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10月５日㈪ 加積りんご収穫体験と試食会
加積保育園の園児20名が、地元のりんご園で収穫体験と
試食をしました。
（23ページに関連記事）

よ し お

さん
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教育功労

月 日㈪ 午前 時～（市役所３階大会議室）

よしうら

浦 由雄

はるゆき

木下新
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（おおさき えみこ）さん

かい

さん

産業経済功労

産業経済功労

※ 月
 ２日現在での
年齢を記載しています。

すすむ

･歳

中田 進

な か だ

多年にわたり、絵本の読み
聞かせを通し、読書意欲の醸
成や読書習慣の確立に尽力さ
れ、子どもたちの想像力を高
め、情操教育の向上に寄与さ
れた。

代表 大﨑 惠美子

おはなしを楽しむ会

個人 人・団体７団体 栄えある受彰おめでとうございます。
◆表彰式

地方自治功労
大光寺

･歳

大光寺３区区長

ま つ だ

教育功労

さ わ だ

た つ お

く ろ だ

たつはる

黒田 辰春

袋 ･歳

さん

株式会社黒田精型 代表取締役会長

じゅんいち

さん

多年にわたり、魚津商工会
議所の要職を務め、地域経済
の振興に尽力され、魚津機電
工業協同組合の理事長として
技術力の向上や人材育成に貢
献された。

か ね み つ

･歳

金三津 順一

本町

あ さ い ち じ っ こ う い い ん か い

（あさの ひろし）さん

多年にわたり、地場産品の
物販を通して魚津の魅力を発
信し、新たな観光資源の創出
を図り、観光事業の振興及び
地域の活性化に寄与された。

会長 朝野 浩司

魚津の朝市実行委員会

う お づ

元 魚津漁業協同組合 監事

ひさみつ

澤田 辰勇

･歳

さん

前 天神公民館館長

かなやま

さん

上村木

株式会社魚津興産 代表取締役社長

諏訪町

諏訪町３区区長

多年にわたり、魚津商工会
議所議員を務め、地域経済の
発展に尽力され、ディベロッ
パー事業を通して市街地の再
開発を行い、地域の活性化に
貢献された。

75

多年にわたり、諏訪町３区
区長として、市行政の円滑な
運営に尽力するとともに、
地域の抱える問題の解決に努
め、住みよい街づくりの推進
に貢献された。

･歳

金山 久光

小菅沼区区長

本江

11

多年にわたり、北洋サケマ
ス漁出漁団員の模範となり従
事されるとともに、魚津漁業
協同組合の監事を務められる
など本市水産業の振興に寄与
された。

･歳

松田 治之

多年にわたり、大光寺３区
区長として、市行政の円滑な
運営に尽力するとともに、
地域の抱える問題の解決に努
め、住みよい街づくりの推進
に貢献された。

10

多年にわたり、天神公民館長
として、地域の生涯学習充実に
努め、地域の活性化と住みよい
街づくりの推進に力を注ぎ、社
会教育活動の振興に寄与された。

産業経済功労

75

11

多年にわたり、小菅沼区区
長として、市行政の円滑な運
営に尽力するとともに、地域
の抱える問題の解決に努め、
住みよい街づくりの推進に貢
献された。

産業経済功労
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地方自治功労

地方自治功労
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産業経済功労

産業経済功労

災害防護功労

災害防護功労

な が び き の か き き り ば な し ゅ っ か く み あ い

（まつくら みさお）さん

長引野花卉切花出荷組合
組合長 松倉 三佐夫

やす

多年にわたり、鹿の子百合
の栽培技術の向上と新品種の
栽培促進を図るとともに、切
花としてのブランド力向上と
地域の活性化に寄与された。

うおづじばさんちょくばいくらぶ

（みやさか さだこ）さん

魚津地場産直売倶楽部 おいで安

会長 宮坂 貞子

みのる

多年にわたり、安全な地場
農産物や加工物を安心して提
供できるようインショップ産
直の推進を図るとともに、地
産地消による農業の活性化に
寄与された。
た か せ

厚生事業功労

厚生事業功労

よ こ だ

ふ み こ

横田 トミエ さん
経田西町 ･歳
前 魚津市更生保護女性会 会長
多年にわたり、魚津市更生
保護女性会会長として、犯罪
や非行のない明るい社会の実
現に向け尽力され、安全で暮
らしやすい地域づくりに貢献
された。
あぶらもと

ますさき

油本 文子 さん
本町 ･歳
魚津市老人クラブ連合会 副会長
多年にわたり、魚津市老人
クラブ連合会副会長として、
高齢者の生きがいづくりや
様々な活動に取り組み、老人
クラブの発展と地域福祉の推
進に尽力された。
し げ き

さん

･歳

さん

高瀨 実

桝﨑クリニック 院長

桝﨑 繁喜

経田西町

･歳

くらたに

北鬼江

元 魚津市消防団分団長

さん

生活安全功労

永年にわたり、内科医師と
して市民の健康管理に努める
とともに、医師会の要職や市
の審議会委員、学校医などを
務め、地域医療の発展と福祉
増進に貢献された。

あ き お

竹倉 明男
･歳

元 魚津市消防団分団部長

青柳

たけくら

永年にわたり、魚津市消防
団にあって献身その職務に精
励し、災害防止や被害軽減に
努められ、本市の防災と市民
の福祉増進に尽くされた。

地域医療功労

83

く に お

倉谷 男 さん
文化町 ･歳
魚津市交通センター 大町支部長
永年にわたり、魚津市交通
センター大町支部長として、
地域住民の交通安全意識の高
揚と交通事故のない安全で暮
らしやすい地域づくりに尽力
された。

生活安全功労

特別功労

特別功労

かたかいこうかぼうはんくみあい

（とくもと ひろよし）さん

片貝校下防犯組合

組合長 德本 博義

永年にわたり、防犯活動の
普及推進に努め、地域住民の
防犯意識の高揚と犯罪のない
安全で暮らしやすい地域づく
りに尽力された。

とやまけんそくりょうせっけいぎょうきょうかい

（さど ただし）さん

富山県測量設計業協会

（一社）

会長 佐渡 正

平成 年７月の集中豪雨に
よる甚大な災害の復旧にあた
り、迅速に測量 設
･ 計業務を遂
行し、被災地域の早期復旧に
貢献された。

（よしだ ゆずる）さん

平成 年７月の集中豪雨に
よる甚大な災害の復旧にあた
り、迅速に応急対策や復旧工
事を遂行し、被災地域の早期
復旧に貢献された。

会長 吉田 讓

魚津建設業協会

うおづけんせつぎょうきょうかい

26

26
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永年にわたり、魚津市消防
団にあって献身その職務に精
励し、災害防止や被害軽減に
努められ、本市の防災と市民
の福祉増進に尽くされた。

201５-11

広報うおづ

３

65

受賞おめでとうございます
魚津ラグビー
フットボールクラブ
平成27年度

生涯スポーツ優良団体表彰
（文部科学大臣表彰） 受賞
昭和43年から活動している同
クラブは、ラグビー競技を通
じ、長年にわたり地域のスポー
ツの普及および発展に貢献され
たことが評価され、文部科学大
臣表彰を受賞しました。

有山地区町内会

東山区

平成27年度

平成27年度

道路ふれあい月間
道路功労者表彰 受賞

富山県治水砂防協会
砂防功労者表彰 受賞

有山地内の和合広場や県道沿
いにおいて、草刈りや植樹、ゴ
ミ拾いなどの美化緑化活動を10
年以上にわたり行い、地域の道
路愛護に大きく貢献されたこと
が評価され、（公社）日本道路協会
会長から表彰されました。

平成26年７月の集中豪雨によ
る大規模な土砂災害が発生した
際、区長の誘導のもと早期に自
主避難を行い人的被害の発生を
防ぐとともに、住民あげて農地
や用水路の土砂の除去に努め、
土砂災害の早期復旧に大きく貢
献されたことが評価されまし
た。

11月は｢子ども･若者育成支援強調月間｣
11月15日㈰は、家族の日
11月８日㈰～21日㈯は、家族の週間
毎月第３日曜日は、とやま県民家庭の日
内閣府では、11月を「子ども･
若者育成支援強調月間」、11月第
３日曜日を「家族の日」、その前
後各１週間を「家族の週間」と定
めています。
なお、富山県では毎月第３日曜日を「とやま県民家庭
の日」と定めています。
これらにあわせ、青少年育成魚津市民会議では魚津
市少年補導センター、青少年育成県民運動推進指導員
等と連携して、右記の活動をおこないます。市民全体
で青少年の健全育成を推し進めましょう。
問合せ先

市内小中学生による

「家庭の日」応募作品展
（ポスター・図画）
●日時
●会場

11月11日㈬～25日㈬
魚津市立図書館ロビー

強調月間特別研修会
●日時
●会場
●演題
●講師

11月12日㈭ 19:00～21:00
ありそドーム研修室
「大人の力で進めよう！健全育成」
四月朔日 秀典 氏
（富山県PTA連合会アドバイザー）

※入場無料･要申込

青少年育成魚津市民会議（生涯学習･スポーツ課内）

23-1045
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11月は児童虐待防止推進月間です
とは、
子どもの健やかな育ちを
極端にそこねる行為です。
身体的虐待
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、
やけどを負わせる、おぼれさせる など

性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、
ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト
家に閉じこめる、食事を与えない、ひどく不潔
にする、自動車の中に放置する、病気やけがに
なっても病院に連れて行かない など

心理的虐待
言葉によるおどし、無視、きょうだい間での差
別的扱い、子どもの目の前で家族に暴力を振る
う（ＤＶ、ドメスティック・バイオレンス）など

児童虐待は、社会全体の問題です
周りの方や地域の皆さんへ
「見守り」と「気配り」を

子育て中の方へ ひとりで悩まないで
家族の協力で子どもは育つ

核家族化や少子化のなか、子育てする人は
孤立しがちです。周囲の人の温かい言葉で、
子育て中の不安感が軽くなります。また、
「虐待を受けていると思われる子ども」に気づ
いたときは、ためらわずに相談機関へ連絡し
てください。匿名でも連絡できます。

子育ては、ひとりで行うものではありません。育児や
家事は分担しましょう。パパや家族が話しあい協力しあ
うことで、子どもは健やかに育ちます。魚津市内では、
こども課、健康センター、新川厚生センター魚津支所な
どで、子どもの養育や発育についてご相談に応じていま
す。困ったときはぜひご相談ください。

○魚津市役所こども課 子育て支援係
○児童相談所全国共通３桁ダイヤル
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23-1006（平日8:30～17:30）
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(24時間受付)

先月号（広報うおづ10月号８ページ）のおさらい
住民票のある住所に、10月下旬から11月末をめどに、
個人番号をお知らせする封筒（簡易書留）が世帯ごとに送
付されます。
封筒の中には、「通知カード」と「個人番号カード申請書」
が入っています。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。

よくある質問にお答えします
送付されたものと現在の世帯状況が異なるのですが？

個人番号カードは必ず申請しなければならないの？

10月５日㈪時点の住民票に基づいて発行されていま
すので、それ以降の異動は反映されていません。現在の
世帯状況と異なる場合は、市民課市民係までお問合せ下
さい。

個人番号カードを申請するかどうかは個人の自由で
す。必要がないと判断される場合は、申請しなくでも大丈
夫です。

住民基本台帳カードは使用できなくなりますか？
封筒を受け取ることができなかった場合はどうなるの？
郵便配達期間内に受け取れなかった通知カードは市民
課で保管となります。お受け取りの際は電話等で市民課
に確認の上、本人確認書類をお持ちになってお越しくださ
い。なお、代理人が来庁される場合は委任状が必要です。

市民課窓口で封筒を受け取る際の
本人確認書類について教えてください。
免許証、パスポート等、官公庁の作成した写真付きの本
人確認書類をご持参ください。お持ちでない場合は保険
証、年金手帳等を２点以上お持ちください。

個人番号カードの申請方法について教えてください。
個人番号カード（写真付きの身分証明書）の取得を希
望される方は、申請書に必要事項を記入し、顔写真を貼り
付けて簡易書留に同封の封筒を用いて郵便で申請してく
ださい。詳しい申請方法は同封のパンフレットにてご確認
ください。

発行は12月で終了となりますが、今ご使用のものは有
効期限まで使用できます。なお、個人番号カードを申請さ
れた場合、カードの交付時に住基カードは回収となります。

住民基本台帳カードの電子証明書を使って
e-Taxを利用しているのですが、使用できな
くなるのですか？
電子証明書の有効期限まで使用できます

個人番号カードを使って
e-Taxを利用できますか？
利用できます。個人番号カードに標準搭載された新し
い電子証明書をご利用ください。ただし、個人番号カード
の申請が殺到し、確定申告時期までに交付が間に合わな
い可能性も考えられます。
これまで同様、住基カードでの電子証明書の発行･更
新を希望される方は、12月18日㈮までに手続きをお願い
します。

個人番号カードの申請先はどこですか？
個人番号カード申請書の宛先は、個人番号カードの製
造委託先（地方公共団体情報システム機構）になっていま
す。市役所に郵送してもカードは作れないのでご注意くだ
さい。
通知カード･個人番号カードに関する問い合わせ先は

マイナンバーをかたった
不審電話や便乗詐欺にご注
意ください。

個人番号カードコールセンター

0570-７８３-５78

その他の問合せ先

23-1075

市民課市民係（１階①番窓口）

平日
8:30～22:00
土日祝日 9:30～17:30

（マイナンバー問合せ用回線）

201５-11
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「市民公募型提案事業」は、様々な地
域課題の解決に向けて、市民のみなさ
んの自由な発想を活かしたアイディア
を募集し、市と協働して事業を実施す
るものです。

今年度は魚津の観光資源を活用した婚
活イベントを２件採択し、出会いの場の
提供はもちろんのこと、交流人口の増加
や街中の賑わい創出、魚津の知名度ＵＰ
にも貢献してもらっています。

対象となる経費の80％相当額で、30万円を限
度とします。一定の自主財源が必要となりま
す。

平成27年11月２日㈪から
平成27年12月18日㈮ 午後５時まで

２件

町内会、自治会、地域振興会または魚津市内
で社会貢献的活動を行っているボランティア団
体、ＮＰＯ法人、企業等。

3

3

※２ 月開催予定の選考会では「採択候補 事業」を選
定します。事業採択を決定するのは平成28年３月
議会で新年度予算案が可決された後になります。
予算の内容により採択件数は変更になることがあ
ります。

平成28年４月１日以降に着手する事業で、公
益的および社会貢献的な事業で、地域課題の解
決や市民サービスの充実等につながり、市と協
働することで具体的な効果や成果が期待できる
事業。

資格要件や申請書の書き方など、
くわしくは魚津市地域協働課のHPを
ご覧ください。また、申請の際には事
前にご相談ください。

これまでに採択された事業をご紹介します
魚津クリアラーメン

魚津情報未来塾
平成25年度
活動実績報告番組

ハロウィンin中央通り2014

「僕たちが
魚津の未来に
できることって
なんだろう？」
県内外でイベントに数多く出店活動をす
ることにより、観光ＰＲとともに、魚津
のあらたな味をＢ級グルメとしてＰＲす
ることができました。

問合せ先
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公募型提案事業で実施した内容をダイジ
ェストで放送することで、魚津情報未来
塾の活動を広くＰＲし、今後の活動拡大
につなげました。

おばけの衣装を身に着けた子ども達が「トリ
ック･オア･トリート！」とお菓子を求めて中
央通りを練り歩きました。

魚津市役所 地域協働課 協働推進係（２階）

23-1017

11月14日は「世界糖尿病デー」です

糖尿病はあなたの血管を痛めます！
健康診断結果の確認はお済みでしょうか？

HbA1c

「HbA1c」または「空腹時血糖」で確認してみてください。

空腹時血糖

判定

過去１～２か月の
平均の血糖値

（血液の中の糖の量）

5.5％以下

99mg/dl以下

正常

5.6～6.4％

100～125mg/dl

生活の改善が必要です

6.5％以上

126mg/dl

医師にご相談ください

糖尿病は体の調子に異常がないことが多いですが、
確実にあなたの血管を痛め、放置すると網膜症や神経
障害、腎障害などの合併症につながります。
毎日の生活を振り返り、糖尿病にならないように、
また、うまくつきあっていけるようにしましょう。

健康診断を受け
結果を確認する

食事を工夫する

適正体重を維持する
BMI（体重÷身長÷身長）
が25を超える場合は
注意が必要です

適度な運動を行う
積極的に体を動かし、
自分の体の調子にあった
運動を続けましょう

年１回は体のチェックを
し、早期発見･早期治療
につなげましょう

ストレスをためない

野菜は１日350g以上
腹八分目を目安に
お菓子やアルコールは
控えめにしましょう

休息･睡眠をしっかり
とり、ストレスとうまく
付き合いましょう

健康センターでは糖尿病などの健康相談を行っていますので、ご利用ください。（20ページ参照）

新川糖尿病フォーラム

～体験者の声～
Kさん（加積地区、76歳）
50歳代から尿に糖は出てい
ましたが、自覚症状がないの
で放置していました。60歳の
時に人間ドックで「糖尿病」
と診断され、すぐ服薬が始ま
りました。以後、暴飲暴食を
さけてよく噛んで食べ、よく
歩くようにしています。おかげで15年以上、合併症
は出ていません。また、糖尿病の患者会や運動の教
室にも参加し、とても健康的に過ごしています。

11月７日㈯ 新川文化ホール
参加費無料（医療関係者500円）
特別講演 13:30～16:00
「ロコモティブシンドロームと骨粗鬆症
～100歳まで健康に生きるために～」
特別企画 11:30～13:00 （先着50名完全予約制）
「お弁当から学ぶ栄養バランス」

魚津市健康センター

問合せ先

黒部市民病院内科（家城） 54-2211

24-3999

201５-11
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「魚津市教育振興基本計画（素案）」についてパブリックコメントを募集します
魚津市では、平成28年度から平成32年度の５か年
を計画期間とする「魚津市教育振興基本計画」の策定
を進めています。
この計画は、教育の振興に関する施策の総合的か
つ具体的な推進を図るため、魚津市の教育の現状と
課題を踏まえ、その課題等の解決に向けての基本的
な方針や具体的な方策について示すものです。
計画を策定するにあたり、市民等の代表者で構成す
る「魚津市教育振興基本計画策定委員会」を設置し、協
議を重ねてきましたが、このたび素案がまとまりまし
たので、市民のみなさまの意見を募集します。

●募集期間 11月２日㈪～30日㈪（必着）
●計画（素案）の閲覧場所
 魚津市HPのほか、魚津市教育委員会、地域協働
課、こども課、各地区公民館で閲覧できます。
●提 出方法 閲覧場所にある「ご意見募集用紙」に住
所･氏名･年代･ご意見を記載のうえ、下記宛て郵
送、FAX、電子メール又は直接持参してくださ
い。住所、氏名等必要事項の記載のないものは無
効とします。また、お電話による口頭での意見提
出は受付できませんのでご了承ください。
●意見を提出できる方
 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、素案に利害関
係を有する方（団体含む）
※ご意見募集用紙は魚津市HPからダウンロードすることもできます。
※お 寄せいただいたご意見は、個人情報を除いたうえで要約し、
後日市HPで公開します。

提出先

魚津市教育委員会 教育総務課
〒937-0066 魚津市北鬼江313番地２ 魚津市役所第一分庁舎
23-1043 FAX23-1052 電子メール education@city.uozu.toyama.jp

魚津市民バスからのお知らせ
魚津市民バスの一部ルートで
冬時間運行を行います

11月３日㈫、23日㈪
市民バス郊外ルートは運休日です

11月１日㈰から平成28年２月29日㈪までの間、魚津市民バス
の上野方、坪野ルートの一部の便で冬時間での運行となります
ので、ご注意ください。運行時刻の詳
細は、４月配布の時刻表または市のＨ
Ｐをご覧ください。

11月３日㈫は文化の日、23日㈪は勤労
感謝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。

※検 索エンジンで、「魚津市民バス案内」と検
索されると便利です。

市民バス･地鉄バスのお客様専用の「マイ時刻表」をお作りします
バスでの外出用に、マイ時刻表を作ってみませんか？

マイ時刻表とは

マイ時刻表の申込み方法

「市民バスや地鉄バスの時刻表やルート図が複雑
で、どのようにしてバスを乗り継げば良いか分かりに
くい。」というお客様の声にお応えし、ご利用になりた
いバス停と時刻のみを記載した、お客様専用の【マイ時
刻表】を無料でお作りします。

住所、氏名、電話番号、乗車･降車
のバス停名（複数でも可）を電話または
FAX、電子メールで商工観光課交通政策
係までお知らせくださ
い。約１週間程度で、マ
イ時刻表をご自宅に郵送
いたします。

※乗車･降車のバス停の往復の時刻表が必要な方は、その旨お
申し付けください。

商工観光課交通政策係（３階）

９

広報うおづ
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23-1380

FAX23-1060

メールアドレス syokokanko@city.uozu.toyama.jp

11.20 -22

開催日時

金

日

前売りチケット発売中 ￥3,500（５枚つづり）
チケットのご購入は観光案内所

または

11:00 ～ 24:00

11月20日以降 ￥4,000

魚津deバル街ＨＰから

「魚津deバル街」第４弾が開催されます

59

店舗参加

魚津を飲んで食べて
ハシゴしよう！

Ｚ…

新企画の「プラチケ」や
お得な「バル泊チケット」も登場します

ＺＺ

♪

♪

スペインのバル形式にならって「食べ歩き」＆「飲み歩き」＆
「街歩き」をするバル街は、もうすっかり魚津の飲食イベン
トとして定着しています。
今回もカフェから洋食店、お寿司屋さんに居酒屋、バー
など色々なお店が参加します。５枚綴りのチケットを１枚
づつ切り離して「１ピンチョス（おつまみ）＋１ドリンク」をお召
し上がりください。
当日はバルｍａｐを片手に飲食店をハシゴする人々が、
街のあちらこちらで見られます。

チケ

おしゃれに！気軽に！ＧＯバル街！

プラ

新企画の「プラチケ」（３枚綴りで1,000円）は、通常のバルチ
ケットにプラチケ１枚を一緒に出すと、お店のバルメニュ
ーがスペシャルメニューに代わるという楽しい企画です。
もう一つの新企画「バル泊チケット」は、市内のホテルなど
で使える5,000円分の金券が2,500円で購入できる超お得な
企画です。

チケットについて 魚津駅前観光案内所 22-2244
イベントについて 魚津市観光協会
22-1200

魚津で素敵な出会いを見つけよう！
●日時
●会場
●参加費
●申込方法

11月21日㈯ 16:00～
ホテルグランミラージュ １F
ミラヴェール
男性7,000円 女性5,000円
（バルチケット代金込）
チケットぴあにて参加チケット購入

チャペコン

魚津

婚活

問合せ先

１次会は
ホテルのレストランで
スイーツを楽しみながら

２次会は
気になる彼や彼女を誘って
魚津のバル街でグルメデート

※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。
チャペコン実行委員会

メールアドレス chapelparty@gmail.com

201５-11
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11月はエコドライブ推進月間です

地球と財布にやさしい
エコドライブを実践しましょう ！

環境安全課環境政策係（１階⑩番窓口）
23-1004

ふんわりアクセル「ｅスタート」

加減速の少ない運転

タイヤの空気圧をこまめにチェック

やさしい発進を心がけましょう。

車間距離は余裕をもって、交通状況に応じ
た安全な定速走行に努めましょう。

タイヤの空気圧を適正に保つなど、確実
な点検･整備を実施しましょう。

無用なアイドリングをやめましょう。

自分の燃費を把握しよう

道路交通情報の活用

早めのアクセルオフ

自分の車の燃費を把握することを習慣にし
ましょう。

出かける前に計画･準備をして、渋滞情報や
道路障害等の情報をチェックしましょう。

駐車場所に注意

不要な荷物は積まずに走行

アイドリングストップ

エンジンブレーキを積極的に使いましょう。

エアコンの使用を控えめに

渋滞などを招くので、違法駐車はやめま
温度･風量の調整、ON･OFFを適正に行いましょう。 しょう。

10分間のアイドリングをやめると、
130cc程度の燃料消費を抑えられます。

５分間の暖機運転をやめると、
160cc程度の燃料消費を抑えられます。

魚津のりんご園ガイドのご案内
言わずと知れた魚津の名産品。今年もりんごがお
いしい季節がやってきました。
下記ＨＰでは各直売農家を紹介しております。こ
の機会にぜひ足を運んでみてはいか
がでしょうか。
HPアドレス
http://www.uozu-kanko.jp/basic/
ringo-guide.html
問合せ先

不要な荷物は積まないようにしましょう。

ペットのしつけと飼い主のマナー

魚津市内のりんご産地イベント情報
「JAうおづ農業祭」におい
て、加積･西布施･上野方りん
ごの試食･直売を行います。
イベント企画もありますので、
是非ご来場ください。
●期間
●会場

農林水産課農政振興係（３階）23-1034

11月７日㈯～８日㈰
ありそドーム

問合せ先

JAうおづ営農企画課

●屋内での飼育に努めましょう。
●自宅の中の決まった場所で排せつさせましょう。
●飼い主のいないねこに安易にえさを与えないように
しましょう。

環境安全課環境政策係（１階⑩番窓口） 23-1004

201５-11

24-9923

の飼い方

●犬の登録と狂犬病予防注射を忘れずに行いましょう。
●鑑札･注射済票や迷子札を装着しておきましょう。
●放し飼いはやめましょう。
●散歩のときは、フンや尿をきちんと始末しましょう。

広報うおづ

9:30～16:00

ペットの不適正な飼育による鳴き声･フン害･臭気･放し飼いな
どの相談や苦情が増えています。だれもが気持ちよく生活でき
るように、今一度ペットの飼い方を見直してみましょう。

の飼い方

11

不要な荷物を100kg減らすと
３％程度の燃費悪化を防げます。

平成

住宅防火 いのちを守る
７つのポイント
３つの習慣、４つの対策

３つの習慣

12
1２
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秋季全国火災予防運動

年

年度全国統一防火標語）

が実施されます
『無防備な 心に火災が かくれんぼ 』 （平成

・寝たばこは、絶対やめる。
・スト
 ーブは、燃 えやすいものから離
れた位置で使用する。
・ガス
 こんろなどのそばを離れるとき
は、必ず火を消す。

４つの対策

申し込みは
電話でも可能です

無料
12月４日㈮

●受講料
●申込締切

27

これから火災が発生しやすい時季を迎えます。この運動は、火災予防思想
の一層の普及を図ることで火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者
の発生を減少させ、財産の損失を防ぐことを目的に実施されます。
日㈰までの７日間

経田中町交差点

24-7980

富山県東部消防組合 魚津消防署 救急係

申込み先

月９日㈪～

●経田郵便局

●講習内容
・心肺蘇生法（人工呼吸･胸骨圧迫）
・AED（自動体外式除細動器）の使いかた
・大出血時の止血法
・喉に異物が詰まった場合の異物除去法

救急車は通報を受けてから現場到着するのに全国平均で約
８分間かかっており、すぐには来ません。その時に大切な家
族の命を助けるには、救急車が来るまで
の救命手当て（心肺蘇生法）が重要と言わ
れています。
魚津消防署では、一般市民の方を対象
とした救命講習を開催します。多くの方
のご参加をお待ちしています。

●実施期間

10

12月６日㈰ 9:00～12:00
富山県東部消防組合 魚津消防署

「いざという時のために心肺蘇生法を身につけましょう」

15

火災予防運動に伴う主な行事

●入船公民館

●日時
●場所

普通救命講習会の案内

秋季消防訓練

24

11

訓練参加車両待機場所
※駐車はご遠慮願います

・逃げ遅れを防ぐために、住宅用火
災警報器を設置する。
・寝具 、衣 類 及 びカーテンからの火
災 を防 ぐために、防 炎 品 を使 用
する。
・火災 を小 さいうちに消 すために、
住宅用消火器等を設置する。
・お年
 寄りや身体の不自由な人を
守るために、隣近所の協力体制を
つくる。

月９日㈪～ 日㈰
魚津サンプラザ

富山県東部消防組合 魚津消防署
 ７･９８０

11

11

●日時
月７日㈯ 午前９時～ 時
魚津市経田中町及び経田西町地内で消防訓練を
実施します。当日は訓練地区の一部で車両通行止
め等の交通規制を行います。

平成 年度
魚津市小学生防火ポスターコンクール
出展作品の展示
●期間
●場所

15

防火推進地区の防火指導

11

●日時
月７日㈯ 午前 時～正午
東山 青
･ 柳地区の一般家庭を消防職
員と地元消防団員が防火訪問を実施
し、火災予防の啓発を行います。
11

27

27

通行止め区間
9:00～10:00

魚津市内の防災行政無線屋外スピ
ーカーを カ所から カ所に増設し
ました。 月中に２回の訓練日があ
りますので、ご注意願います。

・安易に書類などにサインしたり押印しない。
・不正を感じたらはっきりと販売、点検を拒否する。
・相手が脅迫的な行動に出たときは、警察に通報する。
・法律では、一般住宅に消火器を設置する義務、点検する義務はありません。
・消防職員や消防団員、市役所職員が消火器を訪問販売（斡旋含む）することはありません。

防災行政無線
訓練放送のお知らせ
全国一斉 緊急情報の伝達試験

分ごろ～

魚津市シェイクアウト訓練

午後２時

災害時に全国瞬時警報システム（Ｊ ーＡＬＥ
ＲＴ）※から送られてくる緊急情報を、確実に
みなさまへ伝えるため、緊急情報伝達手段の
試験を行います。

月５日㈭

●日時
月 日㈬ 午前 時ごろ
●試験内容 防災行政無線の放送
市内 か所に設置してある防災行政無線か
ら、次の放送内容が一斉に放送されます。

月 日 の 「津 波 防 災 」の 日 に 合 わ せ 、
魚津市一斉でのシェイクアウト訓練を実
施します。
●日時
シ ェ イ ク ア ウ ト 訓 練 は 「誰 でも」 「
･ど こ
でも」できるシンプルな地震防災訓練で、
「① 姿 勢 を 低 く ② 頭 を 守 り③ 動 か な い」を
分間行うものです。
午後２時 分ごろ、防災行政無線屋外ス
ピーカーや防災ラジオから訓練放送が流れ
ま す 。 魚 津 市 緊 急 情 報 配 信 サ ー ビ ス （登 録
制 ）か ら は 、 訓 練 メ ー ル が 配 信 さ れ ま す 。
訓練放送を聞いたりメールが配信された
ら、その場で訓練を行ってください。
ご家庭や職場で、地震による被害から
身を守るための安全行動を身につけまし
ょう。

魚津消防署 24-7980

富山県東部消防組合

11

※屋外 か ら の 音 が 聞 こ え な い 場 合 も 時 間 ど お
りに開始してください。

（注）防災ラジオからも防災行政無線と同じ内容の
放送が流れます。
（注）災害の発生、気象状況等によっては、試験を
中止する場合があります。
※( Ｊ) ーＡＬＥＲＴ（ジェイ ア
･ラート）とは、地震・
津波や武力攻撃などの災害時に国から送られ
てくる緊急情報を人工衛星などを活用して瞬
時に情報伝達するシステムです。

１･０７８

被害に遭わないための注意点として

38
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1３

防災行政無線チャイム

25

総務課防災係（２階）

23

消防職員のような服装で、「消防法が改正され、すべ
ての住宅に設置と点検が義務付けら
れました」、「住宅用火災警報器を今
すぐ設置しないと罰せられます」など
と消防法、条例などの内容を偽り販
売してきます。

いきなり訪問し、「消防署、市役所から来
ました」などの口調で相手を信用させます。
家に設置してある消火器を見て、「古い、期
限切れ」などの理由によりすぐに交換が必
要と説明します。料金支払い後、「後で消
火器を持ってきます」と言い残しその場を立
ち去ります。

11 9

＋

11

25

5

11
25

38

「これは、試験放送です。」
「これは、試験放送です。」
「これは、試験放送です。」

1

消火器などの悪質な訪問販売・点検にご注意ください

全国各地で消火器や住宅用火災警報器の悪質な訪問販売などによる被害が多発し、県内でも被害を受け
た事例がありました。次の「手口」、「注意点」を参考にして、十分に注意してください。

く ら し

※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）

臨時福祉給付金の申請は
お済みですか？
社会福祉課福祉 保 護 係
１
･ ０７７

元気とやま！就職セミナー

富山県労働雇用課
  ０７６・４４４・８８９７

富山県へのＵターン就職を
お考えの方などを対象に、富
山県の就職環境や就職活動の
進め方 コツなどをお伝えする
･
セミナーです。お子様 お
･ 孫様
等にぜひお知らせください。

ン グ フ ェ ア （合 同 就 職 面 接 会 ）
を開催します。
一度に複数の企業と出会え
る絶好のチャンスです。ぜひ
ご参加ください。
●日 時
月 日㈪ 午後１
時半～４時（受付は午後１時から）
新川文化ホール

日

※事前申込不要、入場無料、入退出自由

●場所

狩猟解禁は 月

１(階⑪番窓口 )

１
･０４８

環境安全課生活安全係

月 日㈰から来年 月
日㈫まで、狩猟が解禁となり
ます。
狩猟が行われるような山な
どへお出かけの際には、くれ
ぐれも注意してください。
また、ハンターの皆さん
は、マナーを守って安全な狩
猟を心がけてください。

14
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※ か ら は じ ま る 電 話 番 号 か ら お か
けになる場合は ０３ ６･７００ １･１４４
へお問い合わせください。

中小企業退職金共済制度
中退共本部
 ０３ ６･９０７・１２３４
魚津市商工観光課
（３階）  １･０２５

６
･９００

ゴミのポイ捨てや不法投
棄をやめてください

１･０４８

15

ゴミのポイ捨てや不法投棄
が後を絶ちません。
不法投棄は刑罰の対象とな
る犯罪です。ゴミのポイ捨て
や不法投棄はやめましょう。
また、地区の環境巡視員の
方々が、不法投棄防止のため
パトロールを行っています。

１(階⑪番窓口 )

3

23

環境安全課生活安全係

1

国がサポートする従業員のた
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/

０
･３６５

民間委託訓練の受講生募集
ハローワーク魚津

ポリテクセンター富山
０７６６・２８

●対象 学生（学年不問）、社会
人 （Ｕ ターン転 職 を お考 え の方
など）

※詳し く は 県 労 働 雇 用 課 の Ｈ Ｐ を ご
覧ください。

０
･３６５

ハローワーク魚津 滑･川
人材マッチングフェア開催
ハローワーク魚津


ハローワーク魚津 滑
･ 川で
は、管内の求人企業約 社（予
定）を一堂に集めた人材マッチ

11

（１階⑥番窓口）

みらい

魚津市臨時福祉給付金の申
請受付期限は 月１日㈫で
す。期限を過ぎると、給付金
を受けとることができません
のでご注意ください。
８月末に市から送付した申
請書を紛失した場合や手続き
の仕方がわからない場合は、
市役所社会福祉課までお問い
合わせください。

いい

月 日は「年金の日」です

ねんきんネット等専用ダイヤル

 ０５７０ ０･５８ ５･５５
ねんきんネットＨＰ
http://www.nenkin.go.jp/n_net/

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。
●募集訓練科 ＩＴ技術者養
成科
● 訓 練 場 所 ㈱ ス キ ル （富 山
市） ０７６・４３１・０４３９
●訓練期間
月２日㈬～平
成 年６月１日㈬
●対象者 ハローワークで求
職の申し込みをしている方等
●申込締切
月 日㈪
※選考があります。
※受講 料 は 無 料 、 テ キ ス ト 代 等 は 必
要です。

①平成27年11月15日㈰
②平成28年２月13日㈯

22

「ねんきんネット」をご利用い
ただくと、いつでもご自身の
年金記録を確認できるほか、
将来の年金受給見込額につい
て、ご自身の年金記録を基に
様々なパターンの試算をする
こともできます。
「ね ん き ん ネ ット 」に つ い て
は、日本年金機構のＨＰか、
ねんきんネット等専用ダイヤ
ルへお問い合わせください。

金沢会場

23

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
月 日㈭・ 日㈭
午後１時～４時
●場所 市役所 階市民相談室

全国一斉「女性の人権ホットラ
イン」強化週間（電話相談）
4
 ０５７０・０７０・８１０（通話料有料）
●日時
月 日㈪～ 日㈰
午前８時半～午後７時（ただ
し、土 日
･ 曜日は午前 時～午
後５時）
●相談内容 夫 パ
･ ートナーか
らの暴力、職場等におけるセ
クハラ、ストーカー行為、そ
の他女性をめぐる各種の問題
●問合せ 富山地方法務局
 ０７６・４４１・０５５０
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

①平成27年11月29日㈰
②平成28年２月21日㈰

1

名古屋会場

23

30
①平成27年11月28日㈯
②平成28年２月20日㈯

11
京都･大阪会場
場所

23

24

16

12

11
①平成27年11月10日㈫
②平成28年２月１日㈪

24

10

日程

東京会場

40

12

11

30

19

22

12

1

16

050

28

11

11

11

3,000 円

六郎丸

3,000 円

（故）佐々木 孝志

金山谷

100,000 円

（社会福祉協議会）

22-8388

204,397 円

魚津保育園職員一同

新金屋

8,000 円

北陸労働金庫魚津支店
地域福祉推進委員会

上村木

120,000 円

▼社会福祉課備品として
車いす（１台）

▼保健医療基金への寄附
匿名希望

500,000 円

☎22-6006

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。

11月20日㈮ 13:30～16:00
地域包括支援センター予防係

23-1093

※初めての方は事前にご連絡ください。

400

福祉バス運行表

15

20

23

集

25

（火、木、金、土）
（水、木）

募

12 80

●百楽荘
●経田福祉センター

200

１･０７４

おたっしゃ介護予防教室

150

ごみ指定袋への
広告掲載を募集します

☎24-7307

新川広域圏業務課
（森） 

☎24-3241

家庭用もやせるごみ袋
枚数 約 万枚（ごみ袋大）
料金 １枠あたり 万円

福祉センター百楽荘・経田福祉センター
（月曜休館）

銀色の回転盤

家庭用もやせないごみ袋
枚数 約 万枚（ごみ袋大）
料金 １枠あたり 万円

11月５日㈭ 10:00～15:00
300円
●問合せ つむぎ倶楽部

●募集枠 共に２枠
●枠サイズ 縦 ㎜×横 ㎜
●募集締切日
月 日㈮

●日時
●利用料

１
･０１４

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

１
･０１３

11月のオレンジカフェつむぎ




●日時
●問合せ

水道課工務係
業務係

『介護家族の集い』に参加しませんか？

宅内における
水道管の漏水について

吉島511

蛇口を全て閉めても、 量水
器の銀色の回転盤が少しでも
回っていたら、 漏水の恐れが
あります。魚津市指定給水工
事店へご連絡ください。

つむぎ倶楽部

23

１
･ ０１４

澤田グループ

水道課工務係

新宿

（第２分庁舎）

軍恩魚津一区会

冬期間の給水管の引き込み
工事については、降雪などに
よって、工事の一時中止や大
幅な延期をお願いすることが
あります。
給水管の引き込み工事を予
定されている方は、魚津市指
定給水工事店にお早めにお申
し込ください。

1,930 円

給水管引き込み工事の
申込みはお早めに

平成23年度
本江
本江保育園卒園生同窓会

23

ストーブやファンヒータ
ーを処分するときは

天神野新

健康友の会 沖田 崇寛

環境安全課生活安全係

三井自動車（株）友の会

▼善意銀行

100,000 円

１･０４８

川縁

１(階⑪番窓口 )

（故）坪崎 孝子

※市内は１か所のみ

▼社会福祉基金

ストーブやファンヒーター
をゴミ 資
･ 源物として処分する
時に、灯油 電
･ 池が残っている
と火災が発生する恐れがあり
大変危険です。
人命に関わる大事故になり
かねませんので、必ず空焚き
をするなどして中の灯油を抜
き、乾電池をはずしてから出
してください。
ごみ減量のため、なるべく
資源物として持ち込んでくだ
さい。
●持込場所 魚津清掃公社内
常設ステーション（大光寺）

ご寄付ありがとうございました

●福祉センター百楽荘行き

西布施

11/４㈬･11㈬･18㈬･25㈬

※上記地区以外の方は市民バスをご利用ください。

11

11

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

15
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11/10㈫・24㈫
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☎23-1007

27

21

28

（吉崎） 
１
･６５７
super_youchan@yahoo.co.jp
http://uozu-fta.jimdo.com/

●経田福祉センター行き

12

23

魚津市フレッシュテニス教室

11/６㈮･13㈮･20㈮･27㈮

魚津市フレッシュテニス協会

片貝・加積

●日時
月 日㈮、 日㈯、
月４日㈮、５日㈯ 各日 午
後８時～午後９時半
●場所 魚津東部中学校体育館
●受講料 １人千円（スポー
ツ傷害保険は各自で加入して
ください）
●申込期日
月 日㈯

11/10㈫･17㈫･24㈫

※当日会場での受付も可
※内履 き 必 要 。 ラ ケ ッ ト は 主 催 者 側
で準備します。

虎谷・石垣新

１
･ １２３

回魚津市美術展

催 し 物
第
新川文化ホール


市民の美術作品を展示しま
す。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

ジャンプスタートコンサート

もくもく感謝祭２０１
魚津もくもくホール
 ･
０･９０９
mokumoku@nice-tv.jp

●日時
月 日㈰ 午前９
時～午後２時
●会場 魚津もくもくホール
・山の駅もくもく野菜市
・パークゴルフ場無料開放
・フリーマーケット
・木工クラフト体験
・パトカー展示 など

魚津観光ボランティア
「じゃんとこい」秋の研修会

16

広報うおづ
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とやま室内楽フェスティバル実行委員会

 ０７６ ４･２３ ７･１５９
http://www.chambermusic-toyama.jp

次 代 を 担 う ９ 組 の若 手 演 奏
家たちが、学びの森天神山交流
館での１週間にわたる集中ワー
クショップ の成 果 を お聴 か せし
ます。
●日時
月 日㈬ 午後２
時～６時半
●場所 新川文化ホール 小ホール
●出演 サントリーホール室内
楽 アカデ ミーフェロー（ 名 ）、
富 山 ゆか りの若 手 アーティスト
（６名）
魚津駅前観光案内所
 ２
･２４４

～午後５時

魚津観光ボランティア「じ
ゃんとこい」の研修会に参加
してみませんか？
地元のボランティアガイド
のもと、小矢部市の倶利伽羅
峠 古 戦 場 を 巡 り ま す 。（アウト
レット見学あり）
●日時
月 日㈬ 午前９時

※雨天決行

●集合場所 魚津市役所正面
● 参 加 費 ２ 千 円 （昼 食 代 、保
険料等）
●定員
名（先着順）
月 日㈫
●申込期限

23-1008

税務課納税係（１階⑯窓口）

5

※歩きやすい服装でご参加ください。
※当日 「魚 津 駅 前 観 光 案 内 所 」は、臨 時
休業日となります。

魚津税務署法人課税第一部門 24-4934

税務課資産税係（１階⑬窓口） 23-1069

11月７日㈯～17日㈫
アピタ魚津店 ２階

●開催日
●会場

年末調整の説明会について

事業所の給与支払･年末調整担当者
を対象に開催します。
●日時 11月19日㈭ 14:00～
●会場 新川文化ホール 小ホール

市内で建物を新増築、取り壊しをした時、または登
記されていない建物を売買等で所有権移転された時
は、市役所税務課まで届出をしてください。
所有者等からの届出がないと正しい課税ができませ
ん。ご協力をお願いします。
なお、登記してある建物を
取り壊しされた場合には、法
務局（登記所）において滅失登
記の手続きを忘れずに行って
ください。

※５日㈭最終日は午後 時まで。
※４日
 ㈬は振替休館日です。

３･９４６

※その 他 、 気 軽 に 楽 し め る ク ラ シ ッ
クコンサートをご用意していま
す。詳細はＨＰをご覧ください。

月の歩こう会
魚津歩こう会
（地﨑）

宇奈月温泉駅を下車し、宇
奈月湖畔の栃の湯まで散策し
ます。
●日時
月 日㈰ 午前８
時半 新魚津駅集合

10

税についての作品展

建物の新増築や取り壊し、売買等の時には届出を

22

22

23

FAX

22

25

11

11月11日㈬～17日㈫は「税を考える週間」

国税庁では、11月11日㈬～17日㈫までを、「税を考え
る週間」として、全国的に各種行事を行っています。

税 に関するお知らせ

11

11

40

24

31

第 回 富山県駅伝競走大会・
富山県小学生駅伝競走大会開催

3

11

15

11

11

23

11

生涯学習 ス･ポーツ課スポーツ係
（第１分庁舎）
１
･ ０４６

12

11

11

23
5

10

10

県内 郡市が健脚を競う富
山県駅伝競走大会 富
･ 山県小
学生駅伝競走大会が、 月８
日㈰に開催されます。昨年魚
津市チームは、中学～一般の
部、小学生の部ともに 位で
した。
魚津市を代表して走る選手
達を応援しましょう。
●中学～一般 午前 時 県
庁前スタート 高岡市折り返
し（ 区間）
●小学生 午前 時 分 県
庁前スタート 県庁周回コー
ス（ 区間）
11

15

11

55
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18

10

☎23-9800

21㈯

13:30まで×

３（火･祝）

17:30まで×

22㈰

17:30まで×

23（月･祝）

14:00まで×

７㈯

終日×

８㈰

19:00まで×

28㈯

17:00まで×

14㈯

17:00まで×

29㈰

17:00まで×

15㈰

17:00まで×

（10月15日現在）

15

10

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～

11

●場所 銀座通り商店街 旧日本
海電業倉庫（真成寺町４番 号）

９
･４１３（島澤）

22

22

●問合せ

11

10

10

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）
●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

※当日は2千円
※定員になり次第終了

22

22

山の駅もくもく野菜市
●日時
月 日㈰までの、
毎週土曜 日･曜 午前８時半～

フリーマーケットinありそ
出店者大募集！
●日時
12月13日㈰
9:00～14:00（準備は 8:00～）
●会場
ありそドーム
●出店料 １区画 1,500円（全50区画）

●場所 魚津もくもくホール
●問合せ  ０･９０９

※３日（火･祝）は祝日のため営業します。４日㈬が振
替休館日になります。

33

11

50

50

8

魚津地域職業訓練センター
新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

☎31-7001

FAX31-7009

魚津市が舞台

ＩＴ講習受講者募集
コース

日程

年賀状･住所録作成

11/30㈪～
ワードとエクセルを使って、年賀状と住所
12/２㈬
録を作成します。（受講料2,200円）
（9:00～12:00）

パソコン活用（ワード･エクセル連携）

12/７㈪～

チラシや地図等の作成方法や表やグラフ
９㈬、11㈮
をワードに取り込む、ソフト間連携を習得
（9:00～12:00）
します。（受講料3,000円）

使用ソフト
時間
受講料
コース定員

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

11/２㈪～24㈫

※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。

17
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地場産品などの販売情報

17:30まで×

22

23

魚津の朝市
●日時
月８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）

11/１㈰


１･２００（平日のみ）
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

●ランニングコースが使用できない日時

28

50

経田支所  １･１０５
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）

●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

11

山城探訪ツアー

ありそドーム
（火曜休館）

20

生涯学習 ス･ポーツ課
生涯学習 文･化係
１
･ ０４５

第５期
第５期

（第１分庁舎）

●11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

魚津歴史民俗博物館で戦国
時代関連の展示を見学後、越
中三大山城の一つ、松倉城跡
を現地見学します。
●日時
月 日㈯ 午前９
時～午後０時半ごろ
●集合場所 魚津市役所正面
玄関（午前８時 分集合）
●定員
名（先着順）
●参加費 無料

※マイクロバスで移動します。
※ 参加申込みを電話にて受け付けます。

納期案内

「魚津のパン屋さん」 絶賛上映中
地方発信型映画を全国
で撮り続けている市川徹
監督の最新作、「魚津のパ
ン屋さん」はロケ地のほ
とんどが魚津市内です。
この映画は、富山市の
映画館「富山シアター大都
会」で11月６日㈮まで上
映中です。
※上 映時間･料金は、富山
シアター大都会ＨＰ等で
ご確認ください。

商工観光課観光係（３階） 23-1025

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

入居者募集

魚津埋没林博物館

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●市営住宅
 の瀬団地２戸（１号棟 ４階１戸、３号棟 ４階１戸 ３DK
川
68.86㎡ 駐車場１台分）
天王団地１戸（１号棟４階、３DK 73.88㎡ 駐車場１台分）

●特定公共賃貸住宅
※市営住宅入居の基準所得を超えている方が申込み可能
 王団地４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）
※１階１戸、２階１戸、３階１戸、４階１戸

●ふれあい学習会「化石のレプリカを作ろう」
大昔の生き物ってどんな姿？
本物そっくりのレプリカを作って観察してみよう！
日時
会場
対象

11月22日㈰ 10:00～12:00
埋没林博物館研修室
小学生 ～ 一般

※小学生低学年は保護者同伴必要

定員

20名

※事前申込みが必要です。申込み順

 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）

上記申込期間は11月２日㈪～30日㈪です。

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

参加費

300円

●マリンゲート冬季閉鎖のお知らせ
 埋没林博物館の海の駅側出入り口「マリンゲート」
は、12月１日㈫～３月18日㈮まで閉鎖します。

ミラージュランド

24-6999

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

学びの森青年会事業（18～35歳までの方対象）
●漆芸体験 ～漆を用いた伝統工芸を体験しよう！～
日時 11月14日㈯ 9:30～12:00
料金 1,000円（ミニ飾台含む）
定員 20名
講師 辻佛檀店

第12回 魚津手打ち新そば祭り
日時

12月６日㈰ 10:00～14:00
ざるそば･温かいそば 各500円（限定500食）、
野点コーナー 300円、野菜即売コーナー
市民のための出前コンサート
ピアノ･クラリネット生演奏
①11:00～ ②11:45～ ③12:30～
出演：ピアノ 柏原友美
クラリネット 島果奈江
協力：おんがく広場＠Senzokuうおづ

●ミラージュランドお客様感謝デー
 ミラージュランドでは日頃のご愛顧に感謝しまして、
今シーズン最終日曜日にお１人様1,000円にて遊具の
乗り放題イベントを行います。
日時 11月29日㈰ 9:00～16:00
料金 1,000円（３歳以上）
乗り放題対象遊具
バッテリーカーを除く、全遊具（11機種）
※遊具通常利用券の販売も行います。
※乗り放題券利用（購入）の方にはリストバンド券（手首に巻く形状の
券）を装着していただきます。

●冬季休園期間について
 ミラージュランドは平成27年12月１日㈫～平成
28年３月中旬が冬期休園期間となります。
※今シーズンの通常営業日は11月30日㈪までです。
※来シーズンの開園日については現在未定となっています。

以上の事について、詳しくはミラージュランドHPをご覧下さい。

魚津水族館

ミラたんは最後まで諦めません
投票最終日まで
みなさんの投票を
お願いします。
●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。
商工観光課観光係 （３階）

23-1025

24-4100

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●魚津水族館クリスマス展開催
 館内で一番大きい富山湾大水槽の水中トンネル
内をクリスマス仕様に飾り付けします。
期間 11月22日㈰から12月25日㈮まで
 また、富山湾大水槽内で行うショー
では、期間中の土･日曜･祝日と12月24
日㈭･25日㈮限定でクリスマスバージョ
ンダイバーが登場します。
時間 お食事タイム 10:10 11:20 13:50 15:00

201５-11

広報うおづ
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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

11/２㈪･９㈪･16㈪･26㈭
･30㈪

※参加費の記載がないものは参加無料です。

こばと

話題の一冊

大町 24-2402

●11月10日㈫ 13:00～
秋探検隊～埋没林博物館へ行こう！

厳選!デザインマンホール大図鑑
カラーマンホール研究会・編、グラフィック社

（定員15名 参加費200円）

●11月24日㈫ 10:00～
コミュニティバスでお出かけ
～すずめ児童センター～
（定員20名 参加費200円）

かもめ

経田 23-1777

●11月10日㈫ 10:30～
公民館でクッキング ～うめぇーおにぎり～
（定員25名 参加費200円米１合）

（定員１日８名 参加費50円）

●11月４日㈬･５日㈭
スポーツチャンバラ

15:30～

（定員なし）

●11月16日㈪～18日㈬
ほかほかりんごまん

15:30～

（定員１日10名 参加費50円）

ひばり

（1981年 アメリカ映画 本編109分）

●11月９日㈪･12日㈭ 15:30～
ひばりカフェ ～アップルケーキ～

－開館10周年記念事業－

（定員１日10名 参加費50円）

横山源之助没後100年記念講演会
Part2＆ゆかりの地巡り

15:00～

（定員30名）

すずめ

道下 23-0522

●11月４日㈬～６日㈮
りんごのスイートポテト

15:30～

（定員１日12名 参加費50円）

●11月９日㈪･16日㈪
スポーツチャンバラ

15:30～

（定員なし）

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

11月

つばめ

ひばり

すずめ

２日㈪ クッキング ダンボール遊び ねんど遊び
９日㈪ ボール遊び ふれあい遊び 風船ボール
16日㈪ ふれあい遊び ねんどあそび スタンプ遊び
30日㈪ つくって遊ぼう 布サッカー ハンカチ遊び

19
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11月８日㈰ 14:00～
「ザ･ボーダー」

監督：トニー・リチャードソン
主演：ジャック・ニコルソン

吉島 23-0500

●11月10日㈫
森の寺子屋

●日時
●作品

アメリカとメキシコの国境の町を
舞台に、国境警備員となった１人の
男と彼をめぐる様々な事件を描いて
います。
メキシコからの不法入国という、
1980年代アメリカの社会的な問題を
テーマにした骨太のアクション大作
です。

本江 23-5133

●おはなしを楽しむ会
11/７㈯･14㈯･21㈯･28㈯
10:30～
●ひまわりの会
11/15㈰ 10:30～

ふるさと歴史講座
●日時
演題

図書館シネマ倶楽部

●11月18日㈬～20日㈮ 15:30～
クリスマス飾り作り ～まつぼっくり☆アート～

つばめ

全国に点在するデザインマンホ
ールの数々を、その意匠、デザイ
ン別に紹介するガイドブックです。
鳥花魚、名所旧跡、特産品から
ゆるキャラまで、ご当地を彩るデ
ザインマンホール553枚を収録して
います。

みんな集まれ！ お話の会

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 11月３日（火･祝）
●講演会 13:00～14:00
講師 黒崎真美 氏
（日本近代文学会会員）
内容 ｢貧しき小学生徒｣の世界
会場 図書館２階 視聴覚室
●黒崎真美氏とゆかりの地巡り
14:15～
ガイド 中田尚 氏
（魚津市の自然と文化財を守る市民の会会員）
テーマ 義坊と源之助の｢魚津｣を巡る
コース 図書館スタート→
本江･村木･大町地区
※入場無料

11月14日㈯

13:30～

｢ 魚津市内の遺跡の最新
の発掘最前線｣

講師

 本正敏氏
山
（富山県埋蔵文化センター前所長）
参加費 50円程度（資料代）
楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～
●一般
ポール･フレンチ

真夜中の北京

すぐそばにある｢貧困｣

大西連

科学者は戦争で何をしたか
偶然の統計学

益川敏英

デイヴィッド･J･ハンド

オオグソクムシの謎

森山徹

お皿の上の生物学

小倉明彦

イルカ漁は残酷か

伴野準一

●文学･小説
女主人公
琥珀のまたたき
たらふくつるてん
不愉快犯

赤川次郎
小川洋子
奥山景布子
木内一裕

中野のお父さん

北村薫

掟上今日子の挑戦状

西尾維新

アルテーミスの采配

真梨幸子

●児童･中高生向け
稲と日本人
岸辺のヤービ

甲斐信枝
梨木香歩

テレビのずるやすみ

村上しいこ

おにつばとうさん

沼野正子

カエルくんのたんこぶ

宮西達也

つちたち
観光ガイドになるには

ミロコマチコ
中村正人

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

み ん な の 保 健 室

休日当番医

健康診査のご案内

（診療時間9:00～17:00）

●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。

一般医

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

11/9㈪

受付時間

胃

乳房
子宮

ありそドーム

ー

120

乳房·子宮 13:00～14:00

11/15㈰

ありそドーム

100

120

胃·子宮·乳房 8:15～9:30

11/26㈭

ありそドーム

100

120

胃 8:15～9:30
乳房·子宮 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。予約時に申し出
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。
◆市内指定医療機関でのがん検診は、12月22日㈫までです。

12月１日は「世界エイズデー」
エイズを予防するには、正しい知識と理解が必要です。厚生センターでは、
無料·匿名·予約不要で、相談や検査を受けられます。
エイズ検査

実施日

時間

通常検査

毎週月曜日（祝日を除く） 13:00～15:00

夜間検査

11/30㈪のみ

※検査結果は１週間後に
ご本人にお伝えします。

17:00～19:00

新川厚生センター魚津支所

☎24-0359

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。
開催日 11/25㈬（毎月第４水曜日）午後
内容 精神科医師による個別相談 ※前日までに予約ください
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。

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 11/6㈮、11㈬、27㈮ いずれも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

健康づくりイベント

ゆったり元気教室

日時 11/30㈪ 13:30～14:30
テーマ 冬場の運動不足を撃退!!
講師 ありそドームトレーナー
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

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 11/10㈫、24㈫ ※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

歯科医
みどり歯科医院
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
朝日歯科クリニック
11/8㈰ 黒部市生地神区☎57-3181
中央歯科医院
11/15㈰ 黒部市植木☎54-5188
歯科医 おぐら
11/22㈰ 黒部市三日市☎33-5147
新堂歯科診療所
11/23(月·祝) 黒部市新堂☎52-5511
おぎの歯科医院
11/29㈰ 黒部市三日市☎54-0648
渡辺歯科医院
12/6㈰ 黒部市三日市☎52-0164
11/1㈰

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

場所·問合せ

桝崎クリニック
北鬼江 ☎22-8800
魚津病院
11/3(火·祝) 友道
☎24-7671
沢口胃腸科クリニック
11/8㈰ 火の宮町☎22-1748
いなば小児科医院
11/15㈰ 本新町 ☎22-8888
吉島内科クリニック
11/22㈰ 吉島
☎22-8825
平野クリニック
11/23(月·祝) 本江
☎23-5230
大﨑クリニック
11/29㈰ 寿町
☎23-1001
青山内科
12/6㈰ 仏田
☎25-0250
11/1㈰

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
11/14㈯
11/21㈯

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。

201５-11
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子育て支援センターへ遊びに行こう

●１歳６か月児健診
対 象 平成26年４月生まれの児
※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

対象者 未就園児とその家族 ※幼稚園は２～3歳児対象
受付時間 園にご確認ください
実施日

園名

33-8008

11/5㈭ 西布施保育園

みんなで遊ぼう

31-9016

11/6㈮ 青島保育園

リズム遊び

23-9171

11/10㈫ 道下保育園

みんなで遊ぼう

23-9179

11/11㈬ 住吉保育園

みんなで遊ぼう

23-9172

11/12㈭ 経田保育園

おやつ作り

23-9170

11/12㈭ 野方保育園

なかよく遊ぼう

23-9175

11/13㈮ 大町幼稚園

人形劇を見よう

23-9174

※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

対象
日時

●フッ素塗布

対象 魚津市に１年以上住むご夫婦
助成内容 産婦人科医または生殖専門医による不育症の検査や治療費用
医療保険の適用、適用外に関わらずご本人が負担された額
助成金額 年間30万円上限 問合せ 健康センター
詳細は、魚津市ＨＰ（サイト内「不育症」で検索）をご覧ください。

●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 11/20㈮
受付時間 10:00～10:15
●もぐもぐ教室
対 象 生後8～10か月児とその家族
実施日 11/13㈮
受付時間 10:00～10:25

「不育症」の検査·治療費を助成します
「不育症」とは、妊娠しても流産や死産などを２回以上繰り返し、結果
的に赤ちゃんを得られない場合をいいます。全国で毎年３～４万組の方々
が悩んでおられると推定されています。
平成27年度から、魚津市では、不育症の検査や治療にかかる費用を助成
いたします。

11/25㈬
13:00～13:30

科

みんなで遊ぼう

歯

11/2㈪ 松倉保育園

11/10㈫、12/8㈫
13:00～13:30

室

電話番号

実施日
受付時間

●３歳児健診
対 象 平成24年５月生まれの児

教

テーマ

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 11/5㈭、12/3㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

診

親子のふれあいや家族同士の交流を♪

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 平日の9:00～12:00、13:00～16:00
「赤ちゃん広場」
日時 11/18㈬ 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 平日の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
11/13㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
11/19㈭ 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）

お子さまの予防接種はお済みですか。かぜや、
インフルエンザの流行前に済ませておきましょう。
ばんば

馬場

のぶひさ

信久さん（91歳・下中島地区）

馬場さんの家の外には、盆栽や鉢植
がずらりと並んでいます。60年程前から
育ててきたクロマツをはじめ、代表的な
ものだけでもカラマツ、五葉松、シャクナ
ゲ、ウメ、モモ、花ケヤキなど多くの品種
があり、その数は70～80鉢にもなります。
水やりや施肥、剪定などは我流というこ
とですが、どれも見事な姿に整えられており、クロマツは小学校の式
典に合わせて貸し出すこともあります。
世話をするうえで特に気を付けているのは虫がつかないように
することで、木肌の手入れをこまめにしています。盆栽の腕前が評
判になり、近所の家から庭木などの世話を頼まれるほどです。
タマネギの皮を煎じたものを飲み、板チョコを少しずつ毎日食べ
て、血圧が上がりすぎないように健康管理をしているという馬場さ
ん。盆栽に親しみながらこれからも元気にお過ごしください。
２１
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今年案内した予防接種

対象

保育園·幼稚園年長相当の
麻しん·風しん混合 第２期
お子さま
ジフテリア·破傷風混合 第２期 小学６年生相当のお子さま
日本脳炎 第２期

高校３年生相当のお子さま

◆医療機関に予約のうえ、お子さまの体調のよい
時に接種してください。
◆市外の医療機関での接種を希望する場合は、健
康センターにご相談ください。
◆予防接種の内容は、４月に配布の「保健だより
年間計画表」をご覧ください。

妊婦さんの集い
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。
対象 妊娠中期から後期の妊婦さん
実施日 11/18㈬ 受付時間 9:45～10:00
会場·申込み·問合せ 健康センター

魚津消防署 救急救命士
つねだ

恒田 聡子

村木小学校
６年生

なかむら

あおい

中村

碧くん

ぼくの将来の
夢は、建築士に
なって家の設計
図をかくことで
す。テレビで、
いろいろな人が
新しくできあが
った家を見て、
笑顔になり喜んでいる様子を見て設計
図をかく仕事をしてみたいと思いまし
た。家は人が一生住むものです。そん
な大切な家の設計図をかいて喜んでも
らいたいです。そして、お客様の条件
をできるだけかなえられる設計図をか
けるように努力したいです。

ふじもり

６年生

藤森

さえ

咲恵さん

私の将来の夢
は、動物園の飼育
員になることで
す。私は、ペット
を飼っていて動物
が大好きだし、動
物にえさをあげた
り、動物と一緒に遊んだりすることが
楽しいからなりたいと思いました。飼
育員になったら、いろいろな動物を育
ててみたいです。生まれたばかりの動
物の赤ちゃんも育ててみたいです。ま
た、お客さんがたくさん来て喜んでも
らえる動物園になるようにしたいと思
っています。

さとこ

さん

消防署に119番通報が入り救急車の出動要
請があると、救急隊員が素早く支度をして現
場へ向かいます。救急隊員は３名一組で出動
し、うち１名は救急救命士で、魚津消防署には
現在11名の救急救命士が所属しています。今
回ご紹介するのは、昨年10月魚津消防署に配
属された救急救命士、恒田聡子さんです。
高校生の頃、将来は人の役に立つ仕事が ▲恒田さんは唯一の女性隊員
したいと思っていた恒田さん。卒業後の進路を考える時期を迎え、自分
にはどんな職業が向いているのだろうかと調べるうちに救急救命士の
仕事を知ります。この道なら自分の思いを活かせる、と感じた恒田さん
は、救急救命士を養成する専門学校へ進学しました。２年間の学校生
活は授業や実習がぎっしりで高校時代のような夏休みもなく、とても忙
しい日々が続きます。勉学の成果が実って救急救命士国家試験に合格
し、富山県東部消防組合に採用されると、今度は消防学校での半年間
にわたる訓練が始まります。同期生はほとんどが男性という中、女性だ
からと特別扱いを受けることもなく男性と同じカリキュラムをこなして、
見事に卒業の日を迎えました。
救急救命士は、傷病者を病院に運ぶまでの間、医師と連絡をとり気管
挿管（気道を確保するためにチューブを気管に挿入）や点滴などの救急
救命処置を行うことができます。例えば心肺停止といった緊急事態の場
合でも、救命処置をすることで命が助かる可能性が高くなります。恒田
さんは救急隊の一員として経験を積み重ねると同時に、富山労災病院
で約１か月の実習をして使命感を一層強くしています。男性隊員並み
の力仕事は難しい場面もありますが、一方では女性の傷病者から「女の
人が来てくれてほっとした。」と言われたこともあるそうです。魚津消防
署でただ一人の女性救
急救命士とあって注目が
集まる中、落ち着いた仕
事ぶりが評価されている
恒田さん。これからさら
にスキルアップし、頼もし
くて温かみのある救急救
命士として活躍されるこ
とを期待しています。
▲気管挿管の訓練をする恒田さん（右）

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。
いっしょにあそぼ！

FAX 23-1076
23-1015
info@city.uozu.toyama.jp

10月５日より、魚津市役所ではすべ
てのメールアドレスを変更しています
のでご注意ください。
※変更箇所
ドメイン部分

旧 @city.uozu.lg.jp
新 @city.uozu.toyama.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。

我が家のアイドル

７か月

11か月
かわじり

川尻

あまね

雨音ちゃん

たけうち

とうま

武 内 冬馬くん
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遊びがいっぱい うおづ児童センターまつり

３

市内の児童センター５館の合同イベント「うおづ児童センターまつり2015」があ
りそドームで開催され、ゲームや工作を楽しむ子どもや親子連れで賑わいました。
このイベントは、各児童センターを利用する子ども達38名が実行委員になり準
備を進めてきました。また、当日
は有志の中学生と高校生もボ
ランティアで運営を手伝い、会

Vol.1

場はほのぼのとした雰囲気に。
おとは

実行委員の山林音 巴さんと
れい

岩間玲依さん（ともに道下小
４年）は「手作り品の準備を頑
張った。次回も実行委員をした
い。」と意欲をみせていました。

10/

５

◀どれをねらおうかな？
人気のおもちゃつり

加積りんごはおいしいね 園児が収穫体験

加積りんご組合などが主催するりんご収穫体
験と試食会が吉島地内のりんご園で開催され、
加積保育園の年長園児（らいちょう組）20名が招
待されました。
この日摘み取りを体験した品種は、最近人気の
あきばえ
出ている「秋映」です。園児たちは大人に抱き上げ
てもらいりんごを摘み採ると、「りんご、いいにお
いする～」などと次々にうれしそうな声が。
試食会では、秋映のほかシナノスイート、紅玉
など５品種が次々に並び、新川農林振興センタ
ーの職員からそれぞれのりんごの味の特徴など
が説明されました。園児の皆さんは青空の下でり
▲りんご園でいろいろなりんごを試食する園児の皆さん
んごをほおばり、笑顔をみせていました。
「おいしいからいっぱい食べたいな～」

10/

７ バイ飯をつくってみよう

中学生が調理体験

東部中学校１年１組の生徒の皆さんが市内の若手
調理師から指導を受けながらバイ飯作りに挑戦しまし
た。これは１学年の総合の授業「郷土を知る」の中で、
魚津の食文化を学ぼうと企画されたものです。
平成26年１月にFish-1（フィッシュワン）グランプリで
準グランプリを獲得し注目を浴びているバイ飯。調理
師の方々から家庭でも作れるレシピを教わり、バイ貝
の下ごしらえなどを体験しましたが、ようじを使ってバ
イ貝の身を取り出すのが初めてという生徒も。
バイ貝のうまみたっぷりの煮汁で炊き上げたバイ飯
を試食した生徒の皆さんは、お代わりが欲しくなるほど
の美味しさに舌鼓を打ち、地元の食材を使ったメニュー
▲バイ飯が炊きあがるまでの間に、煮付けたバイの身を取りだします
への理解を深めました。

２３
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17～18 まるまる二日間楽しんで

第11回〇〇魚津

11 月号
2015
№840

市内の商工業·農林水産業者が一堂に集い、自社製品や生鮮産品などをＰＲ·販売
する「第11回魚津産業フェア〇〇（まるまる）魚津」がありそドームと海の駅蜃気楼を会
場に開催されました。両会場で合わせて100余りの企業や団体が出展し、割引価格の商
品や作りたての飲食品などを目当てに多くの来場者で賑わいました。
ありそドーム会場のステージイベントでは、魚津市が舞台の映画「魚津のパン屋さ
ん」の出演者によるトークショーがあり、撮影中のエピソードを交えながら映画をＰＲし
ました。また、海の駅蜃気楼会場では、２日間で1,600匹の焼サンマが無料でふるまわれ
るサンマ祭りがあり、順番待ちの列に並ぶ人たちの姿が見られました。

Vol.2

◀映画「魚津のパン屋さん」をＰＲする出
演者の皆さん（右から、高田亜矢子さ
ん、竹内晶子さん、ぶらっくすわんさん、
実川ゆかさん）
地元魚津の人もたくさん出演してます。
ぜひ観てくださいね！

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

◀香ばしく焼きあがった秋の味覚サンマを
求める人達。青空のもとで食べるサンマ
は一段と美味しい！（海の駅蜃気楼会
場）

▲色とりどりののぼり籏が目印の出展ブースには
来場者が次々と（ありそドーム会場）
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平和の大切さを知る

平和祈念コンサート開催

戦後70年の節目の年にあらためて世界の平和を祈ろうと「平和祈念コンサート」が新川文化ホールで開催されまし
た。内容は、平和をテーマに選曲したコーラスをはじめ朗読劇、ダンス、戦争体験談などがあり、戦争の悲惨さと平和の
大切さを訴えました。最後は、出演者総勢約200名と来場者が平和を願う気持ちを込めて、「世界がひとつになるまで」と
「花は咲く」を合唱しました。

（平成27年９月末現在）

前月比

前年比

男

20,951人

±0

－221

女

22,282人

－17

－227

計

43,233人

－17

－448

世帯数

16,700世帯

7

－17

10

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

編集後記

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）

▲会場入口のオブジェは平和を願うメッセージをつづった花でいっぱい

▼今月の広報には、「 月は●
● 月 間 です 」と い う よ う な 記
事を多く掲載しました。これ
らの●●月間 ●
･ ●週間 ●
･●
デーは、 月～ 月に一番多
く設定されているようです。
やはり秋が物事に真剣に取
り組みやすい季節だからで
しょうか？▼秋が深まると、
広報の取材は屋外での取材が
減り、屋内へ移行していきま
す。しかし、秋の後半は木々
も色づき、市街地に美しい風
景が広がっています。「 月は
撮 影 月 間 でした 」と 言 え る よ
うに良い写真を撮りたいと思
います。 み( )

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

▲締めくくりの大合唱ではミラたんも一緒に平和を祈りました

11

11

11
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広報うおづ
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