平成２８年

２０１６

３
No.84４

表紙写真

もくじ
２ 下水道使用料を改定します
８
４ 魚津しんきろうマラソン参加者募集中 20
５ 魚
 津アジ天点を使った創作料理と冬のしんきろ 22
う鍋漁師風のアレンジ料理が発表されました

６ お店の名前はミラマルシェです

23

魚津市の介護家族支援事業について
みんなの保健室
あの人このグループ
魚津っ子 元気！夢ストーリー
まちの出来事

バイ飯作り（２月17日 住吉小学校にて）
６年生の児童の皆さんが魚津名物の
「バイ飯」を作りました。また、卒業の感謝の
気持ちを込めて、先生や保護者へバイ飯
のおにぎりをプレゼントしました。

下水道使用料 を
改定 します
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下水道事業の経営健全化のため、平成 年４月から
下水道使用料（公共下水道、農村下水道）が約 ％増
となる料金改定を行います。
重要なライフラインである下水道事業の健全経営の
ため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

8

下水道課（第２分庁舎）
業務係

１･０３８

維持保全係 
１･０８７


4

下水道事業の現状と料金改定の理由について

下水道の汚水処理の経費は、下水道使用料収入ですべて
まかなうことが原則（
独立採算制）
です。
魚津市では、使用料収入が経費の 割程度にとどまって
おり、不足分を一般会計からの繰入金（税金）で補っている
のが現状です。「受益と負担の公平性」を保つためには、使
用料の適正化を図り、一般会計からの繰入金を段階的に減
らしていく必要があります。
さらに下水道施設の耐震化、長寿命化にかかる経費の負
担も必要であることから、下水道事業の健全な財政運営を
確保し、将来にわたって安定的に事業を継続するため、使
用料の改定を行います。
なお、前回の改定は平成 年 月で、改定率は一律 ％
でした。
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改定後の下水道料金を計算してみましょう
（水道検針票）
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下水使用量が53の場合
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（53×199円）－860円＝9,687円
10円未満を切り捨てて 9,680円

115
62
53
53

17,390

実際に新料金が適用される時期は？
偶数月検針地区は6月検針（７月11日納期）分から
奇数月検針地区は7月検針（８月10日納期）分から
※井戸水使用世帯も同様です。

7,710
9,680

改定後の水道使用世帯の下水道使用料算出表（２か月あたり･消費税込）
区分
基本使用料

超過使用料
（従量区分）

水量
～20

下水道使用料の一例

現行

改定後

速算式 ※10円未満切捨て

水量

現行

改定後

引上額

3,080円

3,380円

一律 3,380円

～20

3,080円

3,380円

300円

21～40

169円/ 186円/ 水量×186円－ 340円

30

4,770円

5,240円

470円

41～80

181円/ 199円/ 水量×199円－ 860円

40

6,460円

7,100円

640円

81～100 190円/ 209円/ 水量×209円－1,660円

50

8,270円

9,090円

820円

101～200 208円/ 229円/ 水量×229円－3,660円

60 10,080円 11,080円

1,000円

201～

70 11,890円 13,070円

1,180円

230円/ 253円/ 水量×253円－8,460円
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●公営企業（下水道事業）は、料金収入をもって
経営を行う「独立採算制」が原則
●公共 の福 祉 増 進 のた め 、将 来 にわ た って継 続
したサービス提供が必要
●人口 減 少 と施 設 の大 量 更 新 期 の到 来 に備 え
ることが必要

（下水道特別会計 平成26年度決算）
汚水処理費 699,277千円
維持管理費
308,985千円

資本費 390,292千円

汚水処理費に占める使用料の割合 80.8％
不足額
134,397千円

使用料収入 564,880千円

一般会計から繰り入れ

使用料の適正化を図ります

汚水処理費に占める使用料収入の割合

※汚水処理費…汚 水処理に要する経費から一般会計が負担すべき
経費を除いた費用
※資本費………下水道施設建設のための地方債返済にかかる費用

井戸水または、井戸水と水道を併用されている皆さまへ
井戸水を使用している世帯（水道との併用含む）の下水道使用料は、人数により算出しています。
※出生、死亡、転入、転出、市外居住の学生、長期入院（１年以上）等により使用人数に変更があった場合は、すみやかに
下水道課へご連絡ください。

●井戸水等を使用世帯の認定水量と下水道使用料（２か月あたり･消費税込）
世帯人数

１人

２人

３人

４人

５人

６人

７人

認定水量

20

30

40

50

60

70

80

使用料

3,380円

5,240円

7,100円

9,090円

11,080円 13,070円 15,060円

●水道と井戸水等を併用している世帯の使用量算定方法
「水道使用量に、井戸水使用人数の認定水量の半分を加算した水量」を用いて計算します。
ただし、加算後の水量が上記表の水量を下回る場合、上記の認定水量を用います。

水道使用量が20で５人世帯の場合
20＋（60÷２）＝50＜60 ☞

60を水量とします。
下水道マスコットキャラクター
「スイスイ」

下水道の早期つなぎ込みをお願いします

水洗化資金の融資制度

下水道を整備しても、皆さんに接続していただかな
ければ、その事業効果はありません。水洗トイレで快
適な生活環境を実現し、川や海などの自然環境を守る
ためにも早めのつなぎ込みをお願いします。

魚津市では、下水道への接続工事にあたり、その
費用を一時的に負担することが困難な方のため、市
の指定する金融機関に融資のあっせんをし、その支
払利子に対して助成をします。詳しくは下水道課ま
でお問い合わせください。

※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。
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４月24日㈰
午前９時10分
ありそドームスタート

種目

種目別区分

スタート
時間

参加料（保険料含む）

①男子18才以上 ②男子35才以上

ハーフマラソンの部 ③男子50才以上 ④男子60才以上
（ネットタイム導入） ⑤女子18才以上 ⑥女子35才以上
⑦女子50才以上
⑧男子35才未満 ⑨男子35才以上
⑩男子50才以上 ⑪男子60才以上
10㎞の部
（ネットタイム導入） ⑫女子35才未満 ⑬女子35才以上
⑭女子50才以上

10:20

高校生

10:30

⑮中学男子
⑰高校男子
⑲一般男子

３㎞の部

小学男子（４～６年）
小学女子（４～６年）

9:10

一般
中学

高校
小学

9:40

10㎞ 車いすの部 男子

女子

9:20

問合せ先

ハーフ 4,000円

10㎞ 3,500円

車いす・５㎞・２㎞ 3,000円
2,000円

中学生

1,500円

小学生

1,000円

※成績一覧表（希望者のみ後日郵送） 一部 300円

５㎞の部

２㎞
ジョギングの部

⑯中学女子
⑱高校女子
⑳一般女子

一般

●申込締切 ３月24日㈭
ありそドーム、総合体育館、桃山運動公園
●申込先

10:10

魚津しんきろうマラソン実行委員会事務局 23-6550 FAX23-9802
〒937-0066 魚津市北鬼江2898-3 ありそドーム内

スポーツ安全保険にご加入ください
アマチュアのスポーツ団体などを対象とした保険です。活動
中、行き帰りの事故などに対して補償を受けることができます。
●申込期間 ３月１日㈫～
●保険期間 ４月１日㈮～平成29年３月31日㈮
●申込書の設置場所 魚
 津市教育委員会生涯学習･スポーツ課
公営スポーツ施設窓口など
※詳細はお問合せになるか、ホームページでご確認ください。

（公財）スポーツ安全協会富山県支部
076-461-7138
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て ん

て ん

を使った創作料理と
のアレンジ料理が

日本料亭 海風亭
釈迦堂一丁目 番５号


７･３０３

サンドイッチ

魚津寒ハギ如月王の

魚津アジ天点を使った

ウ マ ヅ ラ ハ ギ と 富 山 湾 の 寒
の魚介類（カニ エ
･ビ ブ
･リなど）
を漁師風に仕立てた鍋です。

魚津寒ハギ如月王 ･
冬のしんきろう鍋 漁師風

魚 津 で 水 揚 げ さ れ て も 安 い
値しかつかない小型のアジや
チダイ、ホウボウなどを活
用 し た 「す り 身 」で す 。 天 点 の
「天 」は 「天 然 」「天 ぷら 」か ら 、
「点 」は「点 心 」か ら 取 っ た ネ ー
ミングです。

魚津アジ天点

用語説明

魚津アジ天点を使った

農林水産課水産振興係
（３階）
１･０３３

田楽

魚津アジ天点
冬のしんきろう鍋 漁師風

発表されました。

魚津市と魚津漁業協同組
合は、魚津の水産資源を活
かした新しい食材やメニュ
ーを日々開発しています。
１月 日には新しい食材
「魚 津 アジ天 点 」と 新 メ ニ ュ
ー 「冬 のし ん き ろ う 鍋 漁 師
風 」を 報 道 陣 に 公 開 し て い
ます。

今回ご協力いただいた
店舗の皆さんです
食彩庵 悠
釈迦堂一丁目 番 号
Ｍ２０００ビル１階

５･９８０

浜多屋 魚津駅前店

釈迦堂一丁目 番２号

７･７９６

寿し割烹 万両

釈迦堂一丁目 番８号


５･７７５
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２月４日㈭、魚津市役所
で 「魚 津 アジ天 点 」の 創 作 料
理４種類と「冬のしんきろう
鍋 漁 師 風 」の ア レ ン ジ メ ニ
ュー４種類の発表会が行わ
れました。
「魚 津 アジ天 点 」を 材 料 に
した料理では、田楽やサン
ドイッチ、シュウマイや
卵 と じ 丼 が 、「冬 のしんき ろ
う 鍋 漁 師 風 」の ア レ ン ジ で
は、如月王のゴマしゃぶや
如月王をつみれにした鍋な
どが紹介されました。
これらの創作料理 ア
･レ
ンジ料理を考案したのは、
魚津市の老舗料亭を支える
４名の若手料理人の皆さん
です。
なお、お披露目された新
作メニューは、各店舗での
春からの販売開始を目指
し、現在も改良が進められ
ています。
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ゴマしゃぶ
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お店の名前は
です

魚津の地場産品を扱うお店にふさわしい店舗名称を募集したところ、全国から409点の応募がありまし
た。選考委員会（1/29開催）の審議を経て、「ミラマルシェ」が最優秀作品として店舗名称に選ばれました。
今後は開店準備を進め、３月中のオープンを目指します。先に駅舎内に店舗を構えておられる「魚源商
店」様とともに、魚津駅前のにぎわい創出に努力します。

名前をつけてくれた方のプロフィールと
名称のコンセプトを紹介します。
こばやし

く

れ

うらた

ゆ

い

あ

①小林 久玲愛 さん（本江小学校４年生）
 マルシェは、フランス語でお店という意味です。
ミラはミラたんやミラージュから取りました。

魚津を連想させる「ミラージュ
（蜃気楼）やミラたん」のミラ、お
店や市場を表す「マルシェ」を語
呂よく合わせていて、お店の趣旨
に合致しました。

②浦田 悠衣 さん（経田小学校２年生）
 「しんきろう」＝「ミラージュ」とも言うから。地
場産物と飲み物を売りながら、気軽に誰でも行
けるのは、ほぼ市場だと思ったから。
商工観光課交通政策係（３階）

もうお済みですか？

税

申 告

23-1380

申告の期限は３月15日㈫です。自分で書いてお早めに。
確定申告は、昨年１年間の収支の総決算です。申告書は自分で
書いて提出しましょう。市役所では期間中、申告相談窓口を設け
ますので、わからないことがある時はご利用ください。

申告書の記入相談を行っています

自宅のパソコンで申告書が作れます

申告書の記入について市役所の税務課で職員が相談に
応じます。
●日時 ３月15日㈫まで（土･日曜日を除く） 8:30～17:00
●申告に必要なもの 印鑑、収入を証明するもの（源泉徴
収票など）、控除を証明するもの、還付申告の場合は預金
通帳･キャッシュカードなど振込先金融機関等がわかるも
の ※詳しくは広報うおづ２月号２～３ページをご覧ください。

国税庁HPの「確定申告書等作成コーナー」にア
クセスし、画面の案内に従って金額などを入力す
ることで、確定申告書を作ることができます。
作成した申告書をＡ４の用紙
に出力してそのまま税務署に提
出することや e-Tax（電子申告）
による提出もできます。

税務課住民税係（１階⑭番窓口）

23-1009

国税庁HP

http://www.nta.go.jp
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蜃気楼シーズン 2016 in 魚津 開幕
春型蜃気楼は３月下旬から６月上旬にかけて最も出現率が高くなり
ます。この期間を「蜃気楼シーズン」と名付けて積極的にPRしてい
きます。
神秘的なロマンある魚津の魅力をたくさんの観光客に知ってもら
い、全国的な観光資源に磨きあげ魚津ファンの獲得を目指します。

●蜃気楼が出現した場合には、埋没林博物館において「蜃気楼
▲蜃気楼ＰＲ用大型幕
出現証明書」を発行します。
●魚津の海岸を訪れたが蜃気楼を見られなかった方には、「海
の駅蜃気楼」付近の蜃気楼展望地にて、「蜃気楼見られんだち
ゃ証」を発行します。緑色のベストを着用した観光ボランティ
アの方に声をかけてください。蜃気楼のいろんな話も聞けま
すよ。なお、この証明書には、ミラージュランドの観覧車の
割引（100円割引）の特典が付いています。（発行日のみ有効）
●PR用大型幕等を観光関連施設に展示します。
●市ホームページ、市役所１階ロビー及び駅前観光案内所で蜃
気楼の発生確率を表示します。

実施期間 ６月30日㈭まで
平成27年 月別の蜃気楼の出現記録
月別 ３月（１回）、４月（６回）、５月（10回）、６月（２回）、７月（３回）
問合せ先

商工観光課観光係（３階）

▲蜃気楼みられんだちゃ証
23-1025

新･魚津の看板メニュー

「じゃんとこいセット」 参加店募集
今年１月に始まった「じゃんとこいセット」の参加店を追加募集します。３月
15日㈫までに申し込みされた店舗は、初回登録料（約５万円）が無料になりま
す。詳細は商工観光課までお問い合わせください。ご説明にも伺います。

じゃんとこいセットとは
・各店舗のおすすめ料理とドリンクが1,000円で楽しめるセットメニューです。
・現在の参加店舗は30店舗です。
・スマホアプリを利用したスタンプラリーなどお客様が楽しめるイベントがあります。
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商工観光課観光係（３階）
23-1025

ひとり暮らしの方、高齢者や慢性
疾患をお持ちの方など誰でも利用で
き、様々な方がここでたくさんの人
と出会い、食事や喫茶を楽しみなが
らゆったりと自分らしい時間を過ご
しておられます。
つむぎ倶楽部には、介護を経験し
たボランティアの方、医療や福祉の
専門知識を持つスタッフがいますの
で、随時、健康 介
･ 護相談を行うこ
とができます。
また、借用し
た民家をバリア
フリー化してい
るため、車椅子
の方にもご利用
いただけます。

問合せ先
ＮＰＯ法人つむぎ


６･００６
（吉島 ） 
魚津市地域包括支援センター
１･０９３
（社会福祉課内） 

※オレ ン ジ カ フ ェ や 介 護 家 族 の 集 い に 初 め
て参加される方は事前にご連絡下さい。

511

・昼食会 毎週水 金･曜日（要予約）
・趣味の教室（絵手紙や太極拳など）
・講演会（介護講座）の開催
・認知症に関する映画の上映会
・歌う会（奇数月の第４木曜日）
・落語会

主な活動

つむぎ倶楽部のその他の活動

魚津市では、自宅で介護している方を支援す
る様々な事業を行っています。今回は「ＮＰＯ
法人つむぎ」が運営する「つむぎ倶楽部」の活
動を紹介します。

ひとりで悩みを抱えていませんか？
～魚津市の
介護家族支援事業について～

介護家族の集い

日 午後１時～４時
日㈰）

高齢者を介護している家族の方が
集まって、お互いの介護経験を話し
合 い 、 「ど う 接 して良 いか 分 か ら な
い」
といった悩みを相談しています。
●日時 毎月
（今月は３月
無料

※土曜 日･曜 祝･日も実施

●利用料

辛い気持ちや悩みをひとりで抱え
込まず、「
ほっと一息つける居場所」
と
して多くの方に活用されています。

22

23

～時には
笑い声も聞こえる
和やかな雰囲気～

つむぎ倶楽部での介護家族支援

10

円（飲み物 軽･食代）

※お好きな時間にお越しください。

1

20 20

介護の疲れや心配 困
･ りごとは、
同じ経験をしている方とお互いに話
をし、共有することで気持ちが軽く
なることもあります。
つむぎ倶楽部は、ここでの話は決
して他言しないという原則のもと、
介護をしている方などがつどい、お
互いの経験を語る場です。

オレンジカフェ
認知症の方ご本人やそのご家族、
地域の方、専門職など誰でも参加で
き、和やかに集うカフェです。コー
ヒーやお茶を飲みながら、会話やゲ
ームを楽しんだり、悩みや不安を話
し合ったりしています。
●日時 毎月第 木曜日 午前 時
～午後３時（今月は３月３日㈭）
●利用料

300

12
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平成28年
春季消防訓練

が実施されます
『 無防備な 心に火災が かくれんぼ 』
（平成27年度全国統一防火標語）

火災が発生しやすい時季を迎えるに当たり、火災予防思想
の一層の普及を図り、もって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るとともに、財産の損失
を防ぐことを目的に実施されます。

片側通行区間
交通整理員の指示に従って
通行をお願いします。

住宅防火 いのちを守る ７つのポイント

川の瀬
浄化センター

川の瀬
河川敷
公園

３月20日㈰～26日㈯までの７日間

通行止め区間

片貝川

●実施期間

●日時 ３月19日㈯ 8:50～
（交通規制は8:50～9:30）
「雇用促進住宅サン･コーポラス魚津北」及び「川の瀬
団地」周辺で消防訓練を実施します。当日は川の瀬地
内の一部で車両通行止め等の交通規制を行います。

雇用促進住宅
サン･コーポラス
魚津北

－３つの習慣・４つの対策－

３つの習慣

市営
川の瀬住宅

・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。

川の瀬
公園

４つの対策
・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。
富山県東部消防組合消防本部

防火推進地区の防火指導
●日時 ３月19日㈯ 10:30～
釈迦堂地内で消防職団員が各家庭を訪問し、玄関
先で住宅防火についてお話を伺います。あわせて住
宅用火災警報器と消火器の設置調査を行います。
魚津消防署

24-7980

魚津市民バスからのお知らせ
上野方、松倉、坪野ルートで
夏時間運行を行います

市民バス･運転手さんを募集しています

３月１日から10月31日（松倉ルートは11月30日）まで
の間、魚津市民バスの上野方、松倉、坪野ルートの一
部の便で夏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、昨年４月配布の時刻表または市
のホームページをご覧ください。（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）

●勤務内容
●雇用期間

※魚津交通㈱の契約社員としての採用となります

●募集人数
●勤務時間
●勤務日
●運休日

魚津市民バスの運行時刻や運行経路の変更時期につ
いては、あいの風とやま鉄道や富山地方鉄道のダイヤ
を踏まえ、次回の改正については、４月１日を予定し
ております。変更後の市民バス時刻表は、広報４月号
と同時に配布させていただきます。

９
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１名
6:00～20:00（休憩時間145分）
（運行状況により超過勤務の可能性あり）
原則 週２～３日（シフト制）
日曜・祝日・年末年始（12/31～1/3）
※ただし、地区行事等により、勤務をお願いする場合
があります。

市民バスの時刻等変更時期について

商工観光課交通政策係（３階）

魚津市民バス･天神ルートの運行業務
雇用開始日～１年間（原則更新）

23-1380

●賃金
●その他
●資格

時給950円
社会保険、厚生年金、雇用保険の適用あり
通勤手当、ガソリン手当の支給あり
大 型一種または大型二種自動車免許を
お持ちの方

魚津交通株式会社（運転手募集）

22-0640

ミラージュランド オープニングイベント
19日㈯～21日㈪の３日間は、
お一人様（３歳以上）１日1,000円にて遊具に終日乗り放題
※各日通常遊具利用券の販売も行います。
※19日㈯～21日㈪の遊園地営業時間は 10:00～16:00 です。
※バッテリーカーは乗り放題の対象外となります。

※立 体迷路ミラメイズのご利用は
乗り放題券を購入された場合で
も各コース1回のみのご利用制
限となります。
※立 体迷路ミラメイズのご利用受
付時間は15:30までとなります。

新遊具「ウォーターシューター」は乗り放題券でもご利用いただけます。

あなたも

始めてみませんか

早月川パークゴルフ場オープン
年間パスポートが料金改定によりさらにお求めやすくなりました。
開園日
開園期間
営業時間

４月１日㈮
４月１日㈮～12月４日㈰
9:00～17:00（利用受付は16:00まで）
7:00～18:00（６月４日～８月30日）

年間パスポートの販売を３月１日㈫から開始します。
パスポート料金 13,000円（１シーズン）
販売場所 ミラージュハウス ※水曜休館

※7 :00～9:00にご利用の際は、前日の通常営業時
間内までに利用券をご購入ください。

休園日

※お申し込みの際にはパスポートに貼付するご自身の顔写真
（縦３cm×横２cm）が必要となります。

水曜日
※水曜日が祝日の場合は翌日休園、臨時休園あり

利用料金

大人

１日（１名）
回数券11日
中･高校生 １日（１名）
回数券11日
年間パスポート
器具貸出１組（１日）   

早月川パークゴルフ場Ｑ＆Ａ

  510円
5,100円
  310円
3,100円
13,000円
100円

Ｑ：早月川パークゴルフ場ってどこにあるの？
Ａ：魚津市三ケ、水族館横の魚津総合公園内にあります。

※クラブ･ティー･ボール（大人･子供用、右･左用あり）

Ｑ：どんなコースがあるの？
Ａ：全長1,204ｍ、ホール数は全27ホール、パー99
３つあるコースにはそれぞれに特長があり初心者か
らベテランまでが楽しめるコースです。

大会利用料金は、今シーズンより廃止となりました。

問合せ先

ミラージュランド

24-6999 http://www.nice-tv.jp/~mirage/

2016-3
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●勤務場所
●賃金
●その他

日曜･祝日･年末年始
（有給休暇あり）
魚津市内公立保育園８園
月額160,000円
（期末手当、通勤手当あり）
社 会保険、厚生年金、雇用保険の適
用あり、公務災害補償の適用あり
※希望によりパートでの時間対応勤務あり

●資格

●申込方法
●申込期間
●募集人員

 育士資格を有する方、または取
保
得見込みの方で、心身ともに健康
な方
履 歴書１部、保育士証をコピーし
たもの１部をこども課に提出
随時
６名程度

こども課保育係（１階⑦窓口）
23-1079

51

48

回危険業務従事者叙勲

●勤務を要しない日

61

（防衛功労）

※早 朝･居残り保育にも交替勤務あり
（時差勤務あり）
※土曜日交替勤務あり

25

やすのり

●勤務時間

乳幼児の保育全般
雇用開始日～平成29年３月31日
（更新予定あり）
8:30～17:00（休憩45分）

恭德 さん 元 ３等海尉
昭和 年３月に海上自衛隊へ入隊し、 年にわたり国の
本江 ･歳
安全保障活動に携わり、３等海尉として自衛隊の基盤強化
に力を尽くされました。「数え切れないほどの思い出の中で
も昭和 年にソ連軍の戦闘機が北海道に緊急着陸し、戦争
が起きるのではないかと完全武装で一晩中警戒していたこ
とが一番強く心に残っている。色々な資格を取得し、火薬
や弾薬に関連した仕事をしてきた。妻の理解と協力のおか
げと家族に心から感謝している。世界各地の情勢は不安定
な部分もあり、何かあれば自分にできる限りのことを協力
する気持ちでいる。今後は、これまでの経験を活かして、
仕事を続けることの大切さを若い人たちに伝えていきた
い。」と語られました。

●勤務内容
●雇用期間

●第

てらにし

寺

臨時保育士募集

36

「魚津市環境基本計画（素案）」へのご意見を募集しています
魚津市では、魚津市環境基本条例に基づく、環境
の保全や創造に関する施策の総合的かつ計画的な推
進を図るための基本的な計画として、2016年度から
５年間を計画期間とした魚津市環境基本計画を策定
しています。
このたび素案がまとまりましたので、市民の皆様
からのご意見を募集します。

●募集期間 ３月７日㈪まで（必着）
●計画（素案）の閲覧場所
 魚津市HPのほか、環境安全課、各地区公民館で
閲覧できます。
●提 出方法 閲覧場所にある「意見提出用紙」に住所
･氏名･年代･ご意見を記載のうえ、下記宛てに郵
送、FAX、電子メール、直接持参のいずれかの方
法で提出してください。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、お電話等
による口頭での意見提出も受付できませんのでご
了承ください。
※意見提出用紙は魚津市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HPで公開する場合があります。
※記載された個人情報等はこの募集に係る利用目的以外には使用しま
せん。

提出先 環境安全課環境政策係（１階⑩窓口） 〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
23-1004 FAX23-1092 電子メール kankyoanzen@city.uozu.toyama.jp
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陸上競技会
●日にち ５月 日㈰
●会場 富山県総合運動公園
陸上競技場
●競争競技
ｍ ･ｍ ･ｍ ･
ｍ ･ｍ ･ｍ・スラローム・
４× ｍリレー
●跳躍競技 走り高跳・立ち
幅跳・走り幅跳
● 投 て き 競 技 砲 丸 投 ・ ソフ
トボ ール投 ・ ジャベリ ックスロ
ー・ビーンバッグ投
100

200

（１階⑦番窓口）

１
･００６

こども課子育て支援係

魚津市遺児福祉年金制度

400

義務教育修了前の児童の父
もしくは母、または養育者が
交通事故や海難事故により死
亡した場合に、遺児の保護者
に対して支給されます。申請
の方法など、詳しくはお問合
せください。
●受給資格 遺児の保護者で
魚津市内に引き続き１年以上
居住している者
●支給日 ５月５日
●支給額 遺児１人につき年
額１万２千円

1２
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「その請求に困ったら、司法書士に」
無料電話相談会

●日時 ３月 日㈯ 午前
時～午後４時
●相談用電話番号（当日のみ）
 ０７６・４３３・０７６６
●相談内容 家賃支払い、奨
学金の返済、借金の返済等
●主催 富山県司法書士会
 ０７６・４３１・９３３２
※相談料無料

１
･００５

50

1500

く ら し

各種相談のお知らせ
毎月第２ ３
･木曜日は行政相談日
●日時 ３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

人権相談所の開設
毎月第 金曜日は、人権相
談所を開設しております。自
由に相談にお越しください。
●日時 ４月１日㈮ 午後１
時半～４時
●会場 市役所１階市民相談室
●問合せ 富山地方法務局魚
津支局 
０･４６１

富山県障害者スポーツ大会

（１階⑥番窓口）

社会福祉課福祉保 護 係

水泳競技会
●日にち ４月 日㈰
●会場 富山市東富山温水プ
ール
●種目 自由形 背
･ 泳ぎ 平
･
泳ぎ バ
･ タ フライ （各 ｍ か
ｍ ）、 リレー・ メドレーリレー
（各４× ｍ）

健康保険被保険者証、介護保険被保険者証、
年金手帳、年金証書、預金通帳、学生証など

※期限を過ぎたものは廃棄となります。通知カードの
再発行には手数料（500円）が必要となります。

運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台
帳カード、在留カード、特別永住者証明書、身体障
害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳など

上記の書類をお持ちでない場合は下記から２点以上

世帯にお届けすることができなかった通知カードに
ついては、平成28年３月末まで市民課で保管していま
す。右記の本人確認書類をお持ちのうえ、市民課まで
お越しください。

本人確認書類 （下記から1点お持ちください）

通知カードをお預かりしています

800

100

23-1075
市民課市民係

についてのお知らせ

10

50

15

23

※予約不要

住宅に関する無料相談
今月は、住宅の増改築、外
壁の塗り替えについての無料
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）
※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）

職場でのトラブル無料相談会

10

●日時 ３月 日㈯ 午前
時～午後３時
●会場 富山県民会館 号室
●対象 県内事業所の労働者
と事業主のみなさん
●主催 富山県労働委員会
 ０７６・４４４・２１７２
※参加費無料・予約不要

25

17

613

22

10

1

12

23

313

26

17

22

1

50

23

住所や名前が変わるときは

住所変更（転入･転居等）や結婚等で名字が変更となる際は、新しい住所･お名
前を記載しますので、通知カードまたはマイナンバーカード（個人番号カード）
をお持ちください。マイナンバーカードについては住民基本台帳用暗証番号
（数字４桁のもの）の入力が必要となります。なお、住所や名前が変わっても12
桁の個人番号（マイナンバー）は変わりません。

特別児童扶養手当について
魚津市合同企業説明会開催

魚津市選挙管理委員会からのお知らせ

年４月 日㈰
年４月 日㈰

17 10

17

説明。（履歴書を提出しての個人
面接を行うことはありません）
●参加企業 市内企業 社

こども課子育て支援係

４

魚津市議会議員選挙 の投票日は
日㈰です。
月

魚 津 市 長 選 挙

平成
平成

30

23

魚津市議会議員選挙及び市長選挙を
次の日程で実施する予定です。

告示日
投票日

分から

１･０１９

☎23-1007

社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）

23

ふれあい入浴事業（市内の公衆浴場）

22

●経田福祉センター行き

１
･０４８

福祉センター百楽荘・経田福祉センター

魚津市選挙管理委員会
２(階総務課内 )

※上記地区以外の方は市民バスをご利用ください。

※参加 企 業 数 が 大 幅 に増 え ました 。市
ＨＰに掲載しています。

7,100 円
双葉町

３月 日㈫ 午後１時
市役所３階大会議室

３/４㈮･11㈮･18㈮･25㈮

※参加無料、申込不要

長教寺 寒修行

※詳細については広報４月号に掲載します。

●福祉センター百楽荘行き

テレビ等の処分について

8,000 円

立候補予定者説明会
日時
会場

福祉バス運行表

環境安全課生活安全係

魚津第二保育園職員一同 新金屋

１(階⑪番窓口 )

30,000 円

問合せ先

片貝・加積

商工観光課商工労 働 係
（３階）  ６･１９５

100,000 円

１
･０ ０ ６

袋

（１階⑦番窓口）

（故）本田 英紀

身体や精神に重度または中
度以上の障害をもつ 歳未満
の 児 童 の 父 母 や 養 育 者 （父 母
にか わって児 童 を 養 育 している
者）に対して支給されます。受
給を希望される場合は手続き
が必要です。また、所得制限
などの支給条件があります。
●手当額（月額）
１級（重度）５１５００円
２級（中度）３４３００円
（平成 年４月以降）

3,000 円

自衛官募集

３/１㈫･８㈫･15㈫･22㈫･29㈫

家電リサイクル法対象５品
目（テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗
濯 機 、衣 類 乾 燥 機 ）は 、 市 で は
収集していません。その商品
を買った小売店で引き取って
もらってください。
買った小売店がわからない
場合は、家電販売店に相談す
るか、環境安全課にお問い合
わせください。

３/８㈫・22㈫

●実施日

2016-3

広報うおづ

1３

虎谷・石垣新

魚津市内の企業が一堂に会
し、あなたの聞きたい！知り
たい！にお答えします。
●日時 ３月 日㈭ 午後１
時半～５時（受付午後１時～）
●会場 新川文化ホール
●対象 平成 年３月卒業予
定の学生（大学生 大
･ 学院生 短
･
大生 各
･ 種 学 校 生 な ど ）、 平 成
年３月卒業予定の学生（３年
以内既卒者を含む）、Ｕターン
希望者、転職希望者、就職活
動をする学生の父母など
●内容 参加企業によるワン
ポイントＰＲ、企業ブースに
て企業概要や採用予定などの

六郎丸

自衛隊魚津地域事務所
１
- ７-）
･ ０３６

健康友の会 沖田 崇寛

23

3,000 円

28 28

３/２㈬･９㈬･16㈬･23㈬･30㈬

西布施

（火、木、金、土）
（水、木）
●百楽荘
●経田福祉センター

45

☎24-7307
☎24-3241
（月曜休館）

50,000 円
国際ソロプチミスト富山東
会長 広浜 かをる

17

天神野新

29

三井自動車（株）友の会

（上村木２

釈迦堂
魚津ロータリークラブ
会長 羽田 陸朗

22-8388
（社会福祉協議会）
▼善意銀行

12

※３月 日以降は、新金屋１丁目 番
号 魚津合同庁舎４階 へ事務所が
移転します。（電話番号は変更なし）

▼社会福祉基金

20

自衛官の試験は、希望や適正に応じた
コースの選択ができ、職域や進路も多種
多様です。上記以外の試験についても、
お気軽にご相談ください。

28

ご寄付ありがとうございました

23

24

28

17

14

年間を
通じて
受付中
陸・海・空 18歳以上
自衛官候補生 27歳未満
（男子）
の男子

31

受付期間
応募資格
募集種目

おたっしゃ介護予防教室

引越しなどによる一時的に
大量に出るごみについて

●募集要件 障害のある子ど
もへの支援の経験や熱意のあ
る方
●勤務日 時
･ 間 週 日勤務で
きる方、 日 時間程度勤務
できる方
●勤務開始日 ４月６日㈬
●募集人員 若干名
●応募締切 ３月８日㈫まで
5


０
･０７７
imura@spo-uozu.com

魚津桃山運動公園（井村）

インドアテニススクール
受講生募集

※詳細 は 広 報 う お づ ４ 月 号 折 込 の パ
ンフレットをご覧ください。

平成 年度の会員の受付を
開始します。
一 般 会 員 （ 才 未 満 ）と、 シ
ルバー会 員 （ 才 以 上 ）は ３ 月
７日㈪から、小 中
･ 学 生 、未 就
学 児 会 員 は４ 月 ２ 日 ㈯ か ら 受
付を開始します。

（ありそドーム内）

（総合体育館内 ）

うおづスポラ事務局
１･２６３
９･８００

平成 年度
うおづスポラ会員募集

※後日面接あり（日程未定）

1

初心者、初級者、中級以上
とレベルに合わせて指導しま
す。毎日レッスン内容が変わ
るので、３日間受講すること
がベストです（１日単位の受
講もできます）

●日時 ３月 日㈬～ 日㈮
午後７時半～９時半
●会場 桃山屋内テニスコート
●対象 一般 学･生
●定員
名
●受講料 ３千円（１回千円）

平成27年度 魚津市防災講演会

※申込みは電話かメールで、住所 氏
･
名 生
･ 年月日 希
･ 望クラスをお伝え
ください。
※ラケ ッ ト は 、 原 則 参 加 者 で 準 備 し
てください。事前に申込みがあれ
ば数本は準備できます。

３月９日㈬まで

（１階⑦番窓口）

１
･００６

こども課子育て支援係

魚津市子どもの権利委員会
委員の募集

申込み･問合せ先 総務課防災係（２階）
23-1078 FAX23-1182 e-mail soumu@city.uozu.toyama.jp

子どもの権利保障を進める
ため、子どもの権利に関する
施策の充実について、一緒に
考え提言くださる委員を募集
します。
●対象 市内在住で、子ども
の権利や支援に関心のある方
●任期 平成 年４月１日～
平成 年３月 日まで（３年間）
●募集人員 ２名
●応募締切 ３月 日㈮まで

1４

広報うおづ

2016-3

環境安全課生活安全係
１･０４８

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）

３月市議会定例会日程
１日㈫
７日㈪
８日㈫
日㈭
日㈮
日㈪

定例会開会
代表・個別質問
個別質問
予算特別委員会
予算特別委員会
民生委員会
産業建設委員会
総務文教委員会
討論・採決

集

日㈫
日㈭

募

4

65 65

１
(階⑪番窓口 )

地区ステーションでは、他
の住民の方の迷惑となる場合
がありますので、自分で直接
処理場に持ち込みましょう。
なお、もやせないごみの処
理場である宮沢清掃センター
（黒 部 市 ）に 持 込 む 際 に は 、 市
役所環境安全課で事前に手続
きが必要です。
自分で処理場に持ち込むこ
とができない場合は、専門業
者に処分をお願いしましょ
う。処分業者をご紹介します
ので環境安全課までお問合せ
ください。

用水を減水します
北陸電力㈱魚津支社電力部
発変電保守課 
６
･ ２８５
５
･ ６５６

１
･０４４

特別支援スタデ ィ メ
･ イト
学習支援員 募 集
学校教育課
（第１分庁舎）

小中学校に在籍する発達障
害 児 （Ｌ Ｄ 学 習 障 害 等 ）や 教 室
内での学習が困難な子どもへ
の学校生活の介助や学習活動
の支援をする方を募集しま
す。

11

●申込期限

23

18

9

者氏名②電話番号を報告ください。FAX申込用紙
は魚津市HPからダウンロードできます。

28

31

40

28

28

23 22

22

14 11 10

17 15

23

24

22

24

災害は忘れる間もなくやってきます。今回は東日本大震
災を経験された講師をお招きし、現在の復興状況や「自助、
共助、公助のバランス」についてご講演いただきます。いつ
起こるか分からない災害に備え、自分たちでできることに
ついて考えましょう。
●日時
３月12日㈯
14:00～15:30（予定）（受付開始13:30～）
●会場
新川文化ホール（201会議室）
●演題
「東日本大震災から５年目を迎えて
～問われる自助、共助、公助のバランス～」
か み や はじめ
●講師
神谷 統 氏（宮城県塩竈市市民総務部長）
●定員
140名（先着順･入場無料）
●申込方法 電話･FAX･Eメールで下記申込み先まで、①参加

31

23

魚津市土地改良区


8

片貝谷発電所の発電所機器
点検修理作業のため、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 ３月 日㈭～３
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

31

魚津建築高等職業訓練校
訓練生募集

魚津建築高等職業訓練校

５
･０７８

22

●任期 平成 年４月１日～
平成 年３月 日まで（ 年間）
●応募締切 ３月 日㈮まで

※応募 用 紙 は 地 域 協 働 課 の Ｈ Ｐ か ら
ダウンロードするか、直接窓口ま
で取りに来てください。また、採
否にあたって書類審査等を実施す
る場合があります。

利用更新及び新規利用者募集

１
･１０５

経田漁港ボート ヤ ー ド 等 の



魚津漁業協同組合 経 田 支 所

※土日祝日を除く午前９時～午後３時

22

（魚津地域建築組合内）


日㈮

７
･７８２

24

訓練修了者には、県知事の
認定修了書が交付され、国家
試験２級技能士の受験資格（学
科試験は免除）
が得られます。
●訓練期間 ２年間（月５回）
毎週水曜日及び第２土曜日

※経費は事業主負担

３月


20

経田マリーナ管理 事 務 所

20

18

※水曜 日 と 第 ２ 第
･ ４木曜日を除く午
前９時～午後４時

～プレジャーボートを
お持ちの方へ～
現在、経田漁港ボートヤー
ド及び浮桟橋をご利用の方
で、引き続き利用をご希望さ
れる場合は更新の手続きを３
月 日㈰までに行って下さ
い。収容スペ―スに余裕があ
りますので新規利用者につい
ても随時募集しています。
●必要書類等 船舶検査証書
の写 し、 申 請 者 の 住 民 票 の 写
し（または免許証のコピー）、申
請書、誓約書、印鑑
●空き収容スペース ボート
ヤ ー ド （残 り 艇 以 上 ）・ 浮 桟
橋（空き無し）

※艇長 ｍ未満の船舶に限ります。
※ボー ト を 陸 上 保 管 す る た め の船 台
は、利用者で準備してください。
※空き
 状況はＨＰでも紹介しています。
http://uozu.mypl.net/shop/00000329723/
10

●申込締切

2

23

魚津市男女共同参画推進
市民委員会 委員募集

2

20

地域協働課市民交流係
（２階）  １
･１ ３ １

市の男女共同参画推進事業
を実施していく上で、市に意
見を提言する市民委員を募集
します。
市民委員は、一般公募 名
の方を含めて約 名で構成し
ています。年に ～ 回の協
議を通して、市民のみなさん
の声を魚津市の男女共同参画
推進に活かしていきます。
●募集人員 ２名
●対象 市内在住の満 歳以
上の方
1 15

30

31

18

2

狂犬病予防集合注射のご案内
●毎年１回飼い犬には狂犬病予防注射を受けさせましょう
狂犬病予防集合注射を右記の日程で行います。お近くの
会場で受けてください。案内ハガキが届いた方は、問診票
を必ず記入のうえ、ご持参ください。

実施日

費用 3,200円（内訳 注射料2,650円 注射済票550円）
※新規に登録の場合は登録手数料としてさらに3,000円が必要
になります。

４月10日㈰

※狂犬病予防法により、生後91日以上の犬への接種が、飼い主に
義務付けられています。

その他 登
 録鑑札を紛失した方は、再交付の手続きをお
願いします。（再交付手数料1,600円）
飼 い犬の死亡、飼い主の住所･氏名変更の場合
は、届出をしてください。

４月13日㈬

会場

13:00～15:00 魚津市役所
15:20～15:50 大町公民館
9:00～ 9:15

稗畠営農組合倉庫前
（農協旧松倉支店向かい）

9:25～ 9:45 上中島公民館
9:55～10:15 下中島公民館
10:30～10:50 新川厚生センター魚津支所
11:00～11:15 日本カーバイド厚生会館

●飼い主のマナーを守りましょう

9:00～ 9:15 片貝公民館

・犬の放し飼いは原則禁止されています。公園等での放し
飼いはやめましょう。散歩の時はリードでつなぎ、責任
をもってフン尿の始末をしましょう。
・ムダ吠えや悪臭など周囲の迷惑にならないような飼い方
を心がけましょう。

9:30～ 9:45 横枕公民館

４月14日㈭

10:55～11:20 魚津市農村環境改善センター
9:00～ 9:15 西布施公民館
9:25～ 9:40 天神公民館

飼い主の知らない間に飼い猫がご近所に迷惑をかけてい
る場合があります。今一度、飼い方を見直して、誰もが気
持ちよく生活できるように心がけましょう。また、飼い主
のいない猫に安易にえさを与えないようにしましょう。

４月15日㈮

環境安全課環境政策係（１階⑩番窓口）

広報うおづ

2016-3

9:55～10:10 石垣新公民館
10:20～10:40 上野方公民館

●猫の飼い方について

1５

実施時間

9:50～10:05 新川森林組合
10:15～10:40 経田公民館
10:55～11:25 青島三区公民館

23-1004

28

県民カレッジ新川地区センター

●受講料

無料
日㈬まで

※別途教科書代等がかかります。

３月

※詳細はお問い合わせ下さい。

●募集期間

中国語講座
魚津市日中友好協 会
 ０９０ ９･４４１ ８･８４２（野崎）
 ０９０ ２･３７２ ５･５４０（大西）

年度

受賞おめでとうございます
平成

さん（江口）

やすあき

とやまストップ温暖化アクト賞表彰
（知事賞）受賞
なかむら

中村 康昭

長年にわたり富山県地球温暖化防止活動推進員を務
め、とやま環境チャレンジ 授業、はじめてのエコラ
イフ教室、魚津市の環境イベ
ント、地域の環境教室等で地
球温暖化対策の普及啓発を積
極的に行っていることが高く
評価されたものです。

教員免許を
活かしてみませんか

富山県教育委員会 東部教育事務所

 ０７６ ４･４４ ４･５６８

富山県では小中学校で、臨
時的任用講師として勤務でき
る方を募集しています。
●講師の種類 臨時的任用講
師 （産 休 等 の教 員 の代 替 として
臨時的に働く常勤の講師）、非
常勤講師（あらかじめ定められ
た 時 間 に授 業 等 を 行 う 非 常 勤
の講師）
●応募資格 心身とも健康
で、小中学校の教員免許状を
有する人（免許更新に該当する
方は、更新済みであること）

1６

広報うおづ

2016-3

前期 通･年の受講者募集

日㈫必着

※前期４月～９月、通年４月～２月

３月

ランティアへの扉をたたいて
みませんか。
●募集ボランティア 青年海
外 協 力 隊 （ 歳 ～ 歳 対 象 ）、
シ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 ４月 日㈮～５
月９日㈪
次 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。

平成 年度 魚津市スポー
ツ少年団 団員募集

０
･０７７

魚津桃山運動公園（井村）


10

県民カレッジ新川地区センター
（新川みどり野高校内）
 ４･００１

県民カレッジ新川地区セン
ターでは、平成 年度「ふるさ
と発見講座」（前期 通
･年）、「共
学 講 座 」（前 期 通
･ 年 ）の 受 講 者
を募集します。
詳しくは市役所 図
･ 書館 公
･
民館などに置いてあるセンタ
ー だ よ り 『みど り野 』３ 月 号 を
ご覧ください。
●申込期限

中国人の先生が発音から丁
寧に指導します。
基礎コース（初心者の方）
発音から基礎まで
毎週火曜日午後７時～９時
会話コース（基礎ができる方）
日常会話の練習
毎週月曜日午後７時～９時

日㈬

●会場 農村環境改善センター
●受講期間 ４月～翌年３月
●受講料 各コース月額
３ ５ ０ ０ 円 （両 コース受 講 の場
合は月額４５００円）
３月

27

※別途教材代が必要

15

※募集 要 項 は ３ 月 中 に 市 内 小 学 校 に
送付予定です。

33

※定員を超えた場合は抽選 （共学講座
は初めての方を優先）

０･２５１

22

魚津市スポーツ少年団で
は、平成 年度の団員の募集
をしています。
魚津市には、 種目のスポ
ーツ少年団があり、平成 年
度は、市内児童の ％が登録
をしています。
対象の学年や活動日について
は、それぞれの団で異なります
ので、詳細については、事務局
までお問い合わせください。
28

富山県技術専門学院
新川センター入校生募集

※随時受付

●申込締切

ＪＩＣＡボランティア
２０１６年度 春募集
 ０７６・２３３・５９３１

ＪＩＣＡ北陸 ボ･ランティア担当

URL: www.jica.go.jp/hokuriku

27

28

40

ウィング･ウィング高岡
研修室503
４月17日㈰
13:30～16:00
高岡市

30

今、開発途上国では様々な
分野において、わたしたちの
技術 知
･識 経
･ 験が必要とされ
ています。あなたも、海外ボ

３月31日㈭
18:30～20:30

39

1

４月10日㈰
13:30～16:00
富山市

20

富山市

サンシップとやま
研修室704

69

説明会場
日時

富山県技術専門学院新川センター

訓練 期 間
月 日㈬

10

10

30

22

28

22

52

15

15 10
15

市町村
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●募集科 訓･練期間
エコ住宅リフォーム科
 企業実習付コース（定員 名）
訓練 期 間 ４ 月 日 ㈮ ～ 平
成 年３月 日㈮
一般コース（定員 名）
訓練 期 間 ４ 月 日 ㈮ ～ ９
月 日㈬
ビジネス実務科
 パソコン 経･理コース（定員 名）
４月 日㈮～７
29

21

27

銀座ワイワイ市
● 日 時 （朝 市 ）毎 週 水 曜 日
午 前 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
海電業倉庫（真成寺町４番 号）
 ９･４１３（島澤）
●問合せ

時

小学校閉校式の日程
３月 日㈮ 午前
吉島小学校体育館

吉島小学校
日時
場所

沿 革 昭 和 年 に加 積 天
･ 神両
小 学 校 を 統 合 し、吉 島 小 学 校 が
開校しました。昭和 年１月に現
校舎で授業が開始されました。

公民館サークル等
ギター、詩舞

催 し 物

どもに対する悩みがある人こ
そぜひ聞いてみてください。
自分の中の何かが変わるきっ
かけに…。
●日時
月８日㈫ 午後６
時半～８時半
●会場 ホテルグランミラー
ジュ 天翔の間
●講師 辻 由起子 氏
●定員
名（入場無料）
※優先 入 場 券 を 新 川 青 年 会 議 所 で 事
前配布します。

●その他 無料保育ルームあ
り （１ 歳 児 ～ 小 学 ３ 年 まで、予
約制、先着 名）

地場産品などの販売情報

時

時半

桜ホール

うおづ深読み 第３弾
「谷 欽太郎について」
魚津駅前観光案内所
 ２
･ ２４４

※入場無料

聞かなきゃわからない、魚
津 の 「深 い」と こ ろ 。 道 下 の 豪
農であった谷 欽太郎について
一緒に勉強してみませんか？
●日時
月７日㈪ 午後７時
●会場 道下公民館
●講師 本元 義明 先生
●主催 魚津観光ボランティ
ア「じゃんとこい」

３月 日㈯ 午前
片貝小学校体育館

片貝小学校
日時
場所

午前

沿 革 明 治 ６ 年 、第 ６ 大 学 第 ９
中 学 島 尻 学 校 と して開 校 後 、昭
和 年 ４ 月 に現 在 の片 貝 小 学 校
となりました。

日㈰

西布施小学校体育館

３月

西布施小学校
日時
場所

学びの森青年教室
ストリートダンス、着付け

公民館サークル等
押絵、絵手紙、華道、編物、写真、
俳句、写経、歴史

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
品などを販売しています。
ぜひお立ち寄りください。

魚津の朝市
●日時 ３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）

お茶席 （200円）

23-1045

生涯学習･スポーツ課生涯学習･文化係（第１分庁舎）

問合せ先

（公社）新川青年会議所
３月度講演会
５･９７６

生涯学習教室･友の会
コーラス、マンドリン･ギター
民謡、フラダンス、ハーモニカ

30

沿革 明治６年に静亮小学校と
して開校後、昭和 年４月に現在
の西布施小学校となりました。

生涯学習教室・友の会
笑楽書、写真、和布こもの、
簡単≪感嘆≫手芸、絵画、絵手紙

33

３校は平成 年４月に統
合され、清流小学校として
新たに開校します。

ステージ 13:30～16:00

作品展示

8

10
10
10

３月13日㈰ 10:00～16:30
新川学びの森天神山交流館
●日時
●会場
魚津市生涯学習教室の受講生とOBのみなさん（友の会）、学び
の森青年会のみなさんが学習成果を発表します。また各地区の
公民館で活動しているサークルの展示などもあります。

30

25

45

26

27

ります
体験コーナーあ

魚津市生涯学習フェスティバル

10

27

3

250

20

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
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新川青年会議所


「人生が変わる 分間の深イ
イ話～大人が変われば、子ど
もが変わる～」
悪いことをしている子ども
を叱れない、自分の子と他人
の子を比べてしまう、子ども
との接し方がわからない…子

10

場所

正面入り口、各部屋、廊下

場所

27

47

27

28

22

22

22

90

13

10

22

3

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

入居者募集

埋没林博物館

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●市営住宅
六郎丸団地（３号棟４階１戸、３DK 61.63㎡、駐車場１台分）

●特定公共賃貸住宅
※市営住宅入居の基準所得を超えている方が申込み可能
 王団地５戸（２号棟、１階～４階、３DK 82.30㎡、和８
天
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）
※１階２戸、２階１戸、３階１戸、４階１戸

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

●ふれあい学習会「不思議な光の万華鏡をつくろう」
透明なプラスチックが虹色に？
光の性質を利用した不思議な万華鏡つくりに挑戦！
日時

３月27日㈰
10:00～12:00
埋没林博物館 研修室
小学生 ～ 一般

会場
対象

※小学生低学年は保護者同伴必要

定員
参加費

20名（申込み順）
300円

上記申込期間は３月１日㈫～31日㈭です。
●企画展「魚津ナチュラルギャラリー16」
 魚津の自然は魅力がいっぱい！
４月30日㈯まで開催中
埋没林博物館 企画展示室

ありそドーム
（火曜休館）
●開館時間

☎23-9800

※要入館料

●工作コーナー「自由に作ろう！森の仲間たち」
 いろいろな木の実をつかって、かわいい動物を作ろう！
３月13日㈰までの 土曜･日曜･祝日
10:00～、14:00～
埋没林博物館テーマ館 １階特設コーナー

8:30～21:30

●トレーニングルーム利用時間
平日･土曜10:00～21:30
日曜･祝日10:00～17:00
●ランニングコースが使用できない日時
３/5㈯

終日×

19㈰

17:30まで×

6㈰

18:00まで×

20㈰

17:30まで×

12㈯

17:00まで×

（２月14日現在）

魚津水族館

●ダイオウイカ レリーフ展示中
 実物大超リアル模型のダイオ
ウイカ

ちょっと怖

イカも･･･

●ホタルイカ発光水槽設置
 おさかなショーコーナーの一環で、ホタルイカの腕
発光を見せる「ホタルイカ発光水槽」を設置します。期
間中は腕発光を確実に見ることができます。

会場

３月19日㈯～５月22日㈰
（漁 獲状況により、展示期間が
変更になることがあります。）
魚津水族館３階
おさかなショーコーナー

●ホタルイカ発光実験開始
神秘の光「ホタルイカの発光」を間近で体験
期間

●マリンゲート（海の駅側出入口）オープン
 冬季間閉鎖していたマリンゲートを３月19日㈯
より再開します。ぜひご利用ください。

24-4100

9:00～17:00（入館は16:30まで）

期間

※参加費･材料費等は不要ですが、入館料が必要です。（中学生以
下は入館無料日）

３月19日㈯～５月22日㈰の日曜･祝日

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

☎31-7001

●学びの森寺子屋事業･音楽教室発表会
 音楽教室受講者の皆さんによる成果発表会です。
※すべて入場無料

開催日 ３月５日㈯
①ドラム･ボイストレーニング･アコースティックギター
開演時間 13:00～
会場 合奏室
②クラリネット
開演時間 18:00～
会場 桜ホール
●送迎バス実験運行（交流館利用者向け）
 ３月６日㈰より、日曜･祝日に送迎バスの実験運
行を行います。
あいの風とやま鉄道

魚津駅
新川学びの森
天神山交流館

迎え13:00発

送り16:30発

※３月19日㈯は特別に実施します。

会場

１日５回、おさかなショー後に実施（所要時間20分）
魚津水族館３階 レクチャーホール

※団体等でご利用の際は、お問合せ下さい。
※送迎時刻は変更する場合があります。事前にお電話等でご確
認ください。
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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）

開館時間

22-0462

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

火曜～金曜 9:00～21:00
土・日・祝 9:00～17:00

休 館 日 ３/７㈪･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

●３月17日㈭･25日㈮ 14:00～
ポップコーンシアター

没後20年 司馬遼太郎の言葉

（定員１日20名 参加費20円）

●３月30日㈬ 13:30～
身障デイで春ルンルンパーティー （定員20名）

かもめ

経田 23-1777

●３月17日㈭ 14:00～
春の和菓子作り （定員15名 参加費150円）
●３月30日㈬ 10:30～
経田福祉センターへ行こう （定員15名）

つばめ

本江 23-5133

●３月17日㈭ 14:00～
春らんらんパーティー （定員30名 参加費100円）
●３月29日㈫ 10:30～
百楽荘ふれあい訪問 （定員10名）

ひばり

作家･司馬遼太郎が世を去って
20年。名作に残る言葉は今も新し
い。｢風塵抄｣｢私の関東地図｣｢夏草
の賦｣の世界を辿る週刊朝日の人
気連載に加え、司馬･陳舜臣両氏
の｢空海｣に関する
対談、葉室麟、安
部龍太郎、磯田道
史各氏の司馬論な
ど、司馬遼太郎の
大きな仕事を振り
返っています。

図書館シネマ倶楽部

吉島 23-0500

●３月３日㈭ 15:30～
ひなまつりお茶会 （定員30名 参加費100円）
●３月８日㈫･９日㈬ 15:30～
おはながみ工作～ツムツムしよう～ （定員なし）

すずめ

朝日新聞出版

道下 23-0522

●３月２日㈬～４日㈮ 15:30～
パソコンでつくろう～ペーパークラフト～
（定員１日12名 参加費30円）

●３月７日㈪～９日㈬ 15:30～
さくらパンケーキ （定員１日12名 参加費50円）

●日時
●作品

３月13日㈰ 14:00～
「旅立ちの島唄～十五の春」

高校のない沖縄の離島･南大東島
では、進学する子ども達は皆15歳で
島を旅立ちます。
大人になるには早過ぎる年齢で人
生の岐路に立つ15歳の春を迎えるま
での、少女とその家族の姿を描いた
感動作です。
（監督:吉田康弘、主演:三吉彩花
2013年、日本映画、本編114分）

H28年度 親子教室会員募集
親子のふれあい、子ども同士･親同士の交流の場
となる教室です。子育ての不安や悩みの解消に役
立つ講演や相談会も実施します。（４月以降開催）
対象 未就園児とその保護者
開催日･会費･時間など
毎週水曜 ６ヶ月～１歳未満児15組（会員制）
毎週金曜 １歳以上児15組（会員制）
会費はともに 1,500円/年
時間はともに 9:30～12:30
受付期間 3/7㈪ 10:00から先着順
※各児童センターで申込みください（電話不可）

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

３月
７日㈪
14日㈪

つばめ
レッツ！
ダンス
つくって
あそぼう

ひばり
おはなし会
サーキット

※４月以降もひろばを開催します。
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すずめ
のりもの
ごっこ
おもいで
製作

みんな集まれ！ お話の会
●おはなしを楽しむ会
３/５㈯･12㈯･19㈯･26㈯
10:30～
●ひまわりの会
３/20㈰ 10:30～

春のライブラリーコンサート
モンゴルの曲や日本･世界の
抒情歌を演奏します。モンゴル
の民族楽器｢馬頭琴｣の音色をお
楽しみください。
●日時 ３月13日㈰
11:00～11:30
出演 アルタンゲレル･デルゲルマー
（馬頭琴女性プロ奏者）
大野由加（司会･ピアノ伴奏）

楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～
●一般
天皇陛下の私生活

米窪明美

これだけ！微分方程式

古山竜司

野生動物カメラマン

岩合光昭

白米が健康寿命を縮める

花田信弘

スペースデブリ

加藤明

アンドロイドは人間になれるか
化学災害

ふるさと歴史講座
●日時
●演題

３月５日㈯ 13:30～
｢新川農民 江戸期･明治期
の北関東移住｣
●講師 大野康太郎氏
（魚津歴史同好会会長）
●参加費 50円（資料代）

●文学･小説
東京抒情

川本三郎

大人恋愛塾

柴門ふみ

ありきたりの痛み

東山彰良

よはひ

いしいしんじ

ロング･ロング･ホリディ

小路幸也

ニューカルマ

新庄耕

掟上今日子の退職願

2016 魚津高校美術部作品展

西尾維新

●児童･中高生向け
市役所で働く人たち

●３月16日㈬～22日㈫
かわいらしいイラ
ストや思いを込めた
油絵など、高校生た
ちの創造の世界をお
楽しみください。

石黒浩
門名弘己

谷隆一

ここから物語がはじまる

高田桂子

ハルと歩いた

西田俊也

チョコちゃんときゅうしょく 椰月美智子
十二支のはじまり
ちょんまげとんだ
介護福祉士になるには

いもとようこ
中尾昌稔
渡辺裕美

イベントについて、特に表記のないものは入場無料、事前予約不要です。

健康づくり栄養教室の受講生を募集します

健康と栄養について学びませんか？男性の方も大歓迎です。

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

定員 20名（先着順） 受講料 年間2,000円
会場·申込·問合せ 健康センター

一般医

※この教室は、食生活改善推進員の養成講座になっています。
講義
調理実習と試食
講義及び実技
（9:30～10:30）
（10:40～13:00）
（13:00～14:30）
開講式
4/27㈬
バランスのよい献立 健康チェックをしよう
魚津市の保健事業について
加工食品や外食の栄養成分
5/11㈬
栄養学
うす味の料理の工夫
表示とその利用について

3/6㈰

魚津病院
友道
☎24-7671

3/13㈰

吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825

3/20㈰

いなば小児科医院
本新町 ☎22-8888

3/21(月·祝)

平野クリニック
本江
☎23-5230

3/27㈰

大﨑クリニック
寿町
☎23-1001

4/3㈰

青山内科
仏田
☎25-0250

開催日

6/8㈬ 生活習慣病の予防について 生活習慣病予防の食事 衛生的に食品を扱うために
7/13㈬ メタボと糖尿病の予防

メタボ予防の食事

運動と休養について

9/7㈬

ロコモ予防の食事

心の健康について

10/12㈬ 献立をたてよう（Ⅰ）

年代別の食事

歯と口の健康管理

11/9㈬ 献立をたてよう（Ⅱ）

お正月料理

冬場の運動（実技）

12/14㈬

ロコモって、なあに？

み ん な の 保 健 室

平成28年度

─年代別食事― 献立発表会

閉講式·反省会

※実施日及び内容は、都合により変更する場合があります。

歯科医

高齢者の予防接種
平成27年度、高齢者肺炎球菌予防接種は、３月31日までです
助成対象

接種回数
接種場所

魚津市民で、接種を希望する下記の方
①65·70·75·80·85·90·95歳及び100歳の方
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）
１回 接種料金 2,500円（生活保護世帯の方は減免制度あり）
市内指定医療機関（要予約）

こころの健康相談

健康づくりイベント（予約制）
テーマ：健康センター食堂へいらっしゃい！
バランスのよい食事を体験してみませんか？
日時 3/15㈫ 11:30～13:00 参加費 300円
持ち物 普段使っている茶碗
会場·申込み·問合せ 健康センター（先着30名）
※過去に参加したことがある方は、ご遠慮ください。

県内病院就職ガイダンス
県内の公的病院や民間病院に就業を希望する方を対象に、医療機関の人事
担当者等との面談、相談を行います。
県東部地区の病院 日時 3/12㈯ 9:00～12:00
会場 富山県看護研修センター（富山県看護協会内）
県西部地区の病院 日時 3/12㈯ 13:00～16:00
会場 ウイング·ウイング高岡５階
対象者 看護師等学校·養成所卒業見込みの学生、Ｕターンを希望する看護職員等
問合せ 富山県看護協会 富山県ナースセンター ☎076-433-5251
参加無料、予約不要、家族の参加可

吉岡歯科医院
上市町横法音寺☎076-473-0515

3/13㈰

加藤歯科医院
上市町法音寺☎076-473-1182

3/20㈰

小泉歯科医院
立山町前沢☎076-463-1051

3/21(月·祝)

佐伯歯科医院
上市町法音寺☎076-472-0330

3/27㈰

前川歯科クリニック
立山町利田☎076-462-8118

4/3㈰

モズミ歯科クリニック
舟橋村舟橋☎076-464-2540

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

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 3/23㈬ （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。

3/6㈰

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

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 3/8㈫、22㈫ ※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

2016-3
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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

教
室
歯
科

いさむ

勇さん（88歳・天神地区）

85歳になってから書道を始め、以来、筆を
持たない日はないという関口さん。意外なこ
とに、若い頃は字を書くのが苦手だったそうで
す。今は最高段位の認定を受けるまでに腕を
上げ、漢詩や和歌を題材にした作品を書き上
げています。「継続は力なり」の言葉どおりで
あり、いったん筆を持つと納得のいくまでじっ
くり書くと言います。
長い間、県の農業改良普及員として農家とともに歩んだ経歴の
持ち主です。昭和60年に退職してからは、地域に恩返しをするつも
りで地区の防犯組合長や区長などの要職を引き受けてきました。
川の瀬団地が造成される時には、地権者をはじめ地域の意見を取
りまとめ、それを市に伝えて話し合うパイプ役として活躍。事業を
進めるには住民への配慮が大切、という気持ちで団地の造成と地
域の発展に力を注ぎました。
書道だけでなく朝晩にエアロバイクを漕ぐのも日課、という関口
さん。続けることを楽しみながら、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 3/18㈮
受付時間 10:00～10:15

※１歳６か月児健診で申込まれた方

対象
日時

●フッ素塗布
２歳６か月になる児
3/11㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
3/17㈭ 受付時間 13:00～13:30

予 防 接 種
必要
会場

関口

3/16㈬
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 3/11㈮
受付時間 10:00～10:25

魚津市健康増進プラン（第２次）のパブリックコメント募集

せきぐち

3/8㈫、4/12㈫
13:00～13:30

実施日
受付時間

妊婦さんの集い

募集期間 平成28年３月１日㈫～15日㈫
素案の閲覧 魚津市ＨＰ、健康センター、市役所社会福祉課
提出できる方 魚津市に在住、在勤または通学している方、
市内団体に所属する方等
提出方法 「ご意見提出用紙」に必要事項を記入のうえ、
郵送、ＦＡＸ、電子メールのいずれか
問合せ·提出先 健康センター

実施日
受付時間

●３歳児健診
対 象 平成24年９月生まれの児

♪３月、４月の育児サロン（保育園·幼稚園）は、お休みです♪

健やかで心豊かに生活できるまちづくりを目指して、平成28年度から
10年間の健康づくりの目標や計画について素案をまとめました。広く市
民の皆様からご意見、ご提案を募集します。

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 3/10㈭、4/7㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30
●１歳６か月児健診
対 象 平成26年８月生まれの児

育児サロン

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 3/16㈬ 受付時間 9:45～10:00
会場·申込·問合せ 健康センター（前日までに要申込）

母子健康手帳
健康センター

康

◆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。

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 3/16㈬ 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

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）

子どもの予防接種週間

３月１日㈫～７日㈪

３月31日が接種期限です
種類

対象
平成21年４月２日～平成22年
麻しん·風しん
４月１日生まれの児
第２期
（保育園·幼稚園年長相当）
平成15年４月２日～平成16年
ジフテリア·破傷風
４月１日生まれの児
混合 第２期
（小学６年生相当）

高校３年生相当の方へ、進学·就職の前に
「日本脳炎」の確認を
昨年８月に日本脳炎予防接種（積極的勧奨）の
ご案内をしています。20歳の誕生日の前日まで接
種できますが、進学や就職の前に接種を済ませて
おきましょう。
◆期限を過ぎると全額自己負担となります。
◆転入等で予診票がない方は、母子健康手帳をお
持ちになり健康センターへおいでください。

学校安全ボランティア活動で
文部科学大臣表彰を受賞

本江子ども見守り隊

西布施小学校
たかせ

６年生

髙瀬

けんじ

賢二くん

ぼくの将来の夢
は、不動産を扱う
会社の社長になる
ことです。
不動産業を成功
させるとお金持ち
になれると、テレ
ビで見たからで
す。でも、それだ
けではありません。ぼくは、便利で暮
らしやすい家を建てたいとも思ってい
ます。
これからは高齢化が進むので、年を
とっても安心して住める家が望まれま
す。また、限りある資源を節約するた
めに、自然の仕組みを取り入れた家が
必要となってきます。ぼくは、バリア
フリーやエコについて研究し、住む人
に優しい家を設計したり、売ったりす
る会社を作りたいです。
さかい

６年生

酒井

さき

咲紀さん

私の将来の夢
は、和菓子も洋菓
子も作ることがで
きるパティシエー
ルになることで
す。
明るくカラフル
なお店では、買っ
たお菓子を食べる
ところもあります。「いらっしゃいま
せ。おすすめは、西布施リンゴの入っ
たクッキーです。」と、笑顔でお客さ
んをむかえ、一人一人のお客さんの願
いに合ったお菓子、夢いっぱいのケー
キを作ります。
私の作ったお菓子を食べたお客さん
が、笑顔になったり、心が温かくなっ
たりするパティシエールになりたいで
す。

小学生の登下校時間に
合わせてまちかどに立つ
「本江子ども見守り隊」の
皆さん。子ども達に「おは
よう」「おかえり」と声をか
け、けがや事故の無いよう
に気を配ります。この活動
が学校教育の安全·安心な
実施に貢献する優れたも
▲受賞を喜ぶ本江子ども見守り隊の皆さん
のであると認められ、平成
27年12月に文部科学大臣表彰「学校安全ボランティア活動奨励賞」を
受賞しました。
本江子ども見守り隊が発足したのは平成18年２月。その前年、不審
者が子どもを巻き込む事件が全国で続発したこと、また周辺の地域で
も不審者による児童への声掛けやつきまといなどが頻繁に発生してい
たことがきっかけで組織を立ち上げました。現在の隊員数は98名で、区
長会や防犯組合、育友会（保護者）と有志の皆さんで構成されていま
す。できる時間にできることを、を合言葉に無理せず継続的に行い、子ど
も達にあいさつや声掛けをして地域ぐるみで子ども達を見守ります。隊
員の方々は見守り隊の名称が入った蛍光色のベストやウインドブレー
カー、帽子や腕章を身に着け、交通量の多い交差点などで子ども達が
安全に通行できるよう補助し、朝は学校まで付き添うことも。目立つ服
装はドライバーの目に留まりやすく、また、不審者の声掛けを防ぐなど
の防犯効果もあります。
２月上旬のある日、見守り隊の方とあいさつを交わしながら下校す
る子ども達に感想を聞いたところ、「危ないことしたらちゃんと注意して
くれる」「風で帽子が飛ばされた時に拾ってもらった」「いつも見てもらっ
て安心」など、素直な気持ちを次々に話してくれました。本江小学校で
は、５月に見守り隊の出発式を、年度末の3月に感謝の集いを開き、全
校児童が隊員の皆さんと対
面して感謝の言葉を述べま
す。「子ども達の安全を守るた
め、地域の協力を得ながら活
動を継続していきたい」と話
す隊長の吉浦さん。今回の受
賞を誇りに、これからも温か
いまなざしで子ども達を見守
▲「おかえり」と子ども達に声をかける隊員さん（左端） り続けてください。
わんぱく兄弟☆

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.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。

２歳６か月
いなば

稲場

６か月
こうき

光希くん

いなば

稲場

みずき

海希くん
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台湾から魚津へどうぞ インバウンド推進実行委設立

29

富山県を訪れる外国人の中で最も多い、台湾からの観光客を魚津市にも呼び込
もうと、「台湾インバウンド推進実行委員会」の設立総会が市役所で開催され、行政
と民間の関係機関が協力して事業を推進することを確認しました。
平成27年11月に台北で開催された国際旅行博覧会に魚津市が出展し、市の見ど
ころをＰＲしたところ、この３月24～27日
に台湾から旅行業者約40名が魚津市へ視
察に訪れる運びとなりました。視察団は蜃
気楼、たてもん、海の幸などに触れ、市内
で宿泊する予定です。外国人観光客のリ
ピーターは地方都市に関心が高いと言わ
れており、今後、台湾からの旅行プランに
魚津市が組み込まれることが期待されて
います。（※インバウンド…海外から日本への旅行）

２/

１

魚津のまちづくりの課題は？

Vol.1

◀設立委員会の冒頭、「市で
一丸となって取り組みたい」
とあいさつする澤﨑市長
（写真中央）

東洋大学の学生が調査報告

大都市圏に住む学生が魚津市のまちづくりを調査
し、課題を見つけ解決策を提言する「20歳の挑戦事
業」報告会が魚津商工会議所ビルで開かれました。
調査活動をしたのは、東洋大学（東京都文京区）で
公民連携と地域政策などを学ぶゼミの８名です。平
成27年８月、魚津市に一週間滞在し調査した結果、人
口減少対策としてＵ·Ｉターンや企業誘致の促進、また
交流人口を増やすために商店街のリノベーションやし
んきろうロードの観光地化、食を中心にＰＲ活動を強
化することを提案しました。報告会に出席した関係者
は、既成概念にとらわれない若い目線での調査報告に
耳を傾けていました。
（※リノベーション…建物を改修し、価値を高めること） ▲調査活動がきっかけで魚津を知った学生の皆さん

２/

13

日常生活の中で体力つくりを 放送大学オープンセミナー開催

「中高年からの体力つくりを考える」をテーマに、放
送大学富山学習センター（射水市）のオープンセミナ
ーが市立図書館を会場に、新川地区で初めて開催さ
れました。
放送大学富山学習センター所長で運動生理学を専
きたむら きよかず
門とする北 村潔 和氏が講師を務め、人の身体は適度
に使わないと生活するための体力·健康などに問題を
生じることが明らかになってきたと話しました。中高年
期から体力を維持 · 向上させるためには、日常生活の
身体活動量を減らさないことが重要で、そのためには
便利さを追求しないことが大切と説明しました。例え
ば、車で買い物に出た時もできるだけ離れた場所に車
▲「この会場まで出て来るのも運動です」と話す北村氏（右奥）
を停め、長く歩くのも一つの工夫だそうです。

２３
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26 無火災を祈って

愛宕社の火祭り

３ 月号
2016
№844

新しい年の平穏無事を祈る愛宕社の火祭りが魚
津神社境内で行われました。氏子町内などで作った
高さ５メートル程の御幣や家庭のお正月飾りなどが
次々に持ち込まれ、勢いよく燃やされました。近隣の
保育園の子ども達も書初めなどを持参して火の中へ
投げ入れ、手を合わせて祈る姿が見られました。道下
保育園ふじ組のうみのてつやくんは「火事になりませ
んようにとお祈りしました」と話しました。
この行事は、江戸時代の中頃、魚津の町で大火が
続いたことから、防火意識を高めようと火消しの纏
（まとい）に似せた大御幣を作り、火伏せの神様が祭
られている愛宕社に奉納したことが始まりと伝えられ
ています。

Vol.2

◀火の中へ投じられる御幣。
青竹を組み先端に榊を付け、長く切
った金白の紙をさげてある。

２月 横綱日馬富士が描いた絵画が市内に！
は る ま ふ じ

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

中央通りにある富山銀行魚津支店に、大相撲の横綱日馬富士が自
ら描いた絵画が展示され、話題になっています。
この絵画は、株式会社魚津清掃公社の瀬敏雄会長が購入された
ものです。平成27年12月に東京 · 銀座の画廊で日馬富士の絵画展が
開かれ、チャリティー活動で15作品が販売されました。
「おはようございます」と題した作品は、しこ名にもある富士山を描
いたもの。富山銀行魚津支店の本多次長は、「瀬会長のご厚意によ
り展示している。日馬富士の作品と知り、びっくりされるお客様がほと
んど。素晴らしい色づかいで、富士山の魅力がよく伝わると感じてい
る。なかなか見ることができない貴重な作品を、ぜひ多くの方にご覧
いただければ」と話しています。
２/

６

細工かまぼこを作ろう

▲日馬富士の作品は富山銀行魚津支店のロビーで展示中

小学生親子が体験

－63

－430

世帯数

16,711世帯

－５

＋13

魚津産間伐材
有効活用量

4.8ｔ

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

2016-3

広報うおづ

編集後記

43,089人

▼表紙に採用した住吉小学校

計

の「バイ飯作り」では、５ペ

－225

ージの記事で料理 メ
･ ニュー
を発表されている４名の魚津

－31

の若手料理人の皆さんが講師

22,216人

として児童たちを指導してお

女

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。

られました。

－205

プロの方から

－32

直接料理を教

20,873人

えてもらうこ

男

とで地元の食

前年比

▲慎重に作業する子どもたち。どんな図柄にする？

材や文化への

前月比

愛着がより深

（平成28年１月末現在）

まったのでは

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）

ないでしょう

か。（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/

天神 · 片貝公民館が合同で細工かまぼこ体験事業を行い、吉島· 経田 · 片貝
小学校の児童と保護者13組が会場の天神公民館に集まりました。㈱石﨑蒲鉾
の石﨑一成さんが講師役を務め、当日用意された６色（黒、ピンク、紅、黄、緑、
青）の着色すり身は、いずれも自然から採れた材料で色をつけていることを説
明しました。
子ども達は、土台になる円型のかまぼこを手にし、その上に着色すり身を絞
さくら
り出して思い思いのデザインで細工かまぼこを作っていきました。関口咲桜さ
ん（吉島小１年）は、「ママに手伝ってもらって、私はドラエもん、妹はミニーちゃ
んを描きました。ちょっと難しかったけど、出来上がるのが楽しみです」と話しま
した。蒸しあがったオリジナルの細工かまぼこの出来栄えに、食べるのがもった
いないと感じた人も多かったかもしれませんね。
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