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新市長と市議会議員が決まりました
平成29年度魚津市職員の採用案内
年金生活者等支援臨時福祉給付金の
申請受付が開始
７ 第68回全国植樹祭プレ大会
～第17回とやま森の祭典～

10
20
22
23

第４回よっしゃ来い！CHOUROKU祭り
～フォトコンテスト開催～
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

第68回全国植樹祭に向け、ドングリの
苗木を育てています
（松倉小学校 ６年生の皆さん）
５月22日に行われる、第68回全国植樹
祭プレ大会（第17回とやま森の祭典）で、
松倉小学校の花と緑の少年団が開会宣言
をします。（７ページに関連記事）
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日に行われ、次の方々が

中瀬 淑美
【なかせ としみ】

日）時点のものです。

17

任期満了に伴う魚津市議会議員選挙及び魚津市長選挙が４月
当選されました。
任期は５月 日から４年間です。

大海寺野 / 65歳

※顔写真は立候補届出順に掲載しています。年齢は選挙期日（４月
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蛇田 / 67歳
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平成28年5月
臨時会日程

●５月17日㈫
午前10時
魚津市議会事務局
23-1041

3

広報うおづ

2016-5

水田 万輝子

濱田 泰友

【みずた まきこ】

【はまだ やすとも】

青島 / 67歳

三ケ / 38歳

平成２9年度採用職員を募集します！
申込期間
受付時間
一次試験

募集区分

一般行政

上級

社会
福祉士

合
職
中級

専門資格を必要とする区分

総

土木
技師

保育士

初級

土木
技師

平成29年4月から
勤務予定となる
職員を募集します。

（上級･中級） 平成28年５月２日㈪～６月２日㈭
（初級）
平成28年７月15日㈮～８月10日㈬
午前８時30分～午後５時30分 （土･日･祝日は除きます）
（上級･中級） 平成28年７月３日㈰
（初級）
平成28年９月18日㈰

採用人数

受験資格（次の要件をすべて満たす人）

８名程度

①昭和61年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
②平成29年３月までに学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）
を卒業した人、もしくは卒業見込みの人
※農林水産、福祉、化学および理学等の専門資格を有する人も一般
行政区分での受験は可能です。

若干名

①昭和61年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
②平成29年３月までに学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）、
専修学校の当該資格の専門課程を卒業した人、もしくは卒業見込
みの人
③社会福祉士の資格を有する人、または平成29年３月までに当該資
格を取得する見込みの人

若干名

①昭和58年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
②平成29年３月までに学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）
を卒業した人、もしくは卒業見込みの人
③測量士補の資格を有する人、または平成29年３月までに当該資格
を取得する見込みの人

若干名

①昭和55年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人
②学校教育法に基づく大学、短期大学、高等専門学校、および専修
学校の当該資格の専門課程を卒業した人、および平成29年３月ま
でに卒業する見込みの人
③保育士の資格および幼稚園教諭の免許を有する人、または平成29
年３月までに当該資格を取得する見込みの人

若干名

①平成７年４月２日から平成11年４月１日までに生まれた人
②高等学校を卒業した人および平成29年３月までに卒業する見込み
の人
③測量士補の資格を有する人、または平成29年３月までに当該資格
を取得する見込みの人
※大学（短期大学を含む）在学者等は受験できません

申込方法・試験方法などの詳細については、右記までお問合わせください。
魚津市ホームページ（http://www.city.uozu.toyama.jp/）にも受験案内
を掲載しています。
（申込用紙・受験票をダウンロードして利用することが
できます）

申込用紙請求・申込み・問合せ先

魚津市企画総務部総務課職員係
0765-23-1020
〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目１０番１号
E-mail:soumu@city.uozu.toyama.jp
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申込期限
一次試験
募集区分

上級

採用人数

平成28年６月８日㈬
平成28年７月３日㈰

午後５時15分必着

受験資格（次の要件をすべて満たす人）

３名程度

①富山県東部消防組合管轄内（注）に住所を有する人
（採用されるまでに富山県東部消防組合管轄内に居住する人を含む。）
②平成２年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
③平成29年３月までに学校教育法に基づく大学（短期大学を除く。）を
卒業した人、もしくは卒業見込みの人
④体力頑健の人

若干名

①富山県東部消防組合管轄内に住所を有する人
（採用されるまでに富山県東部消防組合管轄内に居住する人を含む。）
②平成４年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人
③学校教育法に基づく短期大学、高等専門学校及び専修学校の専門課程
（修業年限２年以上）を卒業又は卒業見込みであること
④体力頑健の人

消防

中級

申込方法・試験方法などの詳細については、右記までお問合わせください。
富山県東部消防組合消防本部ホームページ（http://www.toyama-toubu119.jp）
にも受験案内を掲載しています（申込用紙・受験票をダウンロードして利用するこ
とができます）。

（注） 富山県東部消防組合管轄内は、魚津市、滑川市、上市町、舟橋村です。

申込用紙請求・申込み・問合せ先

富山県東部消防組合消防本部
総務課人事係
0765-24-0119
〒937-0805 魚津市本江3197-1
E-mail:soumu@toyama-toubu119.jp

魚津市役所･富山県東部消防組合の採用における年齢制限理由
任期の定めのない採用で、新規学卒者以外の人についても新規学卒者と同一募集枠での募集のため。

うおづスポラからのお知らせ
●各種教室のご案内 （随時募集を行っています）

運動初心者の方も大歓迎です！！

●エアロビクス●

●「座」元気体操●

●リズム体操●

軽快なリズムで年齢問わず、誰でも楽しく
日時
（前期）４/５～７/12
（後期）９/６～12/20
毎週火曜日 10:00～11:00
場所
総合体育館
対象
どなたでも（定員なし）
受講料 １期 2,000円

椅子に座ってできる体操です
日時
（前期） 4/８～７/15
（後期） 9/２～12/２
毎週金曜日 ９:40～10:20
場所
総合体育館
対象
どなたでも（定員なし）
受講料 １期 1,000円

今年度で40周年を迎えます
日時
（前期）４/８～７/15
（後期）９/２～12/２
毎週金曜日 10:30～11:30
場所
総合体育館
対象
どなたでも（定員なし）
受講料 １期 1,000円

（リズム体操とセットなら１期 1,500円）

（「座」元気体操とセットなら１期 1,500円）

※スポラ教室を受講するためには、会員登録が必要となります。
問合せ･申込先

うおづスポラ事務局（総合体育館内）

22-1263

●うおづスポラ オープニングイベント
平成 28 年度スタート！楽しいスポーツイベントが盛りだくさんです！
ご家族でどうぞ！！皆様のご参加、お待ちしています！！
日時
場所
対象
参加料
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5月21日㈯ ９:00～
ありそドーム
どなたでも（スポラ会員でなくても参加できます）
無料

2016-5

問合せ

うおづスポラ事務局（ありそドーム内）

23-9800

高齢者向け

社会保障･税一体改革の一環として低所得の高齢者を支援し、平成28年前半の個
人消費の下支えに資するため、年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）
が支給されます。

支給対象者

申請受付期間

以下の条件をいずれも満たす方が対象です。
①平成27年度臨時福祉給付金（※）の支給対象者
②平成28年度中に65歳以上となる方
（昭和27年４月１日以前に生まれた方）

（※）平成27年度臨時福祉給付金の支給対象者
（Ｈ27.9.1～12.1受付、支給額１人につき6,000円支給）

以下の条件をいずれも満たす方が対象です。
①平成27年１月１日（以下、「基準日」）に魚津市に
住民票があった方
②平成27年度分市町村民税（均等割）が課税されて
いない方で課税者から税法上の扶養を受けてい
ない方
③生活保護を受給していない方
※注意：平成27年度臨時福祉給付金の申請受付は終了
しています。

５月12日㈭～８月12日㈮ 8:30～17:30
（土･日･祝日を除く）※窓口延長･休日対応等はありません。

申請方法
支給対象者には受付開始直前に申請書を発送します。
●郵送申請 同封の返信用封筒を使用してください。
（８月12日㈮消印有効）
●窓口申請 魚 津市役所１階食堂にある「年金生活者
等支援臨時福祉給付金窓口」へ提出して
ください。

添付書類
①本人確認書類の写し（個人番号カードの表面、免許証、
保険証、障害者手帳等）
②振込先の口座が確認できる書類（通帳）の写し
※写しを自分で取れない場合は、窓口で取ることができます。
※本人確認書類の写しは、申請書に記載されている方全員分が
必要です。

ご注意ください
基準日以降に魚津市に転入された方は、前
住所地の市町村での申請が必要となります。
給付金の手続きについては前住所地の市町村
役場にお問い合わせください。

支給額
支給額
対象者1人につき30,000円です。

※振 込先を平成27年度臨時福祉給付金と同じ口座にする場合
は、口座の写しは必要ありません。

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

年金生活者等支援臨時福祉給付金に対するお問合せ先

社会福祉課保護係

23-1077

魚津市民バスからのお知らせ（片貝ルートの運行開始）
●平成28年４月１日から新しく片貝ルートの運行が開始されました
①東城地内から上野方、本江地区を経由して電鉄魚津駅や図書館、魚津駅に向かう便
②東山から六郎丸地内を経由して魚津駅に向かう便
※日曜、祝日、年末年始は運休します。
※運行時刻及びルートの詳細は、広報４月号にて配布した時刻表、または市のホームページ（http://www.city.uozu.toyama.jp/）をご覧
ください。

魚津市民バスに関するお問合せ先

商工観光課交通政策係

23-1380

2016-5
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～第17回とやま森の祭典～
日時

平成28年５月22日㈰

会場

魚津桃山運動公園

午前10時～午後２時

全国植樹祭は、昭和25年から毎年、全国持ち回りで開催されている国土緑化
運動の中心的行事で、天皇皇后両陛下のご臨席が通例となっています。富山県
では、平成29年春に48年ぶり２回目の開催となります。
この、第68回全国植樹祭のプレ大会が５月22日（日）に桃山運動公園で行わ
れます。楽しいイベントがいっぱいのプレ大会にどうぞお出かけください!
時刻
９：30
10：00

11：00

無花粉スギ
【立山 森の輝き】

12：00

プログラム

オープニング
魚津蜃気楼太鼓
アトラクション
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富山県森林政策課

主催者あいさつ、表彰、
メッセージ発表

式典

植樹・育樹

無花粉スギ「立山 森の輝き」の
植樹、コナラの植樹、
下草刈り等の森林整備

ふるまい鍋（無料・数量限定）
昼食
よっしゃ来いダンスチーム、
アトラクション
魚津消防団消防音楽隊等

このほかに、記念苗木のプレゼント（数量
限定）や無花粉スギ「立山 森の輝き」生産
施設見学ツアー、グルメコーナー（有料）や
県内市町村の特産品販売なども開催します。
たくさんのイベントが皆様のご来場をお待ち
しております！！

お問合せ先

主な内容

076-444-3386

みんなで森の祭典を盛り上げよう！！
魚津市農林水産課

23-1036

軽自動車税の税率が変更されます
平成27年度地方税法の改正により、平成28年度より軽自動車税の税率が変わります。なお、納税通
知書は５月９日に発送し、納期限は５月31日となっています。期限内の納付にご協力をお願いします。

①原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車等
車種

原動機付自転車

小型特殊自動車
二輪の軽自動車
二輪の小型自動車

平成27年度まで

平成28年度から

総排気量50㏄以下

1,000円

2,000円

総排気量50㏄超で90㏄以下

1,200円

2,000円

総排気量90㏄超で125㏄以下

1,600円

2,400円

ミニカー

2,500円

3,700円

農作業用（トラクターなど乗用装置のあるもの）

1,600円

2,400円
5,900円

その他（フォークリフトなど）

4,700円

総排気量125ｃｃ超で250㏄以下、被けん引車

2,400円

3,600円

総排気量250㏄を超えるもの

4,000円

6,000円

②三輪、四輪以上の軽自動車
現行税率
最初の新規検
査の日が平成
27年３月31日
まで

車種

三輪
乗用
四輪
貨物

新税率

重課税率

※軽課税率（平成28年度のみ適用）

最初の新規検 最初の新規検
査の日が平成
査 の 日 か ら 1 3 概ね75％軽減
27年４月１日
年が経過
以降

3,100円

3,900円

4,600円

1,000円

概ね50％軽減

概ね25％軽減

2,000円

3,000円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

2,700円

5,400円

8,100円

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

1,300円

2,500円

3,800円

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

1,000円

1,900円

2,900円

※軽課税率…最初の新規検査の日が、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの車両で、排出ガス性能及び燃
費性能に優れた、環境負荷の小さい車両については、平成28年度の税額が25％から75％軽減されま
す。（排出ガス性能及び燃費性能については、車検証の備考欄をご確認ください。）

「最初の新規検査の日」とは、自動車検査証（車検証）に記載されている「初度検査年月」のことです。
税務課納税係 （１階⑯番窓口） 23-1008

魚津市空家等対策計画を策定しました

（第１期：平成 28 ～ 32 年度）

適正に管理をされていない空家等が全国的に問題となっている中、平成27年５月より空家等対策の推進に関する
特別措置法が全面施行されました。また、魚津市においても魚津市空家等対策の推進に関する条例を平成27年９月
に制定し、条例に基づき「魚津市空家等対策計画」を策定しました。
【計画の基本的な方針】
１．管理の原則
空家等は、所有者等が適正に管理することが原則です。
２．適正管理に向けた対策
適正に管理されておらず近隣住民の方の迷惑となっている空家等に対して、市は
所有者等に適正な管理を促していきます。
３．予防の推進・利活用の促進
空家等が今後も増加すると想定される中、空家等を増やさない ≪予防の推進≫
に加え、空家等の ≪利活用の促進≫ を行うことにより、市の空家等対策を推進
します。
※計画の詳細につきましては、市のホームページにてご覧になれます。
都市計画課区画整理係  23-1026

2016-5
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ゴールデンウィーク期間は下記のとおり延長営業となります。

ミラージュランド

24-6999

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

●メールマガジン「ミラメール」会員募集中
 ミラージュランドではオトクな情報やイベ
ント情報を定期的に配信するメールマガジン
「ミラメール」の会員を随時募集中です。
入会費無料（その他年会費等は一切かかりません）

会員特典
●大観覧車 通常400円→会員300円（６名様まで）
●園内売店（珍遊来）の焼きそば
通常400円→会員300円（5個まで）
●イベント情報を会員様へ優先的にお知らせ。有料イ
ベントは利用料金がプライスダウン!!
※以上のお得なサービスはお手持ちの携帯電話からミラージュラン
ドモバイルサイトにアクセスし、「ミラメール」の会員登録を行
った方限定のサービスです。

５月３日～５日 ９：00～17：00 （通常16：30）
臨時休園日のご案内 ５
 月10日㈫ ミラージュランドとパークゴ
ルフ場はお休みです。※毎週水曜 定休日

入会方法
①ＱＲコードを携帯電話で読み取りアクセス
②表示されるアンケートページにて必要事項を入力
③ア ンケートページの送信ボタンから空メールを
送信
④す ぐに返信メールで会員用パス
ワードが届きます
⑤ケータイサイトへアクセス
会員ページをご覧になれます。
※ドメイン指定受信を設定されている方は、「at-ml.jp」のアドレ
スについて指定受信の許可設定をお願い致します。
※スマートフォン等の登録方法についてはミラージュランドホー
ムページの「トップページ ⇒ ミラメールご入会案内」をご覧下
さい。
※サイトへのアクセスにかかる通信料はお客様のご負担とな
ります。

●パークゴルフ初心者教室のご案内
日時

５月 22 日㈰ ※小雨決行
（受付）９:00 ～９:30 （教室）９:30 ～ 12:00

場所 早月川パークゴルフ場
内容 基本的なルール、打ち方、マナー など
定員 20 名（小学生以上、定員になり次第締め切り）
参加料 無料
申込期限 ５月 15 日㈰
パークゴルフ管理棟にて受け付けます

愛犬のしつけ方教室

ペットのしつけと飼い主のマナー

人と犬がより良い関係を築くために「愛犬のしつけ
方教室」を開催します。

近年、ペットの不適切な飼育による鳴き声・フン
害・臭気などの問題で、市民の方からの相談や苦情
が多く寄せられています。マナーを守って飼育しま
しょう。

●日時

（１日目） ６月19日㈰ 午前９時半～11時半
（２日目） ６月26日㈰ 午前９時半～11時半
●会場 黒部市役所 ピロティー（黒部市三日市1301）
●対象者 生後６ヶ月～２歳になるまでの犬の飼い主
で、２日間とも参加できる方（先着10組）
●参加費 無料
●申込み 5月2日㈪～5月23日㈪
平日 午前8時半～午後5時15分

犬との暮らし
●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。

ねことの暮らし
●屋内での飼育に努めましょう。
●不妊・去勢手術をしましょう。
●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。
富山県新川厚生センター 衛生課（黒部市堀切新343）
0765-52-1225

９
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環境安全課環境政策係（１階⑩番窓口） 23-1004

～フォトコンテスト開催～
魚津の楽しい１日を写真に収めてみませんか？

【応募部門】

【応募方法】
当日、フォトコンテスト参加者受付ブースにて参加申し込み後、
Ｅメールにて以下の要領でご応募ください。

スマホでもエントリー可能です！

●件 名を「フォトコンテスト応募」とし、（１）部・部門の別、（２）氏名、
（３）写真のタイトル、を本文に明記し写真データを添付の上、送信応
募してください。
●躍動する踊り部門
●メールアドレス
info@yoshakoi-chouroku.com
魚津が踊りだす。祭りのメインである「躍動する踊り」がテーマの写真
●応募期限 平成28年５月15日㈰から５月20日㈮まで
●祭りの賑わい部門
※注意事項等説明のため、祭り当日は「フォトコンテスト参加者受付ブー
祭りは踊りだけじゃない！おいしそうなフードやボランティアに汗を流す ス」まで必ずお越しください。
学生等「祭りの賑わい」がテーマの写真
【賞品】
各部門で「大人の部」と「学生の部（高校生以下）」があります。

※各部各部門で、最優秀賞１点、優秀賞２点を選出します。
※各部門お1人様2点まで応募可能です。

☆総合グランプリ

◎総合グランプリ

☆最優秀賞

部、部門に関係なく応募作品中で最も良い作品１点を選出します。
よっしゃ来い!!CHOUROKUまつり実行委員会

１名

・第５回よっしゃ来い！！CHOUROKUまつり協賛パンフレットに掲載確約
・魚津ギフトカタログ

４名

・魚津ギフトカタログ

魚津祭組（魚津商工会議所内）

未来会議

E-mail info@yoshakoi-chouroku.com

日本経済の未来は、あなたの調査票から

に、参加しませんか？

まちづくりコーディネーター研修 地区版【経田地区】
第１回 きょうでんの未来を大予測！
５/22㈰ 13:30～16:30
第２回 まち点検＆アイディア大会
６/19㈰ 10:00～16:00
※まちの中を歩きます。昼食代は各自ご負担ください。

第３回 みんなでつくるアクションプラン①
７/24㈰ 13:30～16:30
第４回 みんなでつくるアクションプラン②
８/21㈰ 13:30～16:30

平成28年経済センサス-活動調査を
平成28年６月１日現在で実施します！
全国すべての事業所・企業が対象です。
調査票は５月末までに郵送又は調査員が訪問して
お届けします。ご回答よろしくお願いします。
■この調査は統計法という法律に基づく基幹統計

調査で、調査に回答する義務があります。
●会場
●講師
●申込締切

経田公民館 ３階大ホール
ＮＰＯ法人まちづくり学校
５月16日㈪

※参加無料
※４回すべて出られない場合でも参加できます。

問合せ･申込先 地域協働課協働推進係（２階） 23-1017

■回答いただいた内容は統計作成の目的以外（税
の資料など）には、絶対に使用しません。
ビルくんとケイちゃん

詳細はこちら
http://www.e-census2016.stat.go.jp/
ぜひインターネットでご回答ください。

問合せ

総務課行政行革係

経済センサスキャラクター

 23-1019

2016-5
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からのお知らせ
平成28年度危険物安全週間

平成28年度第１回危険物取扱者試験
試験日時

６月５日㈰～６月11日㈯
危険物安全週間推進標語

危険物 決めろ無事故の ストライク
危険物安全週間とは、危険物に対する意識の高揚と啓
発を図ることを目的として平成２年に消防庁により制定
され、以来毎年６月の第２週（日曜日から土曜日までの１
週間）に危険物に関する各種事業が実施されています。

講習のご案内 ※受講費用等については、お問い合わせください。
防火管理講習
日時 ６月23日㈭、６月24日㈮ ※２日間の講習
会場 新川文化ホール 第３・４展示ホール
申込期間 ５月19日㈭～５月24日㈫
定員 120名

６月26日㈰
10：00～ 乙種第４類
13：30～ 甲種、乙種（第１・２・３・
５・６類）、丙種
会場 ありそドーム
試験種別 甲種、乙種、丙種
申込期間 ４月20日㈬～５月２日㈪
願書の提出 〒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㈯

会場

富山県東部消防組合消防本部

9:00～17:00

富山県東部消防組合消防本部 消防課 24-7978

住宅用火災警報器を設置しましょう
火災で一番恐ろしいのは炎より煙です。煙には一酸化炭素が含まれており、こ
れを吸い込むと体の自由が一気に奪われてしまいます。「我が家は火事にならな
い」という考えはやめましょう。
住宅用火災警報器は24時間、熱や煙を見張っています。火災の早期発見は、身
を守ることだけではなく、迅速な通報は、隣接する住宅の延焼の阻止につなが
り、被害の軽減に重要です。
住宅用火災警報器は命と財産を守るための必需品です！
【お願い】
設置が義務化されて約10年経過します。住宅用火災警報器のバッテリーの寿命は
約10年となっていますので、テストボタンを押してバッテリーの確認をお願いします。
富山県東部消防組合 魚津消防署 査察係

24-7980

普通救命講習会の案内
「いざという時のために心肺蘇生法を身につけましょう」
大切な家族が突然に倒れ心肺停止に陥った場合、あなたは
どうしますか？
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、すぐに来てはくれません。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処置
（心肺蘇生法）が重要と言われ
ています。
一般市民の方を対象とした
救命講習を魚津消防署で開催
します。多くの方のご参加を
お待ちしています。

11
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●日時
●場所

５月15日㈰ 9:00～12:00
富山県東部消防組合 魚津消防署

●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
●受講料 無料
●申込締切 ５月13日㈮
※申し込みは電話でも可能です。

申込み先

富山県東部消防組合
魚津消防署救急係 24-7980

認知症無料相談会

●会場 魚津市役所市民相談室
●相談員 人権擁護委員
●問合せ 市民課市民係

１･００３
「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
※ケアマネージャーの同伴可

●日時
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

●日時 ５月 日㈭ 午後１
時半～４時 （毎月第３木曜日）
●会場 魚津市役所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

労働条件、退職、職場環境な
どについてのお悩みに社会保険
労務士が無料で相談に乗ります。

総合労働相談窓口

※要予約（開催前日まで）

5

く ら し

０７６・４２１・６３２４

23

住宅に関する無料相談
住宅の増改築、畳の表替え
や入れ替えに関する無料相談
会を行います。
●日時 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）

313

１
･００６

自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母又は父子家庭
の父が、就職に必要な資格を
取得するために教育訓練講座
を受講する場合、受講費用の
一部を助成します。
●助成額 受講費用の２割に
相当する額（上限 万円）
高等職業訓練促進給付金
母子家庭の母又は父子家庭
の父が就職に有利な資格を取
得するために２年以上養成機
関に通う場合、一定期間生活
費等を助成します。

（１階⑦番窓口）

こども課子育て支援係

母子 父･子家庭の資格取得
支援について

22

23

40

各種相
相談
談の
のお
お知
知ら
らせ
せ
一日合同行政相談所の開設
道路、税金、福祉など役所
の仕事について、また、ＤＶ
や相続などで知りたいことや
困っていることがあればお気
軽にご相談ください。
●日時 ５月 日㈫ 午後１
時～４時
●会場 魚津サンプラザ ４
階大ホール
●問合せ 総務省富山行政評
価事務所
０７６ ４･３２ ６･３３８
無料法律相談会の開催
相談は無料、事前予約は不
要です。当日受付順に相談内
容に応じ、裁判所、検察庁、
法務局の各職員及び弁護士が
担当します。
●日時 ５月 日㈮ 午前
時～午後４時
●会場 富山県民会館
●問合せ 富山地方 家･庭裁判所
事務局 

特設人権相談所の開設
人権に関わる困りごとや悩
みごとなどお気軽にご相談に
お越しください。秘密は厳守
します。
●日時 ６月１日㈬ 午前
時～午後４時

※ その他、母子家庭の母又は父子家庭の
父が就労を希望する場合、相談に応じ
て自立支援プログラムを策定し、就労
を支援します。なお、これらの制度を
受ける場合、事前相談が必要になりま
す。詳しくはお問合せください。

〔補助の対象となる耐震補強工事〕

 震補強の必要性があるとされた住宅について、次の①～③
耐
のいずれかを満たす耐震改修工事が対象となります。
①建物全体を、Iw=1.0以上とする工事
②建物１階の主要居室（寝室、居間等）を、Iw=1.5以上とする
工事
③建物１階だけを、Iw=1.0以上とする工事

（注1）耐震診断に対する補助制度
があります。
（自己負担額 2,000円～6,000円）
申込み･問合せ
㈳富山県建築士事務所協会
076-442-1135

次の要件をすべて満たす住宅が、補助の対象となります。
①木造の一戸建で、階数が２階以下のもの
②建物の半分以上が昭和56年５月31日以前に着工したもの
③在来軸組工法によるもの
④一般耐震診断法等を用いて耐震診断を行った住宅(注1)で、診
断結果が総合判定Iw=1.0未満のもの

※ま ずは、設計事務所・ハウスメーカー等に相談さ
れ、耐震診断を行った後、申請をお願いします。

〔補助の対象となる住宅〕

地震発生時における木造住宅の倒壊を防止す
るため、県と市町村が連携して住宅の耐震化を
行う方に対して支援を行います。補助金は最大
60万円です。

23

10

〔申込み期間〕 平成28年度は現在受付中です！
※平 成29年3月31日（今年度中）までに事業を完了する必要
があります。

都市計画課建築住宅係（３階）
23-1031

問合せ

10

10

17

19

31

20

耐震改修する木造住宅に補助金を交付します

12
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ご寄付ありがとうございました

②企業説明会等の出展料の助成

8,000 円

市内事業者・労働者向け
各種助成のご案内

六角形ジャンピング

●対象 市内事業者
●対象経費 県外への企業説
明会等への出展費用、旅費等
●助成額 対象経費の２分の
１（上限 万円）

富山市
天正寺

ためのセミナーを開講した際
の費用を助成
●対象経費 講師謝礼、講師
旅費、会場使用料、委託料等
● 助 成 額 対 象 経 費 の２ 分 の
１（上限 万円）

㈱プロシード

商工観光課商工労働係
（３階）  ６･１９５

生活用品 多数

【インターネットモール出店助成】

ロッキングボール

23-1048

住吉

環境安全課生活安全係（１階⑪番窓口）

ユニー㈱アピタ魚津店

【資格取得助成】

▼物品の寄付

３
４
５
（火･祝） （水･祝） （木･祝）

２
㈪

魚津駅でＪＲきっぷが購入
できます

100,000 円

休み

107,329 円

通常どおり

住吉

資源広場
大町･駅前･経田･加積

ユニー㈱アピタ魚津店

休み

4,820 円

通常どおり

吉野

㈱ミナミ

上中島小学校４年生

商工観光課交通政策係
（３階）  １･３８０

101,110 円

市が定める資格（運輸系・
建設系・福祉系・経理系）の
取得経費を助成
●対象 魚津市民、魚津市内
事業者
●助成額 対象経費の２分の
１（上限 万円）

釈迦堂

●対象 市内に実店舗を有す
る事業者
●対象経費 ①新規出店…イ
ンターネットモールへの登録
料、出店料、サイト制作費等
②継続出店…サイト増築費
●助成額 対象経費の 分の
（上限 万円）

ファーストバンク親和会

【若年移住者賃貸住宅助成】

100,000 円

【企業の魅力アップ就業促進事業】

吉島

①企業のＰＲ映像作成費の助成

（故）殿村 喜美子

※クレジットカードでの購入はで

3,000 円

あいの風とやま鉄道魚津駅
では、一部の特殊なきっぷ
を除き、 全国のＪＲの乗車券、
特急券、指定席券、フリーきっ
ぷなどが駅の窓口で通常通り
購入できます。
ＪＲきっぷは是非魚津駅で
お求めください。

六郎丸

休み

本町

きません 。

健康友の会 沖田 崇寛

23

20

●対象 市内事業者
●対象経費 映像制作委託料
●助成額 対象経費の４分の
３（上限 万円）

3,000 円

通常どおり

匿名希望

●対象
歳未満で、県内事
業所に就職、転職、転勤のた
め魚津市に転入し、賃貸住宅
に居住された方
●助成額 入居費用の３分の
１（上限 万円※市内勤務者は
万円）家賃の３分の１（上
限月額 万円、市内勤務者は
万 千円、最長 か月）

天神野新

市内６か所の常設資源物ステーションは、５月３日（火･祝）
～5日（木･祝）まで休業します。ご迷惑をおかけいたしますが、
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
三井自動車（株）友の会

㈱魚津清掃公社

魚津保育園職員一同

常設資源物ステーションの休業について
▼社会福祉基金

10

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
５月12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

５/１
㈰

22-8388

（社会福祉協議会）

▼善意銀行

【職業能力開発支援事業】
市内の事業者に対し、次の
助成をします。
①北陸職業能力開発大学校の
職業能力開発セミナー受講料
を助成
●対象経費 セミナー受講料
●助成額 対象経費の２分の
１（受講者１人につき上限２万

2016-5

広報うおづ

13

円）

※初めての方は事前にご連絡ください。

23

36

2

５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

5

②新技術習得、新製品開発の

オレンジカフェつむぎ

1

介護家族の集い

25

40

8

1

20

20

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。

12

1

平成

年度

者（または管理者）は、計画
的に草刈りを行うなど責任を
持った管理をお願いします。

農業者のみなさ ん へ
農林水産課農政 振 興 係
（３階）  １･０３２

春の農作業時期は、ホタル
イカ漁においても大切な季節
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。

黒部宇奈月温泉 駅 の 駐 車 場
利用について

片貝川の伐採木を提供します

９･１２５

新川土木センター河川管理班



※詳細は新川土木センターのホー

片貝川河川敷の伐採木を無
償提供します。ただし、自家
消費で運搬可能な方に限りま
す。
●日時 ５月２日㈪ 午前８
時半～
●場所 片貝川左岸河川敷
（片貝大橋の下）

集

ムページまで

募

もくもく陶芸教室参加者
募集

魚津市国際交流推進員の
募集

１
･１３１

地域協働課市民交流係
（２階）

趣味や特技を活かして国際
交流活動を行っていただける
方を募集しています。
※国籍は問いません。

８月24日㈬

８月24日㈬

※詳しくは魚津警察署までお問い合わせください。

●日時 週 回 時間程度
●活動内容 在住外国人に初
級程度の日本語を教える。

５月16日㈪

通年

※日本語で日本語を教える形式です。

●募集期間

グリーンカーテン
コンテスト開催

１
･００４

環境安全課環境政策係

（１階⑩番窓口）

ご家庭にグリーンカーテン
を設置して応募してみません
か。
●対象 市内に平成 年春以
降に設置した緑のカーテン
●応募部門 ①家庭部門②店
舗 事･業所部門③学校部門
●応募締切 ９月 日㈫必着

14

広報うおづ
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農振除外願出書受付締切日
農林水産課農政振興係
（３階）  １
･０３２

農業振興地域内の農用地区
域内にある農地を、宅地等に
転 用 す る 場 合 は 、 「農 振 除 外 」
の手続きが必要です。ケース
によっては除外が認められな
いことがありますので、事前
に計画についてご相談くださ
い。
今年度の願出書受付締切日
は次のとおりです。
５月 日 ㈮ 、 ８ 月 日 ㈮ 、
月 日㈮、平成 年２月
日㈪

空地等の草刈りを
お願いします

黒部市役所都市 計 画 課
 ２
･ ６４７

０
･９０９

●活動内容 国際交流イベン
トの企画・運営、語学力を活
かした通訳・翻訳など。
●募集期間 通年

日本語ボランティアの募集

１
･１３１

地域協働課市民交流係
（２階）

から

※応募 用 紙 は 市 ホ ー ム ペ ー ジ か ら ダ
ウンロードできます。

28

もくもくホール


●開講日 ４月 日㈮～平成
年３月 日㈮の毎月第 金
曜日
●時間 午後７時～９時
●場所 もくもくホール
●講師 五島 彰二 氏 （有磯窯）
●対象 魚津市に在住、もし
くは通勤、通学されている方
●定員
名（先着）
●参加費 ３千円（年額）

８月３日㈬

23

環境安全課生活安全係
（１階）  １
･０４８

ゴールデンウィーク期間中
は、北陸新幹線黒部宇奈月温
泉駅の駐車場が混雑します。
満車の場合も予想されます
ので、可能な限りバスや地鉄
電車などの公共交通機関の利
用をお願いします。
また、旅行などで長期間の
駐車が必要な場合や、駅周辺
施設の利用以外が目的の場合
も、公共交通機関をご利用く
ださい。

1

富山県警察官採用案内

在住外国人に日本語を教え
ていただけるボランティアの
方を募集しています。

から

初級

６月３日㈮

1

から

上級

８月３日㈬

【大学卒を除く】
男性警察官Ｂ
女性警察官Ｂ

受付期間
試験職種
試験名

☎24-0110
魚津警察署

第２回
８月３日㈬
から
８月24日㈬

【大学卒】
男性警察官Ａ（武道含む）
女性警察官Ａ

23

警察事務

6

空き地や空き家は、普段か
ら適正な管理を行わないと、
雑草等が繁茂し、次のような
生活環境の悪化を招きます。
・不法投棄の温床になる
・害虫が発生する
・枯れ草が原因の火災
・交差
 点などの角地では見通
しが悪くなり、交通事故に
つながる

※別途材料費・焼成費が必要です。
※詳細については、お問合せください。

3

お問合せ

22

22

15

第1回
５月16日㈪
から
６月７日㈫

23

17

20

29 19

近隣住民の安全と生活環境
を損なわないためにも、所有

29

28

18 20

23

23

23

54

20 11

音訳ボランティア養成講座
受講生募集
富山県技術専門学院新川センター

からのお知らせ



⑥ディスポーザー
使用開始届け

23-1087

28

●時間 午後 時 分～９時
●定員 各 名
●受講料 各３，２００円

⇒

※市への確認申請や届出をしなかった場合は、５万円以下の
過料が科せられます。また、不正に使用料等の徴収を逃れ
た場合は５万円以上の過料に科せられます。

下水道課維持保全係（第２分庁舎）

富山県技術専門学院新川センター

⑤設置確認審査

③いよいよ取り付けです

52

10

6

20

食生活学習会 会員の募集
地産地消の推進と食品の安全・安心について、地
域農産物の加工技術や伝統の味の大切さなどから学
び、食文化継承のリーダー育成を図ります。
農業や食文化に関心のある魚津市民
※原則として２ヶ年通して参加できる人に限ります。

④設置工事完了届け

⇒

魚津市障害者交流センター

５
･２６０

29

●対象

2016-5

26

求職者支援訓練受講者募集

ディスポーザーで粉砕した生ゴミを公共桝を経由して下水
道管に排出します。（家庭用のみ使用可能で１台につき月額
510円の使用料が必要です）

広報うおづ

20

０･２５１

単体家庭用（直接投入）ディスポーザー

15

21



30

ディスポーザーの使用について

⇒

23

20

ポリテクセンター富山

☎23-1007

５/10㈫・24㈫

②市への設置の確
認申請をします

10

０７６６ ･ ６
･９００

ふれあい入浴事業（市内の公衆浴場）

①まず工事店と機
種を決めます

●日時 ６月２日㈭～ 月
日㈭ 第 ・ 木曜日
午前 時～ 時（全 回）
●受講料 無料
●申込締切
月 日㈮

※上記地区以外の方は市民バスをご利用ください。

●実施日

10

28

５/11㈬･18㈬･25㈬

社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）

3

23

●経田福祉センター行き
西布施

5

①訓練生募集
【介護サービス科】
●募集人数
名
●訓練期間 ５月 日㈭～７
月 日㈭
●内容 在宅介護や施設介護
等に必要な知識と技能を習得
できます。 （施設での実習あり）
●訓練費用 無料 （別途教科書

５/６㈮･13㈮･20㈮･27㈮

※音訳とは、視覚に障がいがある方
のために、本や新聞などを音声化す
ることです。

片貝・加積

日㈬まで

５/10㈫･17㈫･24㈫･31㈫

11

1

12

【介護職員初任者養成科】
●募集対象 ハローワークで
求職の申し込みをしている方
等（選考あり）
●訓練期間 ６月 日㈬～９
月 日㈬
●訓練内容 介護の基本的な
知識と技術の習得、実技訓練
●受講料 無料（別途テキス
ト代がかかります）
●申込締切 ５月 日㈪

虎谷・石垣新

27

５月

16

●福祉センター百楽荘行き

５月

福祉バス運行表

日程

26

代等諸経費がかかります）

14

（火～土）
（水・木）

日㈭、 日㈮

●百楽荘
●経田福祉センター

●申込締切

おたっしゃ介護予防教室

24

10

27

②能力開発セミナー受講者募集

☎24-7307

13

【ワード基礎】

17

日㈪、 日㈫、

☎24-3241

（月曜休館）

【エクセル基礎】 日程 ６
月 日㈪、 日㈫、 日㈭、
日㈮

福祉センター百楽荘・経田福祉センター

臨時保育士募集

●アピタ魚津店
日時 ５月22日㈰
10:00～16:00（12:00～13:15は除く）

23

１
･ ０７９

●よっしゃ来い！CHOUROKUまつり会場
日時 ５月15日㈰
９:00～16:00（12:00～13:00は除く）

こども課保育係

皆様のご協力をお待ちしております

（１階⑦番窓口）

魚津市内の公立保育園で勤
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
はお問い合わせください。

♥街頭献血にご協力を♥

●定員
●場所
●内容

20名程度
魚津市農村改善センター、もくもくホール
年４回×２ヶ年
第１回 梅加工
第２回 食品衛生講習、夏野菜の加工
第３回 大根寿司、福神漬けづくり
第４回 味噌、甘酒づくり
第５回～第８回 未定
●会費 3,000円（1,500円×2ヶ年）
●申し込み期限 ５月31日㈫
問合せ･申込先

JAうおづ組合員課 24-9924

77,760円

第９区画134号

4.05㎡

97,200円
第７区画 73号

4.86㎡ 116,640円

第10区画 90号

3.24㎡

77,760円
第７区画130号

3.24㎡

第13区画300号

5.00㎡ 120,000円

②宮津 霊 園 に 墓 地 を お 持 ち で
でない方
③３年 以 内 に お 墓 を 建 て る こ
とができる方
※申込 多 数 の 場 合 は 、 抽 選 に
な り ま す 。 （６ 月 中 旬 を 予
定）
※申込 状 況 については 、随 時 ホ
ームページで公表します。

第

回 戦国のろし祭り

商工観光課観光係
（３階）  １･０２５

25

今回で何と四半世紀！「第
回戦国のろし祭り」を開催
します！ステージイベントや
戦国茶屋、ウォークラリーで
歴史的な遺産を巡ってみませ
んか？
今年は松倉城・升方城の両
会場対抗チャンバラ合戦も開
催！
当日は魚津駅から各会場を
結ぶシャトルバスが出ます。
詳しくは市のホームページを
ご覧ください。

●日時 ５月 日㈰ 午前９時
●場所 松倉城入城の門広場
（松倉城会場）、魚津もくもく
ホール（升方城会場）

16

広報うおづ
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宮津霊園墓地の 申 込 み 受 付
を開始します

3.24㎡

魚津市生涯学習教室受講生

第６区画 53号

募集

9.72㎡ 233,280円

催 し 物

実行委員会

アースデイにいかわ２０１６
アースデイにいかわ

edniikawa@gmail.com

０
･５４３
http://edniikawa.blogspot.jp/

（ 川原保育園内）
メール

※上記イベント以外でも、同日に運動をされた方は、各地区の公民館や市
内体育施設等に申込用紙と回収箱がありますので、報告を５月25日㈬の
午後８時30分までにお願いします。（回収箱は５月16日㈪に設置予定です）

都市計画課計画公 園 係
（３階）  １･０３０

第９区画 38号

生涯学習・文化係（第一分庁舎）

77,760円

生涯学習・スポーツ課

3.24㎡

１
･０４５

第３区画 21号



9.72㎡ 233,280円

短期コース（
５月～７月）

第９区画 37号

区画について使用申し込
みを受け付けます。必ず現地
を確認のうえ申し込んでくだ
さい。詳しい場所や、募集要
項等は、市のホームページを
ご覧になるか、お問い合わせ
ください。

73,440円

色（カラー）であなたのキ
レイを磨きましょう
～色を使ってあなたの魅力
を見つけます～

3.06㎡

23

５月25日㈬、チャレンジデー2016が開催されます。
メインイベントは昨年と同じく、市内で約1,800人もの人が参加
した地区対抗ラジオ体操です。夜の７時30分に、各地区で指定さ
れた場所に集まり、ラジオ体操をした人数を同規模の地区同士で
競います。夜のラジオ体操を市全体で盛り上げましょう！
当日、ありそドーム、総合体育館、桃山運動公園での各種教
室、プログラムが全て無料です。詳しくは市のHPをご覧ください。

●開講日 第１・第３金曜日
午後７時～午後８時半

第２区画 55号

25

チャレンジデー 2016 開催

※期間途中からの受講はできません。

ない場合は開講できないこともあ

鹿児島県

●初回 ５月 日㈮
●講師 永原 彩華
●対象 市内に在住、在勤の方
●定員
名 ※申込者数が少

※前日キャンプインもできます。

こだわり商品勢ぞろいの森
のマルシェ、田植えの体験な
どで自然をぐっと身近に感じ
てください！
●日時 ５月 日㈰ 午前
時～午後３時

10

使用料
面積

●受付期間 ５月９日㈪～
日㈫ 午後４時半まで

23-1046

生涯学習･スポーツ課スポーツ係（第１分庁舎）

ります。

区画
※土曜 日･曜日は除く

宮崎県

22 2016

22

HP

●場所 クリキンディの森（坪野）
（雨天時は、森近くのビニー
ルハウス内）
●参加費 入場無料
●内容 田植え体験、くるく
る０円マーケット、音楽ステ
ージ、森のマルシェ、キャン
プインなど

熊本県

29

「チャレンジデー」とは、毎年５月
の最終水曜日の午前０時から午後９時
までの間に、市内で15分以上運動した
人の割合を、人口規模が同じ自治体と
競うイベントです。
今年度の対戦相手は、鹿児島県指宿
市に決定しました。

●会場 新川学びの森天神山
交流館
●受講料 月額 円（前納）
※別途教材 費 円 が か か り ま す 。

●申込方法 電話、ホームペ
ージ、または直接窓口までお
越しください。

使用料

23

23

面積

●申込資格
①市内に住所のある個人の方

※別途、来年度（H29年度）から毎年管理料が必要となります。（310円/㎡）

31

20

500

10

区画

77,760円

15

780

第

新川しんきろう場所

29

回 わんぱく相撲

22

５･９７６

●特定公共賃貸住宅

29

新川青年会議所


 下団地１戸
道
（１号棟４階１戸、３DK 61.47㎡、駐車場１台分）
六郎丸団地２戸
（３号棟４階１戸、４号棟４階１戸 ３DK 61.63㎡、
駐車場１台分）

「自分を信じる力」

●市営住宅

～かがやく未来を切りひらけ～

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

わんぱく相撲は、子供たち
に相手を思いやる気持ちを育
んでもらうことはもちろん、
地域の大人が協力し合える環
境づくりを目的としています。
●日時 ５月 日㈰ 午前９
時開会
●場所 魚津市立清流小学校
（旧吉島小）相撲場
（雨天時は同校体育館）
●対象 魚津市、入善町、朝
日町の男子小学生
※参加無料（要申込）

入居者募集

※市営住宅入居の基準所得を超えている方が申込み可能

FAX31-7009

5



21

０
･９０９

22

６/20㈪～

図形などグラフィック機能とレイアウ
22㈬、24㈮
トの基本を学び、チラシなどを作成し
（9:00～12:00）
ます。（受講料3,000円）

エクセル活用

夜間コース

～創立 50 周年記念ファミリーウォーク～
お子さま連れの方も大歓迎！

コース

日程

６/６㈪、8㈬、
13㈪、15㈬
表計算の基本操作･データ入力・基本的
な関数を習得します。 （受講料3,000円） （18:30～21:00）

エクセル入門

使用ソフト
時間
受講料
コース定員

魚津歩こう会

６/27㈪～

カレンダーや家計簿など、暮らしに活 29㈬、7/1㈮
かせるいろいろな書類の作成方法を習
（9:00～12:00）
得します。（受講料3,000円）

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

家族と一緒に歩きませんか？
●日時

５月８日㈰

※雨天決行、受付は当日

●集合場所

５/２㈪～23㈪

※申込み用紙は魚津地域職業訓練センター、商工観光課（市
役所３階）、魚津公共職業安定所にあります。センターま
たは商工観光課にFAX･郵送で提出してください。学び
の森天神山交流館ホームページに年間計画があります。

風の地平線

●コース

しんきろうロードをミラージュ
ランドまで約３㎞をのんびり
歩きます。

●参加費

無料

●おまけ

子供には完歩賞として、ミラ
メイズの入場券を贈呈します。
歩こう会

17

広報うおづ
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蜃気楼

（海の駅蜃気楼周辺）

※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

８:30 ～

24-9622 （明吉）

24-3946 （地﨑）

山の駅もくもく野菜市

もくもくホール

※なくなり次第終了

魚津もくもくホール

●日時
月 日㈯以降の毎
週土曜 日･曜 午前８時半～

●場所

in

ありそ

ワード活用

23

９
･８００

６/13㈪～
縦書き、段組みなどいろいろな書式で
15㈬、17㈮
の文書や、複雑な表を含む文書を習得
（9:00～12:00）
します。（受講料3,000円）

54



ワード中級

フリーマーケット

６/６㈪～

「ワード入門」「エクセル入門」の内容を復 ８㈬、10㈮
習し、基本操作を習得します。
（9:00～12:00）
（受講料3,000円）

ありそドーム

日程

●日時 ６月５日㈰ 午前９
時～午後２時 ※準備は午前８時～
●場所 ありそドーム産業展
示場（全 区画）
●出店料 １，５００円 （当

コース

ワード･エクセル復習

日申し込みは２，０００円）
※定員になり次第締め切り

ＩＴ講習受講者募集
昼間コース

周年記念コンサート

☎31-7001

男声合唱団ジョイフルフレンズ

新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

22

８
･８８２

魚津地域職業訓練センター

10
（田中） 

上記申込期間は５月２日㈪～31日㈫です。

歌うよろこび
歌えるしあわせ
これからも

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）

●日時 ６月５日㈰ 午後２
時半～（開場 午後２時）
●会場 新川文化ホール 大
ホール
●入場料 無料
●曲目 群青、我が人生に悔
いなし、アルコール名曲集
他多数

●賛助出演 魚津高等学校音
楽部（予定）

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

魚津埋没林博物館

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●蜃気楼交流会
全国各地の最新の蜃気楼情報が魚津に集合！
４月に出版された解説本「蜃気楼のすべて！」の
執筆陣を交えたフォーラムを開催します。
蜃気楼フォーラム2016
日時 5月14日㈯ 17:00～18:00
会場 ホテルサンルート魚津
定員 30名（申込み順）
研究発表会
日時 5月15日㈰ 9:00～
会場 埋没林博物館
定員

５月３日（火･祝）～５日（木･祝）の３日間、開館時間を延
長します。ぜひご利用ください。
期間中の開館時間 9:00～18:00（１時間延長）
※入館受付は17:30まで

魚津水族館

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
※漁獲状況により、展示期間が変更になることがあります。

50名（申込み順）

※フォーラム、研究発表会とも参加は無料ですが、事前に申込みが必要です。
※プログラム詳細は博物館ホームページに掲載予定です。
※埋没林博物館・日本蜃気楼協議会共催

●蜃気楼写真展
５月１日㈰～６月30日㈭ ※要入館料
魚津の春の風物詩・蜃気楼の写真展 。めったに見
られない幻想的な風景をぜひご覧ください。

ありそドーム
（火曜休館）

●魚津水族館・埋没林博物館
～開館時間延長のお知らせ～

☎23-9800

●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」を設置していま
す。期間中は腕発光を確実に見ることができます。
期間

※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

●ランニングコースが使用できない日時
５/14㈯

終日×

22㈰

14:00まで×

15㈰

終日×

28㈯

19:00まで×

21㈯

終日×

29㈰

19:00まで×

 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

●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

５月21日㈯まで（期間中の日曜･祝日は除く）

会場

５月22日㈰までの日曜･祝日
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

●春の企画展「コイ展～春は恋の季節～」
 錦鯉のえさやり、塗り絵、鯉のぼりになって記念撮影
など楽しくコイとのふれあいができ、コイに恋する楽し
～い企画展です。
期間

５月22日㈰まで

※４月18日現在

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

年3回の

☎31-7001

●開館日と閉館日のお知らせ
５月５日(木・祝)を開館し、振替休館として
５月11日(水)を閉館します
●そば打ち愛好会

●年間パスポート好評発売中
 ゴールデンウィーク、夏休み、冬休み
来館で元が取れます。

会員募集

日時 毎月第２・４日曜日 ９:00～12:00
場所 新川学びの森天神山交流館
入会金 5,000円
年会費 3,000円
『体験入会』そば粉等代金1,500円（500二八そば4人分）
指導を受けながら体験し、打ったそばはお持ち帰り
出来ます。
お問合せ 新川学びの森そば愛好会事務局
高瀬 和雄 ☎24-1711

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）

●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

2016-5

広報うおづ

1８

ゴールデンウィークも開館します。ぜひお越しください！

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

５/２㈪･９㈪･16㈪･23㈪
･26㈭･30㈪

※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

●５月２日㈪、６日㈮ 15:30～
母の日のプレゼント作り
～フエルトお守り～
（定員20名）

●５月９日㈪～11日㈬
畑づくり

かもめ

経田 23-1777

●５月２日㈪、６日㈮ 15:30～
母の日のプレゼント作り
～ヘアーリボン～
（定員１日12名 参加費50円）

●５月９日㈪、10日㈫
プチコロお好み焼き

15:00～

（定員１日12名 参加費50円）

つばめ

本江 23-5133

●５月２日㈪、６日㈮ 15:30～
母の日のプレゼント作り
～ほっと一息コースター～
（定員１日15名 参加費50円）

●５月23日㈪、24日㈫
体力測定に挑戦

中央経済社

高度経済成長時代の建築物･イン
フラは建て替え期に入り、空き家･
空きビルの活用は社会的なテーマ
となり、建築の
ニーズは広がっ
ています。
建築士として
の活動領域を広
げてきた著者
が、その歩みや
多彩な仕事を紹
介しています。

●日時
●作品

吉島 23-0500

●５月２日㈪、６日㈮ 15:30～
母の日のプレゼント作り
～ダンス☆ストラップ～
（定員１日15名 参加費50円）

●５月16日㈪、17日㈫ 15:30～
ひばりカフェ～いちごクレープ～
（定員１日10名 参加費50円）

すずめ

石井大一朗・著

図書館シネマ倶楽部

15:30～

（定員なし）

ひばり

こんなにおもしろい
建築士の仕事

15:30～

（定員なし）

みんな集まれ！ お話の会

道下 23-0522

●５月２日㈪、６日㈮ 15:30～
母の日のプレゼント作り
～ぱっちんスリーピン～

５月８日㈰ 14:00～
「大木家のたのしい旅行～
新婚地獄篇」

大木家の夫婦は新婚にもかかわ
らず、痴話喧嘩が絶えません。あ
る日、２人は怪しげな占い師の勧
めで新婚地獄旅行に行くことにな
ります。
何気ない会話やシチュエーショ
ンに笑いを織り交ぜた独特のハー
トウォーミグ・コメディーです。
（監督:本田隆一、主演:竹野内豊 水
川あさみ 2011年、本編121分）

（定員１日15名 参加費50円）

●５月16日㈪、17日㈫
もっちりよもぎ団子

15:30～

（定員１日16名 参加費50円）

親子で 『ひろば』 に参加しよう！
対象
時間
会費

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

５月
２日㈪

1９

つばめ

ひばり

すずめ

ママ大好き こいのぼり作り

ママ大好き

９日㈪ つくってあそぼう ミニトランポリン

リズムあそび

16日㈪

布あそび

おはなし会 ボウリング遊び

23日㈪ 外であそぼう

シールあそび

つくってあそぼう

30日㈪ 砂あそび

砂あそび

外であそぼう

広報うおづ
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●おはなしを楽しむ会
５/７㈯･14㈯･21㈯･28㈯
10:30～
●ひまわりの会
５/15㈰ 10:30～

楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～
●一般
リベラルですが、何か？
｢法の支配｣とは何か
首都直下地震

香山リカ
大浜啓吉
平田直

健康長寿のための医学

井村裕夫

発達障害の素顔

山口真美

リンゴが腐るまで

笹子美奈子

コーヒーの科学

旦部幸博

●文学･小説
軽薄

金原ひとみ

バラカ

桐野夏生

まく子

西加奈子

ラストフロンティア

楡周平

ビューティーキャンプ

林真理子

カエルの楽園

百田尚樹

海は見えるか

真山仁

●児童･中高生向け
それでも、海へ

安田菜津紀

いつでもインコ

斉藤洋

なかないでなかないで

あまんきみこ
いつだってともだち
そっと

内田麟太郎
瀧村有子

表参道高校合唱部！

櫻井剛

世界が終わる前に

山本弘

図書館ボランティア募集
●図書館で活動してくださるボ
ランティアを募集します。
図書館では、幅広い年齢層の
ボランティアさんが、リサイクル
図書や書架の整理、読み聞かせ、
ブックスタートのバッグ作り等で
活躍されています。
市民の皆さまとの協働による
図書館運営に、たくさ
んのご参加をお待ち
しています。

生物多様性ブックフェア
●日時 ５月10日㈫～29日㈰
５月22日は｢国際生物多様性
の日｣です。生物多様性に関す
る図書コーナーを設けます。こ
の機会にお子さんと一緒に豊か
な生きものたちの世界、命のつ
ながりに触れてみてください。
（パネル展示も行います）
問合せ先 環境安全課環境政策係
（１階⑩窓口）23-1004

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

集団がん検診

持ち物：受診券、検診料金、健康手帳

一般医

実施日

会場

5/11㈬

ありそドーム

定員
受付時間
（大腸がんの受付は、下記時間内
乳房
胃
子宮 すべてで実施）
140
120

5/19㈭

健康センター

60

5/23㈪

ありそドーム

100

胃
   8:15～9:30
120 乳房·子宮 13:00～14:00

5/4(水·祝)

6/9㈭

健康センター

60

60

5/5(木·祝)

150

120 胃·乳房·子宮 8:15～9:30

6/12㈰

ありそドーム

60

◆検診料金は、「がん検診案内書」でご確認ください。
◆受診申込はがきまたは電話で、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。予約時に申込く
ださい。
◆健康センターが会場の日は、駐車場が混み合いますのでご了承ください。

結核·肺がん検診

5/9㈪

5/16㈪

5/18㈬

5/8㈰
5/15㈰
5/22㈰
5/29㈰

持ち物：受診券、検診料金、健康手帳

会場

実施日

時間

会場

9:30～11:00 魚津魚商会館

9:30～11:00 下中島公民館

13:30～15:00 健康センター

5/30㈪ 13:30～14:30 大海寺野公民館

9:30～11:00 村木公民館※

15:00～16:00 大海寺新公民館

13:30～15:00 日カ厚生会館※

9:20～9:50 石垣公民館

9:30～11:00 青島１区会館
13:30～15:00 青島３区公民館
10:00～11:00 岡仏町内会館

6/1㈬

10:30～11:30 上野方公民館
13:30～14:00 宮津公民館
14:45～15:45 住吉倶楽部

13:30～15:00 道下公民館※

◆40～64歳の方は肺がん検診のみ、65歳以上の方は結核検診と肺がん検診
を併せて行います。
◆※印の会場は検診車２台、それ以外の会場は検診車１台で対応します。
◆検診料金は、受診券でご確認ください。
◆申し込みは不要です。
◆生活保護世帯の方に自己負担金の減免制度があります。検診希望日までに
健康センターへご連絡ください。
◆特定健康診査については、広報うおづ６月号でお知らせします。

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 5/25㈬ （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。

５月12日は看護の日「看護の心をみんなの心に」５月８日から14日は、看護週間です。

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
魚津病院
友道
☎24-7671
鈴木産婦人科医院
双葉町 ☎24-8820
羽田内科医院
新金屋 ☎22-0642
平井整形外科医院
末広町 ☎22-0888
深川病院
東尾崎 ☎31-6200

歯科医
大菅歯科医院
朝日町泊 ☎82-0204
林歯科医院
5/3(火·祝)
入善町入膳☎72-1324
田中博歯科医院
5/4(水·祝)
入善町入膳☎74-1633
平沢歯科医院
5/5(木·祝)
朝日町道下☎82-0348
柚木歯科医院
5/8㈰
入善町入膳☎74-0058
歯科魚津医院
5/15㈰
朝日町泊 ☎82-0468
医療法人塩見歯科医院
5/22㈰
入善町入膳☎74-1350
小杉歯科医院
5/29㈰
朝日町荒川☎82-0063
野田歯科医院
6/5㈰
入善町入膳☎72-0262
5/1㈰

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

5/13㈮

5/3(火·祝)

持ち物：受診券、検診料金、健康手帳、保険証

５月６日㈮から始まります。
市内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。

時間

5/1㈰

6/5㈰

施設がん検診

実施日

み ん な の 保 健 室

健康診査のご案内

魚津市急患センター
（富山労災病院内）
診療時間
○夜間（毎日）19:00～22:00
場所・問合せ
富山労災病院 22-1280
※乳幼児·小学生の急病は、新川医療圏
小児急患センターで受診ください。

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
名称·連絡先

開所時間等

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

23-9179

5/19㈭

大町幼稚園

みんなで遊ぼう

23-9174

5/26㈭

野方保育園

はじめまして

23-9175

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 5/10㈫、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

●もぐもぐ教室
対 象 生後9～10か月児とその家族
実施日 5/13㈮
受付時間 10:00～10:25
※１歳６か月児健診で申込まれた方

科

電話番号

対象
日時

男の料理教室
お父さん、出番です～減塩料理～
（先着20名）
日時 5/27㈮ 10:00～13:00
持ち物 材料費300円、
エプロン、三角巾、
手拭タオル
会場·申込·問合せ
健康センター

●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 5/20㈮
受付時間 10:00～10:15

歯

テーマ
一緒に遊ぼう

5/25㈬
13:00～13:30

室

園名
道下保育園

5/10㈫、6/14㈫
13:00～13:30

実施日
受付時間

教

実施日
5/16㈪

実施日
受付時間

●３歳児健診
対 象 平成24年11月生まれの児

親子のふれあいや家族同士の交流を♪

対象者 未就園児とその家族 ※幼稚園は２～３歳児対象
開設時間 保育園9:30～11:00、幼稚園10:00～11:00

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 5/12㈭、6/2㈭
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10月生まれの児

◆行事等は、それぞれ魚津市HP、かづみ認定こども園HPでご確認ください。

育児サロン

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」
（かづみ認定こども園内） 〈にこにこ広場〉
吉島132
平日の9:00～12:00、13:00～15:00
（☎23-2225）

健

〈のびのび広場〉
平日の9:00～12:00、13:00～16:00
〈赤ちゃん広場〉
子育て支援センター「のびのび」 日時 5/18㈬ 9:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族
（魚津市健康センター内）
吉島1165
〈妊婦さんの集い〉
（☎24-0415）
日時 5/18㈬ 受付時間 9:45～10:00
対象 妊娠中期から後期の妊婦さん
助産師さんのお話、先輩ママ·赤ちゃん·
妊婦さん同士の交流

母 子 保 健
必要
会場

●フッ素塗布
２歳６か月になる児
5/20㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
5/26㈭ 受付時間 13:00～13:30

予 防 接 種
持ち物 予防接種権付き予診票、母子健康手帳、保険証
会場 市内指定医療機関（要予約）

おおの

大野

さちこ

幸子さん（92歳・村木地区）

すらっとしていて姿勢もよく、実年齢よりもず
っと若く見られることが多いという大野さん。村
木地区で生まれ育ち、30代半ばで大阪へ引っ越
して会社勤めをしていました。40代後半でひょん
なことから大阪の一等地にある中華料理店の経
営を引き継ぐことになり、素人同然で飲食業界
に飛び込むことに。当時、お店の経営状態は決し
て芳しいものではなく最初から苦労の連続だったそうですが、くよくよ
しない性格で試練を乗り越え、やっと軌道にのせたと振り返ります。
70歳を過ぎてから魚津に帰郷し、マイペースで過ごす毎日です。押
し絵と木目込みが趣味で、公民館で開かれている教室に通ってじっく
りと作品作りに取り組んでいます。これまで作り上げた数々の見事な
作品が家の中にきちんと飾られています。
ストレスをためない、趣味をもつ、自分にときめく。大野さんの健康
の秘訣は働き盛りの頃から変わらないのかも。これからもお元気でお
過ごしださい。

２1
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麻しん·風しん混合

第２期

対象

平成22年４月２日から平成23年４月１日
生まれのお子さま
４月下旬、対象者へ接種券を発送しました。お
子さまの体調のよいときに、早めに接種しましょ
う。まだ届いていない方は、お手数ですが健康セ
ンターまでご連絡ください。
※その他の予防接種については、４月に配布の
「保健だより年間計画表」をご覧ください。

５月31日は世界禁煙デー
ご自身や家族の健康のために、
禁煙しましょう
「たばこ」は肺がん、食道がんをはじめさまざ
まな病気を引き起こします。また、火の付いたた
ばこの先から出る副流煙にも有害物質が多く含ま
れ、煙を吸った家族や周囲の人の健康にも悪影響
を及ぼします。
この機会に、ご自身や家族の健康のために、禁
煙しましょう。

魚津市
地方創生アドバイザー
もりなが

森永 琢馬

上野方小学校
つぼさき

６年生

坪崎

みそら

未空さん

私の将来の夢
は、保育士になる
ことです。私が保
育園の園児だった
とき、十四才の挑
戦の中学生が来ら
れて、私達を楽
しませてくださったのが印象に残っ
ているからです。私もその中学生の
ように園児を楽しませたり、笑わせ
たりしたいです。それに、私は服を
描くのが得意なので、園児がやる劇
の衣装を作ってあげたいです。そし
て、園児を喜ばせてあげたいです。
そのためにも、いっぱい勉強して、
子供達に親しまれる良い先生になり
たいです。

６年生

みやさか

宮坂

りゅう

龍くん

ぼくの将来の夢
は、工業製品を作
る会社で働くこと
です。理由は、人
の役に立つ良い製
品を作って世界中
の人に届けたいか
らです。そうすれ
ば、日本のすごい技術が世界に認め
られると思います。また、良い物作
りをすることは人々の暮らしを良く
することにもなります。そういう研
究をすることで世界中の人に喜んで
もらえるようにがんばりたいです。

たくま

さん

地方創生に積極的に取り組む人口５万人
以下の市町村へ、意欲と能力のある「地方創
生アドバイザー」を派遣する制度がこの４月
から始まりました。アドバイザーには国家公
務員、大学研究者、民間企業の人材が登録し
ています。市町村から派遣を要望すると、適
任のアドバイザーが派遣される仕組みです。
今回は、魚津市の地方創生アドバイザーに任
▲森永さんは広告代理店の会社員
命された森永琢馬さんを紹介します。
森永さんは京都府出身の1980年（昭和55年）生まれ、現在は株式会
社電通中部支社に勤務し、名古屋市に住んでいます。今回の任務は、
「魚津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の事業をどのように推し進
めていくのか様々なアドバイスをすることです。具体的には、シティプロ
モーション（※）の推し進め方について外部の視点で提案などをするた
め、毎月２回程度、名古屋から魚津へ出張するスケジュールです。日本
海側へは毎年のように旅行し、富山県内でも観光して親近感があると
いうことですが、改めて魚津の印象を尋ねると、「海と山が近くて、雄大
な自然に恵まれている」という言葉が返ってきました。
株式会社電通で森永さんはマーケティング · ソリューション部に所属
し、企業が売りたい商品をどう売るのかという戦略を立てるのが主な仕
事です。アドバイザーを志望した理由は、「自分の経歴を活かせる任務
だから。他人事ではなく自分ごととして関わり、一緒にゴールを目指せ
るから」と話します。特に、自分ごととして関われるのは会社の仕事では
あまりないこと、と強調します。
「魚津が“住んでみたいまち”になるために攻めの姿勢で臨み、現状に
プラスして何が必要か一緒に見出したい。自分の持つノウハウや強み
をうまくかけあわせ、アドバイザーがいてよかったと振り返られるように
したい」と意気込み
を語る森永さん。新
しい視点でのアドバ
イスに期待が高まり
ます。
（※シティプロモーショ
ン…地域の魅力を発
信し、認知度やイメー
ジを高めること）
▲魚津市役所の職員と打ち合わせをする森永さん（中央）

二人は仲良し☆

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。

３歳５か月

１歳７か月
おおの

大野

めぐみ

恵美ちゃん

おおの

大野

ひでのぶ

秀伸くん
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３/

24～27

魚津で観光を 台湾の旅行業者が魚津市を視察

台北市内の旅行業者33名が、魚津市内での観光プランを作ろうと３泊４日の
日程で視察に訪れました。これは、昨年11月に台北旅行博覧会で市長が魚津市
の観光PRをしたことがきっかけで実現したものです。
一行は市内の観光施設や温泉などをじっくりと視察。かまぼこ作りや押せ寿司
の体験もあり、盛りだくさんの内容でした。後日、旅行業者にアンケートをとったと
ころ「全体的に気持ちよく、小さいがきれいでバケーションにふさわしい」「住民が
純朴、親切でフレンドリー」「山と海の景色がきれいで
海の幸もおいしい」といった声が寄せられました。
また、４月11日から６月下旬
りゅう めいれい
まで台湾人の劉明玲さんがワー
キングホリデー（※）で市役所に
勤務し、台北と魚津市の懸け橋
として活動しています。
（※ワーキングホリデー…若者が異国
で休暇を楽しみながら、一定程度仕
事をする制度）

３/

30

Vol.1

◀細工かまぼこ作りを
体験する台湾の旅行
業者の皆さん（右）
劉さんは魚津の情報を
台湾語で発信（左）

地場産品販売·お休み処「ミラマルシェ」 魚津駅舎内にオープン

魚津で採れた野菜や海産加工品、お菓子や工芸品
など地場産品を販売するお店「ミラマルシェ」が魚津駅
舎内に開店し、オープニングセレモニーがありました。
関係者によるテープカットの後、店内はさっそく買い物
を楽しむ人やカフェスペースでちょっと休憩する人でい
っぱいになりました。
セレモニーでは、店名「ミラマルシェ」の名付け親、
こばやし
くれあ
うらた
ゆい
小 林久 玲愛さん（本江小５）と浦 田悠 衣さん（経田小
３）に魚津の特産品が贈呈されました。２人は、お店へ
の期待を「地域に愛されるお店になってほしい」「人が
たくさん来るにぎやかなお店になってほしい」と話しまし
た。ミラマルシェは年中無休、営業時間は午前７時～午
▲ミラたんの看板が目印のミラマルシェには魚津のおいしいものがいっぱい
後７時です。
４/

11

大空に泳ぐ 市役所屋上でこいのぼり掲揚

毎年恒例のこいのぼり掲揚式が魚津市役所で行われ、野方保育園の年
長·年中組の園児計13名が参加しました。
「こいのぼりの歌」に合わせて園児たちが市長と一緒に綱を引き、空高
く揚がったこいのぼりを
眺めました。その後、年
長組
の園児が嵐の歌
ガッツ
「G UTS！」で元気いっぱ
いに踊りました。この日は
やや肌寒い曇り空でした
が、こいのぼりは穏やか
な風を受けてそよそよと
泳ぎました。子どもの日
の５月５日まで掲揚する
予定です。
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６

清流小学校が開校

児童540名で新たな門出

５ 月号
2016
№846

片貝·吉島·西布施小学校が統合して「清流小学校」が開
校し、６日に開校式典がありました。式には児童、教職員の
ほか、各地区の代表者や関係者が出席しました。
畠山教育長が開校を宣言し、松本校長は「３つの学校の
よさを引き継ぎ、小さな努力を積み重ね新しい校風と文化
せきぐち ひかる
を作りましょう」と児童へ話しました。児童代表の関
口輝 さ
ひめの しずく
ん、姫野心月さん、西尾晃汰さんが「みんなの力で学び続
ける清流小を築いていくことを誓います」と述べ、全校児童
で新しい校歌を斉唱しました。７日には入学式があり、82名
の新１年生が真新しい制服姿で学校の門をくぐりました。
にしお

Vol.2

こうた

発行／魚津市 編集／企画政策課
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0765-23-1015 FAX0765-23-1076

▲新しい校旗は、畠山教育長から松本校長へ、そ
いだ ゆいけい
して児童代表の伊田唯京くんに手渡されました

４/

９～10 春らんまん

▲統合前の３校（片貝·吉島·西布施小）からそれぞれ選ば
れた３名が児童代表のことばを述べました

▲片貝·西布施地区の児童はスクール
バスを利用（4/13撮影）

総合公園で桜のページェント開催

魚津総合公園で第11回桜のページェントが開催されました。同公園は約350本の
ソメイヨシノが咲き誇る桜の名所です。
今年は比較的開花が早かったこともあり、期間中は桜の花びらがひらひらと舞っ
て風情も満点。園内は、お弁当を広げ花見を楽しむ家族連れやグループ、桜並木の
下をゆっくりと散歩する人々などで賑わいました。よさこい演舞やフォークグループ
の演奏、お茶席や飲食物の販売もありました。

－13

＋24
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http://www.uozu-p.jp/mamorigami.html
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編集後記

16,706世帯

▼編集後記をご覧いただいて

世帯数

魚津産間伐材
有効活用量

いる皆様、はじめまして。こ

－420

の春から広報うおづの編集に

－75

携わることになりました。何

42,987人

卒よろしくお願いいたしま

計

か月が経ちました。

－197

1

す。▼さて、新年度がスター

－37

トして

22,172人

しかし、新入生、新社会人の

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。

みなさんの中には、まだ新し

－223

い環境に馴染めずにいる方も

－38

おられるでしょう。安心して

20,815人

ください。私もそうです。焦

男

らずに歩んでいきましょう。

前年比

▼私は皆さんに親しまれる広

前月比

報を目指して、これから頑張

（平成28年３月末現在）

ります。（中）

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/

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）
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