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魚津駅の列車到着メロディの募集
みんなの保健室
あの人この人グループ
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、松倉城跡で
ヤマザクラの種子を採取しました
（松倉小学校 花とみどりの少年団）
ヤマザクラは白色の可憐な花を咲かせ
ます。採取された種は来年の全国植樹祭
で皇后陛下に播いていただく予定です。
（10ページに関連記事）

～みんなが支え合える制度にするために～

平成28年度国民健康保険税
を改定します
税務課住民税係

（１階⑭窓口）23-1009

市民課医療保険係（１階③窓口）23-1011

●医療費の状況
医療費（万円）

国民健康保険税は、大きな財源不足
の可能性があったことから、平成26年
度に引上げの改定を実施しました。国
保加入者の高齢化や景気低迷の中、疾
病の早期発見、早期治療につながる保
健事業の推進や収納率向上のための口
座振替の推奨などを引き続き行ってき
ました。その結果、国民健康保険事業
の実質単年度収支は黒字となってきて
います。
今後、被保険者の負担軽減を図りな
がら、平成30年度に開始の県が主体と
なる国保事業の広域化や効率的な事業
運営の確保のために保険税の見直しを
行います。

魚津市国民健康保険１人当たりの
医療費と国保税の推移

 国保税（万円）
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医療費（万円）

国保税（万円）

●国保税改定にご理解をお願いします
国民健康保険は、みんなで支えあう相互扶助の精神に基づく医療保障制度です。加入
者の皆さんに納めていただく国保税と、国・県の補助金などで運営しています。
今回、国保税率等と賦課限度額（国保税の上限）を改定することにより、国民健康保
険財政の健全化と安定した事業運営を目指します。皆さんのご理解をお願いします。

●国保税のしくみ
国保税は、「医療保険分」と後期高齢
者医療を支える「後期高齢者支援金等
分」、介護保険を支える「介護納付金
分」の３つで構成されています。

■国保税のしくみ
①40歳未満の方
医療
保険分

＋

後期高齢者
支援金等分

②40歳以上65歳未満の方（介護保険第２号被保険者）
医療
保険分

＋

後期高齢者
支援金等分

＋

介護
納付金分

③65歳以上75歳未満の方（介護保険第１号被保険者）
医療
保険分

＋

後期高齢者
支援金等分
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●国保税改定の内容
国保税の医療保険分、後期高齢者支援金等分、介護納付
金分に対する各負担分は「所得割」「均等割」「平等割」
の合計額によって決まります。今回の改定により、それぞ
れの税率、額を右表のとおりに変更します。

■税率等について（年間）
平成28年度の税率等

●所得割の求め方
所得割とは、加入者の前年中（平成27年１月～12月）の所
得を基に計算します。

医療保険分

後期高齢者
支援金等分

介護
納付金分

所得割（税率）

7.5％

2.1％

1.4％

均等割１人あたり

25,600円

平等割１世帯あたり

所得割＝｛総所得金額－基礎控除額（33万円）｝×税率
世帯の加入者１人ごとに「総所得金額－基礎控除額
(33万円)」を計算（マイナスとなった場合はゼロ）し、世帯
の加入者全員の額を合計します。

8,100円
※

8,500円
※

22,500円

6,400円

5,500円

医療保険分

後期高齢者
支援金等分

介護
納付金分

所得割（税率）

7.8％

2.3％

1.5％

均等割１人あたり

30,600円

現行の税率等

※所得税や住民税のような所得控除（扶養控除、医療費控除等）や
税額控除（配当控除等）はありません。
※総所得金額（給与・年金等の所得）に分離所得（譲渡などの所得）
があれば加算します。

平等割１世帯あたり

9,400円
※

22,800円

8,500円
※

7,500円

5,500円

※退職所得は除外します。

●賦課限度額を引き上げます
・医療保険分
52万円→54万円
・後期高齢者支援金等分
17万円→19万円

※特定世帯（後期高齢者に移行する前は複数人世帯で、移行
後１人世帯の場合）は、医療保険分と後期高齢者支援金等
分の平等割は1/2となります（５年間）。世帯構成が変わっ
ていない世帯については、さらに３年間、3/4となります。

●所得の低い方への保険税軽減措置が拡充されます
所得の低い方などは、国保税の均等割と平等割が所得に応じて７割･５割･２割軽減されます。この軽減
の基準となる所得額が引き上げられ、軽減の対象世帯が拡大されます。
軽減割合

現行

平成28年度から

５割

33万円＋26万円×

被保険者及び
特定同一世帯所属者の数

33万円＋26.5万円×

２割

33万円＋47万円×

被保険者及び
特定同一世帯所属者の数

被保険者及び
33万円＋48万円× 特定同一世帯所属者の数

※世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の前年の
総所得金額等の合計額が上記の金額以下の場合、保
険料のの均等割額と平等割額が軽減されます。

被保険者及び
特定同一世帯所属者の数

※特定同一世帯所属者…後期高齢者医療制度加入により
国民健康保険の資格を喪失した日の前日以後、継続し
てそれまでと同一の世帯に属する者

★国保税の詳細は、納税通知書や納税通知書に同封する「国民健康保険税の納入について」をご覧ください。

●後期高齢者の方へ
後期高齢者医療制度の保険料率等
は、２年ごとに見直すことになってお
り、平成28年度、29年度は右のとおり
変更となります。
軽減割合

現行

①保険料の賦課限度額
保険料の限度額は55万円から57万円に引上げとなります。
②保険料の軽減について
所得の低い方などは、９割・8.5割・５割・２割軽減措置が
引き続き実施されますが、５割軽減・２割軽減については、
軽減の対象者が拡大されます。
平成28年度から

５割

33万円＋26万円×被保険者数

33万円＋26.5万円×被保険者数

２割

33万円＋47万円×被保険者数

33万円＋48万円×被保険者数

※同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が上記の金額以下の場合、保険料の均等割が軽減されます。
★後期高齢者医療保険料の詳細は、納税通知書や納税通知書に同封する「後期高齢者医療保険料通知書の説明」をご覧ください。
３
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税務課からのお知らせ

問合せ先

税務課住民税係（１階⑭窓口）23-1009

国民健康保険の被保険者のいる世帯には、７月15日に国民健康保険税（国保税）納税通知書を発送しま
す。また同日、介護保険の65歳以上の被保険者（第１号被保険者）の方には、介護保険料納入通知書を、
後期高齢者医療保険の被保険者（75歳以上）の方には、後期高齢者医療保険料納入通知書を発送します。

国民健康保険税（国保税）について
●国保税を納める義務は世帯主にあります。
同一世帯に被保険者がいるときは、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯主が納税義務者になります。

●国保税の計算方法は年齢によって異なります。（詳しくは２ページをご覧ください）
●国保税は、国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合、世帯主の年金から天引き
（特別徴収）になります。
●75歳（一定の障がいがある方は65歳）以上の方は、後期高齢者医療保険の対象と
なります。国民健康保険（あるいは会社等の社会保険）に加入していた方は、こ
の保険を抜けて後期高齢者医療保険に移行することになります。

介護保険料について
●介護保険料を納める義務は被保険者一人ひとりにあります。
●介護保険料の納め方は、65歳以上の方は原則として公的年金からの天引き（特別徴収）になります。
●年度の途中で65歳になった方や、他の市区町村から転入してこられた方は、公的年金からの天引き
（特別徴収）への切り替えに時間を要するため、しばらくは納入通知書で納めていただく（普通徴
収）ことになります。
●介護保険料は、所得段階別で12段階に分けられています。所得段階は、被保険者及び同一世帯内全員
の所得や、住民税の課税状況等によって決定されます。

後期高齢者医療保険料について
●後期高齢者医療保険料を納める義務は被保険者一人ひとりにあります。
●後期高齢者医療保険料の納め方は、原則として公的年金からの天引き（特別徴収）になります。
●年度の途中で75歳になった方は、公的年金からの天引き（特別徴収）への切り替えに時間を要するた
め、しばらくは納入通知書で納めていただく（普通徴収）ことになります。
●後期高齢者医療保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と被保険者の所得
に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
後期高齢者保険料額 ＝
均等割額
＋
所得割額
（限度額57万円） （一人あたり43,800円）（賦課のもととなる金額×8.6％）

それぞれの納入（税）通知
書や納入通知書に同封した
書類に詳しい説明を記載し
ていますので、ご確認くだ
さい。

納付は口座振替がより便利です
魚津市では、納税のための手間がなく納め忘
れの心配もない、安心･便利な口座振替による
納税をお勧めしています。お申し込みの方法も
簡単ですので、ぜひご利用ください。

2016-７
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介護保険負担限度額認定証（桃色）について
現在の負担限度額認定証は７月末まで有効です。
８月１日からの認定を受けたい方は８月31日までに再度申請をお願いします。
※現在、認定証をお持ちの方には、申請等の案内を郵送する予定です。

負担限度額認定証とは、介護保険施設等に入
所した際に、食費･居住費（滞在費）の減額を受け
るための証明書です。

●認定対象者
 同じ世帯の方（配偶者は別世帯であっても含む）が全
員住民税非課税で、本人の預貯金等資産（注）額が1000
万円以下の方。（夫婦の場合は合計2000万円以下）
●申請に必要なもの
 介護保険証、印鑑、本人と配偶者名義の全ての預金
通帳、有価証券をお持ちの方はその額がわかるもの、
負債がある方は借用証書等その額がわかるもの。

（注）預貯金等資産の範囲
すぐに換金できて価格がわかるものが対象になります。
また借金等の負債がある場合はマイナスして計算します。
含むもの
 預貯金（タンス預金含む）、信託、有価証券、金・銀など
含まないもの
生命保険、宝石･腕時計･貴金属等、美術品、動産・不動産など

＜平成28年８月１日から利用者負担段階の判定が見直されます＞
認定対象者の方は、本人の収入額等に応じて利用者負担段階が決定されます。
これまで利用者負担段階の判定に用いる収入には、課税年金（老齢年金など）収入のみが対象となっておりま
したが、８月からは非課税年金（遺族年金と障害年金）収入も含めて判定することになります。
これに伴い、現在、利用者負担段階が第２段階である方のうち非課税年金を一定額以上受給されている方は、
利用者負担段階が第３段階になる場合があります。

社会福祉課介護保険係（１階④番窓口）

23-1148

ミナミ常設資源物ステーションの収集ボックスが移動しました
ミナミ常設資源物ステーションの位置が変更にな
り、出入口が今までとは別の場所になりました。
青い看板と赤い矢印が目印です。開設時間や回収
品目は今までと変更ありません。ご利用の際はお間違
えのないようご注意ください。

株式会社ミナミ
新しい場所

事
務
所

従来の場所

青い看板が目印です
５
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問合せ 環境安全課生活安全係
（１階⑪番窓口）23-1048

18歳選挙権スタート！
７月10日㈰

第24回参議院議員通常選挙投票日

23-1019

投票時間

問合せ
魚津市選挙管理委員会

21

午前７時から午後８時まで

投票日当日に運行します。ご利用ください。
※該当地区のルート・ダイヤ等は、市広報の折込チラ
シでご確認ください。

投票できる方

無料巡回バスの運行

11

28

日現在で選挙人名簿に登

●期間 ７月２日㈯・３日㈰
●時間 午前９時～午後８時
●場所 アピタ魚津店２階イベントスペース

21

平成 年６月
録されている方

臨時期日前投票所

①平成 年７月 日以前に生まれた方で、
魚津市内に住所がある方
②平成 年３月 日までに転入届を提出さ
れた方

●期間 ６月23日㈭～７月９日㈯
●時間 午前８時30分～午後８時
●場所 市役所２階 第２会議室

投票所について

下表のとおりです。投票日当日の投票所
は入場券にも記載があります。

※今回
 から投票所が変更になる地区があります。

入場券を郵送します

ご家族分はまとめて各世帯に郵送されます。

届かない場合は、選挙管理委員会までお
問い合わせください。

※投票 所 に お 越 し の と き は 、 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 が あ 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できます。希望
される方は、選挙管理委員会までご連絡く
ださい。

※ご自 宅 へ の 郵 送 は 一 度 申 請 さ れ る と 、 次 回 か
らの申請は不要です。

※新聞 折 込 の 日 は 、 決 ま り 次 第 、 市 ホ ー ム ペ ー
ジでお知らせします。

開票について

●ありそドーム産業展示ホールにて
●午後９時～

期日前投票所

10

下野方第１と片貝の投票
所が変更になりました

期日前投票をご利用ください
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。

28

投票区

投票所

魚津第１

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

つばめ児童センター

下野方第２

西部中学校

下野方第３

総合体育館

片貝

旧片貝小学校

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

2016-７
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今年も実施します！

地域協働課

協働推進係



１･０１７

うおづまちづくりふれあい講座

※太字の項目は新規講座です。

講座〉

くらし〈８講座〉
① あなたもできる市民活動

市政〈
① 魚津市名誉市民について

魚津市の男女共同参画社会への
取組み

「シルバー保険制度」講座
（高齢者の医療保険制度の仕組み）

④ 魚津の漁業

③ 魚津の園芸作物（果樹・野菜）

② 米の生産調整の仕組み

① 魚津の観光資源

産業〈４講座〉

⑧ 公共交通体系の確立を目指して

⑦

⑥ 身近な消費生活相談

⑤ 土地と家屋の固定資産税

④ 知っておきたい住民税の仕組み

③

② 魚津市の国際交流

町内会、自治会の法人化（地縁
団体）の手続き

⑨ 行財政改革の取組み

⑧ 統計でみる我が街“魚津”

⑦ 情報公開及び個人情報保護の取組み

⑥ 市役所の役割と仕事

⑤ 住民自治基本条例の策定と住民自治

④

まちづくりへの第一歩“市民主役
③
の協働のまちづくりに向けて”

魚津市総合計画から見た本市の
②
将来設計

20

23

この講座は、市の職員が講師として市民団体が主催する会議などへ出向き、
市の事業や施策について説明します。市行政の理解を深めていただく機会を設
けることで、今後のまちづくりについて考え、協働して進めていくことを目的
に開設しています。
講座を希望される場合は、 人以上の団体やグループで、 日前までに地域
協働課へお申込みください。
詳しい講座内容については、魚津市ＨＰまたは公民館等に設置してあります
『うおづまちづくりふれあい講座』をご覧ください。
10

⑩ わかりやすい行政評価の仕組み
⑪ 指定管理者制度
⑫ やさしい選挙の話
⑬ 魚津市の財政状況
⑭ 議会の仕組み

福祉・健康〈

講座〉

住み慣れた地域で暮らし続ける
ために

都市計画の仕組みと市民主役の
まちづくり

ごみの減量化とリサイクル活動
の推進
④ 野生鳥獣との共生と有害鳥獣対策

③ 外国人のためのごみの分け方出し方

②

① 身近にできる地球温暖化対策

環境〈５講座〉

⑥ 空家・空地対策

⑤ 安心して暮らせる我が家

④

③ 公園や緑化についての取組み

② 地籍調査の勧め

① 魚津市の道路状況

まちづくり
（土木 都･市整備）〈６講座〉

⑩ 子どもの健康と子育て

⑨ 健康づくりあれこれ

⑧「
食育」のすすめ

⑦ 保育士が伝える子育てのコツ

⑥ よくわかる介護保険制度

⑤ 介護予防講座

④ 認知症サポーター養成講座

③

② 見守りネットワークの働き

① よくわかる障がい者福祉制度

10

水めぐるまち うおづ
⑤
（魚津の水循環について）

魚津市の防災対策
（安全、安心なまちづくり）

防災・安全〈２講座〉

①

② 魚津市の水道の仕組み

教育と学習〈８講座〉

① 富山湾の魅力

② 魚津のかたつむり

③ 子どもと本、そして図書館

④ 魚津市の自然（植物）

⑤ 神秘に満ちた蜃気楼

⑥ 魚津市の自然（大地の成り立ち）

⑦ 魚津埋没林とは

⑧ ジオパークを楽しもう！

文化・歴史・スポーツ〈３講座〉

① 松倉城とその支城群について

② 魚津の遺跡探訪

③ 気軽に、楽しくニュースポーツ

特別講座

ここに掲載した講座のほかに、聴
いてみたい事柄がありましたら、担
当する課にご相談ください。

2016-７
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エネルギーを大切に。この夏は省エネ・エコで乗り切ろう！

夏場は、冷房等の使用によりエネルギーの消費が増大します。特に、
日中（13時～16時頃）は電力使用がピークになる傾向にあります。
家庭の身近な電気製品の使い方や生活習慣を見直して、省エネルギー
かつCO2排出の少ない、環境にやさしいエコライフを実践しましょう！

節電メニュー基本５項目
エアコン
冷蔵庫
照明
テレビ
待機電力

室温28度を心がける。

削減効果 ☆☆☆

「すだれ」や「よしず」を利用して日差しを和らげる。

削減効果 ☆☆☆

無理のない範囲でエアコンを消し、扇風機を活用する。（冷気の循環）

削減効果 ☆☆☆☆☆

設定を「強」から「中」に変更。開閉を減らし、食品を詰め込みすぎない。

削減効果 ☆

使わない場所の電気はこまめに消灯

削減効果 ☆☆

テレビやパソコンを省エネモードに設定。画面輝度を下げる。

削減効果 ☆

本体の主電源OFF。スイッチ付きタップの利用。コンセントを抜く。

削減効果 ☆

～もっと節電したい方に！～
☆ジャー炊飯器は１日分をまとめて炊き、冷蔵庫や冷凍庫に保存する。
☆洗濯は、容量の80％を目安にまとめ洗い。
☆お湯はコンロで沸かし、電気ポットの電源は切る。
☆水、シャワーを流しっぱなしにしない。
☆家電の買い替え時には、省エネ性能に注目。

グリーンカーテンコンテスト

図書館や体育館などの公共施設を利用しま
しょう！自宅に引きこもって過ごすよりも省エ
ネルギーです♪

応募受付中！

Let’s tryグリーンカーテン
グリーンカーテンは、夏の強い日差しを遮断し、室温の上昇を
抑えます。また、植物がCO2を吸収するので、地球温暖化も

防ぎます。
●対象
平成28年春以降に市内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・保育園・幼稚園部門
●応募締切 ９月５日㈪必着
●応募方法 応募用紙に必要事項を記入し、写真を添えて、送
付または持参してください。
※メールでの応募も可能です。
※応募用紙は、環境安全課のＨＰからダウンロードできます。

問合せ･申込み先 環境安全課環境政策係（１階⑩番窓口）
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
23-1004 FAX23-1092 メールアドレス kankyoanzen@city.uozu.toyama.jp

2016-７
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レンタサイクルに乗って魚津の魅力を再発見！

この「のぼり」が目印です

「世界一美しい湾クラブ」に認定された富山湾に面し
た「しんきろうロード」は、サイクリングに最適です！レ
ンタサイクルという新しい視点から、魚津の魅力を再
発見してみてはいかがでしょうか。
昨年から、海の駅「蜃気楼」にて、レンタサイクルの貸
出がスタートしました。ＧＩＡＮＴ製のスポーツタイプ
自転車も新たに登場し、より爽快にサイクリングを楽し
んでいただけます。

料金表
大人用
自転車

利用形態
半日（４時間まで）

300円

100円

１日（８時間まで）

500円

300円

1,000円

500円

１泊２日

※レンタサイクルの活用により、マイカー運行の減少や二酸
化炭素（CO2）の削減と地球温暖化対策の推進を図っていま
す。

他のステーション
での返却

レンタサイクルステーション一覧
魚津駅前観光案内所・電鉄魚津駅前観光案内所・
魚津水族館・海の駅蜃気楼・片貝山ノ守キャンプ場

小人用
自転車

上記に追加して
500円/台

※片貝山ノ守キャンプ場は除く

商工観光課観光係（３階） 23-1025

別又水源涵養田・自然観察池での自然観察会
池の中の生き物や周囲の植物を調査・観察します。魚津の豊かな自然を体感しましょう！
●日時

7月23日㈯ 9：30～11：30頃
少雨決行
●場所
別又水源涵養田・自然観察池
●定員
一般、親子など20人程度（先着順）
●参加料
無料
●日程
９：20 現地集合
９：30 生き物調査、植生調査など
11：30 現地解散
●服装
野外活動のできる服装（長袖・長ズボン、
帽子、運動靴）
●持ち物
飲み物、タオル、軍手、筆記用具、必要に
応じて雨具、着替え等
●申込締切 ７月20日㈬
※電話で住所、氏名、連絡先をご連絡ください。

申込み・問合せ先
環境安全課環境政策係（１階⑩窓口）
23-1004

夏休みワクワク教室の開催
講座名（会場）

日時

定員

費用

Ａ 不思議探検 水の中の生き物たち ７/30㈯
（魚津市 片貝川）
９:00～12:30
（黒部市 生地方面）

小学１～６年生
及び保護者

10組

受講料
保険料

800円
１人50円

Ｂ 紙のからくり不思議発見
（魚津市 県立新川みどり野高校）

７/31㈰
９:00～12:00

小学３～６年生
及び保護者

10組

受講料
教材費

800円
600円

Ｃ アイデア絵手紙
（魚津市 県立新川みどり野高校）

８/６㈯
９:00～12:00

小学１～６年生
及び保護者

15組

受講料
教材費

800円
児童１人200円

●申込締切 ６月24日㈮～７月８日㈬必着
※定員を超えた場合は抽選となります。

9
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申込み・問合せ先
県民カレッジ新川地区センター（新川みどり野高校内）22-4001

vol.２

問合せ 全国植樹祭推進室（
農林水産課内） 

30

平成 年 春 開催

全国植樹祭

１･０３６

松倉城跡で
ヤマザクラの種子を採取

23

魚津花とみどりの少年団
（ 松 倉 小 ４ ・５ 年 生 ） と 松 倉
地区住民の皆さんの約 名が
参加しました。
松倉城跡は県内で唯一ヤマ
ザクラがまとまって見られる
場所であり、地面に落ちてい
る種子を皆さんで協力して拾
い集めました。
種子は処理（皮むき）をし
て保存され、来年の全国植樹
祭で皇后陛下に播いていただ
く予定です。

10
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第 回
「
かがやいて 水・空・緑のハーモニー」

第 回全国植樹祭が
長野市で開催されました

全国植樹祭が魚津市で開催されるまで、残すところ１年をきりました。
市内外で、関連する多くの出来事がありましたので、ご紹介します。

第 回全国植樹祭プレ大会
「
第 回とやま森の祭典」
17

50

29

68

68

来年の全国植樹祭の会場となる魚津桃
山運動公園で、式典のほか記念植樹、森
林整備活動、苗木の
無償配布などが行わ
れ、約３千人が来場
しました。
記念植樹では、天
皇陛下がお手植え
される優良無花粉
スギ「立山 森の輝
き」やコナラなど約
１千６百本を植樹、
花とみどりの少年団
による本大会で使用
する木製プランター
カバーの製作なども
あり、大会の開催に
向けて機運を高めま
した。

67

長野市のアリーナ「エムウエーブ」で式
典が開催され、天皇皇后両陛下がヒノキや
シナノキなどの苗木
を植えられました。
式典では、長野県
知事から富山県知事
へ東日本大震災被災
地復興支援の一環で
ある、エノキの苗木
と大会シンボルの木
製地球儀の引継があ
りました。エノキの
苗木は平成 年の福
島大会で植樹される
予定です。
また、木製地球儀
は県内市町村を巡回
し、魚津市では平成
年３月に展示され
る予定です。
29

第68回全国植樹祭に向けて

富山県東部消防組合消防本部からのお知らせ
海難救助訓練の実施について
これから夏の行楽シーズンを迎えるにあたり、海上に
おける事故の発生に備えて、救助訓練をおこないます。
●日時 ７月10日㈰ 10時00分から
●場所 魚津市東町地内 経田海岸

訓練内容
基本訓練

救命索発射銃取扱訓練
ゴムボート設定訓練

 合訓練
総
救助救出訓練
救助艇「雄山丸」、魚津消防署消防隊によ
る海中転落者及び行方不明者救助訓練

船舶火災消火訓練
救助艇「雄山丸」による消火訓練

訓練実施機関
富山県水難救済会魚津救難所、富山県東部消防組合 魚津消防
署、魚津市消防団大町分団

魚津消防署

第67回 富山県下

消防団消防操法大会 への出場について
７月23日㈯に富山県広域消防防災センターにおいて
開催される、第67回富山県下消防団消防操法大会に魚
津市消防団を代表して下中島分団が出場します。
大会は、消防機械器具の取り扱いの習熟、消防団員
の士気の高揚と火災防ぎょ技術の向上を目的として毎
年実施されており、消防ポンプ車から火災地点に見立
てた２箇所の的へ向かってのホース延長等の動作の正
確性や、消火までのスピードを競う大会です。
下中島分団では、全分
団員が一丸となり、魚津
市代表としての誇りを持
って、連日猛練習を行
い、上位の成績を目指し
ています。

24-7980

魚津消防署

24-7980

通信指令センターからのお願い

花火の火の用心

通信指令センターでは、119番通報により救急車を
出動させた後にも通報者から患者の容態を聞取り、無
線で次のような内容を迅速に救急隊へ伝えますので、
指令員の質問にお答えいただくようご協力をお願いし
ます。

これから夏の夜に、みなさんで花
火を楽しむことが多くなります。打
ち上げ花火や仕掛け花火等の綺麗な
花火も、取扱いを間違えれば、重大な事故につながり
ます。次のことに注意して、事故が起きないようにし
ましょう。

【救急隊に伝える内容】
・救 急救命士に容態を伝え、救命
の準備をさせます。
・心 臓マッサージ等の救命措置方
法を指導したことを伝えます。
・重 傷と判断した場合はドクター
ヘリの要請をします。
消防本部 通信指令課

消防団員募集

・周りに燃えやすい物が無い場所でする。
・ロケット花火等は、打ち上げる方向に危険が無い
か確認する。
・子どもが花火をするときは、必ず大人が付き添う。
・遊んだ後の花火は、水バケツ等で確実に消火する。
以上のことに注意して、花火を楽しんで下さい。

24-7977

魚津消防署

～自分たちのまちは自分たちで守ろう～

魚津市消防団では随時消防団員を募集しています。
消防団は、地域で発生した災害に対しての防ぎょ活動、地域に密着した火災予防
活動など、その役割は非常に重要で、住民の期待も大きなものがあります｡ 地域防
災力の要である消防団に入団して、自分たちの町を守りましょう。
女性消防団員は救急講習、火災予防活動などで活躍しており、積極的に募集し
ています。

問合せ先

11
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お近くの消防団員か魚津消防署へ

24-7980

24-7980

列車が到着する前にホームで流れる「到着メロディ」に、
平成29年春から魚津駅だけのオリジナルメロディを流すこ
とができるようになります。
そこで、魚津市では、魚津市の玄関口である魚津駅にふさ
わしい「到着メロディ」を募集します。たくさんのご応募お待
ちしています。

を募集します♪

募集要項
魚津駅で列車が到着する前に、ホームで流れる「到着メロディ」
※以下の条件をすべて満たすメロディ（歌詞のない楽曲）が対象です。

募集作品

①魚津に伝わる民謡「せりこみ蝶六」をアレンジしたもの
②10秒以内の作品であること
③音楽ファイル形式が「ＷＡＶ」または「ＭＰ３」で制作されたもの

募集期間

平成28年７月29日㈮まで 【必着】

応募条件

・作品は、応募者が創作した未発表のオリジナル作品に限ります。
・採用作品については、制作された作品に関する著作権や著作隣接権などの一切の権利を
市へ無償でお譲りいただきます。
・一人何作品でも応募可能ですが、応募用紙１枚につき１作品としてください。また、応募作
品は返却しません。
・採用された作品は、一部補作・修正を行う場合があります。
・応募にあたって要する経費は、応募者の負担とします。

応募資格

市内外を問わず、どなたでも応募できます。

応募方法

応募用紙に記入のうえ、制作されたメロディとともに、魚津市商工観光課に郵送、電子メール、
または直接提出してください。
（下記問い合わせ先をご覧ください。）
※郵送または直接ご応募いただく場合は、作品をＣＤ－ＲＯＭへ録音した状態でご応募ください。

作品選考

・市選考委員会の選考を踏まえ、魚津市が最終決定します。
・応募者へ個別に結果通知はいたしません。
・選考基準は、魚津に伝わる民謡「せりこみ蝶六」の特徴をとらえつつ、列車を待つ方々の耳
に快く響くメロディとします。

賞品

・採用作品の応募者には、「５万円相当の魚津市特産品」を贈呈します。

参考

◆到着メロディが放送されるアナウンスのイメージ
【チャイム(数秒程度)】まもなく、１番のりばに８時８分発、普通、富山行きが４両でまいります。
危険ですからホームの内側に下がってお待ち下さい。
The train arriving at track no.1. 【到着メロディ】   以下、繰り返し

応募
問合せ先

魚津市産業建設部商工観光課交通政策係
〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂 1-10-1
TEL 0765-23-1380 FAX 0765-23-1060 電子メール syokokanko@city.uozu.toyama.jp

※応募用紙１枚につき、１件の応募とします。（コピー可）
※応募用紙は魚津市役所（市民課・商工観光課）、市ホームページのほか、観光案内所（魚津駅前・電鉄魚津駅前）、魚津駅に
も配置してあります。
※応募用紙に記載された個人情報は、この目的以外に使用しません。

2016-７
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魚津市民バスからのお知らせ
夕方に増便中の市民バス、地鉄バスをご利用ください
乗車料金
大人200円
小学生100円

市では、市民バスと地鉄バス（東蔵線･黒沢線）で、乗車料金を一律200円
としているほか、増便も行っており、市民の皆さんにとって、通勤･通学はも
ちろん、買い物や通院の足として便利で利用しやすくしています。
日も長くなり、夕方のお出かけもし易い季節です。地球温暖化防止、健康
の維持増進のためにも、お出かけの際にはできるだけ電車･バス等の公共交通
機関をご利用ください。

市民バス

市街地巡回ルート東回り･西回りとも、
夕方に各１便の「増便」を行っています。

◆東回り

◆西回り

魚津駅前発 17:55

地鉄バス

（未就学児無料）

夕方の魚津駅発の便を、
各路線１便「増便」しています。

◆東蔵線

◆黒沢線

（労災病院経由、片貝方面）

（西布施方面）

魚津駅前発 18:20

主なバス停

主なバス停

18:03

サンプラザ前 18:22

18:35

東蔵

19:51

17:40

電鉄魚津駅前 18:09

アップルヒル前 18:29

18:39

黒谷

19:46

17:45 西布施小学校前 18:47

魚津港前

大沢

18:53

橋場

18:13

アピタ魚津店前 18:41

18:43

東城口

19:41

17:48

新住吉西

18:20

新川文化ホール前 18:43

18:47

横枕

19:37

17:53 金太郎温泉前 18:39

袋

小川寺

18:44

新川文化ホール前 18:26

新住吉西

18:49

18:48

19:36

17:55 新川みどり野高校 18:36

アピタ魚津店前 18:28

橋場

18:56

18:51 農協東部支店前 19:33

17:59 魚津高校前 18:32

アップルヒル前 18:40

電鉄魚津駅前 19:01

18:57 魚津駅前 19:28

18:03 魚津駅前 18:28

魚津駅前着 18:51

魚津駅前着 19:16

19:02 電鉄魚津駅前 19:20

18:08 電鉄魚津駅前 18:20

魚津市民バスの労災病院への乗り入れについて
魚津市民バスのうち、市街地巡回ルートを除く各ルートでは、ルートによって本数は異な
りますが、富山労災病院に乗り入れを行っております。
通院やお見舞いなどで労災病院にお越しの際は、ぜひ、魚津市民バスをご利用ください。
乗り入れしているルート、便など詳しくは、広報うおづ４月号に折り込みの時刻表をご覧
いただくか、下記までお問い合わせください。

商工観光課交通政策係（３階）

23-1380

あいの風とやま鉄道・富山地方鉄道の営業時間について
魚津市内の鉄道駅の営業時間をご
存知ですか？
営業時間、きっぷの販売の有無な
ど各駅によって異なりますので、
駅へ行かれる際はお間違いの無いよ
う、お気を付け下さい。

鉄道会社

駅名

駅員配置時間

窓口営業時間
（切符販売等）

あいの風
とやま鉄道

魚津駅

6:10～20:00

6:10～13:40
14:00～20:00

西魚津駅

無配置

－

富山地方鉄道
問合せ先
あいの風とやま鉄道
富山地方鉄道

電鉄魚津駅
新魚津駅

076-444-1300
076-432-3456

経田駅

平日

7:00～20:00

7:00～19:30

休日

無配置

－

7:00～20:00
平日

7:00～19:30

7:00～8:30 （改集札のみ）

※休日は土･日曜日、祝日、12/30～１/３
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出産・育児にやさしい企業奨励金のご案内
魚津市では、出産や育児にやさしい社会
をめざして、経営者や管理職が職場で共に
働く部下のワーク・ライフ・バランス（仕
事と生活の調和）を応援する企業に対し奨
励金を交付します。
人口減少克服や地域活性化のため、イク
メン、イクボス（※）を増やし、住みたい
街になるよう、積極的な取組を進めていき
ましょう。

※「イクメン」 とは、子育てを楽しみ、自分自身も成長す
る男性のこと。

※「イクボス」 とは、職場で共に働く部下、スタッフのワ
ーク・ライフ・バランスを考え、その人のキャリアと人生
を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕
事と私生活を楽しむことができる上司のこと。

奨励金の額

交付対象

１企業 10万円（１回のみ）

企業の代表者や管理職がイクボス宣言を
行い、かつ、子育てを応援する取組や地域
貢献活動を行っている企業のうち、次の各
号のいずれかに該当する企業とする。
（1）厚生労働大臣認定「くるみん認定」に認定
されている。
（2）富 山県知事認定「元気とやま！子育て応
援企業」に認定されており、育
児休業を７日以上連続して取
得した男性従業員がいる。

申込み・問合せ

申請方法
交付申請書を下記へご提出ください。
※様式や詳細については市ホームページをご覧ください。

申請締切
◆第1次締切 平成28年７月28日（木）
※第1次締切後も随時受付します。
◆第1次締切までに申請された場合、魚津市合同イク
ボス宣言式にご出席願います。

地域協働課（女性活躍社会推進室）

23-1131

国民年金保険料免除制度をご存知ですか
経済的な理由等で国民年金の保険料を納めることが
困難な場合には、申請により保険料の納付が免除される
「保険料免除制度」があります。

全額免除・一部納付（一部免除）制度
免除区分

保険料月額

全額免除

0円

所得基準

将来の年金額

(扶養親族等の数＋1)×35万円
＋22万円

承認期間は
1/2が反映

４分の１納付

4,070円

78万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額等

承認期間は
5/8が反映

半額納付

8,130円

118万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額等

承認期間は
3/4が反映

４分の３納付

12,200円

158万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額等

承認期間は
7/8が反映

※学生及び任意加入被保険者の方は、対象外です。学生の方で国民年金保険料
を納付することが困難な場合は、「学生納付特例制度」をご利用ください。
※保険料の免除制度には、失業（退職）による特例があります。申請には、雇用
保険受給者証の写しや雇用保険被保険者離職票の写しが必要となります。
※50歳未満の方には、「納付猶予制度」があります。

平成28年度の
国民年金保険料額は
月額16,260円です

本人･配偶者･世帯主の前年の所得が
一定額以下の場合、申請をして承認さ
れると、保険料の納付が免除されま
す。それぞれの納付額と年金額の計算
は左のとおりです。承認期間は７月か
ら翌年６月までです。

問合せ
魚津年金事務所
市民課市民係（１階①番）

24-1494
23-1012

2016-７
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認知症無料相談会

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

※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）

総合労働相談窓口

１
･０１１

国民健康保険の高齢受給者証・
後期高齢者医療の被保険者証を
お持ちの方へ

市民課医療保険係
（１階③番窓口）

１
･０４８

介 護 保 険 の認 定 （要 支 援 １
や要介護２など）を受けておら
れる方に負担割合（１割又は２
割）を記載した「負担割合証」を
７月中に送付する予定にしてい
ます。
８ 月 以 降 に介 護 サービ スを
利用される際には、介護保険証
と と も に負 担 割 合 証 を 利 用 施
設 へ提 示 してくだ さ い。負 担 割
合 証 の提 示 が な い場 合 は、一 時
的 に２ 割 負 担 と な ること も あ
りますので、ご注意ください。

（１階④番窓口）

社会福祉課介護保険係

介護保険負担割合証について

現在お持ちの国民健康保険
の高齢受給者証・後期高齢者
医療の被保険者証の有効期限
は７月 日㈰までです。
月下旬に新しいものを郵送
いたしますので、期限の切れた
ものと差し替えください。
31

※ケアマネージャーの同伴可

住宅に関する無料相談
住宅の増改築、内装の模様
替えに関する無料相談会を行
います。
●日時 ７月 日㈫
●時間 午後１時～４時
●会場 魚津地域建築組合
（北鬼江 ー３）

※要予約（開催前日まで）

●日時 ７月５日㈫、 日㈫
午後２時～４時
●場所 魚津市役所 旧食堂
●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
19

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。

7

く ら し
各種相談のお知らせ

※予約不要

毎月第２ ３
･木曜日は行政相談日
登記、年金、保険や福祉、
窓口サービスなど、役所の仕
事について困っていることや
知りたいことがあれば、行政
相談委員が相談に応じます。
●日時 ７月７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

14

人権相談所の開設
毎月第 金曜日は人権相談
所を開設しています。自由に
相談にお越しください。
●日時 ７月１日㈮ 午後
時半～４時
●場所 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

1

23
23

23

●日時 ７月 日㈭ 午後１
時半～４時 （毎月第３木曜日）
●場所 市役所３階 第４会議室
●対象 労働者及び事業主
●問合せ 富山県社会保険労
務士会
０７６ ４･４１ ０･４３２

さわやかに 夏を走ろう 北陸路

７月 日㈭～ 日㈯は、
「夏の交通安全県民運動期間」
夏は、レジャー等による交
通量の増大に加え、解放感、
暑さからの疲労感などによっ
て交通事故の多発が予想され
ます。
交通ルールを守って事故防
止に努めましょう。
重点項目
① 子どもと高齢者の交通事故防止
②飲酒 暴･走運転の防止
③全て の 座 席 の シ ー ト ベ ル ト
とチャイルドシートの正し
い着用の徹底
④歩行者の安全確保の徹底
30

～海岸清掃統一活動月間～

「
蜃気楼の見える海岸」を美しく

21

７月は「河川・海岸愛護月
間」です。魚津市の海岸線
は、多くの市民の皆さんの協
力で定期的に海岸清掃が行わ
れ て い ま す 。しか し、捨 てら れ
るゴミは後を絶ちません。
美しい海岸を保つために皆
さんのいっそうのご協力をお
願いします。

７月は「
社会を明るくする運動」
強調月間

～犯罪や非行を防止し、立ち直
りを支える地域のチカラ～

この運動はすべての国民が、
犯罪や非行の防止と罪を犯し
た人たちの更生について理解
を深め、それぞれの立場で力
を合わせ、犯罪や非行のない
明るい社会を築こうとする運
動です。
本運動を推進するには、地
域の関係機関、団体、住民の
みなさまの支援が欠かせませ
ん。ご協力をよろしくお願い
します。

７～８月は 夏
｢の青少年の
非行 被･害防止に取り組む
運動 推｣進期間

青少年育成魚津市民会議
生涯学習 スポーツ課内 )
(
･

１
･０４５

青少年が健やかに成長でき
る社会を築くため、家庭 学
･校
地
･ 域が一体となって青少年の
健全育成推進に取り組みまし
ょう。
市内ショッピングセンター
前での一斉啓発キャンペー
ン、特別街頭補導等を予定し
ています。

23

19

21

1

「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

2016-７
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313

22

23

22

40

1

また、所有地等に除草剤を
散布する場合は、風のない時
を選び、周辺の農作物へ飛散
しないよう十分注意してくだ
さい。
ラジコンヘリによる
農薬散布を行います
魚津市農協営農 企 画 課
 ９
･９２３
次のことにご留意の上ご協力を
お願いします。
かないようお願いいたします。

①散布
 中は大変危険ですので近づ
また、お子様には特に注意を促
してください。
薬剤を水で洗い流し、体に異常

②万が
 一薬剤がかかったときは、
を感じた場合は、医師の診断を
受けてください。

刺された場合、ショックによ
り死亡することもありますの
で注意が必要です。
スズメバチなど危険なハチ
は巣を取り除いて駆除するこ
とが必要ですが、自宅や倉庫
などの軒下に作られた巣の除
去は、その家の責任でお願い
し ま す 。 （市 で除 去 は 行 ってい
ません）
※ハチ
 の巣 の駆 除 は危 険 を 伴 い
ます ので、専 門 業 者 （有 料 ）に
依 頼 す る ことを お 勧 め し ま
す。専門業者は環境安全課へ
問い合わせていただければご
紹介します。

1６
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中高年齢者技能再訓練
奨励金制度

１･００３

高齢者等のみなさまへ
寝具クリーニングサービス

下水道課（第２分庁舎）
業務係
23-1038
維持保全係 23-1087

問合せ

商工観光課商工労働係
 ６･１９５

ポリテクセンター富山や富
山技術専門学院など、県内の
公立職業訓練校で技能再訓練
を修めた方には、魚津市より
奨励金が交付されます。
●奨励金額 訓練時間数 時
間未満は１万円、 時間以上
は２万円
※ただし、入校時 歳以上 歳未
満の離職者で、魚津市に２年以
上居住している方に限ります。

不用品情報


③自動
 車等に薬剤がかかった場合
には、速やかに水洗いをお願い

１
･００７

社会福祉課高齢福祉係
（１階⑤番窓口）

 ガソリン・灯油・農薬などの危険物は管を損傷させる原因となります。

●下水道使用料についてのお知らせ
平成28年4月1日から、下水道使用料が改定され
ました。
３月中から引き続きご使用の世帯は、６月検針
（7月11日納期）分から、新料金の適用となりま
す。料金の計算方法は、検針票の裏面に記載して
ありますのでご確認ください。

 紙おむつ、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、タバコなど。

２．布類

 下着、タオル、ハンカチなどがポンプに絡まっていることがたびたびあり

３．食べ物のくず・油

ます。トイレに落としてしまった場合は必ず拾い上げてください。

 配水管・下水道管・ポンプを詰まらせ、悪臭の原因にもなります。ま

た、下水道処理に悪影響を及ぼしますので、油は固めるか、紙やボロ布で

拭き取って可燃ごみとして処理してください。

下水道のマンホールポンプの故障がたびたび発
生しています。
マンホールポンプが停水すると、下水道に接続
しているお宅のトイレや排水口から汚水が逆流す
る恐れがありますので、右記のようなものは絶対
に流さないでください。
下水道は公共の財産です。正しく大切に使いま
しょう。

１．水に溶けない紙
●下水道に汚水以外は流さないで

市民課市民係

●ゆずります
いたします。

●期間 ７月中旬～８月中旬
●時間 午前 時～午後 時
●散布区域 市内全域
ご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。

スズメバチにご注意！

65

・会議用テーブル
・事務用机
・ロフトベッド
・ランニングマシン
詳 細 は 、 お 問 い 合 わ せ ください。

害虫の被害を防ぎましょう

１
･０４８

環境安全課生活安 全 係
１
(階⑪番窓口 )

●実施日
月 日㈭ 東部
地区、 月 日㈮ 西部地区
●対象者 次の全ての条件に
当てはまる方
① １人 暮 ら し や 高 齢 者 （ 歳
以上）
のみの世帯
②介護 度 が 要 介 護 以 上 ま
たは身障手帳 ・ 級
③住民税非課税世帯
●対象品目 敷布団、掛布団、
毛布等 １人 点まで
●申込締切
月 日㈮
1

2

農林水産課農政振興係
（３階）  １･０３

ハチの巣は案外身近にあり
ます。ハチに刺されないため
には、巣を無用に刺激しない
ことです。特にスズメバチに

23

28

1

15

29 7

7 3

5

300

農 作 物 の 害 虫 （カメムシ等 ）
が多数確認されています。害
虫による農作物被害を防ぐた
め、生息地となる雑草地の草
刈りをお願いします。

7

24

23

300

65

4

5

23

45

23
23

魚津市下水道課からのお願いです

４．危険物

健康友の会 沖田 崇寛

六郎丸

（故）七沢 秋政

青島

▼善意銀行

3,000 円
100,000 円

（社会福祉協議会）

上口保育園職員一同

100,000 円

22-8388

上口

10,000 円

匿名

100,000 円

▼魚津市環境保全基金
ユニー㈱アピタ魚津店

住吉

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。

23-1093

12

※初めての方は事前にご連絡ください。

７月のオレンジカフェつむぎ
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
●利用料

７月７日㈭ 10:00～15:00
300円
●問合せ つむぎ倶楽部

自衛官募集
福祉センター百楽荘・経田福祉センター
（月曜休館）

☎24-3241

募集種目

（火～土）
（水、木）

福祉バス運行表

応募資格

受付期間

試験期日

男子

年間を通じ
て受付中

第１回：９/３㈯
第２回：９/27㈫ 予定
第３回：10/22㈯ 予定

女子

7/1㈮
～9/8㈭

自衛官候補生

●福祉センター百楽荘行き
虎谷・石垣新

７/５㈫･12㈫･19㈫･26㈫

片貝・加積

７/１㈮･８㈮･15㈮･22㈮･29㈮

●経田福祉センター行き
西布施

７/６㈬･13㈬･20㈬･27㈬

※上記地区以外の方はコミュニティバスをご利用ください。

ふれあい入浴事業（市内の公衆浴場）
社会福祉課高齢福祉係（１階⑤番窓口）

☎23-1007

●実施日 ７/12㈫・26㈫
※12㈫は観音湯で看護師による健康相談を実施します。

1７
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問合せ先
自衛隊魚津地域事務所（新金屋１-12-31）
24-1036

☎24-7307

おたっしゃ介護予防教室
●百楽荘
●経田福祉センター

23

１･０１４

●日時
７月20日㈬ 13:30～16:00
●問合せ 地域包括支援センター予防係

市内全域で漏水調査します

『介護家族の集い』に参加しませんか？

水道課工務係

☎22-6006

（第２分庁舎）

吉島511

市内全域で、水道メーター
付近や路上の漏水状況を調査
します。調査業務は専門業者
に委託しており、調査員は魚
津市上下水道局の腕章をつ
け、身分証明書を携帯してい
ます。
大切な水資源を守り漏水事
故を防ぐため、ご理解とご協
力をお願いします。
●期間 ７月上旬～ 月末

つむぎ倶楽部

102,115 円

責任をもってゴミを処理
してください

経田西町

前８時までに） ③決められ
た集積場へ（地区指定のステ
ーション）

（故）舘 幸雄

このルールが守られていな
いゴミは収集することができ
ません。
特に金物・粗大ごみの収集
日に、ビニール・プラスチッ
ク類が出され収集できないこ
とが増えています。ごみ・資
源物の収集カレンダーを今一
度ご確認ください。

▼社会福祉基金

１
･０４８

ご寄付ありがとうございました

23

環境安全課生活安全係

●場所

１(階⑪番窓口 )

７月13日㈬
9:00～11:30
魚津市役所
１階正面ロビー

●ゴミのポイ捨てや不法投棄
をやめてください！
ポイ捨てや不法投棄によっ
て出されたゴミを山間地では
谷底から引き上げ、水路では
下流水門で週何度も回収作業
をするなど、各地区のボラン
ティアの方が大変苦労してい
ます。
不法投棄は刑罰の対象とな
る犯罪です。

●日時

●ゴミは次の３つのルールを
守って出しましょう
①きちんと分別して ②決
められた日時に（収集日の午

街頭献血にご協力をお願いします

一般曹候補生

18歳以上27
歳未満の者

8/1㈪
～9/8㈭

９/25㈰ 予定
◆１次試験
９ /16㈮、17㈯のうち
指定する１日
◆２次試験
男子：10/８㈯
女子：10/９㈰

※その他、自衛官の試験は、希望や適性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。

一日里親になってみませんか

たてもん協力隊
まだまだ募集中！
生涯学習 スポーツ課
･
生涯学習 文･化係
１
･０４５
（第１分庁舎）

迫力のたてもん祭りにあな
たが参加できるチャンス！
たてもん祭りまであと１ヶ
月！たてもん祭りに参加して
いただけるボランティアの方
を募集します。
初めての方も大歓迎！参加
者にはオリジナルＴシャツを
プレゼントします。
●日時 ８月５日㈮ ６
･ 日㈯
午後７時～ 時ごろ（どちら
かのみの参加もＯＫです。も
ちろん両日参加も大歓迎 ）
● 対 象 小 学 生 以 上 （小 中
･ 高
･
校 生 は 、保 護 者 同 伴 でご 参 加 く
ださい）
●内容 各町内のたてもん出
発地点から諏訪神社境内ま
で、みんなで引っ張ります。
●定員 ２日間で、延べ 名
程度（先着順）
●申込締切 ７月 日㈭

からの申込みも可能です。

※ 雨天中止（中止の場合は連絡します）
※ 魚津市のホームページ

単写真はＡ3サイズ以上、組写真は寸法･枚数は自由とするが、
いずれも額を含めて、たて120cmよこ120cm以内
額装またはパネル

18
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空地等の草刈りを
お願いします
一日里親会事務局
１
･ ００６

初心者、初級者、中級以上と
レベルに合わせて指導します。
●日時 ７月 日㈬～ 日㈮
の３日間 午後７時半～９時半
●会場 桃山屋内グラウンド
●定員
名
●受講料 ３千円（１回千円）
※１日のみの受講も可能。ただし、毎
日レッスン内容が変わるので、３日
間受講することをお勧めします。

格
規

23

14

（こども課内）

桃山運動公園（井村）

０
･ ０７７
imura@spo-uozu.com

サマーナイトテニススクール
受講生募集

魚津市一日里親会では、親
元から離れて暮らす子どもが
地域の中で家庭体験が出来る
ように、夏休み、家庭で受け
入れする事業を行います。健
康 で 明 る い 「一 日 里 親 家 庭 」を
募集しています。市外の方も
お申し込み頂けます。
●受入期間 ８月 日㈯～
日㈰（１泊２日）
28

※住所・氏名・生年月日・希望クラス
をご連絡ください。ラケットは、原
則参加者で準備してください。ただ
し、事前に申込みがあれば数本は準
備できます。

11

環境安全課生活安全係
（１階）  １･０４８

集

１
･ ０７９

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
近隣住民の安全と生活環境
を損なわないためにも、所有
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。

募
臨時保育士募集
こども課保育係
（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。

10号以上、額を含めて、たて200cmよこ170cm以内
額装またはパネル（軸装は不可）

絵画

23-1123

新川文化ホール

申込み・問合せ

写真

12:00～18:00

彫刻は幅130cm、奥行き130cm、高さ230cm以内
工芸は重量60kg以内
平面は額を含めて、たて200cmよこ170cm以内
（押し花･パッチワーク･人形･切り絵等の創作作品を含む）

※申 込書は、新川文化ホール、魚津市教育委員会、魚津市役
所、新川学びの森天神山交流館、市内画材・カメラ店等に
あります。（７月中旬頃配布）

書

※いずれも高校生以上とします。

彫刻
・
工芸

無料
10月15日㈯
10月29日㈯

29

!!

300

27

23

22

半切1/3以上で、額を含めて、よこ182cm以内
額装または枠張り 篆刻は、たて39cmよこ30cm

●出品料
●申込締切
●搬入日

27

部門

11月３日(木・祝)～11月７日㈪
新川文化ホール 展示室ほか
魚津市在住･出身者、市内勤務･
通学者（教室･講座も含む）
●会期
●会場
●応募資格

40

23

23

第56回 魚津市美術展 作品募集！

※出品点数は、各部門１人２点までとし、作品は未発表のものに限ります。
※平面作品は、篆刻を除き、ガラスをつけないものとします。（アクリルは可）
※額･パネルには必ず展示用のヒモを作品の裏につけてください。
※受け付けた作品が規格外だった場合、展示しないこともあります。

６･１９５

８/29㈪～

電源、マウス、画面操作、文字入力など
パソコンの基本操作を習得します。最終 31㈬、９/２㈮
日はWindows8.1を使用します。（受講料 （9:00～12:00）
3,000円）

市民教養講座

パソコン活用

「ハートフルセミナー」 受講生募集

８/22㈪～
ワードで、チラシなどの作成技術の習得
24㈬、26㈮
をしたり、エクセルの表やグラフをワード
に取り込むなどソフト間の連携を習得し （9:00～12:00）
ます。（受講料3,000円）

はがき・住所録作成

８/１㈪～

ワードで、はがき文面を作成します。エク
３㈬
セルで作成した住所録を宛名面に差し込 （9:00～12:00）
み印刷を行います。（受講料2,200円）
※今月は土曜･夜間コースの募集はありません。

使用ソフト Windows７、Microsoft Office2010等
時間
表中に記載
受講料
表中に記載 ※別途テキスト代金が必要
コース定員 20名 ※定員となり次第締切
※参加人数が5人以下の場合は講座を中止することがあります。

申込期間

７/１㈬～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。
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～旧十二銀行米倉の見学会～
大正７年７月23日、魚津で起こった米騒動は全国へ波及
していきました。米騒動の舞台となった旧十二銀行米倉や
横山源之助の碑、魚津城跡などを巡ります。
大正時代の米騒動等に思いを馳せてみませんか？

●日時

７月24日㈰
午前10時～正午
●集合場所 大町公民館
●定員 20名程度（要事前申込）
※参加無料、少雨実施
※タオルと飲み物は各自持参
※当日は学芸員が解説、案内をします。

生涯学習・スポーツ課（第１分庁舎）23-1045

まるまる

22

12

回「○○魚津」
出展者大募集

23

第

23

ポリテクセンター富山
求職者支援訓練受講者募集

ポリテクセンター富山
０７６６ ･ ６
･ ９００

28

キャンドルロード２０１６ の
ボランティアを募集します

商工観光課
（３階） 

※選考あり

16

●募集対象 ハローワークで
求職の申込みをしている方等

パソコン入門

29

１･２００

日程

魚津商工会議所


コース

23

22

○○魚津実行委員会事務局
魚津商工会議所

１･２００
商工観光課
（３階）  ６
･１９５
農林水産課
（３階）  １
･０３３

10
15

昼間コース

●受講料 無料 （テキスト代等別途）
【ビジネスパソコン基礎科】

20

日㈫～

FAX31-7009

19

９月

☎31-7001

29

●訓練場所 アルファデータパ
ソコンスクール富山校（
富山市）

新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

26

日㈮まで

魚津地域職業訓練センター

27

19

８月

上記申込期間は７月１日㈮～29日㈮です。

1

12

この秋開催される魚津市最
大 の 産 業 フ ェ ア 「○ ○ 魚 津 」の
出展者を募集します。商工
業、農林水産業など魚津市の
産業がまるごと集まるこのイ
ベントを、あなたのお店で一
緒に盛り上げてみませんか。
●開催日
月 日㈯ ･日㈰
●会場 ありそドーム、海の
駅蜃気楼
●出展申込期限 ７月 日㈮

※市営住宅入居の基準所得を超えている方が申込み可能
天王団地２戸（ 2号棟 ２階･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）
上野方団地２戸（ 3号棟 １階 ２DK 50.79㎡ 和６
帖 洋６帖･６帖 DK６帖 サンルーム有 家賃45,000
円、２階 ３DK 79.34㎡ 和６帖 洋８帖･６帖 DK
９帖 サンルーム有 家賃62,000円 駐車場１台分含む）

29

●訓練期間
月 日㈪
●募集期間

●特定公共賃貸住宅

16

10

【簿記ＦＰパソコン科】
● 訓 練 場 所 クレッセントパソ
コンスクール桜町校（富山市）
●訓練期間 ９月 日㈭～平
成 年 月 日㈮
●募集期間 ８月 日㈮まで

 郎丸団地２戸（３号棟 ４階、４号棟 ４階
六
３DK 61.63㎡ 駐車場１台分）
天王団地１戸（１号棟 ４階 ３DK 73.88㎡ 駐車場
１台分）

ページの「中高年齢者技能再訓
練奨励金制度」
もご活用ください。

●市営住宅

（
このうち２、
３時間だけでもＯＫ）

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

キャンドルの設置や点灯、
片づけなどに、当日ご協力い
ただけるボランティアを募集
します。
あたたかみのあるキャンド
ルを灯して、一緒に魚津まつ
りを盛り上げませんか？
●日にち ８月６日㈯
●時間 午後４時～ 時半頃

入居者募集

第２期
第１期
第１期
第１期

中央通り、銀座通り、
鴨川沿いの歩道など

●８月１日㈪までに納めてください
固定資産税
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料
介護保険料

●場所

※雨天中止

納期案内

催 し 物
Ｕターンサポートフェア
富山県労働局職業安定部
０７６ ４
･３２ ２
･７８２

県内の事業所約１５０社が
一堂に会する合同就職面接会
です。
● 日 時 ８ 月 日 ㈮ 【午 前 の
部】 時半～、【午後の部】 時半～

●会場 とやま自遊館
●対象 ① 平成 年３月卒業予
定の学生（履歴書を持参ください）
②県内での就職や転職を希望して

●場所 片貝山ノ守キャンプ場
●日時 ７月７日㈭ 午前
●参加費 １組２千円
時～午後１時
●定員 親子 組（小学 ～
●会場 障害者交流センター
６年生１人・成人１人）
水
泳
教室
●申込先 ＦＡＸ ・４２６４
ビート板や浮き輪で楽しく
メール
泳ぎましょう。
niikawajc@tuneoce.ne.jp
●日時 ７月 日㈬・８月５
日㈮・ 日㈫ 午前 時～正午
●会場 総合体育館温水プール

第 回にこにこビーチ
ボール競技大会

申込み 問･合せ先
uozu_bba@yahoo.co.jp

10

ＮＩＣＥ ＴＶ


０
･４００

生中継！
第 回全国高等学校
野球選手権富山大会

※いずれも当日参加自由

27

10

今年は、桃山運動公園野球
場での試合を完全生中継！
このほか、開会式や他球場
で繰り広げられる市内高校野
球部の熱戦もお届けします。

※受付 等 は あ り ま せ ん の で 、 当 日 遊 び
に来てください。

第 回魚津市民体育大会
総合開会式

生涯学習 スポーツ課スポーツ係
･
（第１分庁舎）
１
･０４６

65

市 民 スポ ーツの祭 典 「第 回
魚津市民体育大会」の総合開会
式を行います。
市 民 の皆 さ んのご 来 場 を お
待ちしています。
●日時 ７月３日㈰ 午前８
時 分（入場行進開始）
●場所 ありそドーム

２０

広報うおづ

2016-７

２０１６プールフェスタ

魚津市総合体育館温水プール

１
･２６３

親子で楽しめる水遊び満
載！当日は家族でぜひご来場
ください！
●日時 ７月 日 （月 祝･） 午前
時～午後１時
●場所 魚津市総合体育館
温水プール
●参加料 無料

22

ステージイベント、飲食ブースなどで楽しみましょう。
10周年記念のサプライズ企画を用意しています！

23

※放送 日 程 に つ き ま し て 詳 し く
はテレビの電子番組表、ＮＩ
ＣＥ ＴＶのホームページ、新
聞の番組欄などをご確認くださ
い。
※天候等の都合により放送内容を
変更する場合がございます。ご
了承ください。

10

23

※少雨決行
※燃 やせないビニール、プラスチック類は
取り外してください。

いる方 （履 歴 書 、ハローワークカー

●日時 ８月 日㈰ 午前９
時～
●会場 ありそドーム
●参加費 １人 円
●競技方法 男女混合又は女
子のみ（コート内に女子２名
以上）によるチーム編成で、
交流の部と競技の部に分かれ
て実施します。
●申込締切 ７月 日㈮
※詳細は「魚津市ビーチボール協会」
のホームページをご覧ください。

障がい者のための
歩行訓練と水泳教室
４
･６７０
１
･ ００５

●日時 ７月９日㈯ 20:00～
●場所 大町海岸（大町海岸公園付近）

18

■イベント

4

魚津市障害者連合会 （石田）

（１階⑥番窓口）

社会福祉課福祉係

大町キラキラ七夕まつり

30

28

15

家庭で作った七夕飾りを燃やしましょう。

23

98

25

歩行訓練
住吉神社まで歩きます。レ
クリエーションや流しそうめ
んのお楽しみもありますよ。

■七夕送り

ドまたは雇用保険受給資格者証を
ご持参ください）
※参加無料、申込不要
【新川青年会議所７月度例会】

僕らのにいかわ体験記第２弾
～うおづ宝ものさがし
山の声に耳すませ～

新川青年会議所

５
･ ９７６

魚津の山の自然をジオガイ
ド上野恭子さんの案内で探索
した後、新鮮な野草とイノシ
シ肉のしゃぶしゃぶを楽しみ
ましょう。
●日時 ７月 日㈰ 午前８
時半（受付 午前８時）

●日時 ７月９日㈯ 16:00～
●場所 大町海岸公園

13

65

24-4470

大町公民館

問合せ

15

24

22

500

12

29

10

22

23

10

※少雨決行（大雨の場合は大町公民館）

24㈰ 17:30まで×

16㈯ 17:30まで×

30㈯ 17:30まで×

17㈰ 17:00まで×

31㈰ 17:30まで×

ミラージュランド

魚津中央通り七夕夜店

10㈰ 17:00まで×

24

彫金体験教室

18（月・祝） 17:00まで×

Ｃ Ｏ Ｍ Ｒ Ａ Ｄ Ｅ Ｄ Ｅ Ｓ ＩＧＮ

７/３㈰ 17:00まで×

中央通りイベントホール

７
･８０９

●ランニングコースが使用できない日時 ※6/13現在

7

32

４
･ ９７２

●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

子どもビンゴゲーム大会、
よさこい、バルーンアートの
ほか、食べ歩きコーナーなど
盛りだくさん！
当日は隣接する魚津神社に
て天体観測を行います。
●日時
月２日㈯
●時間 午後６時～９時（終
了予定）

☎23-9800

※中央通りの交通規制は午後５時～
※昨年 と 開 催 日 が 変 更 に な っ て い ま
す。ご注意ください。

ありそドーム
（火曜休館）

11



３･９４６

24

シルバーアクセサリーショ
ップＣＯＭＲＡＤＥ ＤＥＳＩ
ＧＮ（コムラード デザイン）
で楽しくアクセサリーを作っ
てみませんか？
ロストワックスを使ってリ
ング、ペンダントトップを作
ります。
職人が丁寧にわかりやすく
教えますので、お気軽にお問
い合わせください。
●日時 水曜日・金～日曜日
①午前 時～ ②午後４時～
● 場 所 ＣＯＭＲＡＤＥ Ｄ
ＥＳＩＧ Ｎ （ コ ム ラ ー ド デ
ザイン） 中 央 通 り ２ ‐ ８ ‐ １
●料金 ６千円（材料費込）
●申込み 右記までご連絡く
ださい。

17

７月の歩こう会

魚津歩こう会
（地﨑）

●日時 ７月 日㈰ 午前７
時 分 あいの風とやま鉄道
魚津駅 集合
●場所 水橋駅で下車し、蓮
勝寺、水神社など水橋西地区
の旧跡を散策します。
40

24-6999

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

●ミラ－ジュプールオープン♪

７月16日㈯ 10:00～16:00
オープン当日に限り、幼児無料・小中学生100円・
高校生以上300円で遊泳できます。
通常の営業時間
営業期間
通常の利用料金

9:00～16:30
７月16日㈯～８月31日㈬
幼児100円、小中学生320円、
高校生以上980円

※付添い(見学)の場合でも入場の際に上記料金が必要となります。
※未就学児は保護者の付添いが必要です。

●各種アルバイト募集
職種 ①プール監視補助員
②遊具運転補助員
③売店販売員

④プール清掃員

勤務時間

① 8:30～17:15、 ②③④ 8:30～17:30

給与

① 時給1,000円、②③④ 時給  800円

期間
資格

７月16日㈯～８月31日㈬
①
高校生不可（18歳以上）
※７月９日㈯に行う普通救命講習･業務内容説明
への参加が必須となります。（４時間程度）

②③④ 高校生以上
その他

２１

広報うおづ

 通勤可（交通費の支給なし）
車
事前面接あり（要履歴書・写真貼付）
スタッフＴシャツ貸与

2016-７

●夏季期間の営業についてのご案内
７月16日㈯～８月31日㈬は夏季期間につき遊園地･
プールは無休で営業をいたします。また同期間は遊園地
遊具の利用時間が17:00までとなります。
●ミラージュランド「貸切ナイト」
★夜のミラージュランドがあなただけの空間に
★誕 生日･記念日･児童会など、いろいろなイベン
トに利用してみませんか。
期間
ミラージュランド開園期間内（11月末まで）
時間
19:00～21:00（２時間）
基本料金 ミラージュランドまでお問合せください
※基本プランご利用遊具（大観覧車･メリーゴーランド･ミラー
ジュトレイン）計３機種
※イ ベント開催等によりご希
望の日時にお応え出来ない
場合があります。
※料 金 は ご 利 用 さ れ る 人 数
（２～3000名）により設定
がございます。詳しくはお
問い合わせください。

魚津水族館

新川学びの森天神山交流館

24-4100

（木曜休館）

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●夏の特別展「夏だっ！大人も子供も自由研究！」開催
 自由研究のテーマ決めからまとめ方、生き物の飼育
方法や標本の作り方などを紹介します。期間中の土曜、
日曜には水族館職員による展示解説と自由研究相談を
行います。
期間
会場

７月１日㈮ ～ ８月31日㈬
魚津水族館３階特別展示室

※展示解説及び相談会
・７/23～８/28（８/13、14は除く）の土曜・日曜日
・１日２回 10:40～、13:20～

●「アザラシ給餌解説」開催
 アザラシの生態や４頭のアザラシの性格などを
解説します。
期間 ７月23日㈯～８月21日㈰
の期間中の土･日･祝日及び
８月11日㈭～16日㈫開催
時間 アザラシお食事タイム内
会場 魚津水族館２階
アザラシプール
●“初企画” 年間パスポートファン感謝デー
年間パスをお持ちの方への限定イベント!
☆水族館職員が夏休み自由研究の相談にのります！
☆普通の貝とは逆にやわらかい身の中に殻がある、珍
深海生物サラサベッコウタマガイに特別に触ること
ができます！
 ポップコーン、綿菓子の販売など、その他に楽しい
企画が盛りだくさん！
皆様のお越しをお待ちしていま～す！

日時

７月23日㈯

17:30～20:00（最終入館19：30）

※市内中学生以下無料
※高校生未満は保護者同伴

◎当日にパスポートを作成できます
大人2,060円・小中学生1,030円
幼児（３歳以上）260円

魚津埋没林博物館

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●ジオパーク普及講座
「扇状地・水と共生する施設めぐり」
頭首工、円筒分水、高円堂用水、発電所など扇状
地の地形と生活のつながりを学びます。
日時 ７月24日㈰ 13:00～16:00
集合場所 埋没林博物館（13:00までに）
対象 小学生 ～ 一般
定員 20名（申込み順）
参加費 500円
※小学生は保護者同伴
※動きやすく汚れてもよい服装で参加してください
※飲料水等を持参してください

☎31-7001

◆学びの森寺子屋・青年会共同開催事業◆
●体験着付け教室
夏浴衣体験教室

日時

～夏祭りは浴衣で行こう！～

７月の毎週金曜日 19:00～22:00
（都合の良い日に２回）
小研修室１ （２F）
1,000円/２回
10名程度（最少催行人数５名）
窪田 美子

場所
料金
定員
講師

※浴衣一式をお持ち下さい。
※詳細はお問い合わせください。

学びの森音楽祭事業
●サマーセミナー2016
ピアノ、声楽、管打楽器の各クラスおよび
個人レッスン受講生募集
期間 ８月９日㈫～19日㈮
会場 学びの森交流館 各練習室
楽器 ピアノ、声楽、フルート、サックス、クラリネット、
トランペット、トロンボーン、打楽器
●第３回 学びの森ピアノフェスティバル 参加者募集
 “スタインウェイ・フルコンサートピアノ”を使用した
フェスティバルを開催します。ピアノを通して“音
楽する”歓びを表現してみませんか？
開催日
８月21日㈰
会場
学びの森 桜ホール
参加条件 富
 山県に在住又はゆかりのあるピアノを学
んでいる小学生以上の方
参加料
大学生･一般 5,000円
高校生以下 3,000円
表彰
・優 秀な演奏者には“さくら音楽賞”
や“特別賞”を授与
・受 彰者は来年３月開催の「さくらピ
アノコンサート」に出演
・参 加者全員に直筆の講評と、演奏曲
の録音ＣＤを進呈
応募締切 ７月11日㈪
講評委員 山本二郎（富山県ピアノ指導者協会会長）
中沖いくこ（富山市在住ピアニスト）
大野由加（魚津市音楽コーディネーター）他
※学びの森音楽祭事業の詳細は、市内各施設に設置の募集チラ
シ、または学びの森ホームページをご覧ください。
http://www.nice-tv.jp/~manabi-t/
「学びの森」で検索！

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
具を中心に展示しています。

会期
会場

８月21日㈰まで
吉田記念郷土館 ３階特別展示室

※入館無料

2016-７

広報うおづ

２２

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 ７/４㈪･11㈪･25㈪･28㈭

※参加費の記載がないものは参加無料です。

こばと

話題の一冊

大町 24-2402

●７月11日㈪～13日㈬
トランポリン

超一流の雑談力
安田正・著

（定員なし）

●７月22日㈮ 12:30～
冷た～い流しソーメン
（定員20名 参加費100円）

かもめ

経田 23-1777

●７月１日㈮･15日㈮ 15:30～
２日㈯･16日㈯ 10:00～
（1、2日…成形
15、16日…色付け）
陶芸教室
（定員１日８名 参加費300円）

●７月４日㈪･５日㈫ 15:30～
ヒンヤリ梅ぇ～かき氷

本江 23-5133

（定員１日15名 参加費50円）

●７月19日㈫･20日㈬ 15:30～
ひんやりピーチドリンク
（定員１日16名 参加費50円）

吉島 23-0500

●７月６日㈬～８日㈮ 15:30～
なんちゃってわらびもち
（定員１日10名 参加費30円）

●７月26日㈫･27日㈬ 10:30～
とばそう！しゃぼん玉
（持ち物 しゃぼん玉が作れそうな道具）

すずめ

文響社

一流の雑談は、人もお金も引き寄
せる。あたりさわりのない無意味な
雑談から、仕事と人間関係を変える
雑談へ、雑談力を高めるための38の
実践的なテクニックと、日常の中で
のトレーニング方
法を紹介していま
す。
初心者からある
程度話し方に自信
がある人まで、す
ぐに実践できるノ
ウハウが詰まった
一冊です。

図書館シネマ倶楽部

●７月５日㈫･６日㈬ 15:30～
マーブルフォトフレーム

ひばり

●おはなしを楽しむ会
７/２㈯･９㈯･16㈯･23㈯･30㈯
10:30～
●ひまわりの会
７/17㈰ 10:30～
楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～
●一般
戦略がすべて

瀧本哲史

漂流の島

高橋大輔

森を食べる植物

塚谷裕一

黄昏の調べ

大久保賢

敗者列伝

伊東潤

冷めてもおいしい絶品おかず

（定員１日15名 参加費50円）

つばめ

みんな集まれ！ お話の会

道下 23-0522

●７月11日㈪～13日㈬ 15:30～
ペットボトルで作ろう～くるりんビーズブレス～

●日時
●作品

７月10日㈰
「夏の庭」

14:00～



堤人美

柔らかヒューマノイド

細田耕

●文学･小説

小学６年生の３人は、人が死ん
だらどうなるかに興味を抱き、近
所に住む変わり者の老人を観察す
ることにします。
老人は子どもたちを邪険に追い
払いますが、次第に優しく接する
ようになります。
決して失われないものに触れ
た、ひと夏の物語です。

半席

青山文平

花舞う里

古内一絵

虹のふもと

堂場瞬一

炎と苗木

田中慎弥

赤い刻印

長岡弘樹

（監督：相米慎二、主演：三國連太郎
1994年 日本映画 本編113分）

ウミガメものがたり

マル暴総監

今野敏

亀と観覧車

樋口有介

●児童･中高生向け
おせんとおこま

鈴木まもる
飯野和好

しろいちょうちょがとんでるよ
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。



村上康成

すべては平和のために

濱野京子

夜間中学へようこそ

山本悦子

命と向きあう教室

制野俊弘

てんからどどん

魚住直子

（定員１日12名 参加費50円）

●７月26日㈫ 10:30～
ひんやリッチそうめん

～核のおそろしさ、平和の大切さについて考えてみませんか？～

（定員20名 参加費100円）
（持ち物 おにぎり・お茶・はし・エプロン）

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

７月

つばめ

ひばり

すずめ

４日㈪ 七夕飾りづくり さかなつり 七夕飾りづくり

■原爆の絵展
昭和49年から昭和50年にかけて募集された原爆の絵は、被爆者
自らが原爆の悲惨な状況を描いたものです。たった１発の原子爆
弾によって、幸せな生活が一瞬にして奪われた現実があったこと
への理解を深め、平和の大切さを考え
てみませんか。
●期間 ７月26日㈫～８月26日㈮
●場所 図書館１階ロビー

11日㈪ しゃぼん玉遊び 手作りおもちゃ さかなつり
25日㈪ おやつづくり

２３
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水遊び

小学生と遊ぼう

問合せ

企画政策課秘書係

23-1016

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

実施日

会場

7/14㈭

健康センター

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）
胃
   8:15～9:30
60
60
乳房·子宮 13:00～14:00

◆検診料金は、「がん検診案内書」でご確認ください。
◆受診申込ハガキまたは電話で、お早めにお申し込みください。
◆検診車の検診可能人数に限りがあるため、事前の予約で定員を超えた場合は、別の
会場へ変更をお願いすることがあります。
◆子育て中の方が検診車に入っている間、託児を行います。予約時に申込ください。
◆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。

施設がん検診

実施日

時間

一般医
7/3㈰

新川病院
住吉
☎24-3800

7/10㈰

桝﨑クリニック
北鬼江 ☎22-8800

7/17㈰ 魚津病院
友道
☎24-7671
沢口胃腸科クリニック
7/18(月·祝)
火の宮町☎22-1748
7/24㈰

いなば小児科医院
本新町 ☎22-8888

7/31㈰

吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825

8/7㈰

宮本内科小児科医院
新角川 ☎22-0122

持ち物：受診券、検診料金、健康手帳、保険証

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。

結核·肺がん検診

み ん な の 保 健 室

健康診査のご案内

持ち物：受診票、検診料金、健康手帳

会場

9:30～9:50 東蔵集落センター
10:20～10:40 前東城公民館
7/11㈪ 11:10～11:30 奥東城公民館

実施日

時間

会場

9:20～9:40 坪野コミュニティセンター
10:00～10:20 北山農村集落センター

歯科医
7/3㈰

山本歯科医院
上市町西中町☎076-472-0117

7/10㈰

幾島歯科医院
立山町前沢☎076-463-1900

7/17㈰

マキノ歯科医院
立山町草野☎076-463-0269

7/22㈮ 10:40～11:00 稗畠公民館

13:30～13:50 鹿熊公民館

13:30～13:50 道坂公民館

14:20～14:50 金山谷郷土文化保存伝習館

14:20～15:00 片貝公民館

9:30～11:00 健康センター
◆検診料金は、受診票でご確認ください。
7/28㈭
◆申し込みは不要です。
13:30～15:00 アップルヒル（黒部側）
◆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。

7/24㈰

加藤歯科医院
上市町法音寺☎076-473-1182

7/31㈰

小森歯科医院
上市町柳町☎076-472-0032

8/7㈰

吉岡歯科医院
上市町横法音寺☎076-473-0515

7/28(木)は「世界肝炎デー」～肝炎ウイルス検診のすすめ～
肝炎とは、肝炎ウイルスの感染等により、肝臓の細胞に炎症が起こり、
肝細胞が壊される病気です。肝臓は“沈黙の臓器”といわれ、肝炎ウイル
スに感染し、肝硬変や肝がんに進行してもほとんど自覚症状がありません。
一生に一度は、肝炎ウイルス検査をしましょう。
【肝炎ウイルス検診】※特定健康診査に併せて無料で受けられます
対象者 年度内に40·50·60歳に達する方、
または41歳以上で過去に受診したことのない方
※過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがある
方は対象外です。
実施方法 特定健康診査に併せて実施（血液検査）
実施期間 6/15㈬～10/31㈪
☆詳しくは、健康センターへお問い合わせください。

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 7/27㈬ （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。

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

◆各種健康診査で記載している年齢は、平成28年４月～平成29年３月に達する年齢です。
◆生活保護世帯の方に自己負担金の減免制度があります。検診希望日までに健康セン
ターへご連絡ください。

川口歯科医院
7/18(月·祝)
立山町前沢新町☎076-464-1166

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

2016-７

広報うおづ

２4

子育て支援センターへ遊びに行こう
お子様とご家族が、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。

母 子 保 健
必要
会場

名称·連絡先

※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

実施日
受付時間

7/12㈫、8/9㈫
13:00～13:30

●３歳児健診
対 象 平成25年１月生まれの児
※事前に案内を送ります

実施日
受付時間

教

7/20㈬
13:00～13:30

●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 7/15㈮
受付時間 10:00～10:25

実施日
7/2㈯

園名
住吉保育園

テーマ

電話番号
23-9172

室

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 各園にお問い合わせください

●１歳６か月児健診
対 象 平成26年12月生まれの児

診

親子のふれあいや家族同士の交流を♪

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 7/7㈭、8/4㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

康

育児サロン

健

開所時間等
〈のびのび広場〉
平日の9:00～12:00、13:00～16:00
〈赤ちゃん広場〉
日時 7/20㈬ 9:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族
身体計測や育児相談を行います
子育て支援センター「のびのび」
（魚津市健康センター内） 〈妊婦さんの集い〉
日時 7/20㈬ 受付9:45～10:00
吉島1165（☎24-0415）
対象 妊娠中期から後期の妊婦さん
助産師さんに気になることを聞い
てみましょう
先輩ママや妊婦さんと交流します
※行事の案内や駐車場の混み情報は、魚津市子育て
支援センターＨＰでご確認ください。
子育て支援センター「にこにこ」 〈にこにこ広場〉
（かづみ認定こども園内）
平日の9:00～12:00、13:00～15:00
吉島132（☎23-2225）
※行事等は、かづみ認定こども園ＨＰでご確認く
ださい。

母子健康手帳
健康センター

7/2㈯

野方保育園

夏まつり

23-9175

7/9㈯

経田保育園

●もぐもぐ教室
対 象 生後9～10か月児とその家族
実施日 7/8㈮
受付時間 10:00～10:25

7/15㈮

片貝保育園

夏のお楽しみ会

32-9005

●フッ素塗布

7/16㈯

西布施保育園

夏まつり

31-9016

7/23㈯

大町幼稚園

夏のお楽しみ会

23-9174

23-9170

科
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 7/12㈫、19㈫  ※各日9:30～11:30 会場 健康センター
問合せ 地域包括支援センター（社会福祉課内） 23-1093

歯

ゆったり元気教室

※１歳６か月児健診で申込まれた方

対象
日時

２歳６か月になる児
7/15㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
7/21㈭ 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）

たにぐち

谷口

こ

すみ子さん（88歳・松倉地区）

健康でいられることに感謝している、とにこ
やかに話す谷口さん。大きな病気もせず、足
腰も歯も丈夫で食べ物の好き嫌いもなしと、
健康そのものです。80歳で車の運転免許証を
返納してからはもっぱら自転車で出かけてい
るという元気な生活ぶりです。
社交的な性格で世話役を任されることも多
く、地区の婦人会や実年会、老人会の役員を
長い間務めてきました。人の世話をするのは自分の勉強になるこ
とだから、いやだとかしんどいと思ったことはなく楽しかった、と振
り返ります。また、先立たれたご主人はとてもいい人だったそうで、
連れ添った50年の間に嫌なことを言われたことは一度もないし、自
分もご主人を大事にしてお互いに思いやりの気持ちがあふれてい
たと話します。
晴れの日は畑へ、雨の日は温泉へ行ったりとのんびり過ごす
日々の中でも、ひ孫７人が揃う正月やお盆を楽しみにしています。
感謝の心を大切に、これからもお元気で。
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●平成19年４月２日以降生まれのお子さまの保護者へ
９歳になる誕生月に、日本脳炎第２期予防接種
を案内しています。９歳誕生月の翌月になっても
案内がない場合は、お手数ですが健康センターま
でご連絡ください。
なお、平成19年４月２日から21年10月１日生ま
れのお子さまで、７歳半までに日本脳炎第１期の
予防接種を済ませていない場合は、９歳から12歳
の間に不足回数分を公費で接種できます。
詳しくは健康センターへご相談ください。
※予防接種の内容は、４月に配布の「保健だより
年間計画表」をご覧ください。

アルコール家族教室のご案内
家族の飲酒で悩んでいませんか？
一緒に家族の対応について学びましょう。
日時 7/9㈯ 9:30～12:00（受付9:00～9:30）
内容 お話「アルコール依存症の理解と治療」、座談会
対象 家族等 参加費 無料
会場·申込 新川厚生センター魚津支所
24-0359

田んぼの世界選手権
実行委員会 代表
ひえなえ

かとう

６年生

加藤

みらい

未来さん

私の夢は、古代
遺跡の謎について
研究することで
す。この夢をもつ
ようになったきっ
かけは遺跡に関す
る一冊の本との出
会いです。「ピラミッドやナスカの地
上絵がなぜ作られたのか」などが書か
れたところを読んだ時、実際にこの目
で確かめ調べてみたいと強く思いまし
た。今は、その夢に向かって歴史の勉
強をがんばっています。また、将来海
外に行くことを考え、英語の学習にも
力を入れています。いつか英語以外の
外国語の勉強にも挑戦し、様々な国の
人と意見を交流しながら謎を解き明か
していく研究者になりたいです。
６年生

とくもと

徳本

たくと

拓人くん

ぼくの将来の夢
はドラマーになる
ことです。リズム
やたたく強さで音
楽がどんどん創り
上げられていくの
がかっこいいなと
思い、始めまし
た。今は、｢『ルパ
ンⅢ世』のテーマ曲｣を練習していま
す。テンポが速くて楽譜通りに演奏す
るのは難しいですが、できると自分も
聴いている人も元気になります。
これからどんな時代になるか分から
ないけど、みんなが前向きに生きてい
けるように、ぼくのドラムで人々の心
に衝撃とエネルギーを与えていきたい
です。

りょうた

稗苗 良太さん

清流小学校

田んぼの世界選手権っていったい何をす
るの？と思う人は少なくないでしょう。この大
会は、一言で言うと田植えや稲刈りを競技に
見立てて体験するイベントで、興味のある人
なら国籍を問わず誰でも参加できます。今
回は、田んぼの世界選手権実行委員会の代
表、稗苗良太さんを紹介します。
稗苗さんは松倉地区の稗畠に住み、無農
薬・無肥料で米を作る自然農法に取り組む ▲専業農家の稗苗良太さん
青年です。田んぼの世界選手権を開催することになったきっかけは、と
やま帰農塾の参加者（塾生）の声でした。とやま帰農塾とは、県内の農
山漁村で地元の方と一緒に２泊３日を過ごし作業を体験するもので、
主な参加者は都会で暮らす人達です。稗苗さんは、帰農塾のスタッフと
して塾生と交流しているうちに「松倉地区は高台の田んぼから海が見
える。こんな風景はなかなかない。海外の人が見たらもっと感激するん
じゃないか」という言葉
を聞き、よし、やってみよ
うという思いが膨らみ
始めます。そして平成27
年６月、県内に住む外
国人が参加する「田植
え世界選手権」を開催。
田植えを体験した外国
人からは、田んぼに入る
のが新鮮、里山の景色
もいいと好評で、今年、
▲和気あいあいと田植え競技を楽しむ参加者達
第２回大会を開催する運びとなりました。
今年の大会は、日本を含め６か国から約30名が参加。うち10名が外
国人で、県内に勤務するＡＬＴ（外国語指導助手）が仲間や友人を誘っ
て集まりました。競技は、５人一組のチーム間で田植えの正確さ、早さ、
写真撮影を競うルールです。参加者は、田植えをする女性の正装であ
る早乙女姿や法被姿で田んぼに入り、ホラ貝の合図で一斉にスタート。
津軽三味線のＢＧＭに英語まじりの会話や励ましの掛け声などが飛
び交い、山あいの田んぼはまるで運動会のようなにぎやかさです。
「参加して楽しかった、で終わるのではなく米づくりが日本の文化や
暮らしと結びついていることを感じてほしい。また、外国の人達からは富
山や魚津の印象を教えてもらいたい」と話す稗苗さん。これからもこの
大会を続けていきたいと意気込んでいます。

なかよくお花見♪

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
きよはら

清原

６か月
ほのか

帆香ちゃん

きよはら

清原

そうた

湊太くん
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15分以上運動しよう！チャレンジデー

５月の最終水曜日に、15分以上運動した人の割合を人口規模がほぼ
同じ自治体同士で競うチャレンジデー。魚津市は今年で５回目の参加で、
いぶすき
対戦相手は鹿児島県指宿市（人口42,816人）でした。
魚津市の対戦成績は、過去４回で２勝２敗。今年も勝利目指して、市
内の体育施設や小中学校などでさまざまなスポーツイベントを企画。夜
は小学校体育館などを会場に地区
対抗ラジオ体操があり、市全体で約
1,700名が参加しました。
結果は、魚津市の参加率50.3％に
対して指宿市が51.4％で、指宿市の
勝利。魚津市にとっては残念な結果と
なりましたが、50％超えを達成し過去
最高の参加率でした。
５/
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収穫を楽しみに

Vol.1

◀ありそドームで行われた健康
運動イベントのグルーヴ。
軽快な音楽に合わせて体を
動かします

ふれあいファームで野菜苗の植え付け

親子で野菜づくりを体験するふれあいファーム（市民
体験農園）で野菜苗の植え付けが行われ、小学生以下
の子ども達が家族と一緒に参加しました。
会場となった木下新地内の約５アールの畑には、15
組の親子が集まり、会話をしながらトウモロコシと枝豆
の苗を植えていきました。農業の
プロである魚津市農業者協議会
の会員も作業を手伝いました。
ふれあいファームの収穫は８月
上旬の見込みで、それまでに草む
しりもします。親子で植えた野菜
の収穫は、夏のいい思い出になり
そうですね。

▲トウモロコシの苗をうねに植える親子
◀植え付けが終わったらぞうさんジョーロで水やり

大町·村木·上野方·本江小学校
30 統合準備会がスタート

５/

大町·村木·上野方·本江小学校の第１回統合準備
会が市役所第二分庁舎で開かれ、地区代表、保護
者代表、小学校長の合わせて24名が出席しました。
統合校は、現在の本江小学校敷地に新校舎を建設
し、平成30年４月に開校します。
会議では、主に統合準備会の組織体
制と今後のスケジュールが話し合われ
ました。統合校の学校名については、
清流小学校の校名決定と同様に公募
とする案が示され、次回の準備会で募
集期間など詳細を決定することを確
認しました。
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▲統合小学校新校舎の
イメージ図
◀子ども達のよりよい教育
環境を整備するために、
統合準備会で話し合い
を重ねていきます

５/
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今年で開催４半世紀

戦国のろしまつり盛大に

７ 月号
2016
№848

戦国のろし祭りが、松倉城会場（入城の門広場）と升方城会場（もくもくホール）で開催
されました。平成４年に市制40周年を記念して行われたこの祭りは、今年で25回を数え、
魚津市の春のイベントとして定着しています。
両会場の開会セレモニーではのろしをあげ、続いて地元の小学生がちびっこ武者と姫
に扮し自作の衣装でステージに上がりました。また、今回は開催四半世紀（25年）を記念
し、両会場対抗のチャンバラ合戦を初めて企画。５人１組の団体戦で、勝負をかけた熱
い戦いが繰り広げられました。

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

▲升方城会場の殿、姫、侍大将（上）
やまじろ
升方城跡へのウォークラリーで山城を学ぶ（下）

▲チャンバラ合戦の結果を殿に報告（上·松倉城会場）
松倉城会場のフィナーレ、黄金のもちまき（下）

６/

15 水しぶきに元気な歓声

Vol.2

▲松倉vs升方のチャンバラ合戦、勝負
の行方はいかに（升方城会場）

経田小学校プール開き

（平成28年５月末現在）

前月比

前年比

男

20,829人

－７

－156

女

22,143人

－27

－193

計

42,972人

－34

－349

世帯数

16,750世帯

－２

＋45

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（28ページ）によって間伐
された森林面積は1,500㎡となります。これ
は、テニスコート約６面となります。

魚津産間伐材
有効活用量

５.6ｔ

編集後記

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）

▼夏が来ます。子どもの頃は
暑さなんてお構いなしに遊ん
でいましたが、大人になった
今はクーラーが効いた部屋か
ら出たいと思いません。地球
温暖化が進んでいるのか、そ
れとも私の忍耐力が減ったの
か…。▼８頁に省エネの記事
が載っています。出来そうな
ことから挑戦してみてはいか
がでしょうか。▼６月１日に
魚津港で行われた「第八珠の
浦丸」の竣工式を撮影してき
ました。やはり船は男のロマ
ンです。（
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/

経田小学校（野村明男校長、児童数191名）
で市内小学校のトップを切ってプール開きが
行われました。
この日は梅雨の晴れ間で午前中から夏日と
なり、まさにプール開き日和。プールサイドには
全校児童が集まり、まずはプール利用のルー
ルやマナーの説明が、続いて高学年の模範水
泳がありました。
お待ちかねの遊泳タイムが始まると、子ども
達は一斉にプールに入って大はしゃぎ。友達と
水をかけ合って遊んだり、初泳ぎをしたりと元
気いっぱいに水と親しんでいました。
この夏も、暑い日には小学校のプールから
子ども達の歓声が聞こえてきそうです。

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