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９月12日㈯ 西布施小学校運動会
西布施小学校の運動会では、来年３月の閉校を控え、
全校児童44名がきびきびと競技に取り組みました。
（24ページに関連記事）

市民課医療保険係（１階③窓口）23-1011

１人当たり医療費は県内１位
魚津市国民健康保険の平成26年度の医療費
は36億８千万円で、加入者１人当たりでは38
万２千円でした。県内市町村国保の１人当たり
平均は36万円であり、他市町村との比較では最
も高くなっています。
団塊の世代が高齢期を迎えており、今後ます
ます医療費の増加が見込まれます。その上昇を
少しでもくい止めるためにも、医療費に関心を
持ち、節約へのご協力をお願いします。

（図１）

魚津市の主要疾病分類別費用額
（平成26年９月受診分）
4,547

新生物（がん等）
精神及び行動の障害
（精神疾患等）

3,108

消化器系の疾患
（胃･十二指腸の障害等）

2,803

循環器系の疾患
（高血圧、心臓病、脳卒中等）

高額な五大疾病の費用
主要疾病別の費用を見ると、五大疾病といわ
れる、がん･脳卒中･心臓病･糖尿病･精神疾患
によるものが高額となっています。（図1）例え
ば、平成26年９月の１か月の総診療費は２億
3,502万円ですが、そのうち約５割を五大疾病が
占めています。
中でも、がん･脳卒中･心臓病･糖尿病などの
生活習慣病は、発症するまで気づきにくく、症
状が現れた時には、病状が進行している場合が
あります。
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特定健康診査の受診はお済みですか？
国民健康保険に加入している40～74歳の方を
対象に、特定健康診査を実施していますが、平
成25年度の受診率は、県内14位の38.6％です。
特に、40代、50代の受診率が低く、中でも40
代前半の受診率はわずか13.4％です。これは、
職場健診を受診している被用者保険加入者の受
診率（58.1％）と比較しても大変低い値です。
国保に加入している皆さんも若いころから毎
年１回の特定健康診査や人間ドックを習慣づ
け、生き生きライフの実現に努めましょう。
なお、健診の今後の日程等については20ペー
ジをご覧ください。

健診結果のご確認を
健診結果は、病気になる前の段階を教え
てくれる「体からのサイン」です。検査の数値
が年々悪くなるなど、「サイン」が現れたら、
かかりつけ医や市の健康相談会などで相談
し、生活習慣を改善しましょう。

特定健診受診者に聞きました
石坂さん（男性･無職）
健診は毎年受けています。今まで大きな病気をし
たことがなく、どちらかといえば仕方なく受けると
いった感じです。
ただ、健康管理のため健診は大事だと思います。

関口さん（女性･自営業）
数年ぶりに健診を受けにきました。健康診断は自
身のことを知るために大事なものだと思います。
医療費全体が上がると保険料も上がるので、少し
でも保険料が安くなるといいですね。
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上手にお医者さんにかかれば
医療費の節約につながります
ひとつの病気でお医者さんをあちこち変えたり、す
ぐに大病院で受診したりしていませんか？
お医者さんのかかり方への誤解や思い込みは医療費
のムダを生むことがあります。
上手にお医者さんにかかれば、必要以上の医療費が
かかることもありません。

医療費のお知らせ（医療費通知）を
チェックしましょう
「医療費のお知らせ」は、年６回偶数月にハガキでお知ら
せしています。間違いがないか確認するとともに、医療
費の総額についても知っておきましょう。
また、医薬品を使用しておられる方には「ジェネリック医
薬品に関するお知らせ（差額通知書）」を毎年６月と11月頃
に送付していますので、ご覧ください。

医療費節約のため
ジェネリック医薬品を利用しましょう
①新薬（先発医薬品）と効き目は同じで価格が安い薬です。
②国の安全基準を満たした安心な薬です。
③すべての医薬品にジェネリック医薬品が存在するわけではありません。
また、医師の治療方針や体質などによっては使用できないこともあります。
④ジェネリック医薬品を試しに使用してみることもできます。

ジェネリック医薬品希望シール
を保険証やお薬手帳に貼って、
ご活用ください。

※詳しい情報については、下記のホーム
ページをご覧ください。

「かんじゃさんの薬箱」
（日本ジェネリック医薬品学会）

http://www.generic.gr.jp

保険証の使い方
年齢によって異なりますので注意してください。

保険証等の更新の時期
それぞれ更新の時期が違いますので注意してください。

●国民健康保険加入の方
対象年齢

医療機関に持っていくもの

保険証等の種類

更新の時期

70歳未満の方

国民健康保険被保険者証（うす緑色）

国民健康保険
被保険者証

10月１日

高齢受給者証

８月１日

名刺大カード

後期高齢者
医療被保険者証

８月１日

はがき大カード（うす桃色）

70歳から
75歳未満の方

国民健康保険被保険者証（うす緑色）
と高齢受給者証

備考
名刺大カード（うす緑色）
※毎年、保険証の色が変わります。

●後期高齢者医療加入の方
対象年齢

医療機関に持っていくもの

75歳以上の方と65歳以上
で認定を受けた方

後期高齢者医療被保険者証
（うす桃色）
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を策定しています
平成26年11月に公布･施行された「まち･ひと･しごと創生
法」に基づき、政府はこれまでの地方分権推進に加え、人
口減少克服と地方創生への取り組みを開始しました。
このような中、魚津市においても、人口減少への対策と
して「魚津市まち･ひと･しごと創生人口ビジョン及び総合戦
略」の策定を進めています。
この戦略は、少子高齢化をはじめとする人口減少問題に
直面している本市にとって、行政だけでなく、市民、地
域、団体、企業が一体となって取り組むべきことを定めて
います。
※人口ビジョンとは、魚津市の人口の現状を分析し、今後目指
すべき将来の方向と人口の将来展望を示したものです。
※総合戦略とは将来展望を達成するため、行政、市民、地域、
団体、企業が一体となり全市で取り組む事業をまとめたも
のです。

魚津市の人口の推移と長期的な見通し

（人）
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2060年に約6,600人
増加を目指します
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2010年 '15 '20 '25 '30 '35 '40 '45 '50 '55 '60
国立社会保障･人口問題研究所推計

市の目標に基づいた推計

魚津の未来はどうなっているのかな？
2060年に人口規模 ３万人 を維持します
人口構造の 若返り を目指します

基本目標①
しごとをつくり、若者を
はじめとする市民が、
安心して働ける魚津に
します。

基本目標②
魅力あるまち魚津への
新しいひとの流れをつ
くります。

基本目標③
子どもを産み、育てる
ことに喜びを感じられ
るまち魚津を目指し
ます。

基本目標④
活力ある地域をつく
り、安心な暮らしを守
る、魚津ふるさとづくり
を推進します。

今後５年間で、この４つの基本目標に基づき、各種事業を展開していきます。
※詳しい事業内容については、市のホームページなどでご覧いただけます。

パブリックコメント（ご意見）を募集します
「魚津市まち･ひと･しごと創生人口ビジョン及び総合戦
略」へのみなさんのご意見（パブリックコメント）を募集し
ています。たくさんのご意見をお待ちしております。
●募集期間 10月９日㈮まで（必着）
●素案の閲覧方法（場所）
・魚津市ホームページ内の企画政策課のページ
・魚津市企画政策課（２階） ・各地区の公民館

問合せ･提出先

●提出方法
 次の事項を記載して、持参、郵便、FAXのいずれ
かの方法で提出してください。
●計画に対する意見
●意見提出者の住所･氏名･連絡先
※電話･口頭は不可とします。匿名の場合は取り扱いません。
※提出された意見は、ホームページで後日公表します。
（氏名は非公表）
※意見提出者への個別の回答はしませんので、ご了承ください。

企画政策課企画係（２階） 〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1

23-1067

FAX23-1054
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に関するお知らせ

防災行政無線の屋外スピーカーを増設しました

総務課防災係（２階）

23-1078

これまで９か所に設置されていた屋外スピーカーが29か所増設
され、現在38か所で運用されています。今後、既存の屋外スピー
カーのデジタル化と増設工事により、平成28年３月には43か所と
なる予定です。
また、10月からは毎日午後６時から１分間
「ふるさと」のメロディーが流れます。毎日放
送することにより、音が聞こえない場合に機
器の不具合を知ることができ、有事の際に放
送ができなくなることを防ぎます。
なお、スピーカーの設置場所は、市HPで
確認できます。

富山県ドクターヘリ運航開始

富山県東部消防組合消防本部 消防課

24-7978

８月24日㈪、県立中央病院を基地として、富山県ドクターヘリ
が運航を開始しました。医師と看護師が乗り込み、県内であれば出
動要請から約10分で到着して救急隊から傷病者を引き継ぎます。
魚津市内には、小中学校のグラウンドなど現在29か所のランデ
ブーポイントが選定されています。救急現場から最短距離のポイ
ントで救急車とヘリが合流し、県内15か所の病院から最適な病院
を選んで搬送します。
離着陸の際には消防隊が先着し、離着陸地点に散水を行い、付
近への立ち入りを規制を行います。ヘリの近くには、絶対に近づ
かないでください。また、強い吹き下ろしの風が発生し、土埃や
ゴミ等が舞い上がったり、洗濯物が飛ばされそうになる可能性が
あります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

危険物取扱者保安講習のご案内
消防法では、危険物の取扱作業に従事している危険物取
扱者は、定められた期間内に保安講習を受講しなければな
らない義務があります。
①危 険物取扱作業に従事している者は、講習を受講した日
以後における最初の４月１日から３年以内に受講する。
②新たに危険物取扱作業に従事する者は、従事した日から１
年以内に受講する。
③新たに危険物取扱作業に従事する者で、従事することとな
った日から起算して過去２年以内に免状の交付又は受講
している者は、免状の交付日又は受講日以後における最
初の４月１日から３年以内に受講する。

●日程
10月28日㈬
29日㈭
●会場

午前：一般
午前：一般

広報うおづ

スマートフォンの増加に伴い、119番への「間違い
通報」が増えています。
「知らないうちに子供が触った」、「ポケットやカバンに
入れていて知らないうちに」、「緊急通報機能の誤作動」
などの理由です。
誤って119番に通報した場合は、無言で電話を切ら
ずに「間違い通報」であることを伝えてください。

午後：給油取扱所
午後：一般

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
魚津消防署 24-7980

５

119番間違い通報に注意してください
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富山県東部消防組合消防本部 通信指令課

24-7977

お知らせ
平成28年４月から市内５園の私立保育園が認定こども園へ移行予定です。
認定こども園
とは？

保育園と幼稚園が一体化した施設で、満３歳以上であれば保護者の就労の有無に関
わらず利用することができます。満３歳未満の場合は、保育園と同様に、「保育を必要
とする事由」に該当することが必要です。

入所申込受付は各園にて行います。ただし、見学は期間にかかわらず
随時受付しています。定員には在園児も含みます。
●申込書類の配布
10月28日㈬から、各保育園又はこども課窓口でお渡しします。
●入園申込書の受付日時 11月２日㈪～11月11日㈬（日曜･祝日除く）9:30～11:30、13:30～16:00
●問合せ先
こども課保育係（１階⑦番窓口）23-1079
※入園を希望する保育園で、入園するお子さんと一緒に来園の上、申込みしてください。
※保育園を利用する場合は、就労など下記の「保育を必要とする事由」に該当することが必要です。
■就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労に対応） ■妊娠･出産
■保護者の疾病･障害 ■同居または長期入院等している親族の介護･看護 ■災害復旧 ■求職活動
■就学 ■虐待やDVのおそれがあること ■その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
※魚津市外の保育園へ入園希望の場合は、いくつかの条件がありますので事前にこども課へお問合せください。
※育児休暇明けや出生予定などにより年度途中からの入園希望の方も、この期間に各保育園へご連絡ください。
公立保育園

所在地

電話

定員 開園時間

一時 延長
預かり 保育

道下保育園 緑町1-30

23-9179

90人 7:00～19:00 ○ ○

青島保育園 青島195-9

23-9171 140人 7:00～19:00 ○ ○

経田保育園 経田西町1-32 23-9170 110人 7:00～18:00 ○

私立保育園

所在地

魚津保育園 本町1-4-9

電話
22-0469

定員 開園時間

一時 延長
預かり 保育

90人 7:00～19:30 ○ ○

魚津第二保育園 新金屋2-13-2 22-1301 160人 7:00～19:00 ○ ○
上口保育園 上口1-3-20 22-1378 100人 7:00～19:00 ○ ○

住吉保育園 住吉251

23-9172

80人 7:30～18:00 ○

片貝保育園 島尻818

32-9005

30人 7:30～18:00 ○

私立
認定こども園

松倉保育園 金山谷2899-2 33-8008

40人 7:30～18:00 ○

川原保育園 双葉町4-3

22-0543

西布施保育園 小川寺138

31-9016

35人 7:30～18:00 ○

吉島保育園 吉島729

22-0802 140人 7:00～19:00 ○ ○

野方保育園 大海寺野1344 23-9175

55人 7:30～18:00 ○

加積保育園 吉島132

22-6351 100人 7:00～19:00 ○ ○

※定 員及び開園時間等については、平成27年度のものであり、
変更となる場合があります。

所在地

電話

定員 開園時間

一時 延長
預かり 保育

50人 7:00～19:30 ○ ○

本江保育園 本江1390-3 24-4600 130人 7:00～19:00 ○ ○
天神保育園 東尾崎5471-1 31-7585

80人 7:00～19:00 ○ ○

※私立認定こども園は、現時点で移行予定の園です。

認定こども園の教育部分（３歳以上児の４時間程度の教育）を利用希望の入園
申込については、直接各園にお問合せください。

201５-10

広報うおづ

６

申込受付は各園にて行います。
ただし、見学は期間にかかわらず随時受付しています。定員には在園児も含みます。
幼稚園

所在地

電話

対象児

定員

受付期間

子育て支援事業

明星幼稚園 本江新町
10/19㈪から随時
24-1449 ５歳児（平成22年４月２日～平成23年４月１日生） 160人
※土日祝日は除く
2-12

（私立）

―

３歳児（平成24年４月２日～平成25年４月１日生）
11/２㈪～11㈬ 預かり保育も
大町幼稚園 本町
23-9174 ４歳児（平成23年４月２日～平成24年４月１日生） 80人
9:00～17:00
実施しています。
（公立）
1-10-39
※土日祝日は除く
５歳児（平成22年４月２日～平成23年４月１日生）
※明星幼稚園は平成28年度末で閉園する予定です。

魚津市内には、幼稚園や保育園以外にも、病児・病後児
保育、一時預かり保育などが可能な施設があります。利用
日時、利用料金などの詳細は各施設へお問合せください。
病児･病後児保育、一時預かり保育

一時預かりなど

児童発達支援センター

キッズ･ベアー

ファミリーサポートセンター

魚津市立

生後３ヶ月以上の乳幼児から10歳までが利用
可能です。かぜや感染症などの病気で保育園な
どに行けないとき、お子さんを預かります。
※医療機関で受診後ご利用ください。

子どもを預かってほしい方（依頼
会員）と、子どもを預かってくれる
方（協力会員）が会員になって、育
児の助け合いを行います。

お子さんの成長に不安のあ
る方、発達の遅れが心配な方
など、いつでも相談においで
ください。

利用日時

（利用時間は原則7:00～19:00）

月～土（日･祝日は休み）
7:45～17:30（20:00まで延長可）
料金 １日2,500円（預かり時間に応じて）
問合せ先 本江3354 24-7793

問合せ先 （社会福祉協議会内）
新金屋2-13-26 22-8388
受付時間 8:30～17:30

こども課保育係（１階⑦窓口）23-1079

「○○魚津」は、市内の商工業･農林水産業者が集い、生鮮産品
や商品･製品･サービスをＰＲする魚津市最大の産業フェア。
「ドキドキ！プリキュア」ショーなど多彩なイベントの他、海の
駅では、消防･自衛隊車両の見学など、見て、食べて、遊ぶ企画
が盛りだくさん！
今年は○○魚津初の「魚津のサンマ祭り」もあります。ぜひお
越し下さい。
●ありそドーム会場
10月17日㈯ 10:00～17:00、18日㈰ 10:00～16:00
●海の駅「蜃気楼」会場
10月17日㈯ 8:30～15:00、18日㈰ 8:30～15:00
※入場無料
※詳細は、折込チラシをご覧下さい。

○○魚津実行委員会（魚津商工会議所内）

７
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22-1200

つくし学園

相談時間

9:00～17:00

※入園についてもご相談ください。

問合せ先

友道373-2
24-3240

市民課市民係

23-1003

住民票のある住所に、10月下旬から、個人番号をお知らせする封筒が世帯ごとに送付されます。
封筒（簡易書留）

通知カードに記載されている個人
番号は、社会保障や税に関する様々
な手続に必要です。大切に保管して
ください。

開封すると…

通知カード
通知カード ＋ 個人番号カード申請書（ハガキ）
おもて

うら

個人番号カードを申請
される場合の申請書（ハ
ガキ）になります。

切り取り線で切り離すと、
カードの形になります。

おもて

うら

問い合わせ先 マイナンバーコールセンター
マ

イ ナン バー

0570-20-0178

●受付時間

平日9:30～17:30（土日祝日･年末年始を除く）

※ＩＰ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。

うおづの木を使って家を建てませんか

都市計画課建築住宅係（３階） 23-1031

うおづの木利用促進事業
●補助金交付の条件
次の条件を全て満たすことが必要です。
①１戸建ての木造住宅又は木造併用住宅（住宅以外の部分の床面
積が50㎡以下かつ延床面積の50％未満）及びこれと一連の利用
状況にある附属建物（車庫、納屋又は倉庫）であること。
②市 内で自ら居住又は使用するため新築、増築又は改修するも
ので、魚津市産木材を５㎥以上使用すること。
③建築士が設計した建物であること。
●補助金の額
魚津市産木材の使用量による１件当りの補助金額が右記のとお
りです。（住宅と附属建物を同時に建てる場合は１件扱いとします）

使用量
3

補助金額
3

5.0ｍ 以上 15.0ｍ 未満

20万円

15.0ｍ3以上 30.0ｍ3未満

30万円

30.0ｍ3以上

40万円

※県 内の木造住宅は100㎡当り概ね21㎥
使用しています。
※補 助を受けるには、工事着工前に事
業計画の認定申請が必要です。あら
かじめ市へお問合せください。

201５-10
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介護予防サポーター養成講座
介護予防の知識やコツを身につけて、自身や家族、
そして地域の介護予防のために、共に考え、活動して
くださる介護予防サポーターを募集します。

●対象者
●内容

このような方はぜひご参加ください
●日時
自身や家族の
介護予防のために
学びたい方

地域で
介護予防の活動に
取り組みたい方

介護予防サポーター養成講座を受講さ
れた方には、右記の介護予防教室などの
活動の場があります。
介護予防は、個人の能力を高めるもの
ですが、住み慣れた地域で自分らしく過
ごすためには、地域で支え合い、協力す
ることでより高い効果が期待されます。
介護予防の取り組みを、地域のみなさ
んと一緒に実践してみませんか。
問合せ･申込先

●会場
●定員
●締切

受講者募集

 おむね68歳までの方で、
お
明るく高齢者との会話を楽しめる方
介護予防の話
脳まめなけクラブ学習サポーター養成研修
いきいき百歳体操の紹介 など
10月28日㈬、11月４日㈬
いずれも 13:30～16:30 （全２回）
健康センター
10名程度
10月16日㈮

▲脳の健康を保つための取り組み
「脳まめなけクラブ」（週１回）

▲身体の健康を保つための取り組み
「いきいき百歳体操」（週１回）

魚津市地域包括支援センター予防係（魚津市役所社会福祉課内）

23-1093

市民バス・地鉄バスでGO！！ 「魚津まちなか巡りスタンプラリー201５」を開催します！
毎年好評をいただいております「スタンプラリー」を
今年も開催します。スタンプ設置場所として、バス車
内、商店街や観光スポット等の20か所以上を選定しま
した。また、ささやかですがプレゼントもご用意して
おります。この機会に魚津市民バス・地鉄バスでお出
かけし、楽しい思い出を作りましょう。
●スタンプラリー実施期間 10月16日㈮～25日㈰
●スタンプ設置場所
（詳しくは、スタンプラリーの台紙でご確認ください）
市民バス及び地鉄バス車内、商店街、サンプラザ、
海の駅蜃気楼、魚津水族館、ミラージュランド、
新川文化ホール、ありそドーム、電鉄魚津駅前観光案内所、
市立図書館、埋没林博物館、金太郎温泉、満天の湯

※必ず１つ以上のバスのスタンプを集めて下さい。

５か所以上のスタンプを集めた方には
抽選で、温浴施設の入浴券、ショッピングセンターの商品
券や、市のゆるキャラ「ミラたんグッズ」をプレゼント！

さらに、中学生以下の方で５か所以上のスタンプ
を集めた方には
もれなく「ミラたん缶バッジ」をプレゼント！

今年は、市民バスにミラたんが乗っているかも？？
期間中にミラたんと一緒に市民バスに乗れたら記念品
がもらえるよ！（先着順）

※プレゼントの応募（中学生以下のプレゼント受取り）は、11/２㈪までに、魚津駅前観光案内所へお願いします。
※スタンプラリーの台紙は、市民バス･地鉄バス車内、市役所、魚津駅前観光案内所、スタンプ設置場所等で配布しています。
※市民バスのご乗車には、お得な回数券または１日乗車券をご利用ください。
※地鉄バスも、市民バス同様に「一乗車200円（えこまいかご利用の場合は150円）」でご乗車いただけます。
※10月18日㈰及び25日㈰は、市民バス･郊外ルートは運休し、市民バス･市街地巡回ルート及び地鉄バスのみ運行となります。
商工観光課交通政策係（３階）

９
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23-1380

農林水産課 農政振興係
（３階） ・１０３４

この事業に参加するには次の手続きが必要です
多面的機能支払制度は「農家と農家でない住民との共同による草刈
りや江ざらいなどの取り組みに活用できる。」と、参加組織（集落）か
ら高い評価を得ています。この事業に参加するには次の手続きが必
要です。
①活動地域 範･囲のとりまとめ（農業振興地域内の農用地であること）
②活動組織の結成（自治会、農業生産組織、婦人会、青年会等）
③魚津市へ事業計画を提出し認定を受けること。
※詳しくはお問い合わせください

「農地維持支払」の基本単価

「資源向上支払」（長寿命化）の基本単価

12
10
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取組内容別の基本単価

※活動する区域の農地面積に応じて交付金が支払われます。

※取組内容によって助成単価が変動する場合があります。
※資源向上支払に取り組む場合は、農地維持支払にも取り組む必
要があります。

「資源向上支払」（共同活動）の基本単価

※写真は取組内容の一例です。写真以外にも取り組む必要がある
活動があります。

畑：2,000円/10ａ

水田：4,400円/10ａ

畑：1,440円/10ａ
水田：2,400円/10ａ

畑：2,000円/10ａ
水田：3,000円/10ａ
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今年最後のツアーです

！
第５回 洞杉どうけ、岩屋もいいよ ～蛇石･洞杉･坂様谷の岩屋を訪ねる～

浄化槽をお使いのみなさまへ！
３つの義務があります。
下水道課維持保全係（第２分庁舎）

１
･０８７

浄化槽が適正に維持管理され、その機能
が十分に発揮されているか確認するために
毎年 回「法定検査」を受けなければなり
ません。この検査は富山県浄化槽協会が実
施しています。協会から検査の案内が届い
たら受検手続きをしてください（法定検査
を受けていないと、場合によっては罰則が
科せられることがあります）。

国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料について

税務課住民税係（１階⑭窓口）
 １･００９

７月中旬に、被保険者の方には、納入通知
書を送付しています。
月から、年金からの天引き（特別徴収）
が始まる方については、次の２点をご確認く
ださい。

後期高齢者医療保険料は、原則として被保険
者の年金から天引き（特別徴収）になります。
今年の２月から５月の間に 歳になり資格を
取得された方は、 月から年金からの天引きが
始まります。
ただし、次の条件のいずれかに当てはまる場
合を除きます。
・特別徴収の対象となる年金の受給額が、年額
万円未満（特別徴収の最優先対象年金は、
国民年金法による老齢基礎年金になります）
・介護保険料の天引きと合わせた額が、対象と
なる年金の受給額の２分の１を超える

詳しくは、それぞれの納入通知書に同封し
た書類をご確認いただくか、税務課住民税
係までお問い合わせください。

65

浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿、ろ
過、微生物の働きによって浄化され、放流
されます。浄化槽が正しく運転され、機能
を維持するために点検、調整、時には修理
が必要です。
浄化槽がきちんと働くために県登録の保
守点検業者へ委託してください。

23

75

国保税は、国保の被保険者全員が 歳以上
歳未満の世帯の場合、世帯主の年金から天
引き（特別徴収）になります。
ただし、次の条件のいずれかに当てはまる
場合を除きます。
・世帯主が国保の被保険者以外
・特別徴収の対象となる年金の受給額が、年額
万円未満（特別徴収の最優先対象年金は、
国民年金法による老齢基礎年金になります）
・介護 保 険 料 の 天 引 き と 合 わ せ た 額 が 、 対 象
となる年金の受給額の２分の１を超える

10

23

浄化槽に流れ込んだ汚水は、浄化処理す
る過程で汚泥となり槽内に溜まっていきま
す。あまり多く溜めてしまうと浄化槽から
汚泥が流出し、悪臭の発生源となり、生活
環境の悪化の原因となります。定期的に槽
内をバキューム車できれいに清掃すること
が必要ですので、市の許可を受けた清掃業
者へ委託してください。
このいずれか一つでも適正に行わなけれ
ば、浄化槽の性能を ％発揮することはで
きず、悪臭などで周囲に迷惑をかけるばか
りでなく、河川の水質悪化を招く原因にも
なります。
大切な水環境のために正しい維持管理を
お願いします。

10

18

75

18

1

◆下水 道 が 利 用 で き る 地 域 の ご 家 庭
は、下水道接続にご協力願います。

201５-10
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100

15名（先着順）
１人 1,500円
●定員
●参加費

FAX23-1054
23-1067
企画政策課地域資源推進班（２階）
問合せ･申込み先

埋没林博物館正面入口（8:50集合）
10月15日㈭
●集合場所
●申込締切
坂様谷の岩屋

洞杉群生地、坂様谷の岩屋など
●見学場所

9:00～15:00頃
10月24日㈯
●日時

※少雨決行

（舗装路の山道を３時間程度歩きます）

※昼食代1000円と資料代・保険代等500円

晩秋の南又谷を散策し、水源の森が果たす役割を
学びながら、多様な生き物と豊かな自然を体感して
いただきます。ツアー初となる「坂様谷の岩屋」へ訪
れ、その中も探検します。
お昼は、自然に囲まれた場所でツアーオリジナル
の特製弁当をお楽しみください。

※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。

※今回は電子メールでの受け付けはいたしません。

必ずチェック 最低賃金

10/９㈮

ご注意ください！

大 町 小 学 校 へ入 学 予 定 のお子 さ んの
健診会場は村木小学校です。

松 倉 小 学 校 へ入 学 予 定 のお子 さ んの
健診会場は上中島小学校です。

清 流 小 学 校 へ入 学 予 定 のお子 さ んの
健診会場は吉島小学校です。

禁漁のお知らせ

農林水産課水産振興係
（３階）  １･０３３

呉東内水面漁業協同組合事務局

３
･０５８

●区域の禁漁 ただし、次の
区域は 月 日㈯までの期
間、漁はできません。
片貝川 布
･ 施川… 富山地方鉄道
線鉄橋下流端より下流の区域
角川… 県 道 号 線 角 川 橋 下 流
端からあいの風とやま鉄道
鉄橋上流端までの区域

12
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富山大橋→富山駅→富岩運河
環水公園

１･０４４

就学時健康診断のお知らせ
学校教育課

住吉

国民年金後納制度で将来の
年金額を増やせます
富山労働局賃金室
 ０７６ ４･３２ ２･７３５

富山県（地域別）最低賃金が
改定されます。
円（ 月１日～）
時間額

（第１分庁舎）

※２校合同で実施会場は村木小



通年

円引上げ）

13:00～13:15

円から

10/28㈬

（現行の

13:00～13:20

●禁漁期間

サケ

平成 年４月に小学校へ入学
するお子さんの健康診断を次の
日程で行います。（９月下旬に保
護者様に案内を送付します）

11/６㈮
富山マラソン実行委員会事務局
０７６ ４･４４ ４･５８２

経田

●該当者 平成 年４月２日
から平成 年４月１日までに
生まれた幼児

本江

23

10月1日～10月7日
12月1日～平成28年の解禁日まで

23

※３校合同で実施会場は吉島小

※この 最 低 賃 金 は 、 県 下 全 て の 事 業
場の労働者に適用されます。この
金額に満たない賃金支払は、最低
賃金法違反となります。

業務改善助成金のご案内
事業者向けの最低賃金引き
上げ支援策として、時間給
円未満の労働者の賃金を時間
額で 円以上引き上げた中小
企業 小
･ 規模事業者へは、業務
改善に要した経費の一部（上限
万円）が助成されます。

13:00～13:10

く ら し

１･０４８

10/21㈬

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

10

過去５年間に納め忘れた国
民年金保険料を納付すること
で将来の年金額を増やすこと
ができる制度が、平成 年
月１日から３年間限りの特例
として始まります。
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。

振り込め詐欺防止装置を
貸し出しています
１(階⑪番窓口 )

環境安全課生活安 全 係

大町
村木

富山マラソン２０１５
交通規制のお知らせ

受付時間

21

http://www.toyamamarathon.com/

13:00～13:20
実施期日

行政相談週間
月 日㈪～ ㈰は「行政相
談週間」です。魚津市では、
月８日㈭、 日㈭午後１時か
ら４時まで行政相談員が相談
に応じています。
●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、建
付 滑
･ りが悪くなった建具、障
子の貼替え等に関する無料相
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
※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
談所 
５･０７８）

市では、振り込め詐欺や悪質
な電話勧誘から高齢者の方を守
るため、振り込め詐欺防止装置
を無償で貸し出しています。
台数に限りが
ございますの
で、希望者はお
早めにお申込み
ください。
●貸出対象者
歳以上のみ
の世帯、または日中において
歳以上のみになる世帯

禁漁期間

28

当日は、長時間 広
･ 範囲に
わたり交通規制を行いますの
で、お出かけには公共交通機
関をご利用ください。なお、
詳細な交通規制情報は富山マ
ラソンＨＰでご確認ください。
●日時
月１日㈰ 午前６
時半～午後４時 分（予想）
●コース 高岡市役所→高岡
大仏→山町筋→新高岡駅周辺
→海王丸パーク→新湊大橋→

～平成27年12月31日

マス

800

学校名

24

アユ

31

135

22

18

受付時間

10/５㈪

27

24

※振り 込 め 詐 欺 防 止 装 と は 、 電 話 を
かけてきた相手に警告メッセージ
を流し、会話を自動録音すること
ができる装置のことです。固定電
話に簡単に設置できます。

イワナ･ヤマメ
10月1日～平成28年２月末日
アマゴ･ニジマス

10

13:00～13:20

10/14㈬

魚種

10/16㈮

13:05～13:20

道下

上野方

40

実施期日

片貝
吉島
西布施

上中島 10/６㈫ 13:00～13:10
松倉 ※２校合同で実施会場は上中島小

150

学校名

13:00～13:20

10
10

10

45

25

司法書士無料法律相談会
●日時
月３日㈯ 午前
時～午後 時
●場所 ありそドーム
●問合せ 富山県司法書士会
 ０７６・４３１・９３３２

72

728 746

11

15

12

23

65

19

22

10

3 10

行政書士による無料相談会
●日時
月 日 （月 祝･） 午前
時～午後４時
●場所 サンプラザ４階
●問合せ 富山県行政書士会
０･３３４

65

10

23

下新川支部（岩場）

10

健康友の会 沖田 崇寛

六郎丸

（故）清水 孝男

友道

▼善意銀行

3,000 円
3,000 円
100,000 円

（社会福祉協議会）

22-8388

100,000 円

（故）大﨑 昌一

北鬼江

100,000 円

（故）加藤 光雄

末広町

200,000 円

上口保育園職員一同

上口

8,000 円

松崎 とし子

下椿

猫の油絵

つむぎ倶楽部

吉島511

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。

10月１日㈭ 10:00～15:00
300円
●問合せ つむぎ倶楽部

福祉センター百楽荘・経田福祉センター
（月曜休館）

☎24-3241

☎24-7307

（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

10/６㈫･13㈫･20㈫･27㈫

片貝・加積

10/２㈮･９㈮･16㈮･23㈮･30㈮

●経田福祉センター行き
西布施

10/７㈬･14㈬･21㈬･28㈬

※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）

富山県技術専門学院
平成28年度

本校職業訓練生募集 （二年制）

おたっしゃ介護予防教室
●百楽荘
●経田福祉センター

☎23-1007

科名

自動車整備科･電子情報科
メカトロニクス科

科名

13

広報うおづ

10/13㈫・27㈫

201５-10

からのお知らせ

富山県技術専門学院本校
076-451-8840

出願期間

選考日

10/１㈭～19㈪

10/30㈮

新川センター
職業訓練生募集

富山県技術専門学院
新川センター 52-0251

訓練期間

定員

募集期間

ビジネス実務科
11/27㈮～
10/９㈮～
20名
パソコン･経理コース
３/17㈭
11/12㈭
●受講料
●応募方法

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

新川センター能力開発セミナー受講者募集
コース名

Office利用術
●実施日

23

集

12

10月のオレンジカフェつむぎ

●日時
●利用料

10

募

23-1093

※初めての方は事前にご連絡ください。

15

体力測定ボランティア募集

10月20日㈫ 13:30～16:00
地域包括支援センター予防係

10

660

生涯学習 ス･ポーツ課スポーツ係
（第１分庁舎）
１･０４６

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
●問合せ

11

２０１５魚津スポーツレク
リエーション祭の中で開催さ
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。
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。
●日時
月 日 （月 祝･） 午前
９時開始
●会場 ありそドーム

『介護家族の集い』に参加しませんか？

2

36

10

☎22-6006

27

県産品購入ポイント制度
実施中

本新町

12

18

富山県農林水産企画課企画班
  ０７６・４４４・３３６８

（故）古川 きみ

16

5,000 円

富山県産の農林水産物につ
い て い る 「シー ル」等 を 枚 集
め、応募用紙に貼り付けて応
募した人の中から抽選で 人
に 「と やまの特 産 品 」が 当 た る
キャンペーンを実施中です。
詳細は、越中とやま食の王
国ＨＰをご覧下さい。

吉島

20

http://www.shoku-toyama.jp/
●期間
月３日㈯～ 月
日㈰

吉島保育園保護者の会

10

平成 年度 後期技能検定

天神野新

第一生命ビル 階）

三井自動車（株）友の会

（
富山市安住町７ー

▼社会福祉基金

富山県職業能力開発協会

43

13

 ０７６・４３２・９８８７

働く人々の技能を一定の基
準によって検定する国家検定
です。日頃の成果を知る絶好
の機会にチャレンジしてみま
せんか？
●検定職種 特級…鋳造、工場
板 金 、めっき な ど 職 種 １ 級
２
･級 単
･一等級…機械検査、建
築 大 工 、ニット製 品 製 造 な ど
職 種 ･ 作 業 ３ 級 … 造 園 、機
械加工、電子機器組立てなど
職種・ 作業
●受付期間
月５日㈪～
日㈮

ご寄付ありがとうございました

訓練期間

定員

受講料

11/19㈭･20㈮･24㈫･26㈭･27㈮･30㈪
10名 3,000円
18:20～21:00

●定員
名（申込順、定員
になり次第締切）
●参加費
円
●申込締切
月 日㈭
※受付 時 間 午 前 時 ～ 午 後 ５ 時 （土
日 祝･日は休み）

恋活 シーズン３

･

●定員 男女各 名
●対象年齢
歳～ 歳
●申込期限
月 日㈫
※応募 者 多 数 の 場 合 は 抽 選 等 に よ り
参加者を選定します。

魚津市成人式の広告主募集
生涯学習 ス･ポーツ課
生涯学習 文
･化係
（第１分庁舎）
１
･０４５

月

●会場と日時（全 回）
富山県総合体育センター
月
月

日㈯ 午前９時～午後５時

日㈰ 午前９時～午後５時

日㈰ 午前９時～午後５時

セーナー苑体育館 （富山市坂本）
月６日㈰ 午後１時～５時
●定員
名（先着順）
●申込締切
月４日㈬

※テキ ス ト 代 ３ ３ １ ４ 円 、 資 格 を 申
請される場合は認定料等９３００
円が必要。

とやま環境フェア ２０１５

（
公財）とやま環境財団
 ０７６ ４･３１ ４･６０７

14

広報うおづ

201５-10

ヤギの杜 里山体験会
参加者募集
１
･００４

環境安全課環境政策係
（１階⑩番窓口）

フォト

環境と経済が調和した、低炭
素社会の実現に向けた取組みや
エコライフ、これらを楽しみな
がら見聞 体･感できます。
富山県ごみゼロ推進県民大
会も併催されます。
●日時
月 日㈯ 午前９
時 分～午後５時、 日㈰
午前 時～午後４時
●会場 富山産業展示館（テク
ノホール）

※ にいかわ認知症疾患医療センター主催
※入場無料

●会場 あると４階 ホール
（魚津緑ヶ丘病院併設）
●一般講演 『住み慣れた地域
で自 分 ら しく過 ご せるた めに』
魚津市東部デイサービスセン
ター 看護師 門脇 清美 氏
● 特 別 講 演 『入 院 に至 った 事
例紹介』 魚津緑ヶ丘病院 院
長 葛野 洋一 先生

23

うおづ はっぴぃ ぷらんな～ず
･
･
（地域協働課内） 
１･１３１

催 し 物

平成 年度第１回 認知症
地域公開講座 魚津

in

23

月 日㈮ 午後２
分（午後１時半開場）

10

27

時～３時

●日時

第 回
森林（
やま）
とのお見合い開催

山の木が様々な製品になる
過程をツアー形式で廻りま
まるまる
す。○○魚津海の駅蜃気楼会
場を出発し、伐採現場→製材
所→製品加工場→地元の木で
建築された家を見学します。
●日時
月 日㈰
受付 午前８時半～
出発 午前８時 分～
解散 正午（予定）
まるまる
●集合場所 ○○魚津海の駅
蜃気楼会場
●募集締切
月９日㈮
45

平成 年１月 日㈰に開催予
定 の 魚 津 市 成 人 式 で 「新 成 人 へ
送 付 す る招 待 状 の封 筒 」に 掲 載
する広告を募集します。詳しく
は市ＨＰをご覧ください。
●申込締切
月 日㈮
●発行枚数
枚程度
●発行日 平成 年 月上旬
●掲載面 封筒表面（縦 ㎜
×横 ㎜）
●掲載金額 １枠１万円

18

魚津市地域包括支援センター
（ 階）
１
･０９３

17

13 29 28

新川森林組合（担当 佐
･竹）
 ０
･１１１

10

12 11 11

4

23

ヤギの杜周辺を散策し、里
山の役割や自然との共生につ
いて学びます。
●開催日
月 日㈯ 午前
９時～正午（少雨決行）
●場所 小菅沼地区 ヤギの杜
（現地集合、現地解散）
●対象 一般、親子など 人
程度（先着順、参加無料）
●内容 ヤギの杜周辺の里山
散策、収穫体験、そば粉ピザ
作りなど
●服装 野外活動のできる服
装（長袖 長･ズボン 長･靴 帽･子）
● 持 ち 物 飲 み 物 、タ オル、軍
手、必要に応じて雨具等
●申込締切
月 日㈫

富山県障害者スポーツ
指導員養成講習会
富山県障害者スポーツ協会
 ０７６ ４･１３ ２･２４８

50

10

40

10

1

45

※電話 で 住 所 氏
･名 連
･ 絡先をご連絡
ください。

ハロウィン 中央通り
２０１５ 参加者募集
７･８０９

中央通り商店街イベントホール



「ＴＲＩＣＫ ＯＲ ＴＲＥＡＴ！
お菓子をくれないとイタズラするゾ！」
●日時
月 日㈯ 午後７
時～９時（受付午後６時 分）
※少雨決行

11

18

10

45

12

40

歳以上で障害者スポーツ
の振興に意欲のある方の申込
みをお待ちしています。

※平成28年の成人式封筒案

14

10 30

10

20

23

100

アンティークカフェで
お洒落にゆる～く
カメラ女子 カ･メラ男子の
素敵な出会い
カメラやアンティークが好
き。または、そんなに関心
はないけど恋活してみたい
方。素敵な出会いを見つけて
ください。カメラは、一眼レ
フ、コンパクトカメラ、スマ
ホ、ガラケー、などのデジタ
ル撮影ができればＯＫです。
申込みは魚津市ＨＰから。
ま た は 「う お づ は っぴ ぃぷ ら
ん」で検索！
●日時
月 日㈯ 午後４
時半～６時
●会場 アンティーク コ
･ ーヒ
ー六蔵（北鬼江２ー ー ）
● 参 加 費 １ 名 千 円 （ コーヒ
ー・スイーツ付）
10

30

12

15

23

17

10

広告

28

70

10

10

14

23

300

de
11

420 10

27

広告

10

15

広告

17

13

24

広告

10

10

in

31

●会場 中央通り商店街イベ
ントホール付近

18

10

第４回

可能。
※ミラ た ん 健 康 ポ イ ン ト
進呈

ポイント

地域協働課市民交流係
（２階）
１
･１３１

魚津市男女共同参画
地域推進員 企画講座

10

お父さんのカジダン（家事男）入門

～「おにぎらず」で家族サービス～

在来線等対策連絡協議会
「講演会」

商工観光課交通政策係
（３階）  １･３８０

鉄道で「まちも元気に」
～茨城県ひたちなか市の
取り組みを取り上げて～
●日時
月 日㈭ 午後６
時半～８時（午後６時開場）
●会場 ホテルグランミラー
ジュ２階 天翔の間
●講師 ひたちなか海浜鉄道
㈱取締役社長 吉田 千秋 氏
●定員
名（先着順）
●申込締切
月 日㈮

23

※定員になり次第締切ります。
※折込チラシもご覧ください。

23

※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。

15

11/９㈪～
カレンダーや名簿、家計支出表、収支報
11㈬、13㈮
告書など、暮らしに活かせる書類の作成
（9:00～12:00）
方法を習得します。（受講料3,000円）

10

回

エクセル活用

10

※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。

24

日程
コース

200

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

使用ソフト
時間
受講料
コース定員

しんきろうロード

昼間コース

10

データの並べ替え、抽出、集計、複合グラ 11/７㈯、14㈯
フ、実用的な関数など、エクセルの応用操 （9:00～16:00）
作を習得します。（受講料3,000円）

10

FAX31-7009

●日時
月 日㈰ 午前
時～午後１時半
●会場 魚津もくもくホール
●定員
名
●対象 子育て現役世代のお
父さん（夫婦 家･族での参加可）

エクセル応用

生涯学習 スポーツ課スポーツ係
･
（第１分庁舎）
１
･０４６

新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

☎31-7001

日程

コース

in

魚津地域職業訓練センター

23

土曜コース

第

14:00まで×

２０１５魚津市民文化祭

31㈯

25

ブリスクウォーキング２０１５

17:30まで×

10

新川キャンパスフェスティバル

11㈰

30

スライド作成までの操作を習得し、プレゼ 11/４㈬、６㈮
ンテーション資料の作成方法を習得しま （9:00～12:00）
す。（受講料1,500円）

23 23

県民カレッジ新川地区センター

20:30まで×

新川文化ホール


25㈰

※参加
 無料
※参加 希 望 の 方 は 事 前
にお申込みください。

パワーポイント入門

（
新川みどり野高校内）


17:30まで×

１･１２３

10㈯

※参加 費 無 料 。 当 日 会 場 で の 受 付 も

データの並べ替え、抽出、集計、複合グラ
18㈬、20㈮
フ、実用的な関数など、エクセルの応用操
（9:00～12:00）
作を習得します。（受講料3,000円）

４
･００１

終日×

23

市内の芸術文化団体や小 中
･
学校の日頃の活動の成果を一
堂 に 発 表 す る 「魚 津 市 民 文 化
祭」を開催します。 日㈯午前
時からの開会式にもぜひご
来場ください。
●日時
月 日㈯～ 日㈰
午前 時～午後６時（ 日㈰
は午後 時まで）
●会場 新川文化ホール

24㈯

24

※詳し く は 、 折 込 み チ ラ シ を ご 覧 く
ださい。

（９月11日現在）

 １･０５２
社会人と高校生が共に学ぶ
「共 学 講 座 」等 の 学 習 成 果 を 展
夕日を見ながら
示 発表します。
･
早歩きしませんか
●日時
月 日㈯
●日時
月 日㈯
●会場 県民カレッジ新川地
受
付
午後３時～
区センター 県
･ 立新川みどり野
開会式
午後３時 分～
高等学校
スタート 午後３時半～
●内容 ★開会式（午前９時
●集合場所 風の地平線蜃気楼
分 ～ ）★ ス テ ー ジ 発 表 （午 前 ９
（海の駅蜃気楼周辺）
時 半 ～ 時 分 ）★ 作 品 展 示 ･ ● コ ー ス し ん き ろ う ロ ー ド
催し物（午前９時半～午後３時
（６・０９７５㎞）
分 ）★ ス テ ー ジ イ ベ ン ト （午
●参加対象 早歩きに興味の
後２時 分～午後３時 分）★
ある方なら誰でも可能（小学生
閉会式（午後３時 分～）
未満は保護者同伴）

（雨天の場合のみ×）

24

15

※入場
 無料

終日×

10

29

10/１㈭～23㈮

申込期間

201５-10
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15

18㈰

４㈰

11/16㈪～

エクセル応用

20

17:00まで×

15

22

終日×

15

17㈯

25 25

ありそドーム

24

（雨天の場合のみ×）

50

16㈮

10

第３期
第４期
第４期

10

終日×
14:00まで×

10/３㈯

☎23-9800
（火曜休館）

15

●ランニングコースが使用できない日時

10

5

●11月２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

15

●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

10

納期案内

※参加無料

料）も行います。
●日時
月 日㈯ 午前
時～午後２時半
●会場 魚津市障害者交流センター
11

※入場 無 料 。 優 先 入 場 券 を 企 画 政 策
課で事前配布します。

一般公開講座
講演「
認知症の理解と対応」
（公社）
富山県柔道 整 復 師 会
 ０７６ ４･３３ ８･６２１

●日時
月３日㈫ 午後２
時開会
●会場 ホテルサンルート魚津
●講師 葛野 洋一 先生（魚
津緑ヶ丘病院 院長）

16

広報うおづ
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第５回片貝山ノ守紅葉まつり
片貝山ノ守紅葉まつり実行
委員会（三ケ生産森林組合）
 ０９０ ２･１２３ ０･５０３（南）

ＴＪＡＲ魚津市実行委員会
（企画政策課）
 １･０６７

（ＴＪＡＲ）優勝者講演会

トランスジャパンアルプスレース

10

ＴＪＡＲは、魚津市をスタ
ートし、富山湾から日本アル
プスを越えて静岡市の駿河湾
まで キロ以上を踏破するレ
ースです。ＴＪＡＲ２０１６
のプレイベントとして、大会
３連覇中の望月将悟選手の講
演会を開催します。
●日時
月 日㈯ 午後６
時開演（開場午後５時半）
●会場 ありそドーム 産業
展示ホール

23

●日時
月 日㈰ 午前
時～午後２時（雨天決行）
●会場 片貝山ノ守キャンプ場
●イベント内容 岩魚の放
流、岩魚の塩焼き、地場産品
の販売

第 回魚津カップジュニア

駅伝競走大会
魚津市陸上競技協会（松平）
 ０９０ ３･２９７ ２･０５２

市内の小学生、新川地区の
中学生が男女別のチーム対抗
で、ありそドーム～埋没林博
物館～日カ西門前の周回コー
スを走ります。一部交通規制
がありますのでご協力をよろ
しくお願いします。
●日時
月 日㈯ 開会式
午前８時半
●会場 ありそドーム発着
第９回
ふれあい交流フェスティバル

催 し 物
１
･ ００５

魚津市障害者交流センター

５･２６０
社会福祉課福祉保護係

（１階⑥番窓口）

2016

ポスターデザイン
アートディレクター浜辺明弘さん（魚津市出身）

23-1016

企画政策課秘書係（２階）

問合せ先

《第二部》被爆の爪跡（ＤＶＤ）
平和の朗読劇
黙とう
ダンス「祈り」
合同合唱

●日時 10月18日㈰ 14:00～
●場所 新川文化ホール 大ホール

《第一部》ファンファーレ
吹奏楽オープニング演奏
戦争体験談
平和の作文 優秀作品の発表
平和のハーモニー(コーラスメドレー)

戦争のない平和な未来を市民の
皆さんとともに祈るコンサートを
開催します。
入場は無料ですので、お気軽に
お越しください。

プログラム

あなたに届け 平和の思い
ずっと守り続けよう ふるさと

婚活中の男性参加者募集中

「文苑堂コンカツin魚津」開催

31

31

25

31

076-421-0008（佐々木）
株式会社文苑堂書店 雑貨イベント企画部
申込み･問合せ先

400

10

10

障がい者の日ごろの活動報
告をはじめ、ステージ発表や
ビンゴゲームなどを行いま
す。大好評の大鍋の振舞い（無

23

23

10

11

13

10

魚津･呉東地区の男性と呉西地区の女性で、魚津市内をめぐる婚活を開催します。
特産の加積リンゴを使ったデザートをみんなで手づくりしましょう。
夜はミラージュランドでのフリータイムを予定しています。
気があった方との連絡先交換は自由です。
言い出せなかったという方にも後日フォローありますので、ご安心ください。
詳しくは、文苑堂コンカツブログでご確認ください。

●日時 10月12日（月･祝） 12:00～19:00
●対象 魚津･呉東地区在住で25歳～40歳程度の独身男性
●定員 15名
●参加費 3,500円
●申込締切 10月４日㈰
※この事業は、「平成27年度魚津市公募型提案事業補助金」を活用して実施しています。

戦後70年記念事業 平和祈念コンサート

第

回魚津市美術展

新川文化ホール

１
･ １２３

第４回 魚津 バ ル 街
開催決定
１･

００

うおづバル街実行委員会


２０１５

チャイルド ビーチボール
フェスティバル 出場チーム募集

申込み 問合せ先 永田
･
 ・
９
･３５２
uozu_bba@yahoo.co.jp

日㈰

地場産品などの販売情報
魚津の朝市
●日時
月 日㈰・
午前６時半～ 時半
●場所 海の駅蜃気楼

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

※なくなり次第終了

●場所 魚津もくもくホール
●問合せ  ０･９０９

申込み･問合せ 建設課用地開発係（３階） 23-1089

魚津駅前観光案内所

33

海電業倉庫（真成寺町４番

号）

●問合せ  ９･８８０（稗苗）
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

50

●問合せ  ９･４１３（島澤）
山の駅もくもく野菜市
●日時 毎週土曜 日
･ 曜 午前
８時半～

8

50

（平成27年９月15日現在）

10

10

２･２４４

47,000



4,712,000

日㈰

331.47（100.27坪）

日㈮～

45

月

47,000

●開催日

4,710,000

de

前売チケット
月 日㈯販売開始

331.33（100.23坪）

市民の美術作品を展示しま
す。審査員による講評会にも
ぜひご来場ください。
●会期
月 日㈯～ 月５
日㈭ 午前 時～午後６時
●会場 新川文化ホール

44

33

22

25

●問合せ  １･２００（平日のみ）
蜃気楼バザール
●日時
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）

44,000

31

日㈯開会式終了後

6,310,000

2

まるまる

474.08（143.41坪）

価格（円）

25

10 11

22

18

９

22

面積（㎡）

29

10

10

10

No.

●日時
月 日㈰ 開会式
午前９時～
●会場 魚津市総合体育館
●対象 市内在住の小学３～
年 生 （３ ４
･ 年 生 の部 、５ ６
･
年生の部）
●チーム構成 １チーム監督１
名、
選手６名以内（
男女混合可）
●申込締切
月 日㈰

坪単価（円）

 ０９０ １･３１２ ３･６６４（村上）
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  １･１０５

■価格表

6

22
22

FAX
33

●おかげさまで あと３区画 です。
●公益費の負担は必要ありません。

22

 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）

※講評 会 は 月
行います。

 の瀬団地３戸（１号棟 ２階２戸、３階１戸 ３DK 68.86㎡
川
駐車場１台分）

20

前売券３５００円
当日券４０００円
購入は魚津駅前観光案内所、
または魚津 バル街ＨＰで。

※１階２戸、２階１戸、３階１戸、４階１戸

11

魚津市とみ里団地
分譲申込受付中

de

11

●市営住宅

11

24

11

 王団地５戸（ 2号棟 １階～４階 3DK 82.30㎡ 和８帖
天
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）

※要請 が あ れ ば 、 協 会 加 盟 チ ー ム に
よる練習会を各チーム、小学校ご
とに開催します。

上記申込期間は10月１日㈭～30日㈮です。

10

※市営住宅入居の基準所得を超えている方が申込み可能

※４日 ㈬ は 振 替 休
館日です。 月
５日㈭最終日は
午後 時まで。

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

入居者募集

※第 回魚津産業フェア○○魚津にて
先行販売あり。通常のチケットにプ
ラスして使えるプレミアム券、お得
なバル宿泊券の新企画もあります。
詳しくは、広報 月号で。

201５-10
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17

とみ里団地
最新
情報は

11

●特定公共賃貸住宅

10

10

10

※出 品 の 申 込 み は

月 日 （月 祝･ ）
ま
でです。

 郎丸団地２戸（１号棟４階１戸、３号棟４階１戸 ３DK
六
61.63㎡ 駐車場１台分）

23

55
12

5

31
11

10月17日㈯ 9:30～16:00
ありそドーム
●日時
●場所

10

街頭献血にご協力をお願いします

魚津水族館

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！
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。期間中の土･日
曜、祝日に富山湾大水槽内で行うショーでは、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 15:00

ミラージュランド

24-6999

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

Happy Halloween!!
10月はミラージュランドハロウィン月間
●ハロウィンパーティinミラージュ
日時 10月24日㈯ 9:00～16:30
会場 ミラージュランド園内

園内休憩所しおかぜがハロウィンムード一色

魚津埋没林博物館

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●ジオパーク普及講座
「石ころペインティングと紅葉まつり」
 河原で見つけた石ころに色を付けて、石ころア
ートに挑戦してみよう！（バスで片貝川に移動します）
片貝紅葉まつりにも参加できます。
日時
対象
定員
参加費

10月25日㈰ 9:30～15:00（雨天決行）
（埋没林博物館集合）
小学生 ～ 一般
20名（申込み順）
500円 ※昼食持参

●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
 日本各地のいろいろな埋没林を紹介します。

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館） ☎31-7001 manabi-t@nice.tv.jp

●市民のためのクラシック講座 Vol.2
「上杉春雄 ピアノコンサート」
 医師でもあるピアニスト上杉春雄。確固たる作
品分析と深い精神性に溢れた彼の演奏は温かく多
彩な音色とともに深く聴き手の心の深部に語りか
けてくれます。学びの
森･桜ホールのスタイン
ウェイで繰り広げられ
る上杉春雄の真骨頂と
もいえる演奏をお楽し
みください。
日時
10月12日（月･祝） 14:00 開演
場所
新川学びの森天神山交流館 桜ホール
出演
ピアニスト 上杉春雄
演奏曲 J.S.バッハ 平均律クラヴィーア曲集より
ムソルグスキー 展覧会の絵 など
入場料 500円
定員
100名（先着順）
※「学びの森送迎バス」あります。（13:30魚津駅発）

仮装コスチュームで写真撮影ができちゃう
（特設撮影ブースあり）
ダンスイベントあり
遊具が1,200円/人で乗り放題
※バッテリーカーは対象外

●一般財団法人 魚津市施設管理公社 職員募集
 （一財）魚津市施設管理公社では平成28年４月採用
予定の職員募集を行います。
募集職種 一般職 若干名、飼育職 若干名
申込用紙請求･申込み･問合せ先
〒937-0857
魚津市三ケ1181-1 ミラージュハウス内
一般財団法人 魚津市施設管理公社 事務局
※その他詳細についてはミラージュランドHPをご覧になる
か、事務局（ミラージュハウス） 0765-24-9578 までお問
い合わせください。

●０才からのジャズコンサート
～赤ちゃんから大人まで楽しめる本格ジャズ～
日時
10月31日㈯
午前の部 11:00～ 午後の部 14:00～
場所
新川学びの森天神山交流館 桜ホール
出演
クニ 三上 （ピアノ）
有明 のぶこ（鉄琴）
橋本 学
（ドラムス）
入場料 大人 1,000円（中学生以上）
小人   500円（０才～小学生）
※当日の入場料は各200円増し
主催：オフィスヨコタ
共催：学びの森寺子屋事業推進実行委員会

●学びの森寺子屋事業 「馬頭琴教室」受講生募集
 モンゴルの伝統楽器「馬頭琴」の奏法をモンゴル
女流馬頭琴奏者 アンタンゲレル･デルゲルマーさ
んが指導します。
開講日等 受講生が集まり次第ご案内します。
（５名以上で開講）
 問合せ･申込みは、電話か電子メールで新川学び
の森天神山交流館まで。

201５-10
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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 10/５㈪･19㈪･22㈭･26㈪

※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

●10月６日㈫･７日㈬
スポーツチャンバラ

話題の一冊

15:30～

ドローンのすべて

（定員15名）

（定員20名 参加費50円）

経田 23-1777

●10月15日㈭･16日㈮ 15:30～
なんちゃって！りんごパイ
（定員１日12名 参加費50円）

●10月19日㈪～22日㈭ 15:30～
ダンボールで遊ぼう ～おしゃれハウス～
（定員なし）

つばめ

●おはなしを楽しむ会
10/３㈯･10㈯･17㈯･24㈯･31㈯
10:30～

井上裕務・編、洋泉社

●10月16日㈮ 15:30～
こばとクッキング ～ハロウィンスイートポテト～

かもめ

みんな集まれ！ お話の会

本江 23-5133

●10月13日㈫･14日㈬
リサイクルっとひこうき

15:30～

ドローン（Drone）とは直訳すれ
ば（ミツバチの）「雄バチ」。自律制御
型の無人飛行機を意味することが
一般的です。
首相官邸での落下事件等でネガ
ティブなイメージのドローンです
が、ビジネス利
用の可能性は大
きく、市場も拡
大しています。
ビジネス利用、
ホビー用、軍事分
野までがわかる一
冊です。

●ひまわりの会
10/18㈰ 10:30～

おはなし玉手箱
人形劇団「おとぎの森」がやっ
て来ます！音楽あそびや紙人形
劇で楽しみましょう♪
●日時 10月25日㈰ 10:30～
●対象 小学生以下のお子さん
※小さなお子さんは保護者同伴でご参
加ください。

楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～

（定員１日10名）

●10月19日㈪～21日㈬
ほっこりスイートポテト

15:30～

図書館シネマ倶楽部
●日時
●作品

（定員１日10名 参加費50円）

ひばり

吉島 23-0500

●10月５日㈪･８日㈭
スポーツチャンバラ

ある朝突然、婚約者にふられた男
と、神戸から上京してきたワケあり
の女。
男女の友情をテーマにした、全く
新しいラブストーリーです。
（2011年公開 日本映画 本編100分）

15:30～

（定員１日20名）

●10月26日㈪ 15:30～
ひばりカフェ ～パンプキンアイス～
（定員30名 参加費50円）

すずめ

道下 23-0522

－開館10周年記念事業－

横山源之助没後100年記念講演会

●10月６日㈫･７日㈬ 15:30～
エコけんだまをつくろう

Part1

（定員１日14名 持ち物：500mlペットボトル１本）

●10月19日㈪～21日㈬
ハロウィンクッキー

15:30～

（定員１日12名 参加費50円）

親子で 『ひろば』 に参加しませんか？
対象
時間
会費

未就園児とその保護者なら誰でも
9:30～12:30
必要に応じて徴収します

10月

つばめ

ひばり

10月11日㈰ 14:00～
「君の好きなうた」

すずめ

魚津市（旧･魚津町）出身のジャー
ナリストで、「日本之下層社会」の
著者･横山源之助の没後100年を記念
し、講演会を開催します。
●日時 10月10日㈯ 14:00～
●講師 八木光昭 氏
（元洗足学園魚津短期大学教授）
●内容 横山源之助『貧しさ』の発見
●会場 図書館２階 視聴覚室
※入場無料

５日㈪ 砂あそび ゲームあそび おまつりごっご
19日㈪ 風船あそび スタンプあそび 秋の自然あそび

日時
10月３日㈯ 10:00～13:00
場所
ありそドーム 産業展示ホール
問合せ 各児童センター
※当日はすべての児童センターを臨時休館します。
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東京ポタリズム

鼓島たえ

ナンコレ生物図鑑

佐々木洋

解説行政不服審査法関連三法


宇賀克也

電磁波による健康被害 加藤やす子
昭和の家事

小泉和子

田んぼアートのキセキ

葛西幸男

英語で伝えたい日本の世界遺産

ジャパンタイムズ
●文学･小説
東京零年

インターネットについて
インターネット端末を３台設置
しています。ご利用の際は、利用
カードを添え、カウンターでお申
し込みください。利用時間は１回
30分までです。印刷はできません。

赤川次郎

姫神

安部龍太郎

偽造同盟

岡田秀文

プロフェッション

今野敏

総理にされた男

中山七里

スクラップ･アンド･ビルド

羽田圭介

鬼神の如く

葉室麟

●児童･中高生向け
目で見る算数の図鑑

清水美憲

日本の伝統野菜

板木利隆

小さな雪の町の物語

杉みき子

海の小学校

26日㈪ ハロウィン ハロウィン ハロウィン

うおづ児童センターまつり２０１５

●一般

あまんきみこ

ヘンテコシャンプー

みやにしたつや

チームＦについて

あさのあつこ

グッドジョブガールズ

図書館モバイルサイト
蔵書検索をどこでも

草野たき

●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

実施日

会場

10/8㈭

胃

乳房
子宮

健康センター

60

60

10/22㈭

ありそドーム

100

120

10/28㈬

ありそドーム

ー

120

11/9㈪

ありそドーム

ー

120

受付時間
胃·大腸 8:15～9:30
乳·子宮·大腸13:00～14:00
乳·子宮·大腸 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。（要予約）

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

持ち物：受診票、検診料金、健康手帳

◆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
10/1㈭ 8:30～10:00 ありそドーム※ ◆※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
9:30～11:30 経田公民館※
て行います。特定健康診査受診の際は、必
10/13㈫
13:30～15:00 魚津漁協経田支所 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。
10/28㈬ 8:30～10:00 ありそドーム※
◆申し込みは不要です。

実施日

時間

会場

日時

集団健診
10/1㈭、10/28㈬
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
６月15日㈪から10月31日㈯まで
指定医療機関（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
ができる対象の方もいます。（詳細は健診の案内をご覧ください）
◆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。

高齢者の方のインフルエンザ予防接種助成のお知らせ
魚津市民で、接種を希望する下記の方に助成があります。
助成対象

一般医
深川病院
東尾崎 ☎31-6200
船﨑内科小児科医院
10/11㈰ 本町
☎22-3912
浦田クリニック
10/12(月·祝) 本江
☎22-5053
宮本内科小児科医院
10/18㈰ 新角川 ☎22-0122
新川病院
10/25㈰ 住吉
☎24-3800
10/4㈰

桝崎クリニック
北鬼江 ☎22-8800
魚津病院
11/3(火·祝) 友道
☎24-7671
11/1㈰

歯科医
田中歯科医院
黒部市生地経新☎56-8040
うめかわ歯科クリニック
10/11㈰ 黒部市生地経新☎57-1233
堀川歯科医院
10/12(月·祝) 黒部市荻生長屋☎54-1182
清田歯科医院
10/18㈰ 黒部市新牧野☎57-2800
前田歯科クリニック
10/25㈰ 黒部市若栗☎57-2525
みどり歯科医院
11/1㈰ 黒部市三日市☎54-5775
島田歯科医院
11/3(火·祝) 黒部市三日市☎52-0167
10/4㈰

持ち物：受診券、保険証、質問票

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

受け方

（診療時間9:00～17:00）

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

特定健康診査

み ん な の 保 健 室

休日当番医

健康診査のご案内

①65歳以上の方
②60～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器又は免疫の機能に日常生活活動が極度に
制限される程度の障害を有する方（身体障害者手帳１級の提示が必要）
接種期間 10月15日㈭～12月26日㈯
接種料金 1,400円
※直接医療機関にお支払いください。
※生活保護世帯の方には、接種料金の減免制度があります。
接種場所 市内指定医療機関（予約ください）
※市外の医療機関等に入院·入所中のため市外での接種を希望さ
れる場合は、健康センターへお問い合わせください。
◆助成対象①②以外の方は、全額自己負担となります。料金は各医療機関
にお問い合わせください。

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

無料メンタルヘルス（心の健康）相談
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。）
実施日
10/10㈯
10/17㈯

時間
10:00～12:00

会場
魚津神経サナトリウム
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。

10/1～7は全国労働衛生週間
職場発！心と体の健康チェック
はじまる 広がる 健康職場

201５-10
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２０

子育て支援センターへ遊びに行こう

※事前に案内を送ります

実施日
受付時間

※１歳６か月児健診で申込まれた方

科

せいじ

清二さん（87歳・大町地区）

大町地区老人クラブ親和会の会長を10年に
わたって務めてきた籏智さん。趣味は詩吟で、
昭和47年頃から約35年間教室を開き、初めて
の人でも分かりやすいようにと指導法を工夫
しながら教えてきました。昭和48年に大町小学
校の創立100周年記念式典の冒頭に祝賀の詩
を吟じたのが大変良い思い出で、その時の写
真は今も大切にとってあります。
最近とても関心があるのは万葉の歌人大伴家持の詠んだ歌で
す。2018年は家持の生誕1300年にあたり記念行事も予定されてい
ることから、籏智さんは家持が魚津で詠んだとされる８つの和歌を
調べて吟じ、当時若くして越中国守を務めた家持の暮らしに思いを
はせています。
腹の底から声を出す詩吟が自分の健康法、と話す籏智さん。家
持の詠んだ「片貝の川の瀨清く行く水の絶ゆることなくあり通ひ見
む」を張りのある声で吟じます。じっくりと趣味に取り組みながらこ
れからもお元気で。

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 10/16㈮
受付時間 10:00～10:15

歯

はたち

籏智

10/21㈬
13:00～13:30

●もぐもぐ教室
対 象 生後8～10か月児とその家族
実施日 11/13㈮
受付時間 10:00～10:25

対象
日時

●フッ素塗布

健康づくりイベント
糖尿病や肥満と歯の健康状態が、密接な関係にあるとわかってきています。若々
しい表情と身体をキープするために、歯と身体の健康について学んでみませんか。
日時 10/27㈫ 13:30～16:00 演題 歯の病気は万病の元
講師 みたむら歯科医院院長 三田村聡 先生
会場·申込·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

10/6㈫、11/10㈫
13:00～13:30

●３歳児健診
対 象 平成24年４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 10/16㈮ 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

実施日
受付時間

室

23-9179
23-9171
23-9170
23-9172
33-8008
23-9175
32-9005

※事前に案内を送ります
※希望者にフッ素塗布を行います

教

道下保育園
青島保育園
経田保育園 運動会に
10/3㈯
住吉保育園 ご招待
松倉保育園
野方保育園
10/7㈬ 片貝保育園 作って遊ぼう

先輩パパ·ママの体験談を
聞いたり、おむつ交換と沐
浴の実習をします。
対象 妊娠中期から後期の
妊婦さんとその家族
日時 10/24㈯
受付時間 9:15～9:30
会場·申込·問合せ
健康センター
（前日までに要申込）

●１歳６か月児健診
対 象 平成26年３月生まれの児

査

対象者 未就園児とその家族
受付時間 園にご確認ください
実施日
園名
テーマ
電話番号

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 10/1㈭、11/5㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

診

パパとママの育児教室

母子健康手帳
健康センター

康

育児サロン

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 10/21㈬ 9:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族
★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。

２歳６か月になる児
10/9㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
10/15㈭ 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19年４月１日生まれの方（小学３年生）以
上で20歳未満のお子さま、保護者へ
日本脳炎予防接種は、お済みですか？
この年齢のお子さまは、本来の接種時期に接種
を控えていたため、受けていない方がいます。ま
ず第１期（３回分）が終了しているか、母子健康
手帳で確認ください。まったく受けていない、回
数が足りない方に、接種券をお渡しします。健康
センターへ問合せください。
※現在ワクチンは改良されており、接種を再開し
ています。
※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 10/13㈫、27㈫ ※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

国際ロータリー交換留学生
ささき

のん

佐々木 音

さん

大町小学校

６年生

いもと

井本

れん

蓮くん

ぼくは将来、
石の研究をした
り、石で何かを
作ったりした
いと思っていま
す。ぼくは海に
行って、石を
見るのが好きで
す。以前、父が珍しい石のことをくわ
しく教えてくれて、家に石を持ち帰っ
たりもしました。そのうちに、もっと
珍しい石を見つけたいという気持ちに
なり、また、長い年月をかけてできた
石に、歴史のようなものを感じるよう
になったのです。この気持ちを大事に
して、自分の夢を叶えるためにも、今
できることをがんばろうと思っていま
す。
６年生

たかた

高田

あや

亜弥さん

私の将来の夢
は、動物病院で働
くことです。私は
動物が大好きで、
家でカメを飼って
います。以前、カ
メの甲羅の皮がは
がれてきた時があ
り、急いで動物病院へ行くと、お医者
さんがすぐに診てくださいました。い
ただいた薬は、２～３回塗ったらすぐ
に効き目が出る、とてもよいものでし
た。その時、私も、よい薬を選び、早
く治してあげられる獣医さんになりた
いと思いました。夢の実現に向けて、
たくさん勉強して、また、患者さんに
信頼される人になりたいと思います。

佐々木音さん（友道在住）は、昨年８月から
１年間、国際ロータリーの交換留学生として米
国ニューヨーク州ナイアガラ郡ロックポート市
にあるロックポートハイスクールへ通い、英語
などを学びました。一回り大きく成長して帰国
し、現在は水橋高校３学年に在籍しています。
お父様がロータリークラブの会員であり、
関係者の勧めもあって留学を決めた佐々木さ
ん。語学力を高めるだけでなく、日本の文化を ▲留学生と交換したバッジでいっ
ぱいのブレザーを着る佐々木さん
伝える親善大使の役割も務めたいと意気込ん
で出発しました。現地の学校では、ほかにも留学生がいるものの日本人
は自分だけ。英語しか通じない生活が始まり、通じようが通じまいが自
分から英語で話しかけることを意識していたそうです。親元を遠く離れ
たホームステイ生活、なかなか通じない英語、誰も知り合いがいない環
境でとても不安になり、辛いこともありました。しかしながら、家族やロー
タリアンに支えられて辛い時期を乗り越えることができ、そのおかげで
人に感謝する気持ちが大きくなったと話します。
日本とアメリカの違いを特に感じたのはコミュニケーションの面で、ア
メリカでは初対面でも気さくに話しかけるのがあたりまえだそうです。
佐々木さん宅では現在、オーストラリアからの留学生がホームステイを
しています。家では同年代の親しみやすさもあり英語で会話をしている
そうですが、これは英語力ばかりなく、留学中のコミュニケーション経験
が活かされているようです。
留学してよかったことは多くの人との出会いがあったこと、と話す佐々
木さん。高校卒業後は
進学し、いろんな言語
をはじめ国際地域学な
どを学んで交流のかけ
はしになりたいと希望
を語ります。貴重な留
学経験を活かし、実力
と魅力とを兼ね備えた
素敵な大人になってく
ださいね。
▲各国からの留学生仲間と一緒に（前列右から２番目）

あたちの可愛いポーズ

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

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。

お姉ちゃん大好き

１歳10か月
たけだ

竹田

２歳２か月
ゆの

柚乃ちゃん

よしだ

あゆり

吉田 愛結莉ちゃん

201５-10
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21～26

日体大が３連覇

全日本大学女子野球

第29回全日本大学女子野球選手権大会が桃山·天神山野球場で開催され、
22チーム（26大学）による熱戦が繰り広げられました。大会期間中、休日を利用
して遠方から応援に駆けつける家族やOGも多く、地元の女子野球ファンとと
もに選手のひたむきなプレーに声援を送りました。また、天神山球場では恒例
となったてんじん地域振興会によるおもてなしがあり、地元で採れた野菜や果
物、作りたての焼きそばなどがふるまわれました。
決勝は５年ぶりのカードとなった日本体育大学（東京）と至学館大学（愛知）
の対決。結果は７－０で日本体育大学が勝利し、見事３連覇を果たしました。

▲優勝旗を先頭にダイヤモンドを行進する日体大チーム

▲劇的な逆転サヨナラ勝利に湧く選手達

９/

13

魚津の朝市

Vol.1

▲セーフか、アウトか、息詰まる瞬間

▲暑さもなんのその、一生懸命に応援

▲天神地区のおもてなしにスマイル全開

20周年イベント開催

平成７年９月に始まった「魚津の朝市」が20周年を
迎え、記念のイベントが開催されました。人気の朝市定
食が普段よりも安く食べられるとあって、会場には長い
行列が。また、マグロの解体ショーと即売には黒山の人
だかりができ、雨の中で行われた景品引換券付きお菓
子まきも賑やかな歓声が飛び交いました。
魚津の朝市は毎月第２ · ４日曜日の朝６時30分か
ら海の駅蜃気楼で開催されています。新鮮な魚をはじ
め、農産物や加工品など多種多様な地元のお店がなら
び、買い物や朝食のお客さんで賑わいます。なお、魚津
の朝市実行委員会は昨年11月、あすの富山県を創る協
議会より、第24回富山県ふるさとづくり賞まち·くらしづ
▲「〇等賞、出ました～！」 ドキドキ、ワクワクのお楽しみ大抽選会
くり活動部門で大賞を受賞しています。

２３
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６ 大規模災害に備える

富山県総合防災訓練を実施

10 月号
2015

平成27年度富山県総合防災訓練が魚津市、滑川市、上市町、舟橋村で実施されました。魚津市
では、北鬼江会場（ありそドーム）など４会場で約2,000人が参加し、災害発生時の情報伝達訓練、
防災関係機関による応急救護訓練などを行いました。
いざという時に備えてより実践的な訓練も取り入れられ、道下会場（道下小学校）では自主防
災組織が中心になり住民の避難訓練、避難所設置·運営訓練を行いました。また、村木会場（海の
駅蜃気楼）には８月下旬から運航を開始した県ドクターヘリが着陸し、機体の内部などが一般公
開されるとともに傷病者の救急搬送訓練を実施しました。

Vol.2

№839

▲車いすや担架を使うことを想定した避難訓練
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

▲避難所で被害発生箇所を報告し、地図に記入

９/

12 みんな輝く

▲救急車からドクターヘリに傷病者を収容

▲倒壊建物の中からけが人を救出する訓練

最後の運動会

さわやかな秋晴れのもと、市内の小学校12校で運動会が行われました。このう
ち、来年３月をもって閉校となる片貝小と西布施小は最後の運動会。子ども達は家
族や地域の皆さんの声援を受けながら、力いっぱい走り、笑顔を見せていました。

前月比

前年比

男

20,951人

－4

－240

女

22,299人

－11

－237

計

43,250人

－15

－477

世帯数

16,693世帯

－1

－28

10

13

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
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編集後記

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）

▲リズム体操の最後にメッセージボードが登場（西布施小）

▼７月から始まった「市長の
タウンミーティング」。２年
に一度、市長が各地区公民館
などへお邪魔し、市民の皆さ
んと直接話をしながらご意見
ご·提案などをいただいていま
す。 月は４地区で開催し、
これで 地区一回りすること
になります。▼これまでに開
催された９つの地区では地域
独特の課題について話し合わ
れ、また、少子高齢化がいく
つもの地区で話題になってい
たのが印象的でした。今月開
催される地区でも、ぜひ多く
の皆さんのご参加をお願いし
ます。 た( )

ホームページアドレス／http://www.city.uozu.toyama.jp/

▲「最後のPlease,Help me!!」、助けを求めてそれ急げ！（片貝小）

（平成27年８月末現在）

▲浸水を防ぐための土のう作り体験

2４

