平成２８年

２０１６

４
No.845

表紙写真

もくじ
２
４
７
８
11
12
13

思い出と共に… 片貝小･吉島小･西布施小の歴史に幕
平成28年度魚津市予算
魚津市議会議員選挙･魚津市長選挙
市民意識調査集計結果
国民健康保険に関するお知らせ
住宅に関する補助金制度を新設･拡充しました
平成28年度水の学び舎ツアー参加者募集

14
16
17
28
30
31

平成28年度魚津市生涯学習教室生徒募集
魚津しんきろうマラソン
富山県東部消防組合消防本部からのお知らせ
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

小川寺の獅子舞
（３月12日 千光寺にて）
魚津市小川寺地内の千光寺で行われた
春の祭礼で、伝統の獅子舞が奉納されま
した。
（32ページに関連記事）

思い出と共に…

歴史に幕

地域に支えられ、育まれた３校の歴史と伝統
は、４月に開校する清流小学校へと継承され、
ともに新しい歴史を作っていきます。

写真で振り返る
懐かしの学び舎
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片貝小学校
吉島小学校
西布施小学校

学校は、子どもたちの大切な教育の場である
とともに、その地域の伝統やスポーツ・文化活
動の拠点となる場所です。また、親から子へ、
そして子から孫へと学び育ちながら、歴史と伝
統を受け継いできた学び舎は、地域の精神的支
柱であり、シンボルでもあります。
本年３月をもって、片貝小学校は 年、吉島
小学校は 年、西布施小学校は 年の長きに渡
る歴史に幕を閉じました。恩師や友人などとの
大切な思い出が積み上げられた学校が閉じられ
ることには、寂しさが伴います。
142

しかしながら、そういった「大切な思い」
は、人の心の片隅にいつまでも残り続け、語り
継がれていくのではないでしょうか。

142

▲西布施小新校舎起工式（昭和42年）

▲西布施小新校舎完成（昭和42年）

▲片貝小学校（昭和43年）

46

清流小学校開校式
日時
場所

４月６日㈬ 午前９時
清流小学校体育館
（旧吉島小学校）

清流小へ続く…

３校のＯＢでもある保護者の方々に
学校への想いを語っていただきました。

50

我が小学校へ…
私は約 年半統合準備会委員の一員とし
て、さまざまな話し合いに参加してきまし
た。各地区それぞれの思いもあり、統合に
向けての議論は活気に満ちていました。
私の長男は片貝小学校最後の卒業生にな
り、私や父も卒業生です。私が小学生の時
は、よく放課後にみんなで暗くなるまで遊
んだ思い出があります。その学校が廃校に
なるのはやはり残念な気持ちがあります
が、片貝の子ども達には清流小学校という
新たな場所で、沢山の思い出を作っていっ
てほしいです。
早いもので西布施小学校を卒業し
て 年、昭和 年代に通っていまし
た。私が入学したころは道路側の斜
面には桜並木が有りその下に鉄棒が
有って体育で逆上がりを練習してい
た事、放課後もみんなで遊んでいた
事を覚えています。
沢山ある思い出を忘れはしませ
ん。皆さんもそれぞれに思い出が沢
山あると思います。閉校とはなりま
すが皆さんの心の中に思い出と共に
有り続けます。

▲片貝小新校舎完成（昭和43年）

▲吉島小新校舎完成（昭和46年）

▲吉島小体育館完成（昭和47年）

35

やさしくも厳しかった先生方
支えて下さった皆さん
感謝を込めて
西布施小学校
ありがとうございました
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右の絵は、吉島小学校の「６
年 生 を 送 る 会 実 行 委 員 」（５年
生）が作成したものです。
吉島小の歴史と伝統のバト
ンを受け取り、新たに清流小
の伝統をつくっていく気持ち
を表現しました。

魚津市教育委員会 教育総務課
（第１分庁舎） ・１０４３
23

片貝小学校
育成会
若林竜也さん
吉島小学校
ＰＴＡ
纓坂壮一さん

「み ど り し た た る 加 積 野 の 」か ら 始 ま る 校
歌が気に入っていました。子どもが入学し
てからは校歌を聴く機会も増えて懐かしく
感じていました。子どもから孫（まだいませ
んが）へ受け継がれていくものだと思ってい
ましたが統合により校歌も代わることにな
り寂しくなります。ただ、少子化による統
合はしょうがないことなのかもしれません。
子どもたちは新しい学校生活に向けて準
備をしているようです。私も今まで以上に
清流小学校を見守っていきたいと思います。

西布施小学校
ＰＴＡ
山澤賢一さん
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年度

誰もが主役のまちづくり

平成

魚津市

予算

平成28年度
一般会計予算

魚津市の平成 年度一般会計予算は、「工
業 商
･業の振興」、「雇用 労
･働環境の充実」、「観
光の振興」、「住宅対策の推進」、「子育て家庭へ
の応 援 体 制 の充 実 」、「子 育 て環 境 づくりの推
進」、「学校教育の充実」
の７施策を重点施策と
する予算編成を行いました。

特別 会計予算 は、 下水道事 業では 、引き 続
き既存施設の再構築工事と雨水対策に取り組
み、農業集落排水事業、簡易水道事業では、
施設の維持・改良に努めます。後期高齢者医
療事業の事業費増は、高齢化社会を反映した
ものであり、一方で、国民健康保険事業、介
護保険事業等医療保険事業は、健康づくりや
介護予防施策が功を奏し、療養給付や介護給
付が減少しています。水族館事業は、経年に
より老朽する施設のメンテナンスに費用がか
さんでいます。

・１０１８

財源不足額の３億７千万円については市
の貯金である財政調整基金を取り崩して対
応することとしました。

財政課財政係
（２階）
23

28

28

総額１85億円
会計別予算額

歳入の概要

46.7%

会計名

市が自主的に収入できる自主財源は全体の46.7%を占め
ています。市の歳入の根幹をなす市税は、新たな投資が
見込めないものの、景気の上向きを反映して増加を見込
みました。
市の借金である市債は、統合小学校の建設などのた
め、22億3,420万円（前年度比62.1％増）を見込んでおり、
そのうち地方交付税の代替財源である臨時財政対策債は
７億円となっています。

前年度比

一般会計

185億0,000万円 109.7％

特別会計

147億6,500万円 100.7％

下水道事業会計

53.3%

予算額

31億1,500万円 109.7％

農業集落排水事業会計

4億3,200万円 101.4％

簡易水道事業会計

1億2,700万円 121.0％

国民健康保険事業会計

50億6,000万円

後期高齢者医療事業会計

10億6,000万円 102.5％

介護保険事業会計

47億7,600万円

水族館事業会計
水道事業会計
収益的収支
（水道事業運営など）

96.1％

99.6％

1億9,500万円 101.6％
15億2,132万円 103.2％
収入 6億2,483万円

96.9％

支出 5億8,842万円 101.5％

資本的収支※
（水道事業への投資など）

収入 5億7,222万円 136.1％

合計

347億8,632万円 105.4％

支出 9億3,290万円 104.3％

※資本的収支不足の3億6,068万円は、内部留保金などで補てん
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担金、補助金などの経費です。

●普通建設事業費…道路や学校
などの公共施設を新増設する
ための経費です。
●繰出金…一般会計から国民健
康保険事業会計などの特別会
計へ繰り出される負担金など
の経費です。
●扶助費…社会保障制度の一環
として、住民福祉を支えるた
めの経費です。
●物件費…委託料、旅費、交際
費、消耗品費、光熱水費など
の経費です。
●人件費…職員の給与や議員へ
の報酬などに使われます。
●補助
 費等… 報償費、保険料、負

性質別

●総務費…市の全般的な管理の
ほか、戸籍、防災対策、交通
対策、徴税、選挙などに使わ
れます。
●土木費…道路や河川、公園、
市営住宅の整備や維持管理に
使われます。
●公債費…市の借金の返済に充
てる経費です。
●農林水産業費…農業、林業、
水産業の振興に使われます。
●商工費…商業や工業、観光の
振興に使われます。
●衛生費…母子保健や予防接種
のほか、ごみ処理や環境保全
などに使われます。
●消防費…消防、救急活動に使
われます。

予算用語説明
●一般 会 計 … 市 税 収 入 を 主 な 財
源として、福祉、保健衛生、土
木、教育、消防など市の仕事の
大部分をまかなう会計です。
●特別会計…特定の収入をもっ
て特定の事業を行う場合、一
般会計とは別にその経理を明
らかにするために設けられた
会計です。
●企業会計…独立採算を原則と
する事業について設けられた
会計です。
●市税… 市民の皆さんが納めた税
金です。市民税、固定資産税、
軽自動車税などがあります。
●諸収入… 貸付金元利収入や市が
受託した事業の収入などです。
●地方 交 付 税 … 全 国 の 市 町 村 が
一定の行政サービスを等しく行
えるよう、市の財政力に応じて
国から交付されるお金です。
●国庫支出金…国が市に対して
支出する負担金、補助金、委
託金です。
●県支出金…県が市に対して支
出する負担金、補助金、委託
金です。
●市債 … 市 の 借 金 に 相 当 し ま
す。各種建設事業の財源として
発行するものや、地方交付税の
代替財源として発行する臨時財
政対策債などがあります。
目的別

●民生費…高齢者、障がい者、
子どもの福祉や生活保護など
に使われます。
●教育費…学校、公民館の運営
や文化、スポーツの振興に使
われます。

目的別では民生費56億9,226万円（前年度比2.6％減）
が全体の約３分の１を占めており、次いで教育費28億
6,330万円（同73.8％増）、総務費26億3,011万円（同16.2％
増）となっています。
また、性質別の主な内訳は人件費25億7,165万円（同0.2％
増）、扶助費29億1,389万円（同4.9％減）、公債費15億1,530
万円（同2.2％減）、普通建設事業31億7,943万円（同100.6％
増）などとなっています。

次のページで、実際に
どのような事業を行うか
主なものを紹介します。

2016-4

広報うおづ

5

歳出の概要（目的別）
歳出の概要（性質別）

重 点 施 策 に ついて
説 明します

つの重点施策すべてにおい
て、地方創生にかかる総合戦略事
業を力強く推進していきます。

「工業 商
･ 業の振興」では、新たな
起業を促すとともに事業者の魅力
と 活 力 の 向 上 を 支 援 し 、 「雇 用 労
･
働環境の充実」では、若年層を基軸
とする就労支援を推進します。

「観 光 の振 興 」で は 、 魚 津 の 魅 力
を全国や海外へも発信し、訪れて
もらえるまちとなる仕掛けを行
い、関係する事業者が一体となっ
て来訪者を迎え入れる体制を整備
します。

「住 宅 対 策 の推 進 」で は 、 住 宅 取
得支援により、市外から人を呼び
込む対策はもとより、市民が市内
に留まり住み慣れた地域に永く住
み続けるための事業もあわせて展
開します。

「子 育 て 家 庭 への応 援 体 制 の充
実」では、尊い命を授かる喜びを感
じ 、 「子 育 て環 境 づ く り の推 進 」で
は、子供の成長を安心して見守る
ための環境を整備します。

ま た 、 「学 校 教 育 の充 実 」で は 、
多くの友達との大きな輪の中で成
長できる環境を創造します。

7

平成28年度の主な事業と予算額（市の総合計画における目標別）

共通目標

誰もが主役のまちづくり、
自立する自治体経営

地域振興事業 ……………… 1億1,283万円
地域拠点施設整備事業 …… 2億 811万円
地域おこし協力隊事業 ……………441万円

にぎわい・活力あるまち
インターネットモール出店助成事業 …100万円
企業の魅力アップ就業促進事業 …340万円
若年移住者賃貸住宅助成事業 ……300万円
資格取得助成事業 …………………200万円
魚津市セットメニュー推進事業 …210万円
在来線を活用した魚津への誘客支援事業 …270万円

人と文化を育むまち
小学校整備事業 ……………15億1,912万円
女性が住みたいまち事業 …………140万円
こうのとりプロジェクト婚活支援事業…115万円

安全で快適な暮らしやすいまち
全国植樹祭関係道路整備事業…3,000万円
転入者住宅取得支援事業………1,000万円
市内居住者住宅取得支援事業…1,200万円
空家対策支援事業 ……………… 400万円

健やかで笑顔あふれるまち
出産祝いガソリン券等支給事業…334万円
不妊治療費助成事業……………1,200万円
出産･育児にやさしい企業育成事業…100万円
一次救急体制支援事業…………1,314万円

豊かな自然と共生したまち
魚津の水循環事業 …………………184万円
全国植樹祭開催準備事業 ………3,500万円

2016-4
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魚津市議会議員選挙・魚津市長選挙
魚津市選挙管理委員会
(２階総務課内)
23-1019

任期満了に伴う魚津市議会議員選挙および
魚津市長選挙を、４月17日㈰に行います。

投票できる方

平成 年４月９日現在で選挙人名簿に登
録されている方
①平成８年４月 日以前に生まれた方で
魚 津 市 内 に 住 所 が あ る 方 （選 挙 権 年 齢
の 歳への引下げは適用されません）
②新しく転入された方は平成 年１月９
日までに転入届を提出された方

投票所について

村木小学校

魚津第２

大町幼稚園

下中島

住吉小学校

上中島

上中島小学校

松倉

松倉公民館

上野方

上野方小学校

下野方第１

本江小学校

臨時期日前投票所

下野方第２

西部中学校

期間
時間
場所

下野方第３

総合体育館

片貝

片貝公民館

加積第１

農村環境改善センター

加積第２

東部中学校

道下第１

道下保育園

道下第２

道下小学校

経田第１

経田小学校

経田第２

江口研修センター

天神

天神公民館

西布施

西布施公民館

期間
時間
場所

４月11日㈪～４月16日㈯
8:30～20:00
市役所２階 第２会議室

４月15日㈮・16日㈯
9:00～20:00
アピタ魚津店２階
イベントスペース

▲入場券裏

※入場券の裏面は、期日前投票宣誓書になっています。あらかじめ
名前や住所等を記入することで、受付が早く済みます。

開票状況の確認方法

無料巡回バスの運行

●魚津市ホームページ
（選挙開票速報ページ）
４月17日㈰ 21:30～
http://www.city.uozu.toyama.jp

投票日当日に巡回バスを運
行しますのでご利用くださ
い。ルート･ダイヤ等詳細に
ついては、該当地区に対して
市広報に折込みましたので、
ご確認ください。

2016-4
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魚津第１

期日前投票
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投票所

投票日当日に仕事や旅行、レジャーなどで投票に行けない場合
は、事前に投票することができます。お気軽にご利用ください。

7

28

投票区

期日前投票をご利用ください

●ケーブルテレビ
（NICE TV デジタル091ch）
４月17日㈰ 21:00～（予定）

下記のとおりです。投票日当日の投票所
は入場券に記載されていますので、お間
違えのないようお気をつけください。

※今回 か ら 西 布 施 投 票 区 の投 票 所 が 西 布 施 公 民 館
に変更されています。

入場券を郵送します

ご家族分をまとめて各世帯に郵送します 。
届かない場合は、選挙管理委員会までお
問合せください。

※投票の際、入場券を切り取ってお持ちください。
※入場券がなくても選挙人名簿に登録されていれば
投票することができます。

選挙公報

新聞への折込と市内公共施設に設置します 。

公報はご自宅への郵送も行っています。
郵送を希望される方は、選挙管理委員会
までご連絡ください。

日㈬を予定しています。

※ご自宅への郵送は、一度申請されると、次回選挙か
らの申請は不要です。

※新聞折込は、４月

開票について

開票開始時間 午後９時
開票会場 ありそドーム アリーナ
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西布施投票区の投票所は、西
布施小学校から西布施公民館
に変わります。

集 計 結 果
魚津市では、総合計画を基に様々な施策を進めています。
このまちづくりの計画を、市民の皆さまの意見を反映させな
がら進めるため、市の取り組み等に対する市民の皆さまの考え
を伺う市民意識調査を行いました。その結果についてお知らせ
します。

■調査の概要
●調査対象
●調査対象数
●抽出方法
●調査期間
●調査方法
●回収数

魚津市に住む20歳以上の人
1,000人
無作為抽出 （地区･年代･性別に偏りがないよう抽出）
平成28年１月20日～２月４日
郵送返送方式
594人（回収率59.4％）

お忙しい中、アンケートにご協力いただ
き、誠にありがとうございました。
今回の結果は、今後のまちづくりに反
映していきます。
企画政策課企画係（２階）23-1067

この施策について

重要度の
集計結果

力を入れてほしい
（＋２点）
できれば力を入れてほしい（＋１点）
今のままでよい
（０点）

あまり力を入れる必要はない （▲１点）
力を入れる必要はない
（▲２点）

として施策ごとに得点化し、平均点を算出しました。「重要度が高い」と思う
人が100％であれば、その施策の平均点は２点となります。
（点）
1.2

比較的重要度が高い

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2

雇用 労･働環境の充実
災害に強いまちの形成
防災体制の整備
日常生活の安全確保
地域医療体制の充実
工業 商･業の振興
観光の振興
消防 救･助 救･急体制の整備
子どもたちの健やかな成長支援
快適な道路機能の強化
子育て家庭への応援体制の充実
子育て環境づくりの推進
学校教育の充実
水産業の振興
総合交通体系の整備
農業の振興
廃棄物の抑制とリサイクルの推進
住 宅対策の推進

計画的で効率的な行財政経営の推進

良好な都市の形成
社会保障制度の適切な運営
豊かな長寿社会の実現
市政に関する情報の共有
地球温暖化防止対策の推進

障がい者の社会参加と自立の促進

生活環境の保全と向上
健康づくりの推進
多様な交流の推進
市民参画 協･働の推進
水と緑の保全と活用
地域で支えあう福祉社会の推進
林業の振興
水道水の安定供給
人権が尊重される社会の推進
生涯学習の推進
文化の振興
下水道の整備

生涯スポーツ レ
･クリエーションの振興

0.0

2016-4
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環境保全のための取組

市政に提案する機会 は

取り組んでいますか？

十分ですか？

「取り組んでいる･今後
取り組みたい」と答えた
方が75.9％であり、環境
保全への関心の高さがう
かがえます。

市民が積極的に市政に提案･参画する機会が十分あるか
という問いに対し、「そう思わない･どちらかといえばそう思
わない」と答えた方が33.4％と、十分でないと思う方が多い
という結果になりました。
施策「市民参画･協働の推進」の評価では、実感度も低い
ことから、これまで以上に参画機会の充実を図る必要があり
ます。

総合計画に揚げている38の施策に関する

今後の重要度及び実感度結果をお知らせします。
この施策が実現されていると

実感度の
集計結果

感じる
（＋２点）
やや感じる （＋１点）

あまり感じない（▲１点）
感じない
（▲２点）

どちらとも
いえない （０点）

として施策ごとに得点化し、平均点を算出しました。その施策の実感度
が高いと思う人が100％であれば２点となります。
（点）
0.9

比較的実感度が低い 比較的実感度が高い

0.6
0.3
0.0
▲0.3

水道水の安定供給
下水道の整備
廃棄物の抑制とリサイクルの推進
消防 救･助 救･急体制の整備
生活環境の保全と向上
水と緑の保全と活用
地域医療体制の充実
豊かな長寿社会の実現
学校教育の充実
健康づくりの推進
社会保障制度の適切な運営
日常生活の安全確保

障がい者の社会参加と自立の促進

2016-4

生涯スポーツ レ･クリエーションの振興
快適な道路機能の強化
文化の振興
子育て環境づくりの推進
生涯学習の推進
災害に強いまちの形成
子どもたちの健やかな成長支援
総合交通体系の整備
地球温暖化防止対策の推進
子育て家庭への応援体制の充実
水産業の振興

広報うおづ

人権が尊重される社会の推進
防災体制の整備
地域で支えあう福祉社会の推進
多様な交流の推進
農業の振興
良好な都市の形成
市政に関する情報の共有
市民参画・協働の推進

９

計画的で効率的な行財政経営の推進

雇用 労･働環境の充実
林業の振興
住宅対策の推進
観光の振興
工業 商･業の振興

次ページへつづく

▲0.6

万一の災害への備え

育児休暇がとりやすい環境

非常用品を備えていますか？

整備されていますか？

家庭において、携帯ラジオ、懐中電灯、医療品、非
常食などを「すべて備えている・一部備えている」と
答えた方は66.7％でした。半数以上の方が何らかの
対策をとっていることが伺え
ますが、今後も災害への備え
の必要性を継続して周知す
る必要があります。

ご自分や、周囲の職場での育児休暇を取りやすい環
境整備に対する問いについて、「そう思う･どちらかといえ
ばそう思う」と答えた方は33.2％でした。まだ育児休暇に
ついては取得しやすい環境が十分でないことがわかりま
す。施策「雇用･労働環境の充実」の評価では、重要度が
最も高く、実感度が低いことから、これまで以上に労働環
境の整備を推進する必要があります。

72.9％（昨年は76％）の方が、魚津は「とても住みやすい･どち
らかといえば住みやすい」と回答しました。
年代別にみると、「とても住みにくい･どちらかといえば住みに
くい」と答えた割合は、20･30代ともに22.4％で、70歳以上が5.7
％と、若年層のほうが、住みにくさを感じていました。若者が住
みやすいまちづくりを進めていく必要があります。

みなさんの幸福度は？
あなたが幸せであるために重要なものは？
１位

自分や家族の健康状況

24.3％

２位

家計（所得・消費）の状況

19.7％

３位

家族関係

10.9％

回答割合でみると、幸福度を７点と答えた方が一
番多い（21.4％）という結果でした。なお昨年の平均
は5.55点でした。

平均

6.54

点

（10点満点中）

なお、詳しい結果については、魚津市HPでご覧になれます。

2016-4
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国民健康保険に関するお知らせ
健康保険の資格を失った方へ

健康保険の資格を新たに取得した方へ

会社を退職するなどして、健康保険の資格を失った方
は、次のいずれかの医療保険に加入する手続きを行って
ください。

国民健康保険に加入している方で、他の健康保険
の資格を新たに取得した場合は、国民健康保険の喪
失手続きを行ってください。届出を行わないと国民
健康保険税がかかり
続けます。
なお、75歳になり
後期高齢者医療保険
に該当した方の届出
は不要です。

健康保険の資格を失った場合は…
①今まで加入していた社会保険、健保組合等の任意継
続保険に加入する。
※退 職日の翌日から20日以内に申請が必要です。もとの社会保
険、健保組合にご確認ください。

②家族の方の被扶養者として社会保険等に加入する。
③新たな勤め先で社会保険等に加入する。
④国民健康保険に加入する。

国民健康保険加入届出に必要なもの
認印・健康保険資格喪失証明書など健康保険喪失の
日付が確認できるもの

国民健康保険喪失届出に必要なもの
・認印
・国民健康保険証
・新たに取得した健康保険証

できることからはじめましょう 医療費の節約
～生活習慣改善とお医者さんのかかり方を見直しましょう～
生活習慣を見直しましょう

お医者さんのかかり方を見直しましょう
まずはかかりつけ医に相談を

食生活を見直しましょう
１日３食きちんと食べることが基本です。脂っこい
料理と塩分を控え、腹八分目を心がけましょう。

ひんぱんに受診することはやめましょう

適度な運動習慣を身につけましょう

重複受診（はしご受診）はやめましょう

日常生活の中で「歩く」時間を増やし
ましょう。また、毎日の生活に、家
事やストレッチ、体操など体を動か
す機会を取り入れましょう。

時間外･休日受診は控えましょう

お薬の飲み合わせに注意！
お薬手帳を利用しましょう

日頃の生活習慣を見
直し改善することで、病
気にならない健康な体と
心をつくりましょう。

ストレス発散と十分な睡眠を心がけましょう
精神的なストレスは、体の不調や病気につながりま
す。趣味を楽しむ、家族や友人と話をするなど、自分
にあったストレス解消法を見つけましょう。
なるべく毎日同じ時間に就寝、
起床しましょう。日中に適度な運
動をする、夕食を早めに済ませる
ことは快眠につながります。

病気にならないようにするために、
年に１回は健診を受けましょう

市民課医療保険係（１階③窓口）23-1011
11
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空家対策支援事業

魚津市では、市内での定住促進を図るため、一定要
件を満たす新たに住宅を取得する人に対し、補助金を
交付します。また、増加している空家対策として、空
家を購入して入居したり、空家を取り壊したりする人
に対しても条件により補助金を交付します。

転入者住宅取得支援事業

住宅に関する補助金制度を
新設・拡充しました
市内居住者住宅取得支援事業

危険老朽空家対策支援

市外から魚津市への転入予定者が、魚津市内
に住宅を新築または購入される場合、住宅取得
費に対する補助金を交付します。（
拡充事業）

空家取得支援

（次の条件を全て満たすこと）

※平成 年 度 か ら 用 途 地 域 内 の 建 物 か
ら市内全域の建物へ対象が拡大され
ました。

・居住用建物（常時空家）

支援対象条件

・購入した空家に入居し、転居
または転入の届出をおこなっ
たもの

・魚津 市 空 家 空
･ 地バンクに登
録され、６ヶ月を経過してい
る空家を購入すること

・市内の居住用建物であること

（次の条件を全て満たすこと）

急速に進む高齢化等により市街地の空洞化が進んでいます。市内全
域で増加している空家の再利用及び住環境の整備を進めるため、「空
家取得支援」（新規事業）と「危険老朽空家対策支援」（拡充事業）の２種
類の助成制度を設けました。
なお、いずれの支援も市への事前確認が必要です。

●土地の購入費は補助金の対象となりません。
●新築は着工前、建売は登記前の申請が必要です。

※住宅取得額に対する補助率

支援対象条件

魚津市内の居住者が、魚津市内で新規
に土地を購入して、その土地に住宅を新
築するか、または建売住宅を購入された
場合に、住宅取得費に対する補助金を交
付します。（新規事業）

支援対象条件 （次の条件を全て満たすこと）

20万円

●土地の購入費は補助金の対象となりません。
●新築は着工前、建売は登記前の申請が必要です。

・転入予定者である者（市外に住民票を有して
いる者）

２％

支援対象条件

中古住宅

（次の条件を全て満たすこと）

・市内で住宅を新築 する者 、また は建売 住宅、
中古住宅を購入する者

40万円

・市内 居 住 者 で あ る 者 （市 内 に住 民 票 を
有している者）

・自らが居住するための一戸建ての住宅であ
ること（併用住宅及び建売住宅を含む）

４％

年以内に新規に土地を購

子育て支援 加算額 一律10万円

・住宅取得費用が 万円以上であること
・世帯全員について市税等の滞納がないこと

新築住宅

・市内で過去
入した者

万円以上であること

限度額

100

補助率※

・自らが居住するための一戸建ての住宅
で あ る こ と （併 用 住 宅 及 び 建 売 住 宅 を
含む。中古住宅は対象外）
・住宅取得費が

万円

・世帯全員について市税等の滞
納がないこと

助成額
１件につき一律

20

・世帯全員について市税等の滞納がない
こと

助成額

平成28年度以降

解体工事費の３分の１
（限度額 万円）

助成額

・市内の業者による解体工事を行
うもの

・戸建て建物で市が危険と判断し
た建物

28

30

問合せ 都市計画課区画整理係
（３階）  ・１０２６

23

万円）

新築住宅
中古住宅
子育て支援

平成24～27年度
補助率※ 限度額
２％
20万円
１％
10万円
加算額 一律10万円
（参考）

住宅取得額の３％（限度額

23

30

問合せ 都市計画課建築住宅係
（３階）  ・１０３１

助成額

3
500
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魚津市には、特徴的な地形によりはぐく
まれた豊かな自然環境とそこにくらす人々
の長い歴史が息づいています。ツアーでは
「魚津の水循環」をキーワードに、見て、
聞いて、体感していただける５つのコース
を用意いたしました。

第１回目のツアー参加者を募集します。

滝や河岸段丘をはじめ、市内にある隠れたスポットをめぐりながら、地形と生き物にふれる旅
日時
定員
申込受付期間
参加費

５月21日㈯ 9:00～15:00頃
20名（先着順）
４月４日㈪～28日㈭
１人 2,000円

少雨決行
見学箇所の解説は
ツアー専任の
市民ガイドグループ
「うおづ水守（みずもり）」
が行います

動きやすい服装で
ご参加ください

（内訳：ツアー特製弁当代･ガイド料･資料代･保険代）

集合場所

埋没林博物館

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

第２回目以降のツアーは、今後の市広報にてお知らせと参加者募集を行います。
回
第２回
第３回
第４回
第５回

概要

日時

募集予定

～高円堂用水、天神山ウオーキング＆レストランランチ～

６月25日㈯
9:00～15:00

６月
広報

９月24日㈯
9:00～15:00

９月
広報

10月22日㈯
9:00～15:00

10月
広報

11月５日㈯
9:00～15:00

10月
広報

先人の想いを訪ねて
いまひとたび、東又谷を訪ねる
～アブキ谷治山施設と知られざる滝倉の滝～

そぼれたじゃあ～角川奥深く
― 古鹿熊・石切場 ―

洞杉は岩の上で1000年、岩屋はどこに？
― 蛇石･洞杉･坂様谷の岩屋を訪ねる ―

水の学び舎
ツアーガイド

のお知らせ

「水の学び舎ツアー」での解説は市民ガイドが担当し
ています。今年からガイドグループを「うおづ水守（み
ずもり）」と名付け、積極的な活動を続けていきます。
そこで、より多くの方々に魚津の水循環を知って
もらえるよう、新たに「うおづ水守」のメンバーになっ
ていただける方を募集します。
右記の講座を修了された方には、今後開催するツ
アーの企画からガイドまで幅広く活躍していただき
ます。

問合せ･申込み先
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●募集人数
●内容

●受講料
●申込期限

５名程度
魚津市の生物、植物、地質、歴史の４コース
の講義と現地講座を開催
（５月下旬～10月頃）
3,000円（資料代･保険料等諸費用含む）
４月28日㈭

※受講希望者は、お名前、住所、電話番号（可能なら携帯番号）、
をお電話またはFAX、電子メールでお知らせください。
※受講参加者決定後、今後のスケジュールなどの説明会を開催
します。（５月中旬頃を予定）

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

FAX23-1054

生涯学習･スポーツ課生涯学習･文化係
（第１分庁舎） 23-1045 FAX23-1052

魚津市在住･在勤の方であれば、どなたでも参加できます。生涯学習のきっかけ作り
としてお気軽に申込みください。初心者の方も大歓迎です。
受講料
定員
会場
申込期間
申込方法

月額500円 ※別途材料費等が必要な講座もあります。
各15名 ※申込人数が少ない場合は開講しない場合もあります。
新川学びの森 天神山交流館（天神野新147-1）
４月１日㈮～ ※概ね、各教室第１回目の１週間前まで。
電話･FAX･HPでの申込み、または直接生涯学習･文化係へお越しください。
※期間途中からの受講はできません。教室在籍期間は原則１年以内です。

通年コース（平成28年５月～平成29年２月の10ヶ月間）※受講料は半期分を前納
教室名

内容

開催日時

講師

初回

1 初心者のための絵画

たのしく絵画を学びましょう。

第1･3土曜日
10:00～12:00

大久保 隆文

5/7

2 初心者のためのお抹茶

楽しくおもてなしの仕方を学びましょう。
（材料費300円/回）

第1･3月曜日
19:00～20:30

泉 宗津

5/9

3

ひと味違う写真を撮って 基礎から学び、ひと味違う写真を楽しみましょう。
みませんか（初心者向け） コンパクトカメラでもOK（教材費は自己負担）

第2･4火曜日
19:00～21:00

長田 達明

5/10

4

初心者から学べる
フラワーデザイン

第2･4土曜日
10:00～12:00

小船井 美千代

5/14

開催日時

講師

初回

第1･3水曜日
18:20～19:30

齊藤 洋志

5/25

初心者大歓迎！楽しくお花を学びましょう。
（季節のフラワーデザイン）（材料費2,500円～/回）

半期コース（平成28年５月～平成28年９月の５ヶ月間）※受講料は全額前納
教室名
1

内容

第３回 簡単な日常英会話
日常会話からカラオケ、海外旅行にも役立つ英会話
（初心者向け）

2 栄養料理教室

健康な食卓を学ぼう。（材料費1,300円/回）

第1･3金曜日
10:00～13:00

笠間 香奈美

5/13

3 アロハ･ストレッチ教室

優雅なハワイアンのリズムにのって日々の疲れをや
さしくほぐしましょう。年令･性別は問いません。

第1･3土曜日
14:00～15:00

鍋島 清美

5/7

開催日時

講師

初回

短期コース（平成28年５月～平成28年７月の３ヶ月間）※受講料は全額前納
教室名

内容

1

筆ペンで楽しむ初めての 筆ペンを使っていろんな文字を書いてみよう。
笑楽書（みらいしょ）
（材料費500円/回）

第2･4水曜日
9:45～11:15

上野 美穂

5/18

2

アロマとハーブでできる どなたでも手軽にできるアロマセラピーとハーブの
ナチュラルスキンケア スキンケア方法を学ぼう。（材料費1,500円/回）

第2･4水曜日
19:00～20:30

寺田 真弓

5/18

3

色（カラー）であなたの
キレイを磨きましょう

第1･3金曜日
19:00～20:30

永原 彩華

5/6

色を使って、自分の魅力をみつけます。
（教材費780円/回）

2016-4
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場所 新川学びの森天神山交流館
教室名
生涯学習教室の受講生が講座修了後、自主的につ
くったサークルです。随時会員募集しています。
活動日時･場所等、お気軽に生涯学習･文化係へお
問合せください。
なお、魚津市外にお住まいの方でも入会できます。

場所 村木公民館
教室名

開催日時

押絵/紫苑

第2･4水曜日 13:30～

押絵/ゆり

第2･4月曜日 13:30～

絵手紙/花

第2･4金曜日 13:30～

魚住 久子

フラワーデザイン

第2･4木曜日 13:30～

石橋 嬉子

簡単＜感嘆＞手芸

第1･3木曜日 9:30～

朝野 やよゑ

本波 瑞枝

場所 天神公民館
ハーモニカ２

第2･4土曜日 10:00～

コーラス

第2･4水曜日 13:00～

本井 尚身

魚津
マンドリンギター

第1･3土曜日 13:30～

民謡

第2･4水曜日 14:00～

野住 国夫

絵手紙/花筏

第2･4土曜日 9:30～

新村 十三江

日常英会話

第1･3水曜日 20:00～

齊藤 洋志

野町 清美

和裁

第1･3水曜日 13:30～

大江 悦子

フラダンス

毎週 火曜日 13:30～

大浦 員子

中国語会話

毎週 火曜日 19:15～

寺崎 麗紅

着付け

第2･4木曜日 13:30～

海原 蘭子

場所 本江公民館
華道A/桃の会

第1･3水曜日 13:30～

ギター/姫恕音

第2･4月曜日 14:00～

毎週 月曜日 19:00～

太極拳同好会

毎週 火曜日 13:30～

堀内 静子

梅沢 さち子
吉島

修

場所 高齢者いきいきセンター
和布こもの

場所 加積公民館
太極拳友の会

(連絡先)

横田 清明

場所 道下公民館

第1･3水曜日 13:30～

第2･4金曜日 10:00～

講師

講師

押絵/ひまわり

ハーモニカ１

開催日時

第２水曜日 9:30～

高松 久美子

場所 ギャラリー（大海寺野）
写真（初心者向け）

第１火曜日 19:00～

長田 達明

環境保全活動を実施する団体に助成します
市民のみなさまの自主的かつ継続的な活動を推進するため、魚
津市環境保全基金を活用して、環境保全活動を実施する団体に対
して補助を実施します。
●対象となる団体
次のいずれにも該当する団体（法人を含む）
①魚津市内に住所又は活動の本拠を有すること
②代表者及び所在地が明確であること
③明確な会計経理を実施していること
④政治活動又は宗教活動を主たる目的とする団体でないこと
●対象となる経費

活動に直接必要と認められる経費

※飲食費、会員への手当、備品購入費、団体運営費などは対象となりません。

●助成金額 １団体あたり５万円を限度
●助成団体数 ３団体
●申請方法 申請書など必要書類を添付して市環境安全課へ持参

対象となる活動
環境保全に関する
実践活動

環境保全に関する
教育啓発活動

環境保全に関する
調査研究活動
次に該当するものは、対象になりません
×清掃活動、古紙･廃品回収活動
×営利を目的とする活動
×団体自らが実施しない活動
×国、県等から委託又は補助を受けて実
施する活動

※申請書は市のHPからダウンロードできます。

●公募期間
●選定方法
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４月14日㈭～５月13日㈮ 必着
魚津市環境審議会にて提案内容を審査のうえ決定

環境安全課環境政策係（１階⑩窓口）
23-1004

4.24

第 回

2016.

36

魚津しんきろうマラソン
8:40～13:00

交通規制にご協力お願いします

４月24日㈰、8:40～13:00まで、コースの区間、交通規制を行います。
交通誘導員の指示に従って、通行してください。沿道の皆さまのあたた
かいご声援をよろしくお願いします。

スタート
フィニッシュ

しんきろう
マラソン

交通規制のご案内

ゲストランナーの紹介
しんきろう
マラソン

ボランティアの募集

しんきろうマラソン当日、大会の運営を手伝ってく
ださるボランティアの方を募集します。
①選手受付補助
②車いす部門参加者補助

小林 祐梨子 さん 野尻 あずさ さん 西村 哲生 さん
2011世界陸上
2 008
2007、2008
北京オリンピック
日本代表

テグ大会日本代表
2014北海道
マラソン優勝
問合せ先

世界ハーフマラソン
日本代表

7:00～11:00
7:00～11:00

※時間は目安です

対象者

15歳以上の方
※中学生は除く。18歳未満は保護者の承諾が必要です。
※大会当日の朝 6:45から説明会を行います。

申込締切

４月17日㈰

※定員に達し次第締切

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

魚津市民バスからのお知らせ

商工観光課交通政策係（３階）

23-1380

しんきろうマラソンに伴う
魚津市民バス運休のご案内

魚津市民バス、
ゴールデンウィーク中の運休のご案内

４月24日㈰の市街地巡回ルート東回り第１～４便、西
回り第1～３便が運休となります。なお、東回りは、魚津
駅前発13:50の便から、西回りは、魚津駅前発13:20の便か
ら運行いたします。
ご不便をおかけしますが、ご理解･ご協力をお願いします。

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、片貝）は、ゴールデンウィーク中
の、４月29日（金･祝）、５月１日㈰、５月３日（火･祝）～５日
（木･祝）、８日㈰は、運休いたします。ご注意ください。
※市 街地巡回ルートは、ゴールデンウィーク中も通常通り運行
します。

2016-4
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富山県東部消防組合消防本部からのお知らせ

防止にご協力ください
全国的に消防団員数の減少が続き、魚津市においても
消防団員の確保・高齢化が課題となっています。
魚津消防署（魚津市消防団）では、魚津市消防団サポー
ト事業の一環として、消防団員が消防団員証を提示すると
優遇サービスを受けられる「消防団応援の店」事業を開始
します。事業所に消防団を応援していただくことで地域を
活性化させ、消防団と事業所の双方をＰＲできます。
この趣旨に賛同していただき、消防団員に対して料金
の割引やポイントの優遇などを提供してもらう事業所、
「消防団応援の店」を募集します。
優遇サービスを受けられ
る消防団員の範囲につい
ては、お店の方で右記から
選択できます。

ハイキング、登山、山菜摘み等で入山する際には
次の通り火気の取り扱いに注意してください。
 煙は、指定された場所で行い、
喫
吸いがら等は必ず消すとともに、
投げ捨てないこと。

●全国の消防団員
●魚津市消防団員

優遇サービスの内容は、お店の方で自由に設定でき
ます。（例：ポイント●倍、●％割引等）

登録申し込みの受付や、消防団応援の店であること
の「表示証」の交付は、魚津消防署で行います。
魚津消防署

山火事の原因の多くは、タバコ等の火の不始末です。
これから北陸地方は、山の雪解けが進み、空気も乾燥
しやすく、山火事が発生しやすい季節となります。山火事
により森林が失われると、元通りに回復するまでには何十
年もの年月がかかります。
私達一人ひとりが火の取扱いに注意し、山火事を未然
に防止しましょう。

 き火など火を使用する場合に
た
は、指定された場所で行い、その
場所から離れる時には、完全に火
を消すこと。
火遊びはしないこと。
山火事を発見した時は、すみやかに119番通報し、安全
な場所まで避難してください。
魚津消防署

24-7980

24-7980

危険物取扱者試験のご案内
携帯電話からの119番通報について
携帯電話からの119番通報は、災害発生場所の特定
に時間がかかることがありますので、慌てず落ち着い
て市町村名から伝えてください。
自宅（アパート等）の住所地番は正確に伝えてくださ
い。屋外、移動先からの通報の際は、交差点名称やコ
ンビニ等付近にある目標物を伝えてください。
折り返し災害内容を確認する場合がありますので、
電源は切らないでください。
操作ミス等で誤って119番に通報した
場合は、慌てて電話を切らずに「間違い
通報」であることを伝えてください。無言
で電話を切ってしまうと、救急車や消
防車が出動することがあります。
通信指令課
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24-7977

平成28年度第１回危険物取扱者試験（甲種･乙種･丙種）
●試験日
６月26日㈰
●試験会場 ありそドーム
●申込期間 書面申請 ４月20日㈬～５月２日㈪
●受験願書の提出、試験に関する問い合わせ先
〒939-8201 富山市花園町４-５-20
（一財）消防試験研究センター富山県支部
076-491-5565
平成28年度前期危険物取扱者試験準備講習会
●日時 ６月１日㈬、２日㈭
両日とも9:00～16:00
●会場 富山県東部消防組合消防本部
平成28年度前期危険物取扱者試験特別講習会
●日時 ６月18日㈯ 9:00～17:00
●会場 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

ミラージュランド

24-6999

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

●第11回 桜のページェント
 今年も桜の咲く時期に合わせて開催されます。開催
日には飲食の売店が軒を連ね、地元で活躍している音
楽や踊りの団体も会場内で出演予定です。
開催会場 魚津総合公園（水族館横の公園部分を中心とした会場）
開催日・時間（予定）
４月９日㈯ 10:00～21:00
４月10日㈰ 10:00～18:00
※開催日は開花状況により変更となる場合があります。

桜の種類 ソメイヨシノ
桜の本数
350本
ぼんぼり数 350個

ぼんぼり点灯期間４月上旬～下旬
ぼんぼり点灯時間18:00～23:00

●こすぷれアクアミラージュ
 このイベントは魚津総合公園
（遊園地･水族館･公園）エリアを利
用してのアニメキャラクターコス
プレイベントです。
日時 ４月16日㈯～17日㈰ 10:00～16:00
主催 TO２（ティーオーツー）
後援 ミラージュランド
※イ ベントについて詳しくは下記URLからTO2のホームページをご
覧下さい。 http://to2-web.com/

●早月川パークゴルフ場オープン
開園期間 ４月１日㈮～12月４日㈰
営業時間 9:00～17:00（受付は16:00まで）
６月～８月は 7:00～18:00（同17:00まで）
休園日
水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日休園、臨時休園有り）
●早月川パークゴルフ場の年間パスポート販売中
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
※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。写真をお持ちになら
れなかった場合、販売出来ま
せんのでご注意ください。

●遊園地アルバイト募集
 ゴールデンウィーク期間の遊具運転補助員（アルバ
イト）を募集しています。
期間
４月29日㈮～５月８日㈰
勤務時間 8:30～17:00（5/3～5は8:30～17:30）
給与
時給800円
資格 高校生以上
その他 車通勤可（交通費の支給なし）、事前面接あり
（要履歴書）、スタッフジャンパー貸与
※11/27までの（土日祝のみ）アルバイトも募集中
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長崎で原爆や平和を取材する
「親子記者」を募集します

ごみの出し方を再確認
３月の金物･粗大の収集日に、収集車火災が発生し
ました。今回は幸い、けが人が出ませんでしたが、
人命を奪うような大事故にもつながりかねません。
今回の火災は、使い切っていないライターが原因
と思われます。ライターは使い切り、ライターだ
けを袋（レジ袋でも大丈夫）に入れて、袋に「ライ
ター」と書いて、金物･粗大の収集日に出してくださ
い。（スプレー缶と同じ扱いです）
使い切っていないスプレ
ー缶や、電池を入れたまま
の家電も発火する恐れがあ
り、大変危険です。ごみの
出し方を再度確認していた
だき、ルールの徹底にご協
力ください。
環境安全課生活安全係（１階⑪窓口）

期間
対象

８月８日㈪～11日（木･祝）
魚津市在住の４年生以上の小学生とその保護者

申込方法 官製はがき、またはEメールに次の事項を記
入し、お申し込みください。
①郵便番号、住所、電話番号（昼間連絡のつくもの）
②応募者（子）の氏名（ふりがな）と性別、
小学校の学校名、学年（H28.4.1現在）
③保護者の氏名（ふりがな）と性別
④平和を願う一言メッセージ
申込締切

５月９日㈪

※全 国から９組（小学生１人と保護者１人
で１組）を選出します。なお、交通費･宿泊
費などは協議会が負担します。詳細につい
ては、協議会HPをご覧ください。
http://www.nucfreejapan.com

23-1048

申込先 日本非核宣言自治体協議会事務局
〒852-8117 長崎市平野町7-8 長崎市平和推進課内
095-844-9923 Eメール info@nucfreejapan.com

第22回環境フェスティバル
実行委員募集

新幹線駅には
「おもタク」をご利用ください

今年９月に環境をテーマとしたイベント「環境フェ
スティバル」を開催する予定です。イベントの企画か
ら当日の運営まで、共に考え、盛り上げてくださる
実行委員を募集します。

魚津市内（７か所）と黒部宇奈月温泉駅とを結ぶ、
予約式あいのりタクシー「おもてなし魚津直行便」（愛
称：おもタク）が、新幹線開業と同時に運行を開始しま
した。
乗車運賃は、お一人一乗車1,000円（未就学児無料）
です。大きな荷物があっても大丈夫です。また、一般
車が入ることのできない、新幹線駅前のロータリーま
で直接乗り入れます。お一人でも、団体でもご利用い
ただけます。

実行委員について
●期間 委員就任の日から平成29年３月31日まで
●募集人数 ３名程度
●応募資格 市内在住･在学･在勤の方（平成28年４月
１日現在18歳以上の方）でイベントを盛
り上げようという意欲のある方
●事務内容 実 行委員会への出席、イベント内容の
企画、調整及び当日の運営等
●応募期限 ４月20日㈬ 必着
※応募用紙へ必要事項を記入し、環境安全課に直接お持ちになるか、
郵送、FAX、E-mailでご応募ください。（応募用紙は市ホームページ
からダウンロードできます）
※選考は、提出書類により行い、結果は応募者全員に連絡します。

第22回環境フェスティバル概要
●日程 ９月24日㈯
●場所 ありそドーム 産業展示ホールほか
●内容 ブ
 ース展示、ステージ発表、体験コーナー、
飲食コーナーなど
応募先 魚津市環境安全課
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
23-1004 FAX23-1092
Eメール：kankyoanzen@city.uozu.toyama.jp

1９
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おもてなし魚津直行便
専用コールセンター
0120-489-054
※詳しくは、広報折込みのチラシをご覧ください
※予約のあった便のみ運行します。
※魚津市や魚津市観光協会等のHPから、インターネット予
約ができます。

商工観光課交通政策係（３階）

23-1380

人権相談所の開設
毎月第１金曜日に人権相談
所を開設しております。
●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  ・０４６１
総合労働相談窓口のご案内
労働者の方、事業主の方の
労働条件、退職、職場環境な
どについての悩みに社会保険
労務士がお答えします。
●日時 毎月第３木曜日 午
後１時半～４時（４月の相談
日は 日㈭です） ※相談無料
●会場 市役所３階第４会議室
●問合せ 富山県社会保険労
務士会  ０７６ ４･４１ ０･４３２

22

長時間労働 過
･ 重労働等に係る
労働相談窓口のご案内
長時間労働 過
･ 重労働等の
労働条件についてお悩みの方、
お気軽にご相談ください。
● 労働基準関係情報メール窓口
「労 働 相 談 メール」で 検 索 し て
ください
●窓口 富山県労働基準監督
署（富山市神通本町１丁目５番
５号 富山労働総合庁舎５階）
●問合せ 富山県労働基準監
督署  ０７６ ４･３２ ２･７３０
●夜間 休
･ 日窓口 労働条件相
談ほっとライン
 ０１２０ ８･１１ ６･１０

※要予約（開催前日まで）

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。

※初めての方は事前にご連絡ください。

１
･００５

※在宅 の 方 に 限 り ま す 。 申 請 に は 、
各種手帳または特定疾患医療受給
者証が必要です。

在宅で障がいをお持ちの方
の外出などを支援するためタ
クシー券 ガ
･ ソリン券を支給し
ています。

（１階⑥番窓口）

社会福祉課福祉保護係

障がいのある方にタクシー
券などを支給します

介護家族の集い

タクシー券・ガソリン券
●支給されるもの 年５千円
分のタクシー券またはガソ
リ ン 券 （半 年 分 支 給 の場 合 は
２５００円分）
●対象者
・身体 障 が い 者 手 帳 １ 級 ま
たは２級で視覚、下肢、
体幹、移動機能のいずれ
かに障がいのある方
・療育手帳Ａをお持ちの方

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。
●日時
４月７日㈭ 10:00～15:00
●会場
つむぎ倶楽部
●利用料 300円
●問合せ つむぎ倶楽部（吉島511）
22-6006

・精神 障 が い 者 保 健 福 祉 手
帳１級または２級をお持
ちの方
・重症 患 者 認 定 を 受 け て い
る特定疾患医療受給者証
をお持ちの方
バス券
●支給されるもの 年 回分
の市民バス回数券

オレンジカフェつむぎ

●対象者
・身体 障 が い 者 手 帳 ３ 級 を
お持ちの方
・療育手帳Ｂをお持ちの方
・精神 障 が い 者 保 健 福 祉 手
帳３級をお持ちの方
・身体 障 が い 者 手 帳 １ 級 ま
たは２級で、視覚、下肢、体
幹 、移 動 機 能 のいず れか に
障 が いのあ る方 以 外 （タク
シー券 、ガ ソリ ン券 の対 象
にならない方）

20
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認知症無料相談会

「最近、物忘れが気になる」と
お悩みの方、認知症の方の対
応方法や介護に困惑している
ご家族を支援するための相談
会を開催します。
●対象者 在宅で生活してい
る 歳以上の方で、①認知症
ではないかと気になる方、②
認知症の方および介護してい
るご家族
●日時 ４月 日㈫ 午後２
時～４時
●場所 魚津市役所相談室
●相談員 澤村 真（にいかわ
認知症疾患医療センター専従
精神保健福祉士）
●申込み 問
･ 合せ 魚津市地域
包括支援センター（魚津市役所
内）
１･０９３

※ケアマネージャーの同伴可

40

障がいを理由とする差別に関
する相談窓口が開設されます
平成 年４月１日に「障がい
者 差 別 解 消 法 」が 施 行 さ れ ま
す 。 障 が いを 理 由 と す る 差 別
に関する相談窓口（広域専門相
談員対応）が開設されます。
●場所 富山県庁本館１階
●時間 平日の午前８時半～
午後５時（土 日
･ 祝
･ 日、年末
年始を除きます）
●問合せ 富山県障害福祉課
 ０７６ ４･４４ ３･９５９

４月20日㈬ 13:30～16:00
つむぎ倶楽部（吉島511）
地域包括支援センター予防係
23-1093

●日時
●会場
●問合せ

く ら し

10

21

各種相談のお知らせ

※予約不要

18

13

毎月第２ ３
･木曜日は行政相談日
●日時 ４月 日㈭・ 日㈭
午後１時～４時
●場所 市役所 階市民相談室
●問合せ 市民課市民係

１･００３

住宅に関する無料相談
今月は、住宅の増改築、畳
の表替えや入れ替えについて
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）

12

30

23

21

弁護士による事前予約制の
無料相談会を行います。
●日時 ４月 日㈫ 午前
時～午後３時半
●会場 魚津商工会議所ビル
５階 （釈迦堂一丁目 番 号）
●相談枠 ８枠（各 分）
●予約先 法テラス魚津
 ０５０・３３８３・００３０
12

26

14

1

※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）

313

「
法テラスの日」記念
無料法律相談会

22

23

28

23

100,000 円

本江小学校
児童用図書

※引き 続 き 援 助 を 希 望 さ れ る 方 も 再
度手続きをお願いします。

※申請書は学校や市教育委員会学校教
育課にあります

魚津公共職業安定所

求職者支援訓練の受講生募集

０
･３６５

ポリテクセンター富山

０７６６・２８ ６
･９００



※学校 教 育 課 だ け で な く 各 小 中 学 校
でも問合せを受け付けています。

片貝・加積

４/１㈮･８㈮･15㈮･22㈮

●経田福祉センター行き

※上記地区以外の方は市民バスをご利用ください。

27

25

ふれあい入浴事業（市内の公衆浴場）

☎23-1007

社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）

臨時保育士募集

24

再就職をめざす求職者の方を
対象に職業訓練を実施します。
●募集科目 簿記販売ＩＴ事
務科
●訓練期間 ５月 日㈮～９
月 日㈪
●募集締切 ４月 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

４/５㈫･12㈫･19㈫･26㈫

※選考があります。
※受講 料 は 無 料 、 テ キ ス ト 代 等 は 必
要です。

虎谷・石垣新

こども課保育係

●福祉センター百楽荘行き

小 中
･学生に学用品費などを
援助します

三田

１
･０７９

福祉バス運行表

学校教育課

尾久 正人

（１階⑦番窓口）

おたっしゃ介護予防教室

１
･０４４

清流小学校校旗

魚津市では市内公立保育園
で勤務する臨時保育士を募集
しています。
勤務内容や条件等詳しくは
こども課保育係にお問い合わ
せください。

福祉センター百楽荘・経田福祉センター

（第１分庁舎）

江口

富山労災病院内に魚津市急
患センターを開設します

大光寺

富山労災病院

（故）中森 重勝

１･２８０

100,000 円



谷口 貞夫

ご利用ください。 （内容は半日
ドック相当の基本項目検査です）
●受検時期 ６月から翌年３
月末まで
●資格 魚津市国民健康保険
に加入している人（国民健康
保険税を完納している人）
●定員
人（定員超過の場
合は抽選）
●自己負担 １万５千円
●申込期間 ４月 日㈬～
日㈭

▼小学校への寄付

※先着順ではありません。

火の宮町

23
8,000 円

※医療 保 険 係 窓 口 で 申 込 書 へ の ご 記
入と押印をして頂きますので、保
険証と印鑑をご持参ください。

（故）藤田 雅夫

富山労災病院、魚津市医師
会、魚津市が協力して、夜間
等の急病に受診できる急患セ
ンターを開設します。市内の
開業医や富山労災病院の医師
が常駐します。
●診療開始日 ４月 日㈮
● 診 療 時 間 夜 間 （毎 日 ） 午
後７時～ 時
●場所 富山労災病院

3,000 円

経済的理由で就学にお困り
の小 中
･ 学生に、学校で必要な
学用品費や給食費などを援助
します。
●受付期間 ４月８日㈮～５
月２日㈪
●援助を受けられる費用
学用品費 給･食費 修･学旅行費
●申請の手続き 申請書に必
要事項を記入のうえ、源泉徴
収票など、平成 年中の所得
がわかるものを添えて、通学
している学校へ提出してくだ
さい。

50,000 円
匿名

21

※ドックを受検すると特定健診は受診
できませんのでご注意ください。

六郎丸

※乳幼児 小
･学生の急病は、新川医療圏
小 児 急 患 センター（黒 部 市 民 病 院
２
･２１１ ）で受診してください。

健康友の会 沖田 崇寛

※後期 高 齢 者 医 療 保 険 の 人 間 ド ッ ク
助成については別制度ですので、
お問い合わせください。

3,000 円

27

上口
上口保育園職員一同

生活習慣病ドックを
ご利用ください

天神野新

23

（火～土）
（水・木）
●百楽荘
●経田福祉センター

市民課医療保険係

中央通り

13

三井自動車（株）友の会

26

４/６㈬･13㈬･20㈬･27㈬

西布施

１
･０ １ １

2016-4
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４/12㈫・26㈫

●実施日

25,424 円
匿名

☎24-7307
☎24-3241
（月曜休館）

（１階③番窓口）

（故）桑山 みよ

500,000 円
本江

10,000 円
本江保育園保護者会

260

▼社会福祉基金

10

魚津市国民健康保険では、
疾病の早期発見、早期治療を
目 的 と し て 「生 活 習 慣 病 ド ッ
ク」を実施します。検査費用の
一部を助成しますので、ぜひ

ご寄付ありがとうございました

1

22
23

22-8388
（社会福祉協議会）
▼善意銀行

54

平成

年度前期技能検定

働く人々の技能を検定する
絶好の機会です。
●検定職種
１級 ２
･級 単
･ 一等級 鉄
工、建築板金、婦人子供服
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７職種 ９
･
作業
●申請書受付
月４日㈪～
日㈮

富山県技術専門学院新川
センター 職業訓練生募集


・０２５１

富山県技術専門学院新川センター



●募集科目 介護サービス科
●訓練期間 ５月 日㈭～７
月 日㈭
●定員
名
●募集期間 ５月 日㈬まで
※無料
 （教科書代等別途必要）

地域防災計画を見直しました

従来 一次避難所
二次避難所
見直し後
指定緊急避難場所（災害毎に
緊急的に避難する場所）
指定避難所（中長期的に避難
生活を送る場所）
※詳し く は 魚 津 市 Ｈ Ｐ で ご 確 認 く だ
さい。

固定資産の価格に関する帳
簿の縦覧
税務課資産税係
（１階⑬窓口） 
１
･０６９

●期間 ４月１日㈮～５月２
日㈪
●縦覧できる人 土地 家
･ 屋の
固定資産税の納税者
※縦覧 す る 方 の 印 鑑 （認 印 ）が 必 要 で
す。運転免許証や健康保険証等、
本人確認ができるものをご持参く
ださい。

１
･ ０１３

開栓手数料の変更について
水道課業務係
（第２分庁舎）

千円

平成 年 月１日から開栓
手数料が次のとおり変更され
ます。水道の開栓手続きの際
に必要となりますので、ご注
意ください。
平成

２千円

不法投棄は犯罪です

１･０４８

環境安全課生活安全係
１(階⑪番窓口 )

ゴミのポイ捨てや不法投棄
が後を絶ちません。
『廃 棄 物 の処 理 及 び 清 掃 に
関 す る法 律 』では、「何 人 も、み
だ り に廃 棄 物 を 捨 てては な ら
な い」とし、 不 法 投 棄 の罰 則 と
し て「５ 年 以 下 の懲 役 ま た は
１千万円以下の罰金（法人の場
合 は３ 億 円 以 下 ）」と定 めら れ
ています。

１･０３４
１･０３６
１･０４８
０･１１０

冬眠明けのクマに注意






農林水産課  

環境安全課
魚津警察署

春は、クマが冬眠から覚
め、食べ物を求めて活発に行
動します。特に朝、夕はクマ
が活発に動きます。山菜取り
等で山に入るときは、鈴、ラ
ジオなど音の出るものを携行
し、クマに自分の存在を知ら
せましょう。
また、クマを目撃された場合
には、すぐにご連絡ください。

２２
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富山県職業能力開発協会
第一生命ビル 階）

18

 ０７６・４３２・９８８７

（
富山市安住町７ー
2

１
･０７８

年３月まで
←
年４月以降

※どちらについても大量に持ち込む場合は事前に処理場に直接お問い合わせください。

20㎝角×長さ２ｍを超える
有料で専門業者が処分します。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。

環境安全課生活安全係
（１階⑪窓口）23-1048

家庭で焼却することは法律で原則禁止されています。以下の方法で処分してください。

23

28

総務課防災係
（２階） 

平成

※消費税及び地方消費税含む

専門業者で処分（有料）

10㎝角×長さ１ｍより大きく
20㎝角×長さ２ｍ以内
もやせないごみ（粗大ごみ）として処分場（黒部市の宮沢清掃
センター）へ持ち込んでください。事前に市役所環境安全課に
て手続きが必要です。処理手数料は100㎏につき500円です。
問合せ先 宮沢清掃センター 52-4808

５㎝角×長さ30㎝より大きく
20㎝角×長さ１ｍ以内
粗大ごみの日に出してください。

10㎝角×長さ１ｍ以内
もやせるごみとして直接処分場（朝日町のエ
コぽーと）へ持ち込みできます。処理手数料
は50㎏につき200円です。
問合せ先 エコぽーと 83-0272

棒状 ５㎝角×長さ30㎝以内 または
板状 両辺30㎝角×厚さ１㎝以内
もやせるごみの日に出してください。

自分で処理場に持ち込む場合
地区ごみステーションに出す場合

58

26

11

24 23 23 23

36

20

23

23

15

災害時の避難所について、
魚津市地域防災計画を見直
し、新たに指定しました。

4

4

52
23

28

28

28
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農業者のみなさんへ
農林水産課農政振興係
（３階）  １
･０３４

集

春の農作業時期は、ホタル
イカ漁にとっても大切な季節
です。
ホタルイカには濁った水を
避ける性質があるため、農作
業の際にはできる限りきれい
な状態で農業排水を流してく
ださい。

募
ジュニアテニススクール
受講生募集
魚津桃山運動公園（井村）

経田漁港浮桟橋の利用者
抽選について

７
･ ７８２

経田マリーナ管理 事 務 所
※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～
ボートをお持ちの方で、浮
桟橋での保管を希望される方
は、期限までに抽選の申し込
みをしてください。
●募集数 １艇
※艇長
 ８ｍ未満のボートに限ります。

●申込期限 ４月 日㈯ 正午
●申込方法 電話または直接
事務所で申込みください。

第 回戦国のろし祭り
応援隊募集

ふれあいファーム
（市民体験農園）参加者募集
農林水産課農政振興係
（３階）  １
･０３

魚津市では農業者団体の魚
津市農業者協議会の方々に協
力 し て い た だ き 、 「ふれあ いフ
ァーム（市 民 体 験 農 園 ）」を 実 施
しています。野菜を育てる体
験をぜひ。
第１ 回 （５ 月 下 旬 ） 苗 の 植
付け（トウモロコシ エ･ダマメ）
第２回（６月中旬） 除草等
第 ３ 回 （８ 月 上 旬 ） 収 穫 と
調理体験
※天候により変更になる場合があり
ます。

※先着順

 の点検時は必ずエンジンを
爪
停止する。

 斜地では、足場を確認しな
傾
がら等高線方向に作業する。

 降路を上る時には後進でゆ
昇
っくり進む。

複数名での作業を心がける。

 一の事故に備え、携帯電話
万
等を携帯するなど、すぐ連絡
が取れるようにする。

 全キャブや安全フレームの
安
ついている機体を使用する。

●対象 小学生以下のお子さ
んとその保護者
●定員 親子 組まで

保
 護メガネやすね当て、安全靴
など適切な防護具を着用する。

 業機の移動は速度を下げて
作
慎重に行い、昇降路を上る前
には左右ブレーキペダルを必
ず連結する。


０
･０ ７ ７
imura@spo-uozu.com

 り止めのついた長靴をはき、
滑
足元の泥はこまめに落とす。

 業機の取替時は、スタンド
作
等で機械を固定し、本機と作
業機の間や下には入らない。

4

●場所 魚津市木下新地内の
畑（予定）
●参加要件 ３回とも参加可
能な方
●参加費 無料
●申込締切 ４月 日㈭

～あなたの地域から広がる、農作業安全 ～

申込み･問合せ先
農林水産課農政振興係
（３階）23-1034

春の農作業安全運動 実施中

草刈機・その他

田植機

トラクター

戦国のろし祭り実行委員会
事務局（市商工観光課内）

１･０２５

月 日㈰に松倉城入城の
門広場及び魚津もくもくホー
ルの２会場で開催される、第
回戦国のろし祭りの出演者
及びスタッフを募集します。

19

20

24

16

23

●募集出演者とスタッフ
城主役 各会場１名
姫役
各会場１名
侍大将役 各会場２名
ステージ出演 ４～５団体
運営スタッフ 定員なし
●応募締切 ４月 日㈫

29

23

28

25

5

●期間 ４月２日㈯～通年
（毎週土曜日）
10

※詳細についてはお問合せ下さい。

●時間 午前８時半～ 時半
●会場 桃山運動公園屋内グラ
ウンド（砂入り人工芝屋内コート
２面）・屋外テニスコート
●対象 小学３年生～中学生
のジュニアとその保護者
●定員
名（申込み順）
●受講料 ４～ 月分…ジュ
ニア６千円、保護者３千円
１～３月分…ジュニア３千円

25

23

22

12

※ラケ
 ットは各自で用意してください。

2016-4
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４月１日～５月31日まで、春の農作業安全運動期間です。
毎年、春の農繁期を迎え、農業機械の誤操作や不注意などによる農作業事故が多く発生しています。
特に次の事項に注意して事故対策を徹底しましょう。

片貝 山ノ守キャンプ場
営業開始

日㈬～

２４
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（公社）新川青年会議所
４月度講演会

４月

片貝 山ノ守キャンプ場
 ７
･７５５
農林水産課業務林政係
（３階）  １
･０３６

●営業期間
月 日㈬

11

※期間 内 は無 休 です 。た だ し降 積 雪 状
況等により変更あり。

パナソニックラグビー部
ラグビー教室開催
生涯学習 スポーツ課スポーツ係
･
（第１分庁舎）
１
･０４６

平成23年３月以前の後納保険料は、５年を超えるため
平成28年４月以降は納付できません。

広報モニター募集

５･９７６

日㈪ 午後１時半

後納制度は、過去５年間に納め忘れた
保険料を納付することにより、将来の年
金額を増やすことができるものです。
また、年金を受給できなかった方は後
納制度を利用することで年金が受けられ
る場合があります。
過去５年以内に納め忘れの保険料があ
る方は、ぜひ後納制度をご利用くださ
い。
なお、後納制度が利用できる期限は平
成28年９月30日㈮までとなっておりま
す。お早めに申し込みください。

企画政策課広報広聴係
新川青年会議所


～安心してください！間に合いますよ！～

「新川地域が個性的に成長し
ていくために」
岩手県紫波町が進める先進
的 な ま ち づ く り （オガールプ ロ
ジェクト）の キ ー パ ー ソ ン を 講
師にお招きします。なぜ地域
に住む人が主体的に考え、行
動しなければならないかをご
講演いただきます。
●日時 ４月 日㈬ 午後７
時～９時（開場午後６時半）
●会場 新川文化ホール（小
ホール）
●講師 岡崎 正信 氏
●定員
名
※入場無料 要･事前申込
※優先 入 場 券 を 新 川 青 年 会 議 所 で 事
前配布します。

緑化木の無償配布を行います
農林水産課業務林 政 係
（３階）  １･０３６
４月

市役所前公園
緑化木苗・花苗

8:30～17:15

後納保険料の納付書の
「使用期限」にご注意ください

火～金曜日

 １･０１５
info@city.uozu.toyama.jp

より親しみのある広報誌を
目指しモニターを募集しま
す。主な仕事は月 回のアン
ケートの提出です。地域の話
題などもお聞かせください。
●対象 市内在住の満 歳以
上の方
●募集人数 ５名以内
※地区 等 の バ ラ ン ス を 考 慮 す る 場 合
があります。

●任期 ４月から 年間
●謝礼 年間５千円程度
●申込締切
月 日㈪
※ 電話
 またはメールでお申込みください。

３
･ ９４６

●日時
●会場
●品種

すでに後納制度を申し込まれた方で、納付書に記載された使用
期限（平成28年３月31日）までに、納付できなかった方が、平成
28年４月以降に納付を希望される場合は新たな加算額による納付
書を発行しますので、「国民年金保険料専用ダイヤル」（0570-011050） または 魚津年金事務所（24-1494）にご連絡ください。

国民年金後納制度で
将来の年金額を増やせます

8:30～19:00
9:30～16:00

32

ラグビートップリーグ 連
覇のパナソニックラグビー部
選手によるラグビー教室が開
催されます。見学自由です。
●開催日 ４月 日㈮ 午前９
時 分開講式
●場所 桃山運動公園陸上競
技場（荒天時は桃山屋内グラウ
ンド）

※お問い合わせの際は、基礎年金番号のわかるものをご用意ください。
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に19:00まで相談をお受
けします。
※祝日（第２土曜日を除く）、12月29日～１月３日はご利用いただけません。

申込み・問合せ先
魚津年金事務所 24-1494

催 し 物
４月の歩こう会
魚津歩こう会
（地﨑）

泊駅から舟川堤まで歩き、
桜とチューリップの花見を楽
しみます。午後は不動堂遺
跡、なないろ館を巡って泊駅
へ戻ります。
●日時 ４月 日㈰ 午前８
時半 魚津駅集合

3

300

23

20
23

29

受付時間
月曜日
第２土曜日

30

15

22
23

20

23

1

2

11

24

13

18

4

10

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

5

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

※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）

33

ＩＴ講習受講者募集
昼間コース

30

コース

日程

8

パソコン入門

電源の入切から、マウスの操作、文字 ５/９㈪～
入力などパソコンの基本操作を習得す 11㈬、13㈮
る。（受講料3,000円）
（9:00～12:00）
（最終日のみWindows8.1を使用します）

ワード入門

５/16㈪～
基本的な文書の編集を習得し、簡単な 18㈬、20㈮
文書を作成する。（受講料3,000円）
（9:00～12:00）

インターネット入門
インターネットの仕組みやホームペー ５/23㈪、24㈫
ジの閲覧の仕方、電子メールの基本操 （9:00～12:00）
作を習得する。（受講料1,500円）

エクセル入門

５/30㈪～

表計算の基本操作･データ入力･基本的 ６/１㈬、３㈮
な関数を習得する。（受講料3,000円） （9:00～12:00）
※今月は土曜･夜間コースの募集はありません。

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。

４/１㈮～22㈮

※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。

２５
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30

22

熊本県
宮崎県
鹿児島県

5

魚津の朝市
●日時
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）

FAX31-7009

10

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

☎31-7001

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～

新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

10

●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）

魚津地域職業訓練センター

17

●問合せ

上記申込期間は４月１日㈮～28日㈭です。

4

23

※参加 方 法 な ど の 詳 細 は 、 月 広 報
や市のＨＰ等で紹介します。

 王団地５戸（ 2号棟 １階～４階 ３DK 82.30㎡
天
和８帖 洋８帖・６帖 DK９帖 サンルーム有 家賃
60,000円 駐車場２台分含む）

地場産品などの販売情報

※市営住宅入居の基準所得を超えている方が申込み可能

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。

●特定公共賃貸住宅

25

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）
 ０９０ １･３１２ ３･６６４（村上）

 郎丸団地１戸
六
（３号棟４階１戸、３DK 61.63㎡、駐車場１台分）

申込期間

5

チャレンジデー２０１６が
開催されます

第１期

15

生涯学習 スポーツ課スポーツ係
･
（第１分庁舎）
１
･ ０４６

●５月２日㈪までに納めてください
固定資産税

入居者募集

毎年、 月の最終水曜日
に、日本全国で開催されてい
る ス ポ ー ツ イ ベ ン ト 「チャレン
ジデー」を、今年度も魚津市で
開催します！
今年の開催日は 月 日
㈬、対戦相手は鹿児島県指宿
市 （いぶすきし）
に決定しました。
ルールは例年通り、市内で
分以上運動した人の割合を
競います。昨年の参加率は
・ ３％ 、 今 年 は そ れ を １ ％
でも越えることができるよ
う、多くの方の参加をお願い
します。
47

納期案内

22

4

10

10

24

10

～花の森･天神山ガーデン設立７周年記念～

花のふれあいフェスタ2016 開催
例年この時期は「花の森･天神山ガーデン」の見どころの一
つであるハナモモやスイセンが満開となり、ガーデン内は
様々な花で埋め尽くされます。
あったかい食べ物や素敵な郷土芸
能を用意して皆さまのお越しをお待
ちしております。また、園内の花木
を巡る花のツアーも開催いたします。

月23日㈯
４10:00～15:00
花の森･天神山ガーデン
※また、園内での花木の管理に参加していただくボランティア会員を随時募集し
ています。詳しくはお問い合わせください。

問合せ 花の森･天神山ガーデン事務局
（魚津商工会議所内）22-1200

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

ありそドーム

☎31-7001

（火曜休館）

●学びの森寺子屋音楽教室受講生募集
 初心者の方はもちろん、経験者の方も受講する
ことができます。
教室

講師

教室

ピアノ

大野 由加
柏原 友美
長谷川 奈緒子

ボイストレーニング
クラリネット
木管指導

島 果奈江

オカリナ
フルート

目澤 優紀

アコースティックギター

蛭谷 一義

トランペット

山内 博史

クラシック打楽器

平永 里恵

金管指導
吹奏楽指導

湯浅 幸嗣

親子であそぼう！
リトミック教室

柏原 友美

ドラム

大和 邦彦

馬頭琴

アルタンゲレル
･デルゲルマー

生田流筝（お琴）
三味線

講師

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
4/10㈰

17:00まで×

23㈯

終日×

16㈯

終日×

24㈰

終日×

17㈰

終日×

29（金･祝）

18:30まで×
（３月12日現在）

魚津歴史民俗博物館

31-7045

9:00～17:00（月曜休館、祝日の場合は翌平日）

澤田 陽子

※詳細はお問合せください。

魚津水族館

●開館時間

☎23-9800

24-4100

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●ホタルイカ生体展示中
期間 ５月22日㈰まで

歴史民俗博物館オープン
冬期休館を終え、４月１日から開館します。
●企画展 「ちょっと昔の生活道具」
 歴史民俗博物館で所蔵している、昭和時代の生活
用具を中心に展示を行います。ちょっと昔の生活道
具を懐かしんでみませんか。
会期 ４月22日㈮～８月21日㈰
会場 吉田記念郷土館 ３階特別展示室 ※入館無料

※漁獲状況により、展示期間が変更になることがあります。

●ホタルイカ発光水槽設置中
 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。
期間

５月21日㈯まで（期間中の日曜･祝日は除く）
※漁獲状況により、展示期間が変更になることがあります。

会場

 津水族館３階
魚
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

５月22日㈰までの日曜･祝日

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

※4/30㈯は開催します。

●春の企画展「コイ展～春は恋の季節～」
 春に繁殖期を迎え、婚姻色に色づくコイ科魚類や錦
鯉を紹介しています。 鯉に恋してしまう美しいコイの
仲間に出逢えます。 また、コイのエサやり体験や、塗り
絵コーナー、鯉のぼりになって写真が撮れるコーナー
など楽しいコーナーがいっぱいです。
期間

５月22日㈰まで

★市内の中学生以下は、水族館入館料が無料です
 ご来館の際に受付窓口で用紙を受け取り、氏名、学
校名等、ご記入いただくだけです。

埋没林博物館

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●ふれあい学習会「超簡単！３分工作で蜃気楼発生」
意外な材料を使って蜃気楼が見える！？
超簡単工作で蜃気楼のしくみを学ぼう。
日時
４月24日㈰ 14:00～15:00
会場
埋没林博物館
対象
小学生 ～ 一般 ※ハサミなどを使用します
定員
20名（申込み順）
参加費 300円 ※要事前申込
●企画展「魚津ナチュラルギャラリー16」
 魚津の自然の魅力満載な写真展
４月30日㈯まで開催中
埋没林博物館 企画展示室 ※要入館料
●しんきろう通信のご案内
蜃 気楼の発生などをお知らせするメールマガジンで
す。配信希望の方は、博物館のホームページからしん
きろう通信のリンクへ入って登録してください。
※登録無料

埋没林博物館
パソコンからは http://www.city.uozu.toyama.jp/nekkolnd/
携帯電話からは http://www.city.uozu.toyama.jp/buriedforest/
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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

４/４㈪･11㈪･18㈪･25㈪
･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

●４月11日㈪ 15:30～
入学･進級おめでとう会
（定員20名 参加費30円）

●４月18日㈪ 15:30～
春！桜カップケーキ

●４月18日㈪ 15:30～
入学･進級おめでとう会
（定員なし 参加費50円）

●４月25日㈪ 15:30～
紙ひこうきをつくろう
（定員20名）
本江 23-5133

●４月18日㈪ 15:30～
入学･進級おめでとう会
●４月28日㈭ 15:30～
おはなしワールド

●日時
●作品

（定員なし）
吉島 23-0500

●４月11日㈪ 15:30～
入学･進級おめでとう会
（定員30名 参加費50円）

●４月19日㈫～21日㈭ 15:30～
リサイクル工作 ～エコけん玉～
（定員１日10名）

すずめ

道下 23-0522

●４月18日㈪･19日㈫ 15:30～
キャラメルポップコーン
（定員１日24名 参加費50円）

親子で 『ひろば』 に参加しませんか？
未就園児とその保護者なら誰でも
9:30～12:30
必要に応じて徴収します

つばめ

ひばり

11日㈪ ふれあい遊び ふれあい遊び おはなし会
製作遊び

25日㈪ ボール遊び ふうせん遊び ボール遊び

２７
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イベント参加について
特に表記のないものは入場
無料、事前予約不要です。お
気軽にご参加ください。

図書館ミニ展示

稲の博士｢盛永俊太郎｣展
●期間 ３月25日㈮～５月25日㈬
魚津の三太郎博士の一人で
ある盛永俊太郎氏の研究資料
等を展示します。

14:00～

小学６年生のレンコは、両親が
離婚を前提にして別居に入ったこと
で、母と２人暮らしになりました。
揺れ動く11歳の少女の気持ちの葛
藤と成長を、周囲の人々との交流を
通して描くヒューマンドラマです。
（監督:栗田豊道、主演:田畑智子
1993年、日本映画、本編124分）

楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～
●一般
心配学

島崎敢

この国の冷たさの正体

和田秀樹
齋藤孝

イライラしない本
戦後経済史は嘘ばかり

髙橋洋一

尊敬されない教師

諏訪哲二

西日本大震災に備えよ

鎌田浩毅

ブラック葬儀屋

尾出安久

●文学･小説
石原慎太郎

●必要な資料が見つからないときは

シェア

加藤秀行

読みたい本が｢貸出中｣の時
は、予約ができます。カウンターま
でお知らせください。返却され次
第ご連絡いたします。
当館に所蔵していない資料は、
県内外の他の図
書館から借用し
てご提供するこ
ともできます。

声のお仕事

川端裕人

パパに会いたい

黒川鍾信

すずめ

４日㈪ おはなし大好き！ キッズランド ふれあい遊び

18日㈪ わなげで遊ぼう おはなし会

４月10日㈰
「お引越し」

●ひまわりの会
４/17㈰ 10:30～

天才

（定員なし）

４月

朝日新聞出版

図書館ご利用案内

●４月11日㈪ 15:30～
入学･進級おめでとう会

対象
時間
会費

●おはなしを楽しむ会
４/２㈯･９㈯･16㈯･23㈯･30㈯
10:30～

図書館シネマ倶楽部

（定員なし 参加費30円）

ひばり

50代からの老けない、
太らない体の作り方
年を重ねると、体力の衰えを実
感することが多くなります。70
歳、80歳になっても健康体でいた
いものです。
プロ野球やメジ
ャーリーグでトレ
ーナーを務めた著
者が、日々簡単に
できる効果的な筋
トレ、老けない体
の作り方を紹介し
ています。

経田 23-1777

つばめ

みんな集まれ！ お話の会

立花龍司・著

（定員15名 参加費30円）

かもめ

話題の一冊

●調べたいことがあるときは
資料に関しての調査や調べも
ののお手伝いをいたします。お気
軽にお尋ねください。

携帯乳児

紺野仲右ヱ門

臥龍

今野敏

死龍

藤岡真

●児童･中高生向け
宇宙の生命探査大百科

佐藤勝彦

うたたねネックルとネムのくに

野田道子
コトリちゃん

とりごえまり

だっこだっこ

マリカ･ドレ

理系学術研修者になるには

佐藤成美
ニュートリノって何？

青野由利

生き物と向き合う仕事

田向健一

特定健康
診査

一般医
4/3㈰

内容·対象

受診券の発送

平成28年度の受診期間

40歳以上の方に対する
メタボに着目した健診
です
※血液検査·尿検査等

魚津市国民健康保険
→６月中旬に発送します
その他の保険
→医療保険者ごとに異なります

魚津市国民健康保険
→6/15㈬～10/31㈪
その他の保険
→医療保険者ごとに異なります

後期高齢者
75歳以上の方
の健康診査

６月中旬に発送します
※今年５月から８月に
75歳の誕生日を迎える
6/15㈬～10/31㈪
方は、保険証の切り替
えのため、９月中旬に
発送します
集団検診は５月～11月
施設検診は5/6㈮～12/24㈯

肩こりや腰痛などの症状改善、
健康づくりにおすすめの東洋体操
です。
期間 5/10～7/26の毎週火曜日
時間 9:30～11:30
受講料 1,000円（テキスト代）
申込締切 4/25㈪
会場·申込み·問合せ 健康センター

4/17㈰
4/24㈰
4/29(金·祝)
5/1㈰
5/3(火·祝)
5/4(水·祝)
5/5(木·祝)

5/9㈪～10/28㈮

歯科医
4/3㈰

6/15㈬～10/31㈪

4/10㈰
4/17㈰
4/24㈰

魚津市国民健康保険
→6/15㈬～10/31㈪
その他の保険
→医療保険者ごとに異なります

いのち

健康体操（生命の貯蓄体操）
初心者教室

4/10㈰

ゆったり元気教室

青山内科
仏田
☎25-0250
かごうら皮ふ科クリニック
吉島
☎23-6060
みのう医科歯科クリニック
北鬼江 ☎22-0500
加納耳鼻咽喉科医院
吉島
☎23-1633
ありそクリニック
北鬼江 ☎25-0120
浦田クリニック
本江
☎22-5053
扇谷医院
友道
☎24-1355
桝﨑クリニック
北鬼江 ☎22-8800
平野クリニック
本江
☎23-5230

4/29(金·祝)
5/1㈰
5/3(火·祝)
5/4(水·祝)
5/5(木·祝)

モズミ歯科クリニック
舟橋村舟橋☎076-464-2540
中村歯科医院
舟橋村国重☎076-462-0090
佐渡歯科医院
舟橋村竹内☎076-462-0648
弥忠田歯科医院
朝日町道下☎83-8550
佐藤歯科医院
入善町入膳☎72-2003
大菅歯科医院
朝日町泊 ☎82-0204
林歯科医院
入善町入膳☎72-1324
田中博歯科医院
入善町入膳☎74-1633
平沢歯科医院
朝日町道下☎82-0348

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

がん検診
検査方法や対象は項 対象の方へ４月末に発送
（胃·大腸·
目ごとに異なります します
子宮·乳房）
胸部のレントゲン
検査
集団検診の日程にあわ
結核·肺がん ※40歳以上は肺がん せ、４月下旬から９月
検診
検診のみ、65歳以 初旬までに地区ごとに
上は結核·肺がん 発送します。
検診
今年度に40·50·60·70
歯周疾患 歳になる方
６月中旬に発送します
検診
歯や歯肉の状態を
調べます
今年度40·50·60歳にな
る方、41歳以上で過
肝炎ウイルス 去に受けていない方
検診
血液検査で調べます 魚津市国民健康保険
※特定健康診査と →６月中旬に発送します
同時実施
その他の保険
→医療保険者ごとに異なります
50～74歳の男性
前立腺がん 血液検査で調べます
検診
※特定健康診査と
同時実施

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

「健康診断」で、あなたの身体が発する大事な
メッセージをキャッチしましょう。
なお、お勤めの職場で健康診断がある方は、
職場で受けてください。
分類

み ん な の 保 健 室

年に一度は、健康診断を

魚津市急患センター
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。 （富山労災病院内）
診療時間
日時 4/12㈫、26㈫
○夜間（毎日）19:00～22:00
※各日9:30～11:30
場所・問合せ
会場 健康センター
富山労災病院 22-1280
問合せ 地域包括支援センター
※乳幼児·小学生の急病、乳幼児のけがは、
（社会福祉課内）
新川医療圏小児急患センターで受診ください。
23-1093

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 4/27㈬ （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。

新川医療圏小児急患センター
（黒部市民病院内）
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
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子育て支援センターへ遊びに行こう
市内には２か所の子育て支援センターと５か所の児童センター
「親子教室」があります。気軽に遊びにおいでください。
名称

4/12㈫、5/10㈫
13:00～13:30

●３歳児健診
対 象 平成24年10月生まれの児
※事前に案内を送ります

実施日
受付時間

「親子教室」要申込
年間会員制·年会費1,500円
水曜日 9:30～12:30
（６か月～１歳児未満）

※児童センター親子教室（会員制）は3/7㈪から受付を開始していますが、
定員に達するまで年間を通じて受付しています。
※都合によりお休みすることがあるので、詳しくは各施設にお問い合わせください。

育児サロン
♪４月の育児サロン（保育園·幼稚園）は、お休みです♪

●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 4/15㈮
受付時間 10:00～10:15
●もぐもぐ教室
対 象 生後9～10か月児とその家族
実施日 4/8㈮
受付時間 10:00～10:25
※１歳６か月児健診で申込まれた方

科

金曜日 9:30～12:30
新金屋1-12-50
（１歳以上児）
（☎23-5133）
「ひろば」申込不要
つばめ·ひばり·すずめ児童
六郎丸1250-1
（☎23-0500） センターで実施
月曜日 9:30～12:30
（どなたでも）
北鬼江418-1
（☎23-0522）

4/20㈬
13:00～13:30

歯

すずめ児童センター

実施日
受付時間

室

ひばり児童センター

浜経田1096
（☎23-1777）

※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

つばめ児童センター

本町1-1-10
（☎24-2402）

●１歳６か月児健診
対 象 平成26年９月生まれの児

査

かもめ児童センター

吉島132
（☎23-2225） 〈子育て相談〉※要予約 平日
12:00～13:00、15:00～16:30

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 4/7㈭、5/12㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

診

こばと児童センター

〈にこにこ広場〉平日
9:00～12:00、13:00～15:00

母子健康手帳
健康センター

康

子育て支援センター
「にこにこ」
（加積認定子ども園内）

連絡先

健

子育て支援センター
「のびのび」
（魚津市健康センター内）

開所時間等
〈のびのび広場〉平日
9:00～12:00、13:00～16:00
〈赤ちゃん広場〉
吉島1165
（☎24-0415） 日時 4/20㈬ 9:30～11:00
対象 生後６か月までの
赤ちゃんとその家族

母 子 保 健
必要
会場

対象
日時

●フッ素塗布
２歳６か月になる児
4/8㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
4/14㈭ 受付時間 13:00～13:30

高 齢 者 の 予 防 接 種
平成28年度高齢者肺炎球菌予防接種

うらもと

浦本

よしお

義雄さん（88歳・経田地区）

楽しみはカラオケ、と元気に話す浦本さん。
始めたきっかけは近所の人にカラオケの機械
操作を頼まれてということですが、その当時
は歌うことに興味もなく、どちらかというと歌
は苦手だったそうです。最近は自分で歌うだ
けでなく、温泉施設で開かれているカラオケ
タイムの司会も時々しています。
10代のころから漁師の仕事に就き、沿岸の定置網漁、サケ・マ
ス漁、サンマ漁など多くの経験を重ねました。冬はブリやフクラギ
がたくさん獲れ、経田の荷捌き場が活気づいたと話します。昔は網
を引くのも手作業で重労働だったが、だんだん機械化が進んで楽
になり人手もかからなくなったと、長年にわたる漁師生活を振り返
ります。
年に一度、老人クラブの旅行に出かけるのも楽しみで、ここしば
らくは毎回参加しています。健康の秘訣は、社交的な楽しみがある
ことでしょうか。これからもますますお元気で。

２９
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助成対象 魚津市民で、接種を希望する以下の方
①以下の年齢の方（４月中に案内ハガキを送付します）
生年月日

年齢

昭和26年４月２日～昭和27年４月１日生まれ

65歳

昭和21年４月２日～昭和22年４月１日生まれ

70歳

昭和16年４月２日～昭和17年４月１日生まれ

75歳

昭和11年４月２日～昭和12年４月１日生まれ

80歳

昭和６年４月２日～昭和７年４月１日生まれ

85歳

大正15年４月２日～昭和２年４月１日生まれ

90歳

大正10年４月２日～大正11年４月１日生まれ

95歳

大正５年４月２日～大正６年４月１日生まれ 100歳
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）
接種回数
接種料金
接種場所
接種期間

１回のみ
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）
平成28年４月１日～平成29年３月31日

ギフトカタログ
「おつかいもん魚津」を編集·発行

魚津三太郎倶楽部

松倉小学校
いわき

６年生

岩城

けいしろう

慶志郎くん

ぼくの将来の
夢は、箱根駅伝
に出場すること
です。幼い頃、
ぼくの兄が注目
していた選手が
力強く走る姿を
見て、ぼくも駅
伝選手になりたいと思いました。
駅伝は、仲間とたすきをつなぐ団
体競技です。今年の箱根駅伝でも、
苦しい山道を走りぬいてゴールした
とき、選手たちが仲間と喜び合って
いるのをテレビで見ました。ぼく
は、今、陸上とサッカーを習ってい
ます。一生けん命練習して夢をかな
え、たすきを最後までつないだとき
の感動を味わいたいと思います。
６年生

よしもり

吉森

はるの

晴乃さん

私の将来の夢
は、検察官になる
ことです。最近、
新聞やテレビなど
で、犯罪のニュー
スが多く取り上げ
られています。
今、日本でも犯罪
が増えており、そのたびにつらい思
いをしている人がいると思うと、と
ても悲しい気持ちになります。
私は、検察官になって、だれもが
安心して過ごせる明るい社会をつく
りたいと思います。そのために、た
くさん勉強をしていろいろな知識を
身に付け、自分の責任をしっかりと
果たしてみんなから信頼される人に
なりたいです。

この春、魚津市内で作ら
れている商品や食事、魚津
でできる体験など12点を掲
載したギフトカタログ「おつ
かいもん魚津」が発行され
ました。今回はこのカタログ
を編集 · 発行した、魚津三太
郎倶楽部（代表 島澤達也
さん）を紹介します
▲打ち合わせを重ねる三太郎倶楽部のメンバー
魚津三太郎倶楽部は魚津
三太郎塾の修了生有志が集まって立ち上げました。魚津三太郎塾とは、
魚津の将来を担う企業人や地域リーダーを養成する目的で魚津市と富
山大学が共同で主催する講座で、魚津の地域資源を活かした商品など
を塾生が自ら考え、営利活動に結び付ける実践を重視しています。三太
郎倶楽部のメンバーは、学びの成果を活かすためにも連携して商品な
どをＰＲしようと意気投合し、どんな事業がいいのか話し合いを重ね
てきました。単に利益を求めるだけでなく、三太郎塾で学んだ“魚津の
水循環”（注）がもたらす恵みに注目し、これをＰＲできるアイデアとし
てギフトカタログ制作が提案されました。
カタログに載っている商品や体験はいずれも“魚津の水循環”に育ま
れたものです。従来から商品化されていたものであっても、テーマに沿
ってより洗練されたものに改良するなど、カタログ名「おつかいもん魚
津」のとおり、品質にこだわったおつかいもの（贈り物）向きの品ぞろえ
です。ギフトカタログ「おつかいもん魚津」は、カタログ掲載商品を扱う
店舗·事業所などで販売しています（税込価格4,320円）。読み物として
も面白い「おつかいもん魚津」をぜ
ひ手に取ってご覧になり、大切な方
へ贈ってみませんか。（三太郎倶楽
部☎0765-55-4973、ホームページ
http://uozu-santaro.jp）
（注）水循環とは、雨・雪が川の水や伏
流水（地下水）となって海に注ぎ、蒸発し
てできた雲が山にぶつかって再び雨や
雪を降らせるという循環のこと。魚津は
海岸から山岳地帯までの奥行わずか25
キロでこの循環が完結する世界的にも
まれな地形であり、この貴重なシステム
▲カタログ·ポスターのデザインにもこだわりが

を「魚津の水循環」と名付けている。

なかよしきょうだい！

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。

１歳２か月
ひづか

肥塚

なな

七彩ちゃん

ひづか

肥塚

ふうた

颯大くん
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ラストコンサート盛大に 吉島小学校ブラスバンド部

27

吉島小学校ブラスバンド部が同校体育館でラストコンサートを開催し、地域
住民や卒業生など約300人の観客を前に感謝の心を込めて演奏を披露しまし
た。これは、片貝·吉島·西布施の３小学校が統合し４月に清流小学校となること
から、吉島小ブラスバンド部という名の
Vol.1
最後の活動として行われたものです。
31名の部員は、指導者の小西勝己さ
んの指揮のもと「ミッキーマウス · マー
チ」など、途中から保護者や卒業生も交
えて６曲を披露し、会場のアンコールに
応えて「吉島小学校校歌」を演奏しまし
た。また、富山商業高校吹奏楽部が特別
出演し、迫力満点のサウンドを響かせま
した。フィナーレは吉島小と富山商が合
◀昭和58年に結成された吉島小ブラ
同で「星条旗よ永遠なれ」を演奏し、会
スバンド部。現在は３年生から６
年生合わせて31名が元気に活動。
場から盛んな拍手が送られました。

３/

６

熱気あふれる

天神杯争奪スポーツチャンバラ大会

第15回記念!天神杯争奪!スポーツチャンバラ大会が
天神公民館付属体育館で開催されました。スポーツチ
ャンバラは、ゴム製の柔らかい剣で相手を打つ競技で、
平成13年に天神文化スポーツクラブが設立し普及を始
め、地域のスポーツとして親しまれています。
小学生の部には約70名が参加し、個人戦と学校対抗
の団体戦が行われました。小学校高学年男子の部で優
こぼり りょうせい
勝した小堀凌 世君（本江小５年）は「ふだん空手を習っ
ていて冬はチャンバラもしている。来年も出たいです」
と喜びを語りました。また、第15回大会を記念して地区
対抗の部が設けられ、１チーム男女混合５人で団体戦
を行いました。真剣勝負の熱い戦いを制したのは、地元
▲大人同士の迫力ある試合が繰り広げられた地区対抗の部
天神地区。次勝は加積地区でした。
３/

8

「チャコ」ありがとう

村木小６年生が蒸気機関車を磨く

村木小学校の６年生21名が、卒業を前に同校のシン
ボル、蒸気機関車の「チャコ」を磨きました。「チャコ」は昭
和13年から日本カーバイド工業株式会社魚津工場へ貨
物を運んでいましたが昭和45年にその役目を終え、市が
寄贈を受けて村木小学校に展示しています。例年、同校
の６年生が機関車を磨き、卒業の日を迎えています。
雑巾を手に「チャコ」の前に集まった６年生。代表の
はせだ
いくと
長谷田郁斗くんが「６年間見守ってくれたチャコを磨き、
胸を張って卒業できるようにしたいです」と挨拶したあと、
各々が雑巾にオイルをしみこませて機関車を磨いていき
ました。子ども達は、普段は入ることのできない操縦室に
入ったり、高いところまで上ったりしながら約１時間かけ
てすみずみまでピカピカに磨き上げ、「チャコ」への感謝
▲「チャコ」の愛称で親しまれた蒸気機関車。心をこめて磨きます。
の気持ちを表しました。
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３月 サクラサク

かわつざくら

もくもくホールの河津桜が見頃

４ 月号

もくもくホール（魚津市下椿８番地）のパークゴルフ場周辺の河津桜が３月上旬から咲
き始め、見頃を迎えました。この桜は、もくもくホールの竣工を記念し８年前に寄附を受け
植えられたものです。早咲きで、花が咲いている期間も約１か月と長めなのが特徴です。
なお、もくもくホールパークゴルフ場は４月１日にオープンします。富山湾まで一望でき
る高台のパークゴルフ場で、桜を眺めなが
らのプレーが楽しめるかもしれません。

Vol.2

2016
№845

◀ピンク色の花が青空に映え、春らしい
風景が広がるもくもくホールのパーク
ゴルフ場（３月11日撮影）

3/
１/

10 ミラたん

お誕生日おめでとう

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

蜃気楼は英語で「ミラージュ（mirage）」。「ミ」が３、「ジュ」が10という
ことで、３月10日は魚津市のイメージキャラクターミラたんの誕生日で
す。この日、川原保育園と加積保育園でミラたんの誕生祝が行われ、学
校給食にはミラたんのイラスト入り卵焼きが登場しました。
川原保育園では、３月生まれのお友達４人の
誕生会にミラたんがサプライズ登場。子ども達
の歓声が上がり、園長先生からバースデーカー
ドがプレゼントされました。また、上中島小学校
では給食の時間にミラたんが招かれ、お祝いメ
ニューで祝福しました。たくさんのお祝いメッセ
ージをもらったミラたんは、「お祝いしてくれてあ
りがとう」とうれしそうでした。
３/
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小川寺の獅子舞

▲お誕生会でミラたんもお祝いしてもらいました（川原保育園）
◀ミラたんのイラスト入り卵焼きはほんのり甘いカステラ風

春の祭礼に奉納

（平成28年２月末現在）

前月比

前年比

男

20,853人

－20

－226

女

22,209人

－7

－222

計

43,062人

－27

－448

世帯数

16,719世帯

＋8

＋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（32ページ）によって間伐
された森林面積は1,730㎡となります。これ
は、テニスコート約７面となります。

魚津産間伐材
有効活用量

６.4ｔ

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）

▲練り歩くババ、獅子、アネマ（千光寺観音堂境内）

▼暖かい日が増えてくるこの
時期、通勤路で見慣れた桜が
次第に色を帯びてくると春の
訪れを実感します。我が家の
庭に植えたチューリップも芽
を出し、これから色とりどり
の花を咲かせてくれそうで
す。▼平成 年春、第 回全
国植樹祭が桃山運動公園をメ
イン会場に開催されます。市
内小中学校では植樹用の苗木
を育てる「苗木のホームステ
イ」が行われるなど、準備は
着々と進んでいます。大会ま
であと約１年、植樹祭に向け
ての活動を広報うおづの紙面
でもお伝えしていく予定です
のでぜひご覧ください。（た）

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/

県内で最も早い春祭りといわれる小川寺の春の祭礼が同地区の千光寺
であり、伝統の獅子舞が奉納されました。この獅子舞は、獅子、天狗、ババ２
人、アネマが神輿とともに境内を練り歩く独特のスタイルで知られ、県の無
形民俗文化財に指定されています。
天狗は右手右足、左手右足を一緒に出して跳ねるように踊りながら、バ
バは１人が体を斜めにして足を引きずり、もう一人は両手を広げて四股を
踏むような格好で進みます。その後ろを獅子が頭をゆっくり左右に振りな
がら続き、振り袖姿のアネマは袂（たもと）をゆっくり肩まで振りながらしお
らしげに歩きます。
穏やかな天候に恵まれたこの日、獅子舞を見ようと地元の人たちをはじ
め多くの見物客が集まり、一足早く春の足音を感じているようでした。
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