合消防本部 からのお知らせ
９月６日㈰から９月12日㈯まで
救急医療週間です
富山県東部消防組合魚津消防署では、いざという時
のための救急講習会を開催しており、心肺蘇生法やＡ
ＥＤの使い方を学ぶことができます。講習会の日時や
内容については、下記へお問い合わせください。
富山県東部消防組合 魚津消防署 救急係

24-7980

平成27年度 高速道路救急･救助訓練
●日時
●会場

10月７日㈬ 14:00～
海の駅蜃気楼周辺駐車場

多重衝突事故
救助訓練

関係機関との
情報伝達訓練

現場指揮本部
及び応急救護所等の
運用訓練

富山県東部消防組合消防本部 消防課

24-7978

ＦＡＸや電子メールからの災害通報

魚津市消防団 総務大臣感謝状を受領

発声による119番通報が困難な方が、火災や救急な
どの通報をＦＡＸや電子メールで行うことができる
ようになりました。

消防音楽隊の創設等により、消防団員数が相当数
増加した全国22団体の消防団の一つとして、平成27
年７月15日に総務大臣感謝状を受領しました。

利用方法
①FAX119は、通報用紙で電話番号（局番なし）119へ
FAXしてください。利用できる電話は、富山県東
部消防組合管内（魚津市、滑川市、上市町、舟橋村）
に設置されているものに限られます。
②電子メール119は、通報内容を指定したアドレスへ
送信してください。なお、セキュリティ対策とし
て事前にアドレスの登録
をお願いしています。
※詳しくは、富山県東部消防組合
消防本部HPをご覧ください。

富山県東部消防組合消防本部 通信指令課

社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）
社会福祉課福祉保護係（１階⑥番窓口）

24-7977

23-1007
23-1005

危険物取扱者試験のご案内
平成27年度第２回危険物取扱者試験
●試験日
10月24日㈯
●試験会場 ありそドーム
●申込期間 書面申請 ９月４日(金)まで
●受験願書の提出、試験に関する問い合わせ先
〒939-8201 富山市花園町４-５-20
（一財）消防試験研究センター富山県支部
076-491-5565

1５
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富山県東部消防組合 魚津消防署

24-7980

平成27年度後期危険物取扱者試験準備講習会
●日時 10月８日㈭、９日㈮ 両日とも9:00～16:00
●会場 富山県東部消防組合消防本部
平成27年度後期危険物取扱者試験特別講習会
●日時 10月17日㈯ 9:00～17:00
●会場 富山県東部消防組合消防本部
富山県東部消防組合消防本部 消防課

24-7978

く ら し

平成 年

秋の全国交通安全運動
環境安全課生活安全係
１･０４８

１
(階⑪番窓口 )

９月 日㈪から 日㈬は、秋
の全国交 通 安 全 運 動 期 間 で す 。
「ゆ ず りあ う 心 でひろ が る
無 事 故 の輪 」を ス ロ ー ガ ン に 、
子どもと高齢者の交通事故防
止を目指します。期間最終日
の９月 日㈬は交通事故死ゼ
ロを目指す日です。
また 、全 国 で次 の３ 点 を 運 動
の重点としています。
①夕暮れ時と夜間の歩行中 自
･ 転車
乗用中の交通事故防止

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 ９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

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
（北鬼江 ー３）

 ０７６ ４･３２ ６･１５７

※相談 日 当 日 の み 、 電 話 に よ る 相 談
を受け付けています。

※予約不要

●問合せ 富山県司法書士会
 ０７６ ４･３１ ９･３３２

室 （富山市安住町５番

号）

成年後見無料相談会
●日にち ９月 日㈯ ･日㈰
●時間 午前 時～午後３時
●会場 サンシップとやま研修

23

※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、受け
付 け て い ま す 。（魚 津 市 地 域 住 宅 相
５･０７８）
談所 

不動産無料相談会
●日にち ９月 日㈬
●時間 午前 時～午後５時
●会場 新川文化ホール
公( 社 富) 山 県 宅 地 建
●問合せ
物取引業協会新川支部（相川）
 ０９０ ３･２９５ ７･３１１
こころと暮らし、いのちの相談会

（自殺予防のための包括支援相
談会）
悩みや困りごとを抱えてい
る方を対象に、専門の相談員
による総合相談会を開催しま
す。一人で悩まずに話してみ
ませんか。
●日時 ９月 日㈰ 午後１
時半～４時半（午後４時に受付
終了）
●場所 滑川市民交流プラザ
（滑川市吾妻町 ）

1６

広報うおづ
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受講料

定員

23

10

●対象者 心の健康、法律問
題、多重債務、労働問題、高
齢者の介護や福祉、生活保護
などの福祉、大切な方を亡く
したなど、いのちに関する相
談 を さ れ た い 方 （家 族 、友 人 な
ど周囲の方も可）
●問合せ
富山県厚生部健康課
０７６ ４･４４ ３･２２３
中部厚生センター保健予防課
０７６ ４･７２ ０･６３７
滑川市福祉介護課
０７６ ４･７５ ２･１１１

52-0251

23-1044
23-1079

学校教育課（第１分庁舎）
こども課保育係（１階⑦番窓口）

②全ての座 席 のシートベルトとチャ
イルドシートの正しい着用の徹底
③飲酒運転の根絶

各種相談のお知らせ
無料調停相談会
●日にち ９月 日㈯
●時間 午前 時～午後４時
●会場 サンプラザ４階
●問合せ 富山県調停協会連
合会
 ０７６ ４･２１ ８･１９５

10名 4,700円

Jw_cad基礎（建築）

※雨天時の取扱いは、各学校（園）へ直接お問合せください。

富山県技術専門学院 新川センター

10名 4,000円

造園基礎

受講生募集
職業訓練生募集

10名 3,200円

ストレスマネジメント＆
メンタルヘルス強化

住吉保
本江保

経田保
上口保

青島保
野方保
吉島保

道下保
10月３日㈯ 松倉保
加積保

無料（ただし教科書代等諸経費が必要です）
入 校願書を最寄りの公共職業安定所に提出
してください。

●受講料
●応募方法

訓練期間
９/19㈯･26㈯
9:30～16:00
10/10㈯･17㈯
9:30～16:00
10/26㈪･27㈫
･29㈭･30㈮
18:20～21:00

コース名

天神保

川原保

魚津保

26日㈯ 西布施保

介護サービス科
エコ住宅リフォーム科
一般コース

10/１㈭～11/30㈪

20名 ９/14㈪

10/15㈭～３/17㈭

10名 ９/30㈬
９月５日㈯ 西部中

能力開発セミナー

魚津第二保

19日㈯ 大町幼

定員 募集期限

大町小 村木小 住吉小 上中島小
松倉小 上野方小 本江小 片貝小
12日㈯
吉島小 道下小 経田小 西布施小
片貝保（片貝小と合同）

訓練期間

東部中

科名
学校（園）名
日付

富山県技術専門学院新川センター

運動会の日程

21

13

426

17

20

10

1

19

10

23

※事前申込不要

313

22

30

26

10

701

27

21

30

3,000 円
健康友の会 沖田 崇寛

六郎丸

3,000 円

真成寺町

100,000 円
（故）中村 一雄

友道

100,000 円

▼社会福祉基金

（故）高林 君子

仏田

100,000 円

（故）住

大光寺

200,000 円

０
･３６５

障害者合同就職面接会の
開催について

片貝・加積

９/４㈮･11㈮･18㈮･25㈮

９/９㈬･16㈬･30㈬

西布施

☎23-1007

社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）

50

●経田福祉センター行き

※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。

25

24

ふれあい入浴事業（市内の公衆浴場）

月から国民健康保険
被保険者証が新しくなります

ハローワーク魚津


９/８㈫･15㈫･29㈫

市民課医療保険係

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。

障害のある方を対象とした
「障害者合同就職面接会」を
開催します。
就職を希望される方は、ぜ
ひご参加ください。
●日時 ９月 日㈮ 午後１
時 分～午後４時（受付は午
後１時半から開始）
●場所 ありそドーム 産業
展示ホール

虎谷・石垣新

１
･０１１

●福祉センター百楽荘行き

（１階③番窓口）

９月のオレンジカフェつむぎ

ーン就職活動のポイントや県
内の優良企業情報をご紹介し
ます。
● 日 時 ① ９ 月 日 （月 祝･ ）午
後１時半～ ②９月 日㈰ 午
後１時～
●場所 ①ボルファートとやま
② 高岡市ふれあい福祉センター
●対象 就職を控えた学生の
父母等
●参加費 無料
●申込み 事前に県労働雇用
課のホームページからお申し
込みください。

福祉バス運行表

月１日㈭からは、 月中
に郵送される新しい被保険者
証（緑色）をご使用ください。
な
  お、使えなくなった被保険
者 証 （う す 紫 色 ）は 市 民 課 に 返
却または破棄してください。

※初めての方は事前にご連絡ください。

27

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1303/

おたっしゃ介護予防教室

元気とやま！
父母向け就職セミナー

福祉センター百楽荘・経田福祉センター

富山県労働雇用課
  ０７６・４４４・４５５８

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。

21

（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）

9

23

10

10

『介護家族の集い』に参加しませんか？

国民年金後納制度で将来の
年金額を増やせます

石垣新

就職活動を控えた学生をお
持ちのご父母の皆様に、Ｕタ

201５-９

広報うおづ

1７

９/８㈫・22㈫

●実施日

９月３日㈭ 10:00～15:00
300円
●問合せ つむぎ倶楽部
●日時
●利用料

☎22-6006

魚津年金事務所
 １･４９４
国民年金保険料専用ダイヤル
 ０５７０ ０･１１ ０･５０

8,000 円

27

カラー拡大読書器
青島
犬田 竹雄

50,000 円
（故）横石 小夜子

芳枝

吉島511

つむぎ倶楽部

24

過去 年間に納め忘れた国
民年金保険料を納付すること
ができる制度は、平成 年９
月 日をもって終了します。
詳しくは「国民年金保険料専
用ダイヤル」または魚津年金事
務所へお問い合わせください。

魚津第二保育園職員一同 新金屋

時

（故）瀧本 美嬉子

10

100,000 円

「高齢者 障
･害者の人権あんしん
相談」強化週間 電話相談
０５７０・００３・１１０
人権擁護委員による電話相
談を開催します。お気軽にお
電話ください。（通話料有料）
●日時 ９月７日㈪～ 日㈰
午前８時半～午後７時

天神野新

30

小川寺
（故）吉井 すみこ

22-8388
（社会福祉協議会）
▼善意銀行

23-1093
９月20日㈰ 13:30～16:00
地域包括支援センター予防係
●日時
●問合せ

30,000 円
匿名希望

10

13

※ただ し 、 土 日
･ 曜日は午前
～午後５時

三井自動車（株）友の会

●相談内容 家庭内・福祉施
設内における虐待などを始め
とする、高齢者や障害者をめ
ぐる様々な人権問題など
●問合せ 富山地方法務局
 ０７６・４４１・６３７６

ご寄付ありがとうございました

複数名での作業を心がける。

クマに気をつけて！



環境安全課 １階⑪番窓口 )
(

１･０４８
０
･１１０

魚津警察署

クマは冬 眠 に備 え るた め、秋
にな ると活 発 に活 動 し、人 里 近
くまで出没しますので十分な注
意が必要です。
・クマ
 の秋 の主 食 とな るブナ、クル
ミ、クリ、ミズナラの林等では、特
に注意が必要です。
・キャ
 ンプや登山等で出たゴミ、お
墓 の供 え 物 は持 ち帰 ってくだ さ
い。また 、カキや未 収 穫 野 菜 な ど
はクマの誘引物になります。放置
せずに、早めに処分しましょう。
・クマ
 に自 分 の存 在 を 知 ら せる工
夫 （クマよけの鈴 やラジオの携 行
等）をしてください。

クマを 目 撃 した 場 合 、市 また
は警察にご連絡ください。

９月市議会定例会日程

代表・個別質問

定例会開会
日㈭

個別質問

２日㈬
日㈮

総務文教委員会

日㈪
日㈫

討論・採決

民生委員会
産業建設委員会
日㈭

気温の高い時間帯での
作業を避け、こまめな
休憩を確保する。

求職者支援訓練の受講生募集

神野用水路、古田用水路、印
田用水路、鴨川用水路、道坂
用水路）
片貝谷発電所沈砂池より下流
（荒井用水路）
黒谷頭首工より下流
（島尻用水路、東城用水路）

違法駐車をやめ ま し ょ う ！

１
･０４８

環境安全課生活安 全 係
１
(階⑪番窓口 )

24 23

1８

広報うおづ
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魚津公共職業安定所

０
･ ３６５
（
独）
高齢 障･害 求
･職者支援機構
富山支部
０７６６・２８ ６
･ ９００

再就職をめざす求職者の方
を対象に職業訓練を実施して
います。入所を希望される方
はご相談ください。
●対象者 ハローワークで求
職の申し込みをしている方等
※選考があります。
※受講 料 は 無 料 、 テ キ ス ト 代 等 は 必
要です。

繁華街を中心に、違法駐車
が大変目立っています。
違法駐車は、他の車両の通
行に支障を及ぼすほか、歩道
に駐車すると、歩行者が車道
を歩くことになるなど、交通
事故の危険性が高まります。
違法駐車はやめましょう。

不法投棄は犯罪です

１
･０４８

環境安全課生活安 全 係
１(階⑪番窓口 )

ゴミのポイ捨てや不法投棄が
後を絶ちません。
『廃 棄 物 の処 理 及 び 清 掃 に関
する法律』では、「何人も、みだり
に廃 棄 物 を 捨 てては な ら な い」
とし、不法投棄の罰則として「５
年 以 下 の懲 役 ま た は １ 千 万 円
以 下 の罰 金 （法 人 の場 合 は ３ 億
円以下）」
と定められています。
不法投棄は犯罪です！絶対や
めましょう。

農林水産課農政振興係（３階）23-1034

申込み・問合せ先

労災保険に加入する。

 こぎ作業時は、手こぎ位置
手
や足場を安定化させる。

●募集科目 ビジネスＰＣ事
務基礎科
●訓練期間
月 日㈪～平
成 年１月 日㈪
●募集期間 ９月 日㈮まで

用水を減水します

６
･２８５

５
･６５６

10

携
 帯電話を携帯するなど、万一
の事故に備え、すぐ連絡が取れ
るようにする。

農業機械の点検･整備は毎日行
う。

 ルメットなどの防護具や巻
ヘ
き込まれにくい服装を着用す
る。

 さをしのぐ服装を着用し、こ
暑
まめな水分・塩分補給をする。

 ラ詰まりの除去やその他異
ワ
常が発生した場合は、必ずエ
ンジンを止める。

北陸電力㈱魚津支社電力部
発変電保守課 
魚津市土地改良区


28

その他

熱中症

コンバイン

10

23

24

26

25

24

22

片貝谷発電所の発電設備修繕
作業に伴い、用水を減水します。
ご迷惑をおかけしますが、ご
協力をお願いします。
●減水期間 ９月 日㈪～
月 日㈬（ 日間）
●減水区間
貝田新円筒分水槽より下流
（中川用水路、経田用水路、
青柳用水路、東山用水路、天

14 11 10

17 15

25

10

23

28

7

秋の農作業安全運動 実施中

10月20日までは、秋の農作業安全運動期間です。
農業従事者の高齢化が進むとともに、農業機械の誤操作や不注意などによる農
作業事故が発生しています。秋の農繁期を迎え、特に次の事項に注意して作業を
行いましょう。

23

集

10

募

第３期
第３期
第３期
第２期

成人式実行委員の募集

28

生涯学習 ス･ポーツ課
生涯学習 文化係
･
１･０４５

28

20

●９月30日㈬までに納めてください
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料
介護保険料
下水道受益者負担金（分担金）

（第１分庁舎）

平成 年の魚津市成人式は
平成 年１月 日㈰に開催さ
れます。
そこで、成人式を企画・運
営する実行委員会のメンバー
を募集します。成人式を迎え
る方や 代の方ならどなたで
も参加できます。皆さんのア
イディアで心に残る成人式に
しましょう。ご応募お待ちし
ています。

納期案内

ありそドーム

●ランニングコースが使用できない日時
18㈮

11:00から×

12㈯

17:30まで×

20㈰

17:00まで×

13㈰

17:00まで×

27㈰

17:00まで×

16㈬

17:00まで×

（８月14日現在）

昼間コース
コース

ワード中級（作表、段組み編）

日程
10/19㈪～

縦書きや段組み、複雑な表を含むいろい
21㈬、23㈮
ろなビジネス文書を作成します。
（9:00～12:00）
（受講料3,000円）

10/５㈪～

７㈬、９㈮
ワード入門･エクセル入門の内容を復習し、
基本操作を習得します。（受講料3,000円） （9:00～12:00）

デジカメ入門
10/14㈬
デジカメの基本操作を学び、写真データ
（9:00～16:00）
の取り込みや編集方法を学びます。
（受講料1,500円）
※今月は土曜･夜間コースの募集はありません。

９/１㈫～23（水･祝）

※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。

1９

広報うおづ
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46

9
2

69

20

10

39

1

27

40

11

日時

説明会場

9月26日㈯
10:00～12:30

サンシップ
とやま
研修室604

10月４日㈰
10:00～12:30

ウィング
ウィング高岡
研修室501

10月15日㈭
18:30～20:30

サンシップ
とやま
研修室704

月２日㈪
左記の日程で「体験談＆説明
会 」を 実 施 し ま す 。 予 約 参
･加
費は不要です。内容は事業概
要、応募要領説明、経験者と
の交流、個別相談等です。興
味のある方なら、どなたでも
お気軽にお越し下さい。高校
生、大学生も大歓迎です。

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

※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。

申込期間

26

ＪＩＣＡボランティア
平成 年度秋募集

10/26㈪～
図形やイラスト、写真挿入などのグラフィ
28㈬、30㈮
ック機能とレイアウトの基本を学び、ちらし
（9:00～12:00）
やＰＯＰを作成します。（受講料3,000円）

使用ソフト
時間
受講料
コース定員

25

10

ワード活用（ちらし、ＰＯＰ編）

復習（ワード･エクセル）

27

●会場 魚津もくもくホール
多目的ホール他（雨天決行）

FAX31-7009

9

※飲食ブースを出店の場合は屋外

新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

20

ＪＩＣＡ北陸 ボ･ランティア担当
●ブース １区画（２ｍ×２ｍ）
 ０７６・２３３・５９３１
先着 区画まで
http://www.jica.go.jp/hokuriku/
●申込期間
月 日㈬～
今、開発途上国では様々な
月 日㈪
分野において、わたしたちの
※定員に達し次第受付終了
技術・知識・経験が必要とさ
●その他
れています。あなたも、海外
・出店 料 や 注 意 事 項 等 に つ い て
は、
ボランティアへの扉をたたい
http://mamasky.jimdo.com/
にて確認してください。
てみませんか。
・申込みは、右記ウェブサイトの
●募集ボランティア 青年海
専用フォーム、電話、またはｅ
外協力隊（ 歳～ 歳対象）、シ
メールで受け付けます。
ニア海外ボランティア（ 歳～
歳対象）
●募集職種 農林水産、加
工、保守操作、土木建築、保
健衛生、教育文化、社会福
祉、観光 商･業、スポーツなど
●募集期間
月 日㈭～

魚津地域職業訓練センター
☎31-7001

22

午前９

17:30まで×

日㈰

９/６㈰

● 対 象 平 成 年 度 に成 人 と
なる方、 代の方
●応募締切
月 日㈮

11

もくもく感謝祭２０１５
フリーマーケット出店者募集

●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

もくもく感謝祭実 行 委 員 会
フリーマーケット担当（土肥）
 ０９０ ５･１７１ ４･５３３
mamasky22@gmail.com

☎23-9800

●日時
月
時～午後２時

（火曜休館）

催 し 物
魚津市男女共同参画
地域推進員 企画講座
地域協働課市民交流係
（２階）
１
･１３１
ＷＨＹ ＪＡＰＡＮＥＳＥ ＰＥ Ｏ Ｐ Ｌ Ｅ

～ここが変だよ
日本人男性の家事 育児～
･
●講師 ジャック リ
･ー ラ
･ン
ダルさん（アメリカ）
●日時 ９月 日㈭ 午後７
時～８時半
●会場 ありそドーム研修室
●定員
名
※参加無料

第３回

ブリスクウォーキング２０１５

しんきろうロード

※参加 費 無 料 。 当 日 会 場 で の 受 付 も
可能。
※ミラ た ん 健 康 ポ イ ン ト ポ イ ン ト
進呈

魚津八幡宮

０･５１９

魚津八幡宮献灯 み こ し 祭 り

10

祭りができる喜びと感謝を
表す「魚津八幡宮献灯みこし祭
り」の季節がやってきました。
別 名 「暴 れ み こ し 」と も 言 わ
れ、豪快な宮上げが見どころ
です。
●日時 ９月 日㈯ 午後
時半～
●場所 魚津八幡宮周辺
7

回

０
･００９

３･９４６

親学び講演会のお知らせ

生涯学習 ス･ポーツ課
生涯学習 文化係
･
１･０４５

（第１分庁舎）

※要事前申込み

月２日㈮

※市内 小 中 学 校 Ｐ Ｔ Ａ 関 係 者 は 、 学
校を通じてお申込みください。

●申込締切

２０

広報うおづ

201５-９

９月の歩こう会
魚津歩こう会
（地﨑）

●日時 ９月 日㈰ 午前７時
分 魚津駅集合
●場所 金沢駅を下車し、加
賀百万石で知られる金沢市街
や兼六園等を散策します。
なお、「あいの風 Ｉ
･ Ｒ１日フ
リー切符」の利用がお得です。

５･９７６

（
社）新川青年会議所
月度事業
新川青年会議所


～相互理解、そして共生の未来へ～

映画「ジョバンニの島」

子どもたちはなぜネットを
利用し、そこで何をしている
のか？ 子どもたちを取り巻く
ネット社会の現実についてわ
かりやすくお話しします。
●日時
月８日㈭ 午後７
時～９時
●会場 新川文化ホール 小
ホール
● 演題 「ネット ス
･マホ時代の
子どもたち～おとなの知らない
子どもの世界～」
● 講 師 石 川 結 貴 氏 （作 家 ･
ジャーナリスト、全 国 各 地 方 紙
にて『ネット世代の子どもたち』
を連載）
●定員
名

23

カターレ富山
「魚津市の日」のお知らせ
生涯学習 ス･ポーツ課スポーツ係
（第１分庁舎）

１
･０４６

毎年開催のカターレ富山「魚
津市の日」が今年度も開催され
ます。当日、会場で魚津市在
住であることが分かるもの（免
許証 学
･ 生 証 な ど ）を 提 示 す る
と特別価格で観戦できます。
●日時 ９月 日 （水 祝･） 午後
１時試合開始 （ 藤枝 ＭＹＦＣ）
●会場 桃山運動公園陸上競
技場
●チケット特別価格 Ａ自由
席大人 円、中 高･校生 円

第

※駐車場には限りがございますので、乗
り合わせ・公共交通機関のご利用を
お願 いします 。会 場 までのアクセスに
つき ましてはカターレ富 山 Ｈ Ｐ を ご
覧ください。

※小学生は、会場で「ジュニアドリームパ
ス」の申込をすると無料になります。

100

あゆみの郷フェスティバル
サポート新川


北方領土の元島民の実体験
をもとにした映画「ジョバン
ニの島」の上映を行います。
さらに、主人公のモデルと
なった元島民の得能宏氏を講
師にお招きし、お話をいただ
きます。北方領土問題に詳し
くない方でも映画を楽しみな
がら学べます。
●日時 ９月 日㈬ 午後６
時 分開演（午後５時 分受
付開始）
●会場 新川文化ホール 小ホ
ール（定員 名）
●講師 得能 宏 氏

45

22

24

22

※入場
 無料
※優先 入 場 券 を 受 け 付 け て い ま す 。
新川青年会議所までお申込みくだ
さい。

30

23

※ボランティア募集中です。

10

27

200

10

300

40

9

15

500

●日時 ９月 日㈰ 午前
時～ 時
●会場 サポート新川（立石
番地２）
● 内 容 ステージイ ベント、バ
ザ ー、障 が い福 祉 事 業 所 の自 主
製 品 販 売 、各 種 屋 台 、ビンゴ抽
選会

11
205

生涯学習 ス･ポーツ課スポーツ係
（第１分庁舎）
１･０４６
 １
･ ０５２

45

23

23

60

●日時 ９月 日㈯
受付
午前８時半～
開会式
午前８時 分～
スタート 午前９時～
●集合場所 浄化センター
●コース しんきろうロード
を大町方面へ（６㎞）
●参加対象 早歩きに興味の
ある方なら誰でも可能（小学生
未満は保護者同伴）

19

23

23 23

VS

27

17

19

15

15

in

!?

※１階２戸、２階１戸、３階１戸、４階１戸

（木曜休館）

☎31-7001

●振替休館日のお知らせ
 主催事業の為、９月10日㈭を開館し、振替休館
日として９月18日㈮を閉館します。

地場産品などの販売情報

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。

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）

魚津の朝市
●日時 ９月 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）

50

22

10 13

27

午前

蜃気楼バザール
お茶 席 ・ 掘 り 出 し市 を 開 催 し
ます。
●日時 ９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

※なくなり次第終了

22

山の駅もくもく野菜市
●日時 毎週土曜 日
･曜
８時半～

201５-９

33

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

広報うおづ

●場所 魚津もくもくホール
●問合せ  ０･９０９

●企画展 「魚津の山城」展
 魚津には多くの山城があり、歴史的にも椎名氏や
上杉氏等が松倉城を中心に活躍していたことが知ら
れています。これらの山城について、写真や測量図、
出土品等を展示しながら、魚津の戦国時代について
の紹介を行います。
会期 ９月18日㈮～11月23日（月･祝）
9:00～17:00（入館は16:30まで）

２１

8

50

23

31-7045

9:00～17:00（月曜休館、祝日の場合は翌平日）

※入場無料

号）

魚津歴史民俗博物館

海電業倉庫（真成寺町４番

にはたづみミュージックキャンプ実行委員会
学びの森寺子屋事業推進実行委員会

33

９･４１３（島澤）

主催

10



※決まり次第ホームページ等で案内します。

22

●問合せ

●魚津ミュージックキャンプコンサート情報
開催日 ９月13日㈰
内容および時間
①参加者コンサート 14:00～
②講師コンサート
18:00～
場所
学びの森 桜ホール
参加料 未定、無料もしくは格安での開催予定

18

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

●魚津ミュージックキャンプ
 全国から様々なジャンルの音楽家の卵が集い、
皆で能動的に学び、作り上げていくキャンプで
す。参加するには、志高く、音楽が大好きな向上
心のある方であれば、ジャンルやレベルは問いま
せん。参加期間も自由ですので、気軽にお問合せ
ください。
期間
９月７日㈪～13日㈰
場所
学びの森 桜ホール他
参加料 3,000円／日

10

資格の有無や年齢は問いませんの
で、興味をもたれた方は連絡先まで
お電話ください。

新川学びの森天神山交流館

10

23

紅葉の僧ケ岳市民登山会

20

生涯学習 スポーツ課スポーツ係
･
（第１分庁舎）
１
･ ０４６

上記申込期間は９月１日㈫～30日㈬です。

片貝 東
･ 又ルートを往復しま
す。（所要時間約７時間）
●日時
月 日㈰ 午前５
時 魚津市役所前集合
●定員
名（小学５年生以
上で山登りの経験のある方）
●申込期限
月５日㈪
●参加費 大人千円、中学生
以下５百円（バス代、傷害保
険料等）

 野方団地１戸（ 3号棟 2階 3DK 79.34㎡ 和６帖 洋８帖
上
･６帖 DK９帖 サンルーム有 家賃62,000円 駐車場１台分
含む）

12

うおづスポーツ
レクリエーション祭開催

※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５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）

10

生涯学習 ス･ポーツ課スポーツ係
（第１分庁舎）
１･０４６

●特定公共賃貸住宅

グラウンドゴルフやミニテ
ニスなどニュースポーツで各
地区の交流大会を行います。
参加希望の方は、各地区の
体育振興会までご連絡くださ
い。
●日時
月 日 （月 祝･） 午前
８時半開始
●会場 ありそドーム他

川の瀬団地１戸（２号棟 ３階 ３DK 68.86㎡ 駐車場１台分）

体力測定ボランティア募集

●市営住宅

スポレク祭の中で開催される、体
力測定会の測定員ボランティアを募
集しています。

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

入居者募集

20

10

魚津水族館

街頭献血にご協力をお願いします

24-4100

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●魚津水族館サポーターが
富山湾大水槽を飾りつけます！
水族館サポーターが、館内で一番
大きい富山湾大水槽周辺をハロウィ
ン仕様に飾りつけします。サポータ
ーが装飾した水槽をぜひご覧くださ
い。また、期間中の土･日曜、祝日
に富山湾大水槽内で行うショー（お
食事タイム）では、ダイバーがハロ
ウィン衣装で登場します。
期間 ９月27日㈰～10月31日㈯
お食事タイム 10:10 11:20 13:50

●日時

●場所

魚津埋没林博物館

●ジオパーク普及講座「沌滝と謎の風穴を訪ねよう」
 トチノキ林を流れ落ちる沌滝と、冷たい風が吹
き出す不思議な風穴を訪ねよう。
15:00

日時
対象
定員
参加費

９月27日㈰ 13:00～16:00
小学生 ～ 一般
20名（申込み順）
500円

※小学生は保護者同伴必要
※山道を歩いたり、沢を渡ったりします。

●企画展「各地の埋没林をめぐって」開催中
10月31日㈯まで ３階企画展示室
※要入館料

９月27日㈰まで
魚津水族館３階
特別展示室

ミラージュランド

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●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。
図鑑やTVで紹介されるスゴイ能
力を「自分の目」で見てみよう。
期間
会場

９月27日㈰
10:00～16:00
（12:00～13:15は除く）
アピタ魚津店

 これまで取材してきた日本各地の
埋没林を紹介します。

24-6999

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

●９月休園日について
９月１日㈫ 臨時休園日
９月24日㈭ 振替休園日
毎週水曜日 定休日

●うおづグルメフェスタ肉まつり2015開催
 ミラージュランドにおいて、「魚の街」なのに！？
「肉まつり」が開催されます。
日時

９月19日㈯･20日㈰

10:00～16:00

●９月連休期間の営業時間について
 ９月19日㈯～23日（水･祝）の営業時間は下記のとお
りとなります。
営業時間 9:00～17:30
●９月連休期間のアルバイト募集について
（ミラージュランド５日間限定の短期アルバイトです）
職種
①遊園地遊具の運転補助スタッフ
②売店販売補助スタッフ
資格
①② 年齢不問（高校生以上）
期間
９月19日㈯～23日（水･祝）
※面接有り（面接期間9/1～14）
勤務時間 ①② 8:30～18:00
給与
①② 時給 800円
その他
車通勤可（交通費の支給なし）
スタッフＴシャツ貸与
※面 接希望の方は一度、電話にて連絡のうえ、履歴書持参
でお越しください。

肉類を中心とした
グルメ店舗の出店

ミラージュランドの
観覧車が
200円で乗れる

仔豚の丸焼きなど
さまざまな
エンターテイメントショー
富山地方鉄道が
「西魚津駅」まで
片道200円に
※帰りは通常料金

201５-９

広報うおづ

２２

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 ９/７㈪･14㈪･24㈭･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

話題の一冊

●９月２日㈬～４日㈮ 15:30～
パソコン道場 ～入門編～

新・観光立国論

（定員１日６名）

（定員20名 参加費30円）

経田 23-1777

●９月３日㈭･４㈮ 15:30～
お月見だんごをつくろう
（定員１日10名 参加費50円）

●９月15日㈫･16日㈬ 15:30～
敬老の日のプレゼントづくり ～うめぇーBOX～
（定員１日10名 参加費80円）

つばめ

本江 23-5133

●９月７日㈪～９日㈬ 15:30～
敬老の日のプレゼントづくり
～ハートを和紙づかみトレー～

●日時
●作品

●９月14日㈪ 10:00～
公民館でクッキング
（定員20名 参加費100円）

吉島 23-0500

●９月７日㈪～９日㈬
ひばりンピック２０１５

15:30～

（誰でも自由に参加できます）

●９月15日㈫･16日㈬･18㈮ 15:30～
敬老の日のプレゼントづくり ～フォトフレーム～
（定員１日８名 参加費50円）

すずめ

道下 23-0522

●９月14日㈪ 8:30～
バスでGO! ～ぶどうがりへいこう～
（定員15名 参加費1,300円）

●９月16日㈬～18日㈮ 15:30～
敬老の日のプレゼントづくり ～３色ブックマーカー～

●ひまわりの会
９/20㈰ 10:30～

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。

図書館モバイルサイト
どこでも簡単に
蔵書検索ができま
す。

９月13日㈰ 14:00～
「はだしのゲン
～ヒロシマのたたかい」

戦争が終わり、家族みんなで励
ましあいながら生活をしていました
が、ゲンの妹･友子が原爆症で苦し
み始めます。
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３作です。
（1980年公開 日本映画 本編128分）
－開館10周年記念事業－
ロビー展示「川柳教室作品展」

楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～
●一般
｢イスラム国｣と｢恐怖の輸出｣

<税金逃れ>の衝撃
追いつめる親
ドローンの衝撃

河鐘基

商店街はいま必要なのか

満薗勇

作家という病

校條剛

●文学･小説
ジムグリ

飴村行
乾ルカ

●期間 ９月１日㈫～30日㈬
川柳教室参加者の作品の中から
選りすぐりのものを展示します。

親子で 『ひろば』 に参加しませんか？

※川柳教室では参加者を募集中です。

十号室

９月

つばめ

ひばり

７日㈪ 砂あそび わなげあそび

28日㈪ 健康相談（保健師） ボールあそび ソフトサッカー

うおづ児童センターまつり２０１５
日時
場所
催し物

10月３日㈯ 10:00～13:00
ありそドーム産業展示ホール
オープニング「チアリーディング」
ゲーム･食べ物･体験の各コーナー等

広報うおづ

201５-９

訪問コンサート

すずめ
おつきみ

梟のシエスタ

伊予原新

ガバナンスの死角

梶永正史

赤い呪縛
日露交歓コンサート2015

おおたとしまさ
惣路紀通

16日と17日か16日と18日の組み合わせで２日間参加してね
（定員:16日と17日、16日と18日各14名 参加費30円）

未就園児とその保護者なら誰でも
9:30～12:30

菅原出
深見浩一郎

カブトガニの謎

奇縁七景

対象
時間

２３

大中華圏の巨大市場を取り込み、
2030年には年間3000万人の訪日観光
客を目指す。そのためには、観光を
産業として位置づけ、市民を巻き込
んだ取り組みが不
可欠となります。
地域に内在する
可能性を集結した｢
創造的観光｣で人を
引きつける、新時
代の観光立国モデ
ルを構想します。

図書館シネマ倶楽部

（定員１日10名 参加費50円）

ひばり

●おはなしを楽しむ会
９/５㈯･12㈯･19㈯･26㈯
10:30～

寺島実郎・著、ＮＨＫ出版

●９月14日㈪ 10:30～
こばとクッキング ～かき氷～

かもめ

みんな集まれ！ お話の会

星球

加藤元
小杉英了
中澤日菜子

●児童･中高生向け

チャイコフスキー記念国立モスク
ワ音楽院の教授、研修生等が演奏し
ます。日頃は静かな図書館がコンサ
ート会場になります♪
●日時 ９月23日（水･祝） 14:00～
●会場 図書館１階 閲覧室

あんずの木の下で

小手鞠るい

ひま人ヒーローズ！

かみやとしこ

トンネルの森1945

角野栄子

※入場無料

波のそこにも

末吉暁子

占い屋敷の夏休み
このみち
ロールパンバス

西村友里
内田麟太郎
モカ子

（診療時間9:00～17:00）

●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

定員
乳房
胃
子宮

実施日

会場

9/28㈪

ありそドーム

100

120 胃がん 8:15～9:30

10/8㈭

健康センター

60

60

受付時間

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。
◆受診申込はハガキまたは電話で、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。
◆健康センターが会場の日は駐車場が混み合いますので、ご了承ください。

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
9/9㈬

時間
9:30～11:30

本江公民館※

13:30～15:45 大町公民館※
9:15～9:45

実施日
9/25㈮

印田公民館

10:30～11:30 チューリップ苑
13:30～14:30 大光寺会館

ありそドーム※

9:00～10:00

9/29㈫

会場
魚津市総合体育館

10:45～11:45 新川厚生センター魚津支所
9:00～10:00

15:00～15:30 石垣新公民館
9/20㈰ 8:30～10:00

時間

木下新公民館

10:45～11:30 天神公民館
13:30～14:30 江口多目的研修センター
15:15～15:45 東山公民館

10/1㈭ 8:30～10:00

ありそドーム※

◆40～64歳の方は肺がん検診、65歳以上の方は結核検診と肺がん検診
◆※の会場は、バス２台で実施します。
◆
の会場では、特定健康診査もあわせて行います。特定健康診査受診
の際は、必ず受診券と保険証をお持ちください。
◆検診料金は、受診票でご確認ください。◆申し込みは不要です。

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

受け方
日時

集団健診
9/20㈰、10/1㈭
受付時間 8:30～10:00

実施場所 ありそドーム（予約不要）

医療機関健診

一般医
ありそクリニック
北鬼江 ☎25-0120
加納耳鼻咽喉科医院
9/13㈰ 吉島
☎23-1633
浦田クリニック
9/20㈰ 本江
☎22-5053
扇谷医院
9/21(月·祝) 友道
☎24-1355
羽田内科医院
9/22(火·祝) 新金屋 ☎22-0642
9/6㈰

平井整形外科医院
9/23(水·祝) 末広町 ☎22-0888
鈴木産婦人科医院
9/27㈰ 双葉町 ☎24-8820
深川病院
10/4㈰ 東尾崎 ☎31-6200

歯科医
夏目歯科医院
新金屋 ☎22-1892
米田歯科医院
9/13㈰ 本江
☎23-0600
リプラスデンタルクリニック
9/20㈰ 上村木 ☎33-4618
加積野歯科医院
9/21(月·祝) 吉島
☎22-1108
ほんごう歯科診療室
9/22(火·祝) 本江
☎32-5585
米山歯科クリニック
9/23(水·祝) 新宿
☎24-7811
河村歯科医院
9/27㈰ 黒部市三日市☎54-0210
田中歯科医院
10/4㈰ 黒部市生地経新☎56-8040
9/6㈰

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

６月15日㈪から10月31日㈯まで

９月は健康増進普及月間

指定医療機関（事前に要予約）

１に運動 ２に食事
しっかり禁煙
最後にクスリ
～健康寿命の延伸～

◆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。

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

9/16㈬

持ち物：受診票、検診料金、健康手帳

会場

み ん な の 保 健 室

休日当番医

健康診査のご案内

９月10日～16日は自殺予防週間
まずは、声をかけ合うことから
始めてみませんか。
あなたの力で救えるいのちが
あります。

201５-９
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子育て支援センターへ遊びに行こう

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

ミラたん健康ポイント10ポイント進呈

はやさき

早崎

じんご

甚吾さん（87歳・上中島地区）

奥さんと力を合わせてずっと農業をしてきた
早崎さん。若い頃は葉タバコや白菜の栽培を
していたこともあるそうですが、今は米作りが
中心です。昨年の９月には、早崎さんの所有
する田んぼで稲刈りをしているすぐ近くで新
幹線が試験走行している風景が新聞に掲載さ
れました。
家族で協力しながら、全部で２町（約２ヘクタール）の田んぼで
コシヒカリを作っています。家から離れたところは息子さんに任せて
いるということですが、歩いて行ける近くの田んぼは、朝早く起きて
水の管理や、穂の出具合を見たりするのが日課です。農業一筋何
十年の経験は今も十分に生かされています。
月に数回、息子さんに温泉施設へ連れて行ってもらうのが楽しみ
という早崎さん。これからもお体を大切にしながら美味しいお米を
作ってくださいね。
２５
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●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 10:00～10:25
※１歳６か月児健診で申込まれた方

科

日時 9/25㈮ 10:00～14:00
持ち物
材料費300円、エプロン、
三角巾、手ふきタオル
会場·申込·問合せ
健康センター（先着20名）
１週間前までに申し込みください

●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 9/18㈮
受付時間 10:00～10:15

歯

ステキなオヤジ化計画！「減塩」

9/30㈬
13:00～13:30

室

まずはチェック！あなたのカラダ年齢!!
体力テストで自分の体を知って、健康づ
くりに役立てましょう。
日時 9/17㈭ 14:00～15:30
（受付13:30～13:50）
会場 ありそドーム
持ち物 スポーツシューズ、タオル、飲み物
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

9/8㈫、10/6㈫
13:00～13:30

実施日
受付時間

教

男の料理教室

健康づくりイベント

実施日
受付時間

●３歳児健診
対 象 平成24年３月生まれの児

健康相談会（予約制）
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 9/4㈮ 9:00～12:00、9/24㈭ 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

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 9/3㈭、10/1㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

康

先輩ママや赤ちゃん、妊婦さん
同士で交流しましょう。助産師さ
んのお話もあります。
実施日 9/16㈬
受付時間 9:45～10:00
会場·申込·問合せ 健康センター

母子健康手帳
健康センター

●１歳６か月児健診
対 象 平成26年２月生まれの児

妊婦さんの集い

育児サロン
対象者 ２～３歳児
受付時間 園にご確認ください
実施日
園名
テーマ
大町幼稚園
ファミリー運動会
9/19㈯
☎23-9174

母 子 保 健
必要
会場

健

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
「赤ちゃん広場」
日時 9/16㈬ 9:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族
「歯の相談会」歯科衛生士さんのお話と相談会
日時 9/10㈭ 10:00～11:30
★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
◆行事等は、それぞれ魚津市ＨＰ，加積保育園ＨＰでご確認ください。

対象
日時

●フッ素塗布
２歳６か月になる児
9/11㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
9/17㈭ 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）

〇平成９年４月２日～平成10年４月１日生まれの
方（高校３年生相当）と保護者へ
「日本脳炎第２期」接種のご案内
７月中旬に対象者に接種券を送付しました。日
本脳炎第１期（３回分）を終了していない方、対
象なのに案内が届いていない方は、母子健康手帳
を確認のうえ、健康センターまでご連絡ください。
◆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 9/8㈫、29㈫ ※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

知事表彰（環境部門功労）を受賞

蜃気楼の見える海岸を
きれいにする会

経田小学校

６年生

かみむら

上村

ゆうま

侑真くん

将来の夢は、
料理人になるこ
とです。ぼくは
小さいときから
料理を作ること
が好きで、週に
２、３回ほど、
野菜いためやス
クランブルエッグ等をつくっていま
す。家族につくって食べてもらうと、
「おいしい」と言ってもらうのがうれ
しいです。また、食べた感想やアドバ
イスをもらうと、どんどん料理の勉強
になります。そして、だれにでも喜ん
でもらえるような料理を作り、みんな
を笑顔にしたいです。

６年生

おざき

尾崎

みお

海碧さん

将来の夢は、京
都で舞妓さんにな
ることです。私は
日本の文化に興味
があり着付けや日
本舞踊を習ってい
ます。決意を強く
したのは、昨年京
都に行ったときのことです。舞妓さん
がいるお店に入り食事をしました。そ
のとき舞妓さんが「この仕事は日本の
文化を守り伝えることができる」と言
われ、まさに自分の求めていた職業だ
と気付きました。舞妓への道は厳しい
と聞きましたが、日本の文化を伝える
舞妓さんになれるようにがんばりたい
です。

魚津の海岸で見えるもの、といえばま
ず思い浮かぶのは蜃気楼ですが、このほ
かにもきれいな夕日やホタルイカの身投
げなどがあります。このような自然の風
景を見ようと多くの人が魚津の海岸を訪
れますが、もし海岸がゴミだらけだったら
残念ですね。今回ご紹介するのは、大町
地区の海岸で清掃活動をしている「蜃気 ▲会長の小栗清光さん
楼の見える海岸をきれいにする会」です。
大町地区の海岸は主に階段式の護岸で、波打ち際まで歩いていくこ
とができます。それだけに、川に流されたゴミや流木が打ち上げられた
り、ポイ捨ての空き缶や花火の燃えカスなどが残されていたりと多くの
ゴミが目につくようになりました。このゴミを毎日のように片付ける通称
“浜守さん”（浜を守る人、の意味）を見ていた、当時50歳前後の仲間の
皆さんが月１回でも一緒に海岸清掃をしようと活動が始まりました。そ
の数年後の平成11年には、「蜃気楼の見える海岸をきれいにする会」の
名称で団体の体制を整え、翌年からは地元大町小学校の児童や先生
方も活動に参加するようになりました。
清掃活動は、３月から12月までの毎月第３日曜日に行い、20～40人
が参加しています。このほかに、台風などで海岸に大量に流木などが
うちあげられた時にも行い、集められたごみの量は１年間で約360袋、
活動に参加した人数はのべ364名（いずれも平成26年の実績）にもなり
ました。“浜守さん”の中村浅吉さんは「以前と比べたらきれいになった
よ。」と嬉しそうに話します。
このように長年にわたり清掃活動を続けてきたことが評価され、この
４月に富山県県土美化推進県民会議総会で知事表彰（環境部門功労）
を受けました。会長の小栗
清光さんは「会員がこの海
岸を大切に思っているから
こそ活動が続いてきた。海
岸から人工物のゴミがなく
なる日を待ちながら活動
を継続したい。」と、モラル
の向上に期待を寄せつつ
意気込みを語っています。
▲早朝から大町海岸を清掃する皆さん（7/19地区一斉清掃）

お兄ちゃん大好き

優しいお兄ちゃんです

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

２歳
あさの

朝野

あい

いしさか

愛ちゃん

石 坂 蒼空くん

201５-９
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25～26 40周年を祝う

和田小·経田小の姉妹校交流

経田小学校と姉妹校交流をしている長野県長和町立和田小学校から６年生
16名が魚津市を訪れ、経田小６年生と一緒に海水浴や地引網体験などをして
交流しました。今年で40周年を迎える交流事業を祝い、歓迎会では初めての生
演奏に合わせ、経田小児童がせり込
み蝶六を披露しました。
山に囲まれた和田小と海の近くに
ある経田小の交流は昭和51年に始ま
りました。夏休み期間にお互いの学
校へ訪問し、山と海それぞれの自然
体験を通じて交流しています。例年
８月下旬には、経田小６年生が和田
小を訪問しています。

８/
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◀せり込み蝶六で和田小の皆さ
んを歓迎

魚津工業高校生が教える「もの作り教室」

小学生にもの作りの楽しさを教える「もの作り教室」
が市立図書館で開かれ、魚津工業高校情報環境科の
生徒６名が先生役を務めました。
この日、小学生が作ったのは、地面などに描かれた線
をセンサーで読み取って走る車「ライントレースロボッ
ト」です。子ども達は高校生に教わりながら細かい組立
やハンダ付けをして約２時間かけて完成させ、うまく走
ると笑顔をみせていました。
高校生は「教える時に難しい言葉を使わないように気
を付けた。」、小学生は「作るのが難しかったけど、教え
てもらってよかった。車が上手に動いてうれしかった。」と
話しました。もの作りの“お兄ちゃん先生”は子ども達に
▲小学生に優しく教えて見守る魚津工業高校生
大人気の様子でした。

８/
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平和への祈りを込めて

アオギリとクスノキを植樹

魚津市戦没者追悼式が執り行われた日に合わせ、市
役所前公園では、広島・長崎の被爆樹木の苗木を平
和の象徴として大切に育てようと平和祈念植樹が行わ
れました。
植樹された苗木のアオギリは広島で、クスノキは長
崎で被爆の惨禍に遭いながらも強くたくましく生き抜い
た親木の種から発芽したものです。遺族会の会員が見
守る中、澤﨑市長と魚津市遺族会の水野会長が平和へ
の祈りを込めて苗木の根元に土をかけました。
魚津市は昭和63年３月に「非核平和都市宣言」を行
いました。今年は戦後70年の節目にあたり、市では命の
尊さと平和の大切さを改めて考えるさまざまな事業を
▲クスノキの苗木に土をかける澤﨑市長（左）と水野会長（中央）
行っています。

２７
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７～９ 夏の一大イベント「じゃんとこい魚津まつり」盛大に

９ 月号

第46回じゃんとこい魚津まつりが開催され、市内外からの多くの見物客でまつり会場は熱気に
包まれました。期間中、日中は厳しい暑さが続いたものの、夜は祭り日和に恵まれました。
7、8日に行われたたてもん祭りは７基のたてもんが諏訪神社付近に揃い、境内で順に勇壮な曳
き回しを披露。８日の海上花火大会では約2,000発の花火が次々に打ち上げられ、夏の夜空を彩
りました。フィナーレを飾るせりこみ蝶六街流しは43団体が参加し、それぞれに工夫を凝らした演
出で沿道の人々を楽しませました。
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▲ほのかな灯りが続くキャンドルロード（鴨川付近）

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

▲たてもんと花火で華やぐ夜空

▲経田七夕まつりで元気に踊る経田小の児童

８/

６～７ 地域の伝統行事

上村木七夕祭

前月比

前年比

男

20,955人

－９

－263

女

22,310人

－５

－235

計

43,265人

－14

－498

世帯数

16,694世帯

－3

－33

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（28ページ）によって間伐
された森林面積は1,500㎡となります。これ
は、テニスコート約6面となります。

魚津産間伐材
有効活用量

５.６ｔ

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

▲アジロから安全運転のお願い（7/25）

編集後記

（平成27年７月末現在）

大正２年から100年以上にわたり受け継がれている上村木七夕祭が開
催され、アジロや屋形船が町内を練り歩きました。これに先立ち、7/25には
アジロが交通安全キャンペーンに参加して事故防止を呼びかけました。

▲「ヤッサホーレンマ―」の掛け声とともに

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）

▲勢いよく曳き回されるたてもん

▼富山県防災訓練の魚津市で
の実施は、平成９年以来 年
ぶりです。前回の訓練は、
阪神淡路大震災から２年半
後、平成７年７月に魚津市
に被害をもたらした集中豪雨
からは２年後の実施でした。
今回は、東日本大震災から４
年半、魚津市７・ 豪雨災害
からは１年後となります。こ
のように書くと、災害は万が
一の存在ではなく、常に隣り
合わせであると実感させられ
ます。▼訓練は４会場で実施
されます。２ページの時刻表
を参考にして１つでも多くの
訓練を見学・体験してくださ
い。 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/

▲独特な姿が目を引くアジロ

▲せりこみ蝶六街流しでハッスル賞受賞の加積地区
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