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平成28年度 魚津市総合防災訓練
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

ミラージュプール オープン！
７月16日にミラージュプールがオープン
しました。水面に映る子どもたちの笑顔は、
夏の太陽より眩しいです☆
今年の夏休みは、ミラージュプールで思う
存分遊びましょう！

タイムスケジュール
日 時
８月５日㈮

イベント

20:00～

開会式

20:30～

たてもん祭り

実施場所
諏訪神社

18:50点灯
キャンドルロード2016
～22:00 ～魚津のたからもの 世界のたからもの～
８月６日㈯

中央通り商店街
鴨川周辺の歩道
餌指公園

荒天の場合
中止
中止※
中止

19:40～20:20

海上花火大会

魚津港

８日(月)以降に順延

20:40～

たてもん祭り

諏訪神社

中止※

開催決定時間
16時（最終18時）

16時

16時（最終18時）

フィナーレパレード

８月７日㈰

17:00～18:30

17時～ ブラスバンド 魚津工業高校
17時半～ 蜃気楼節愛好会、蜃気楼節保存会
18時半～ 中学生せり込み蝶六踊り

19:00～21:30

せり込み蝶六踊り街流し

18:00～

経田七夕祭り

※たてもん祭りは両日荒天中止の場合、開催しません。

魚津まつり実行委員会
（魚津商工会議所）

22-1200

22ｍ通り

天候を見て、開催するイベント、
中止するイベントを決定

15時

中止（小雨の場合、開催）
経田地内

８日(月)に順延
（７、８日荒天の場合中止）

17時

安全確保のため、じゃんとこい魚津まつり
の会場において、ドローン（小型無人機）を
使用しての撮影等を禁止します。
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時頃まで
日～

11

日を除く）まで

16
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圧巻の迫力！たてもん祭り

23-6195
商工観光課（３階）

今年もやります！ キャンドルロード☆ ～幻想的な燈 あ(か り)のみちを、ゆっくり歩いてお祭りへ～

時

キャンドル点灯

午後

分～

「燈り（あかり キ
= ャンドル）のみちで、魚津の街、祭りに来てくださったお客様
をお迎えし、祭りに携わる皆さんを含め、じんわりあたたかい雰囲気で包み込み
たい」という願いをこめて実施します。

８月６日㈯
10

31

中央通り名店街、鴨川周辺の歩道、餌指公園、お寺や神社など

50

※園児の皆さんの可愛いイラストを、８月８日㈪～ 日㈬（土日及び
中央通りイベントホール（午前 時～午後５時）で展示します。
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当日、キャンドルの準備や設置、点灯、
片付けなどにご協力いただけるボランティ
アを募集しています。詳しくは、下記まで
お問合せください。

魚津まつり みどころ
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5
/
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ユネスコ無形文化遺産登録への期待高まる

夜空を彩る2,000発の花火

スターマインの早打ちをご覧あれ！

8/7

今年は生演奏に合わせて

中学生のせり込み蝶六踊り！

Trans Japan Alps Race

●開催期間 ８月６日㈯～14日㈰
●開会式
８月６日㈯ 午後９時～（予定）
場所：ミラージュランド芝生広場
●スタート ８月７日㈰ 午前０時
場所：ミラージュランドそば
早月川河口

ト津市早月川河口）をスタート地点とし、北アルプスか

ランスジャパンアルプスレースは、日本海/富山湾（魚

ら中央アルプス、そして南アルプスを越え、太平洋/駿河湾
（静岡市大浜海岸）までの距離：約415ｋｍ、累積高低差：
約27,000ｍの道程を、乗り物等を一切使わず、自身の足（走
り、歩き）のみで８日間以内に踏破することを目指す山岳ア
ドベンチャーレースです。

Start

in Uozu

Goal

in Shizuoka
力さえあれば完走できるというものではなく、3,000ｍ級

体の山岳フィールドで活躍するための知識や経験に基づく
判断力、そして勇気を兼ね備えることが必要になります。
そのために、資格要件などの書類審査に加えて、厳しい選
考会を行い、それをクリアした者だけが富山湾/魚津市のス
タートラインに立つことができます。

魚て、大会における選手の環境整備等の支援を行うととも

津市では、この過酷な耐久レースのスタート地点とし

に、大会を通して魚津市を全国にＰＲすることを目的に実行
委員会を立ち上げ、大会を応援しています。
今回の大会も、市民の皆様とともに大いに盛り上げていき
たいと考えていますので、市民の皆様からのご支援を、よろ
しくお願いいたします。

写真提供 辻啓 氏
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マドンナたちの甲子園

第30回

全日本大学女子野球選手権大会
マドンナたちの甲子園として親しまれている全日本大
学女子野球選手権大会は今年記念すべき第30回目を迎えま
す。今年は23チーム24校が出場し、桃山・天神山野球場で
熱い戦いが繰り広げられます。是非ご観戦ください！

8月26日㈮ 午後５時～
8月27日㈯ 午前８時半～
8月27日㈯･28日㈰
8月29日㈪･30日㈫
8月31日㈬
9月1日㈭･2日㈮

レセプション グランミラージュ
開会式 桃山野球場
1、2回戦（天神山･桃山野球場）
準々決勝、準決勝（桃山野球場）
３位決定戦、決勝戦及び閉会式
（桃山野球場）
予備日

所在地

2016-８
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大学名
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23-6550

15

愛知医療学院短期大学 愛知県 ７

５

21

大阪府

全日本大学女子野球選手権大会魚津市実行委員会

19

大阪芸術大学

27

東京都

18

日本女子体育大学

13

東京都

29

愛知県

23

東京都

24

愛知県

29

富山県

18

三重県

22

埼玉県

10

愛知県

28

大阪府

11

東京都

富山県

富山県

東京都 ８

23

女子美術大学
東京都 ４
女子美術大学短期大学部

大阪府 初

早稲田大学

関西大学

兵庫県 ７

中京大学

園田学園女子大学

千葉県

上智大学

千葉商科大学

桜花学園大学

宮城県 初

富山大学

仙台大学

東京都

皇學館大学

東京女子体育大学

兵庫県 ５

跡見学園女子大学

武庫川女子大学

愛知県

至学館大学

椙山女学園大学

大阪体育大学

日本体育大学

富山国際大学

富山短期大学

多摩美術大学

合同

出場回数

第68回全国植樹祭に向けて
vol.3

市民協働で花と緑がいっぱいのまちに
～市民の皆さんの取り組みを紹介します～

グループ「花車（はなぐるま）」―上野方地区―

29

全国植樹祭
１
･０３６

23
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問合せ 全国植樹祭推進室

（
農林水産課内）

豊かな森を作ることは海の環境保全にもつながることから、平成21年に漁業者、魚津漁協、新
川森林組合などで「魚津市漁場環境保全会」を立ち上げました。植林活動等を継続して行って
おり、今年も７月８日に、片貝川上流でカツラとイヌエンジュ合わせて100本を植樹しています。
この日は滑川高校海洋科の１年生40名も活動に参加しました。高校生からは「植樹した苗木
が立派に育ち、豊かな森と海を育んでほしい」、「自然はすべてつながっているので、森と海両
方の環境を整えることが大切だと思う」といった感想が聞かれました。

平成 年 春 魚津桃山運動公園で開催

第 回

水・空・緑のハーモニー」

魚津市漁場環境保全会

大会テーマ 「
かがやいて

桃山運動公園の地元、上野方地区で緑化活動に取り組む「花車（はなぐるま）の主なメンバー
は地区婦人会やＪＡ女性部の皆さんで、25年程前から活動しています。市街地と桃山運動公
園を結ぶ県道やスーパー農道沿いなどの花壇を整え、公民館前にプランターを配置するなど、
地域の緑化活動の中心的存在です。花壇には色とりどり数多くの花が植えられており、良く見
かけるベゴニアやペチュニアをはじめ、魚津市の花であるカノコユリ、なかなか見られないエッ
チュウミセバヤもあります。また、一年中花を楽しめるよう冬は葉ボタンやパンジーに植え替えを
しています。
来年春、全国植樹祭の来場者をきれいな花でお迎えしたいと、桃山運動公園の近くの畑をレ
ンゲでいっぱいにする計画を立てています。グループの代表者、松田輝美さんは「来年の植樹
祭の地元として、いつも以上に力が入っている。今年のうちから計画的に作業をしてぜひ美しい
レンゲ畑をお見せしたい」と意気込んでいます。

68

コ ン サ ー ト

サ マ ー

SUMMER CONCERT
セミナー講師陣によるサマーコンサートを開催します。
Part Ⅰ
Part Ⅱ

声楽/中鉢聡

ピアノ/山田武彦

フルート/酒井秀明

8.11.（木･祝） サキソフォン/田村真寛 ピアノ/大野由加
クラリネット/千葉直師 トランペット/杉本正毅
8.17.（水）
パーカッション/山澤洋之 ピアノ/鈴木由紀子

●開演時間
●会場
●入場料

19:00（開場18:30）
学びの森交流館桜ホール（定員100名･全席自由）
1,000円（高校生以下無料）

セミナー受講生による成果発表会
サマーセミナーの合宿形式の受講生がセミナーの成果を発表します。
どなたでもご入場できますので、お気軽にお越しください。
８月13日㈯
８月14日㈰
８月19日㈮

新川文化ホール小ホール（サキソフォン）
学びの森交流館桜ホール（ピアノ、声楽）
新川文化ホール小ホール（クラリネット、トランペット）

※入場無料。各発表会の時間詳細は、お電話等でお問合せください。
※更新情報などはホームページ（http://www.nice-tv.jp/~manabi-t/）でご確認ください。

問合せ･申込み
学びの森音楽祭事務局
31-7001 m_ongakusai@yahoo.co.jp

魚津市立図書館

絵本フェスティバル

「もったいないばあさんのおはなし会」
人気絵本作家の 真珠まりこさんによる絵本ライブ！
作者による絵本の読み聞かせや「もったいないばあさんの絵描き歌」･「もったいないばあさん音頭」
も実演！目と耳と体を使って、絵本の世界を体験しよう!! 真珠まりこさんのサイン会も開催します。
●開催日時
●会場
●出演
●対象
●定員
●整理券配布
●参加費

８月28日㈰ 午前10時～11時半
魚津市立図書館２階 視聴覚室
真珠まりこ 氏
幼児～大人 （幼児は父兄同伴で参加して下さい）
100名 （要整理券）
８月２日㈫から図書館窓口で配布します。
無料

▲ 真珠まりこ 氏

「もったいないばあさん折紙ワークショップ」
●開催日時
●会場
●講師
●対象
●定員
●参加費
●協力

８月11日（木･祝） 午前10時～11時半
魚津市立図書館２階 視聴覚室
高山三千江 氏（日本折紙協会公認講師）
幼児～大人 （幼児は父兄同伴で参加して下さい）
30名
無料
おりがみ“遊々”の会

※駐車場に限りがありますので、イベントにお越しの際は、
公共交通機関をご利用ください。

７
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問合せ
魚津市立図書館

22-0462

平成28年度

魚津市総合防災訓練
９月４日㈰

午前８時半～正午

平成28年度魚津市総合防災訓練は、片貝地区
をメイン会場とし、上野方地区、西布施地区の
３地区で実施されます。
片貝地区では訓練の中心となる「小学校会場（旧
片貝小学校）」を含め３会場で、土砂災害・水害を
想定した早期避難訓練や大災害時に伴う避難所開
設・運営訓練が行われます。また、各種救助・救急
訓練や水防訓練も行われますので、是非見学や体
験をしていただき、防災意識の向上に役立ててくだ
さい。

交通規制エリア
９月４日㈰ 午前８時半～正午

情報伝達訓練を実施します

至 東蔵

至 黒谷

旧片貝小学校周辺が交通規制の対象です。東蔵
方面へは県道黒谷･上村木線をご利用ください。

片貝郵便局
●

片貝川

県道黒谷 上･村木線

片貝公民館
（
旧片貝小）

● 旧片貝公民館

諸車通行止
至 魚津市街

一般駐車場
至 東山

訓練当日は、市内の防災行政無線スピーカー及び防
災ラジオから訓練放送が流れます。
また、配信時間に市内にいる皆様の携帯電話にエリア
メール、「魚津市緊急情報配信サービス」に登録していた
だいている方に訓練メールが配
信されます。
午前中は消防車等による広報
放送が行われますが、ご理解と
ご協力よろしくお願いします。

県道三箇 吉･島線

９月４日㈰ 午前８時15分～８時45分

●

総務課防災係（２階） 23-1078

８月と９月は、台風等の自然災害が発生しやすい季節です。魚津市で
は今年の４月17日に、発達した低気圧の影響で強風が発生し、風水害に
よる出動件数が20件ありました。災害は、いつどこで発生するか予測が
できません。もしもの時に備えて、日頃から準備しておきましょう。
◎非常持出品は準備していますか？

◎環境整理は大丈夫ですか？

・懐中電灯、携帯ラジオ、非常食、飲料水、救急用品、貴重
品など、必要最低限の持出品を普段から準備しましょう。

・自宅周辺の強風で飛ばされそうな物（植木鉢等）は、片付
けておきましょう。

◎気象情報に注意していますか？

◎避難はみんなで協力しましょう

・テレビ、ラジオ、インターネット等で最新の気象情報を
確認しておきましょう。 天候が変わり始めたら、海、
河川、用水路、がけ崩れのおそれがある斜面付近等、危
険な箇所には近づかないようにしましょう。

・魚津市土砂災害ハザードマップ等で危険な場所や避難場
所を確認しておきましょう。

魚津消防署

24-7980

・家族や近所の人と、連絡方法等について話をしておきま
しょう。

魚津市役所総務課防災係（２階）23-1078

2016-８
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魚津消防署からのお知らせ
第20回
魚津市消防団消防操法大会

９月９日は救急の日です！
９月４日㈰から９月10日㈯まで「救急医療週間」です。
富山県東部消防組合魚津消防署では、いざという時のための救急講
習会を開催しており、心肺
蘇生法やＡＥＤの使い方
を学ぶことができます。
救急講習会の日時や内
容については、お問い合
わせください。

この大会は、消防機械器具の取扱
いを習熟し、消防団員の士気の高揚
と火災防ぎょ技術の向上を図ること
を目的として実施されます。
●日時
●場所

８月21日㈰ 12:00開始
魚津市消防合同庁舎駐車場

イベント会場（露店）等における火災予防の徹底について
平成25年８月15日京都府福知山市の花火大会会場において多数の死傷者を伴う、大変痛
ましい事故が発生しました。
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他不特定多数の来場者が集合する催し物をする場合
は、露店等の開設届出書を提出し、対象火気器具等（ガスコンロ、発電機）を使用する場合
は、消火器を設置することになります。プロパンガスボンベを使用する場合は、直射日光
の当たらない通気性のよい場所に設置し、転倒しないよう鎖等で固定してください。
また、消防職員が消火器の設置の有無を確認させてもらうことがあります。

魚津消防署

24-7980

魚津駅前の駐車場と
お盆中の市民バス運行のご案内
魚津駅前

送迎用短時間駐車場 をご利用ください
魚津駅前は、電車が到着する時間帯になると、送迎
の車が駅周辺に停車します。
駅周辺は、送迎以外の一般車両やバスはもちろん、
歩行者も多く通過します。市ではバスターミナルの一
角に「送迎用短時間駐車場（無料）」を設置しています。
送迎車による事故を未然に防ぐためにも、短時間駐車
場をご利用ください。短時間駐車場には、体の不自由
な方や妊婦の方のためのスペースも設けてあります。
ただし、駐車が20分を超える場合や飲食、出張等で
駐車が長時間になる場合には、魚津市営駅南駐車場を
ご利用ください。

お盆の期間も市民バスは運行しています
お盆期間中（8/13～8/16）も、市民バスは全ルート通
常通り運行しています。ただし、8月14日㈰は市街地巡
回ルートのみの運行となりますので、ご注意ください。
商工観光課交通政策係（３階）
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23-1380

こうのとりプロジェクト
inUOZU

８月のスポラ特別教室
非会員の方も参加できます！

◆スイーツパーティー&ミニトークセッション
日時
場所
対象

８月28日㈰ 午後３時～５時
グランミラージュ･ミラヴェール
25～40歳の独身男女
※男性は市内在住･在勤の方のみ

会費
男性4,000円 女性2,500円
ゲスト 豊田 麻衣さん（リポーター、モデル）

◆世界一うれしい恋はじめよう
～マリッジサポート会員募集中～
結婚を希望する方に対し、セミナーやミニパー
ティー、１対１でのご紹介（希望者のみ）までをご
提供する登録制度を開始します。
市が個人情報管理や事業実施を行いますの
で、安心してご参加ください。登録は無料です。
≪登録できる方≫
25～49歳までの独身男女で次の要件を全て満たす方
①結婚したい方
②魚 津市にお住いの方、又は結婚後に魚津市に住む
意思のある方

≪特典≫
イベント参加費が500円引きになります
詳しくはお問合せいただくか、市のホームページ
をご確認ください。
問合せ
地域協働課市民交流係 23-1131

夏休みエアロビクス【一般･シルバー】
ひろ～いアリーナでのびのびと。
日時
場所
参加費
持ち物

８/２･９･23･30 午前10時～11時
魚津市総合体育館
1,000円（全４回）
内履き、飲料、タオルなど

肩こり･猫背解消！効果バツグン教室【一般･シルバー】
自宅で毎日できる内容です。
日時
場所
参加費
持ち物

８/５･12･19 午前10時～11時
魚津市総合体育館
1,000円（全４回）
内履き、飲料、タオルなど

キッズ体操【未就学児】
マット運動で運動習慣を身につけよう！
日時
場所
持ち物
参加費

８/４･18･25 午後５時半～６時15分
魚津市総合体育館
内履き、飲料、タオルなど
2,500円/月（月謝制）

※通年で開催しています。体験参加も随時受付中！
※９月以降はありそドームが会場です。

申込み･問合せ
総合体育館 22-1263 ありそドーム 23-9800

第７回

魚津漁火まつり

海辺の風物詩“漁火”を再現し、人と海のふれあ
い、癒しの浜辺で楽しく集うイベントです。
今年も、沖合いに漁火船が整列点灯します。
●日時
●会場
伝統工芸品「内山紙」を使用した大小様々な灯篭
が、夕暮れの飯山を優しく彩ります。地元高校生が
中心となって取り組む「絆プロジェクト」では２万個
もの灯篭を作成。その迫力は圧巻です。イベントの
オープニングは「IIYAMA DANCE FES!!」で会場
を盛り上げます。
★魚津市のブースも出展★
●日時
●場所

８月11日（木･祝） 16:00～
飯山市中心市街地 （JR飯山駅～各商店街）

８月27日㈯ 14:00～21:00
海の駅広場（みなとオアシス魚津）
※雨天時は、海の駅蜃気楼イベントハウス内

●内容

味自慢テント村 魚津のＢ級グルメ大集合！
縁日コーナー
おもちゃすくい・ヨーヨー他
特別企画 盆踊り フィナーレ漁火花火大会など

★漁火まつり連携企画
「埋没林博物館de探検ナイトミュージアム」
漁火まつりの夜限定！いつもとは違う博物館を体験しよう！
●時間 17:00～21:00 ※17:00までは通常開館です
●内容 光と映像のページェント、ドッキドキ！夜の博物館探検
●料金 １人200円 ※中学生以下は無料
●問合せ 魚津埋没林博物館 22-1049

いいやま灯篭まつり実行委員会
（飯山市役所内）0269-62-3111

海の駅蜃気楼

24-4301

2016-８
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く ら し
各種相談のお知らせ
今月は第３木曜日が行政相談日

登記、年金、保険、福祉、
道路、窓口サービスなど役所
の仕事について、困っている
ことや知りたいことがありま
したら、行政相談委員が相談
に応じます。（予約不要）
●日時 ８月 日㈭ 午後１
時～４時
●場所 市役所 階市民相談室
●問合せ 市民課市民係

１･００３
人権相談所の開設

総合労働相談窓口
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。

●日時 ８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
高齢者向け無料法律相談会

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
※ケアマネージャーの同伴可

※要予約（開催前日まで）

●日時 ８月 日㈫ 午後２
時～４時
●場所 魚津市役所社会福祉
課分室（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
16

８月は北方領土返還運動
全国強調月間です

１
･００５

特別障害者手当等の申請と
現況届の提出について
（１階⑥番窓口）

社会福祉課福祉係

精 神 （知 的 を 含 む）又 は身 体
の障 が いで、重 度 の障 が いが 重
複するなど、常時特別の介護が
必要な在宅の障がい者（児）の方
に支 給 さ れる手 当 です 。新 た に
受 給 を 希 望 さ れる場 合 は申 請
が 必 要 です 。申 請 方 法 等 、詳 し
くは 社 会 福 祉 課 福 祉 係 までお
問い合わせください。

●支給対象者と支給額
①特別障害者手当
歳以上の方
２６８３０円（月額）

●受付開始日 ８月１日㈪
（申請された月の１日が発効
期日になります）
●対象者 魚津市国民健康保
険に加入している方（ 歳以
上の加入者は住民税非課税世
帯の方のみ申請できます）
●必要なもの 保険証・印鑑

児童扶養手当・
ひとり親家庭等
医療費助成・
特別児童扶養手当
の受給者の方へ

１
･００６

こども課子育て支援係

（１階⑦番窓口）

23

毎 年 ８ 月 は児 童 扶 養 手 当 の
「現況届」、ひとり親家庭等医療
費助成の「更新申請書」、特別児
童 扶 養 手 当 の「所 得 状 況 届 」の
提 出 月 です 。該 当 者 の方 には 、
関 係 書 類 を 郵 送 します ので、忘
れずに提出をお願いします。
●提出期間
現
｢ 況 届 」・ 「更
新申請書」は８月１日㈪～ 日
㈬、「所得状況届」は８月 日㈮
～９月 日㈪

31

②障害児福祉手当
歳未満の方
１４６００円（月額）

※本人 ま た は 扶 養 義 務 者 の 所 得 や 、
その他の状況により支給されない場
合があります。

※支給開始後は、継続支給できるか確
認するため、毎年８月 日から前年
中の所得状況等の調査を行います。

国民健康保険の限度額適用
認定証をお持ちの方へ
市民課医療保険係

１
･０１１

70

12

23

北 方 領 土 と は 、北 海 道 の北
東 洋 上 にあ る歯 舞 群 島 ・ 色 丹
島 ・ 国 後 島 ・ 択 捉 島 の四 島 の
ことで、日 本 固 有 の領 土 であ り
ながら現在もロシアに実効支配
されている地域です。
毎 年 ２ 月 と ８ 月 は 「北 方 領
土返還運動全国強調月間」とし
て、全国で大会や街頭啓発など
活発な運動が行われています。

12

●日時 ８月５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

※要予約（開催前日まで）

高齢者にまつわる法的トラブ
ルが 増 加 していることか ら 、弁
護 士 によ る事 前 予 約 制 の無 料
法律相談会を開催します。借金
や相 続 問 題 な ど 高 齢 者 が 抱 え
る様々な法律問題について相談
に応じます。
●対象者 市内在住の 歳以
上の方（又はそのご家族）
●日時 ８月 日㈫ 午後１
時～４時
●場所 魚津市役所（個室相談）
●相談枠 ３枠（各 分程度）
●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･００７
30

23
23

65

18

23

認知症無料相談会

（１階③番窓口）

12

20

現在お持ちの国民健康保険
の限度額適用認定証の有効期
限は７月 日㈰までです。
８月以降に必要な方は交付
手続きをしてください。

2016-８
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16

20

18

1

津支局  ０･４６１
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 ８月 日㈫ 午後１
時～４時
●会場 魚津地域建築組合
（北鬼江 ー３）

22

23

「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

31

22

313

※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）

40

23

年度 屋外広告物講習会

※宮津 霊 園 管 理 棟 で の 納 付 の 取 扱 い
は、行っておりませんのでご注意
ください。

1２
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平成

通常通り

富山県土木部建築住宅課景観係
０７６・４４４・４４２３

周辺道路の交通規制
うら盆期間中は、墓参に伴い
宮津霊園周辺道路が大変混雑し
ますので、交通規制を実施しま
す。混雑緩和のため、標識に従
い通行してください。
●期間 ８月 日㈮ 午後４時
～ ８月 日㈬ 午前 時
ゴミの持ち帰りとお花やお供え
物の後始末にご協力ください

出張ハローワーク！
ひとり親全力サポート
キャンペーン中
ハローワーク魚津
０
･３６５

燃やせないごみの収集

 ０７６・４４４・３３５５

富山県では、屋外広告物の表
示や設置に関し必要な知識を修
得することができるよう、富山
県屋外広告物条例に基づく講習
会を開催します。
※屋外 広 告 業 を 営 む た め に は 、 講 習
会修了者等の業務主任者を選任し
登録を受ける必要がありますので
ご注意ください。

屋外広告物 で



児童扶養手当を受給し、就
職を目指している方を対象
に、お仕事探しのお手伝いを
します。
●日時 ８月 日㈬ 午後２
時～４時
●場所 市役所こども課（１
階⑦窓口）
●その他 毎月第 水曜日に
こども課にて巡回相談を行っ
ています（事前予約必要）。
またハローワークにて常時職
業相談を行っていますので、お
気軽にご相談ください。

通常通り

中小企業退職金共済制度
中退共事業本部
 ０３ ６･９０７・１２３４

国がサポートする中小企業の
ための退職金制度です。掛金は
全額非課税で一部を国及び魚津
市が助成します。詳しくはホー
ムページ を ご 覧 く だ さ い 。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

魚津市合同イクボス宣言式
●日時 ８月 日㈭ 午前９
時半～午後４時半
●場所 富山県民会館 号室
●対象 屋外広告に関心のある方
●受講手数料 ３千円（富山
県収入証紙により納付）
富山県

宮津霊園のお知らせ
都市計画課計画公 園 係
（３階）  １･０３０

墓地使用者の皆さんへ
管理料の納付書（口座振替の
方には引落し案内書）を８月初
旬にお送りします。８月 日
㈬までに納付してください。

22-3331

㈲魚津環境衛生

社会福祉課福祉係（１階⑥窓口） 23-1005

し尿くみ取りの申込みはお早めに

お盆前後は、くみ取りの申し込みが混み合いますので、
お早めにお申し込みください。
なお、８月８日㈪～10日㈬にくみ取りを希望される方
は、８月５日㈮までにお申込みください。

魚津市戦没者追悼式
８月10日㈬ 10:30～
新川文化ホール 小ホール

休

し尿のくみ取り

休

常設資源物ステーション
（市内６か所）

環境安全課生活安全係（１階⑪窓口）23-1048

富山大空襲 ８月１日の深夜から明朝にかけて
広島への原爆投下 ８月６日 午前８時15分
長崎への原爆投下 ８月９日 午前11時２分
全国戦没者追悼式 ８月15日 正午
（終戦記念日）

燃やせるごみの収集

昭和20年８月、富山大空襲や広島・長崎への原爆
投下により多くの方々が犠牲になりました。犠牲者
の冥福と世界の恒久平和を祈り、家庭や職場で、次
の日時に１分間の黙とうをささげましょう。

10

16
火
15
月
14
日
13
土
12
木･祝 金
11

各業務の休業案内

戦没者の冥福と世界平和を祈り
黙とうをささげましょう

地域協働課市民交流係

１･１３１

魚津市長と市内企業経営者
が合同でイクボス宣言を行い
ます。記念講演もありますの
で、お気軽にお越しください。
●日時 ８月 日㈬ 午後６
時（受付は午後５時半から）
●会場 新川文化ホール 小ホール
※入場無料、事前予約不要

『イクボスのすすめ ～上司が変わる

●記念講演
と働き方が変わる、
社会が変わる』

ファザーリングジャパン代表理事）

701

17

28
FAX

無縁塔法要
魚津市仏教会のご協力によ
り法要を執り行います。
●日時 ８月 日㈮ 午前 時
●場所 宮津霊園無縁塔前
10

31

24

2

検索

12

10

23

23

講 師 安 藤 哲 也 氏 （Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

育

25

19

17

ＢＯＳＳ

８月20日㈯ 13:30～16:00
地域包括支援センター予防係 23-1093

※初めての方は事前にご連絡ください。

８月のオレンジカフェつむぎ

☎24-7307

おたっしゃ介護予防教室
●百楽荘
●経田福祉センター

（火～土）
（水、木）

福祉バス運行表

23 23

魚津市の花 カノコユリ

☎24-3241

農林水産課農政振 興 係
（３階）  １
･０３２

１
･０３４

福祉センター百楽荘・経田福祉センター
（月曜休館）

カノコユリロード
魚津市の花に指定されてい
る「カノコユリ」のフラワー
ポットを市内各所に設置しま
す。可憐で美しい花々をぜひ
ご覧ください。
●期間 ８月上旬から中旬まで
●場所 魚津駅前、図書館
前、海の駅蜃気楼前ほか

８月４日㈭ 10:00～15:00
300円
●問合せ つむぎ倶楽部

カノコユリはいかがですか？
カノコユリロードの期間終了
後、球根を無料配布します。
●申込受付日 ８月５日㈮
午前８時半～午後５時

●日時
●利用料

※先着順ではありません。

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。

31

立山黒部アルペンルート

●日時
●問合せ

「富山県民感謝キャンペーン」

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。

立山黒部貫光㈱
０７６ ４･３２ ２
･ ８１９

『介護家族の集い』に参加しませんか？

県民の皆さんを対象に、立山駅
～ 黒 部 湖 間 の各 乗 り物 運 賃 が ２
割 引 とな ります 。さ ら に、立 山 駅
までの富 山 地 方 鉄 道 の電 車 も ２
割引となるキャンペーンが開催さ
れます。

☎22-6006

●開催期間 ８月 日㈬まで
● 申 込 方 法 立 山 黒 部 アルペ
ンルートのホームページや、新聞
広告等で入手できる「乗車券購
入申込用紙」に必要事項を記入
のう え 、利 用 当 日 、窓 口 へ提 出
してください。

吉島511

※提出時に運転免許証等の住所が確認
できるものが必要です。

つむぎ倶楽部

●福祉センター百楽荘行き

８/３㈬･10㈬･17㈬･24㈬･31㈬

※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）
●実施日

☎23-1007

８/９㈫・23㈫

※９日は川城鉱泉で看護師による健康相談を実施します。

●申込方法 農林水産課農政
振興係へ電話にて申込みくだ
さい。

西布施

※申込多数の場合は抽選とします。
※結果 は 後 日 、 申 込 者 に 文 書 で ご 案
内いたします。また、当選者には
お引渡し日、場所等を併せてご案
内しますので、必ず指定の日にお
越し下さい。

８/５㈮･12㈮･19㈮･26㈮

※数に 限 り が あ る た め 、 配 布 は １ 家
族 １ ポ ッ ト （球 根 は ４ 球 程 度 ）と さ
せていただきます。

片貝・加積

●経田福祉センター行き

※フラ ワ ー ポ ッ ト は 配 布 ・ 貸 出 い た
しません。

８/２㈫･９㈫･23㈫･30㈫

※申込 受 付 日 以 外 の 受 付 は 一 切 行 い
ません。

虎谷・石垣新

環境安全課生活安全係（１階⑪窓口）23-1048

アメリカシロヒトリ
の防除について

毎年、この時期になると樹木にアメリカシロヒトリが
発生しているとの情報が多く寄せられます。
アメリカシロヒトリの駆除は、樹木の所有者（管理者）
の責任です。市では、市有地以外の駆除等を実施しま
せんので、駆除は個人が責任を持って行っていただく
か、専門業者にご依頼ください。

◎駆除のポイント
アメリカシロヒトリは、早期の状態で駆除することが有効です。
巣網の状態で枝葉ごと切り取り、焼くか、踏みつぶすことが一番効
果的です。いったん幼虫が拡散した場合は、必要最小限の薬剤散布を
行って駆除していただく必要があります。
ご自宅等の樹木にアメリカシロヒトリが発生していないか、ご確認
をお願いします。駆除が遅れますと、ご近所の樹木にも被害が拡大し
て迷惑をかけることとなります。被害が多い木として、カキ、サク
ラ、ウメ、プラタナス、アメリカフウ、ヤナギ、ハナミズキ、アン
ズ、クルミなどがあります。

1３

広報うおづ

2016-８

▲アメリカシロヒトリの巣網

生ゴミの臭い カ･ラスに
お困りの方へ
１･０４８


９･８００

ありそドーム喫茶室
オープン！
ありそドーム

集

あ りそドームに喫 茶 室 「ｃ ａ
ｆ ｅ Ｒ ａ ｙ （カフェ レイ）」が
オープ ンしました 。スポ ーツの
後のクールダウンに、スイーツと
コーヒーを 楽 しむ憩 いのひとと
きに、ぜひお越しください。
●営業時間 午前 時～午後
３時、午後４時～９時
●休業日 不定休及び毎週火
曜日

募

送、持参のいずれかにより環境安
全課までお申込み下さい。
売品の内容を明記して下さい。

※ 参加 者 代 表 名 、 住 所 、 連 絡 先 、 販

す。結果は後日郵送します。

※ 応募 多 数 の 場 合 は 抽 選 に な り ま
※ 詳細は市のＨＰをご覧ください。

県民カレッジ後期講座
受講者募集
県民カレッジ新川地区センター
４
･００１

（
新川みどり野高校内）

９月５日㈪必着

県民カレッジ新川地区センター
では、「ふるさと発見講座」、「共学
講座」の受講者を募集します。

●受付締切

※詳しくは市役所、図書館、公民館な
どにおいてある県民カレッジ新川地
区センターだより「みどり野」８月
号（７月下旬発行）をご覧になる
か、お問合せ下さい。

魚津ｄｅバル街！参加店募集

1４

広報うおづ

2016-８

環境安全課生活安全係
１(階⑪番窓口 
)

生ごみは、出さないように
することが一番です。賞味期
限を確認し、食べきる。出て
しまった生ごみは、水分をよ
く切る。さらに、新聞紙など
に包んで出す。これだけでも
臭い、カラス対策になりま
す。ぜひ実践してください。

魚津市障害者体育大会

４･６７０

魚津市障害者連合会 （石田）


社会福祉課福祉係
１
･０ ０ ５

フリーマーケット出店者募集

18

（１階⑥番窓口）

８月 日㈯ 午前 時
魚津市総合体育館

魚津市北鬼江313番地２

〒937-0066

●日時
●会場

魚津市観光協会
１
･２００

問合せ先 TEL 0765-23-1043 FAX 0765-23-1052 電子メール education@city.uozu.toyama.jp

魚津市教育委員会 教育総務課

環境安全課環境政 策 係

24



11

ます。締切８月 日㈮

19

22

第５回魚津ｄｅバル街に参加
いただけるお店を募集します。
●申込締切 ９月 日㈮
● 開 催 期 間 （バル街 ） 月
日㈮～ 日㈰、（あとバル） 月
日㈪～ 日㈰

11


１
･００４
ＦＡＸ
１
･０９２
kankyoanzen@city.uozu.toyama.jp

22

22

16

※ 大会当日のボランティアを募集してい

窓口でお申込みください。

20

27

県障害者スポーツ大会
出場者募集

23

25

※ ８月３日㈬までに社会福祉課福祉係の

21

10

23

11

23 23

23
24

23

第 回環境フェスティバル
にて開催するフリーマーケッ
社会福祉課福祉係
（１階⑥窓口）
１･００５
トへの出店者を募集します。
●開催日 ９月 日㈯ 午前
フライングディスク競技会
時～午後３時（予定）
●日にち ９月 日㈰
●
場所 ありそドーム産業展
●会場 県総合運動公園
示ホールほか
● 参 加 資 格 身 体 障 害 者 手 帳 ･ ●出店料 無料
療育手帳をお持ちの方、または知的
●募集数 ３区画
障害に準ずる障害をお持ちの方。
●締切 ８月 日㈮
●申込方法 ＦＡＸ、メール、郵
10

27

12

統合小学校の校名を募集します

【募集案内】※詳細は市のホームページに掲載しています。

応募期間 平成28年８月１日㈪から９月２日㈮まで ※必着

統合校の校名（ふりがな）とその理由（校名等の由来や込められた思いなど）を簡単
に記載してください。
募集内容 ・漢字又はひらがな、カタカナを使用してください（併用可）。また、誤読のおそれが
なく、読み方がわかりやすい学校名にしてください。
・統合前の４校の校名とは異なるものにしてください。

応募用紙に必要事項を記入し、次のいずれかの方法でご応募ください。
①大町・村木・上野方・本江の各地区公民館、又は大町・村木・上野方・本江小
応募方法
学校に直接提出。
②魚津市教育委員会に、郵送、FAX、電子メール又は直接持参にて提出。

応募資格 市内外を問わず、どなたでもご応募できます。

第２期
第２期
第２期
第２期

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

入居者募集

28

30

3,000 円

（故）青山 八朗

持光寺

▼善意銀行

（社会福祉協議会）

100,000 円
22-8388

富山県移動商業組合

富山市

10,000 円

新川広域圏事務組合職員の募集

新川広域圏事務組合総務課総務係 （0765）23-1024
〒937-0066 魚津市北鬼江313番２ 魚津市役所第一分庁舎

広報うおづ

2016-８

20

28

29

23

１･０４５

■募集職種･人数
一般行政 上級職 若干名
■受験資格
昭和57年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた
人で、大学卒業程度の学力を有する人
■受験申込書の受付期間
平成28年８月22日㈪から平成28年９月20日㈫まで
■申込用紙の請求
（1）直接請求の場合は、新川広域圏事務組合総務課総務
係で交付します。
（2）郵便で請求される場合は、120円切手を貼った宛先明
記の返信用封筒（Ａ４サイズ）を同封の上、封筒の表
に「受験申込用紙請求」と朱書して送付してください。
（3）新川広域圏事務組合ＨＰ（http://www.niikawa.or.jp/）
より必要な様式をダウンロードして使用してください。

９月２日㈮

平成29年度採用

29

20

成人式実行委員の募集

100,000 円

生涯学習・スポーツ課

東城

生涯学習 文･化係
（第１分庁舎）

（故）徳本 博義

平成 年の魚津市成人式は
平成 年１月８日㈰に開催さ
れます。
そこで、成人式を企画・運
営する実行委員会のメンバー
を募集します。成人式を迎え
る方や 代の方ならどなたで
も参加できます。皆さんのア
イディアで心に残る成人式に
しましょう。ご応募お待ちし
ています。

10,000 円

●対象 平成 年度に成人とな
る 方 （平 成 ８ 年 ４ 月 ２ 日 生 ～ 平
成９年４月１日生）、 代の方

本町

●応募締切

魚津保育園職員一同

1５

23

グリーンカーテンコンテスト
応募受付中

天神野新

観光ボランティアの募集

三井自動車㈱友の会

環境安全課環境政策係

3,000 円

28


１
･００４
kankyoanzen@city.uozu.toyama.jp

六郎丸

育園・幼稚園部門

健康友の会 沖田 崇寛

●対象 平成 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

▼社会福祉基金

●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。

ご寄付ありがとうございました

※メールでの応募可
※応募 用 紙 は 、 環 境 安 全 課 Ｈ Ｐ か ら
ダウンロードできます。

●表彰 部門ごとに最優秀賞、
優秀賞を授与します。

上記申込期間は８月１日㈪～31日㈬です。

22

２
･２４４

 野方団地２戸（ 3号棟 １階 ２DK 50.79㎡ 和６
上
帖  洋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 DK９
帖 サンルーム有 家賃62,000円 駐車場1台分含む）



※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１戸 ４階１戸 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）

魚津駅前観光案内所

●特定公共賃貸住宅

魚津を知りたい、魅力を伝
えたい、魚津の自然が好き、
人が好き。どれか１つでも当
てはまる方、魚津の魅力を伝
える観光ボランティアをして
みませんか？

 郎丸団地１戸（３号棟 ４階 ３DK 61.63㎡ 駐車
六
場１台分）

興味のある方は、魚津駅前観

光案内所までお問合せ下さい。

●市営住宅

富山県後期高齢者医療広域連合

75

運営懇話会の公募委員の 募集

30

●８月31日㈬までに納めてください
市県民税
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料
介護保険料

広域連合事務局
０７６ ４
･ ６５ ７
･ ５０１

年２回の懇話会に出席し、
保険料や保健事業などの後期
高齢者医療制度の運営につい
て検討していただきます。
●募集人員 ３名
●応募資格 県内に住所を有
する満 歳以上（平成 年４
月１日現在）の方で、平日に
富山市内で開催される会議に
参加可能な方。
●任期 委嘱日から平成 年
９月 日まで
●応募期限 ９月９日㈮まで
●応募方法 広域連合事務局
までお問合せ下さい。

納期案内

各地区の

片貝地区

三 ケ村 の谷 間 で行 われる、迫
力ある花火と、盆踊り大会に遊
びに来てください。
●日にち ８月 日㈪
●時間 花火…午後８時 分
盆踊り…午後９時
●会場 花火…平沢橋から約
ｍ上流 盆踊り…片貝三ケ
村集会場

三ケ村 花火 盆･踊り大会

お祭り 情報

０
･ ９０９

もくもくホール
「こども夏祭り」
もくもくホール


上村木七夕祭保存会
（宮本） ３
･ ４３３

上村木七夕祭

夏の伝統行事

楽しいことがいっぱいのも
くもくホールへ行こう！
●日時 ８月 日㈯ 午前
時～午後２時
●場所 もくもくホール
● 内 容 う ち わ 工 作 、こど も
の絵 画 展 、おと ぎ の森 の「人 形
劇 」、はる先 生 の「おもしろ実 験
教室」など
10

催 し 物
国際交流サロン
～ＢＢＱで食文化を学ぼう～
地域協働課市民交流係
（２階）
１
･１３１

市内在住外国人や国際交流
推進員、日本語ボランティア
のみなさんとバーベキューを
しながら交流し、食文化の違
いについて学びます。
●日時 ８月 日㈯ 午後２時半
～午後５時ごろ（雨天中止）

名（定員にな

●会場 ミラージュランド
バーベキューコーナー
●参加費 １人 円
※ 小学
 生以下無料

●定員 先着
り次第締切）

３･９４６

22

上野方ふれあい夏まつり
～ヒーローも萌える夏～
上野方地域活性化協議会
 ０
（
上野方公民館内）
･３６８

23-1034

農林水産課農政振興係（３階）

魚津市地域包括支援センター 23-1093

30

地区参戦のアームレスリング
大 会 、Ｋ （か み のが た ）級 グ ル
メ、趣向ステージ、演奏会、桃山
クローバーＺ ショー、盆 踊 り な
ど 、今 年 は 代 のスタッフも加
わり壁 面 映 像 と共 に来 場 者 を
魅了します。
是非とも、皆様方のご来場
をお待ちしております。
●日時 ８月 日㈯ 午後５時半
●場所 上野方公民館 駐車場

魚津の夏果樹園ガイドのご案内

足腰の状態が気になってきた方に、身体機能を
向上させるための運動教室を行っています。

魚津の夏果樹を紹介したHPを公開していま
す。「梨」はもちろん、実は「ぶどう」や「もも」も魚
津では栽培されており、各果樹園で販売もしてい
ます。
ガイドでは直売所のマップ
などを掲載していますので、
この機会にぜひ足を運んでみ
てはいかがでしょうか。

●ホームページアドレス
http://www.uozu-kanko.jp/basic/summer-fruits.html

6 5歳～82歳以下で、足腰に不安を感じてお
られる方（医師から運動を止められている方
はご遠慮ください）
●日時
①９月27日～12月13日（毎週火曜日）
９月23日～12月９日（毎週金曜日）
午後２時～３時半
②９月15日～12月15日（毎週木曜日）
午後９時半～11時半
●場所
①スコール、②デイケアステーションかがやき
●参加費 １回につき300円

250

※雨天時は上野方小学校体育館で開催

身体機能向上教室を開催します

●対象

15

22

20

屋 形 船 、アジロと一 緒 に町 内
を 巡 行 します 。竹 を 持 参 の上 、
ご参加ください。
●日にち 宵祭 ８月６日㈯
本祭 ８月７日㈰
●時間 両日 午後７時半～
●場所 ６日…旧８号線上村
木東交差点スタート ７日…
ホクトミ運輸前スタート

20

８月の歩こう会
魚津歩こう会
（地﨑）

8

●日時 ８月 日㈰ 午前 時
魚津市役所集合
●行き先 創立 周年記念ボ
ランティアとして魚津市役所
周辺のゴミ拾いをし、その
後、石垣平まで歩きます。新
幹線ウォッチもあります。

27

24

50

22

20

23

500

30
21

※送迎あり
※申込みは８月末まで（申込み多数の場合、介護予防の必要
性が高い方を優先します）
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平成

年度地域創業促進支援事業

５･７３７

第３回
ブリスクウォーキング
早月川

１
･ ０４６
１
･ ０５２

魚津市生涯学習 ス･ポーツ課
（第一分庁舎）

ＦＡＸ

in

●日時 ８月６日㈯ 午後４
時 スタート（午後３時半 受付、
午後３時 分 開会式）
●集合場所 ミラージュラン
ド海側駐車場
●コース 早月川河川敷 約４㎞
●参加対象 早歩きに興味のあ
る方（
小学生未満は保護者同伴）
※参加費無料
※当日の申込も可能

地場産品などの販売情報
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
品などを販売しております。
ぜひお立ち寄りください。

蜃気楼バザール
●日時 ８月 日㈰ 午前
時～午後３時
●場所 Ｄｅｎでんパーク（電
鉄魚津駅前公園）
●問合せ 蜃気楼バザール実
行委員会（村上）
 ０９０・１３１２・３６６４

魚津の朝市
●日時 ８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）

海電業倉庫（真成寺町４番

号）


１･２００（平日のみ）
銀座ワイワイ市
● 日 時 （朝 市 ）毎 週 水 曜 日
午 前 時 半 ～ 、 （夕 市 ）毎 週 金
曜日 午後３時半～
●場所 銀座通り商店街 旧日本

●問合せ  ９･４１３（島澤）
経田漁港わいわい市
●日時 毎週水曜日 午前
時半～

山の駅もくもく野菜市
●日時 毎週土曜 日
･曜
８時半～

※ 日㈯、 日㈰はお盆休み
※ 日（木 祝･）に臨時開催
※なくなり次第終了

午前

●場所 魚津もくもくホール
●問合せ  ０･９０９

14

第２回「夢を叶える☆にいかわ
創業スクール」
) 

アシステム税理士法人
担(当 関口

創業を目指す方、起業に興
味のある方を対象に、創業準
備のポイントを学びます。
● 日 時 （無 料 体 験 講 座 ）８ 月
日㈬ 午後 時～８時、（本
講座）９月１日㈭～ 月 日㈯
午後 時～８時 （全 回）
※受講料（税込） １万８百円
●会場 新川文化ホール
●定員
名
魚津市文化協会 文化講演会

フリーマーケットｉｎありそ
●日時 ９月４日㈰ 午前９
時～午後２時 （準備 午前８時）
●場所 ありそドーム産業展
示場（全 区画）
●出店料
千５百円（当日申
込は２千円）



９･８００

※定員になり次第締め切り

●問合せ

※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。

10

データ入力や四則演算、書式の設定、基本
14㈬、16㈮
的な関数、グラフ作成などエクセルの基本 （9:00～12:00）
操作を学習します。（受講料3,000円）

22

10 14

33

日㈬は休業します。

９/５㈪～

22

文字入力からページ設定、書式設定、印
刷、保存、表の作り方を学び、ビジネス文 ７㈬、９㈮
（9:00～12:00）
書作成までを習得します。
（受講料3,000円）

1

※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。

※８月

2016-８
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１７

17

ワード入門

52

22

●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

※今月は土曜･夜間コースの募集はありません。

8

10

インターネットのしくみやホームページの ９/26㈪、27㈫
閲覧の方法、電子メールの基本操作を習 （9:00～12:00）
得します。（受講料1,500円）

10
日程
コース

「第三の奇跡は地方創生」

昼間コース

23

８/１㈪～23㈫

申込期間

FAX31-7009

松倉もちより市
●日時 毎週日曜日 午前８
時半～
●場所 スーパー農道沿い観
音ゴルフ駐車場内
●問合せ  ９･８８０（稗苗）

インターネット入門

21

33

魚津地域職業訓練センター

魚津市文化協会（ウスイ）
０９０ ８
･９６６ ８･７３４

●ランニングコースが使用できない日時 （7/13現在）

11 13

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

使用ソフト
時間
受講料
コース定員

※入場無料（整理券が必要です）

※14日㈰、15日㈪は17:30までの短縮営業となります。

45

22

11

28

９/12㈪～

エクセル入門

17:00まで×
～４㈭

30

●講師 テレビ朝日ニュース
デスク 出町譲 氏（「清貧と復
興 土光敏夫の の言葉」著者）
●日時 ８月 日㈮ 午後６
時半～（開場午後６時）
●会場 新川文化ホール 小ホール
●演題 「第三の奇跡は地方創生」

新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

☎31-7001

28㈰
17:30まで×

12:00まで×
（雨天時）

７㈰

27㈯
17:30まで×

終日×

18:00まで×

21㈰

６㈯

終日×

５㈮

20㈯

終日×
８/１㈪

6

26 100

23 23

●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

28

6

※整理券は新川文化ホールでお渡しし
ます。

ありそドーム

12

10

▲ 出町 譲 氏
高岡市出身

☎23-9800
（火曜休館）

24

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

魚津埋没林博物館

☎31-7001

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●市民のためのクラシック講座 vol.1
『音の交遊録@蜃気楼の街』
～北陸の演奏家×現在音楽作曲家５人衆～
Musicians in Hokuriku‐Contemporary Music

●企画展「凸凹（デコボコ）展」
８月１日㈪～10月31日㈪ ３階企画展示室 ※要入館料
 立山黒部ジオパークの大地が作る大小のデコボコを
紹介！デコボコの裏にあるストーリーを読み解こう！

現代音楽と聞くと難解なイメージを持たれがちです。
しかし、ゲーム音楽やコマーシャルなどのＢＧＭを含め、
現在作曲されている音楽は全て今生まれている音符た
ちであり『現代音楽』であるといえます。
今回のクラシック講座は、音楽業界の最前線で活躍中
の５名の作曲家と、北陸を中心に活躍する８名の奏者
による『音を紡ぐ』面白さを感じてもらう企画です。歌や
様々な楽器によって奏でられる不思議な音の魅力の世
界をぜひお楽しみ下さい。

●夏休み「自由研究相談室」
８月13日㈯ 10:00～15:00
 自由研究の進め方やまとめ方について学芸員が
相談にのります！植物や岩石の標本の作り方や、
名前しらべ等もできます。

日時
場所
出演

９月３日㈯
午後３時開演
新川学びの森天神山交流館 桜ホール
作曲家：松尾祐孝 小川類 森田泰之進
橋本信

中川俊郎

演奏家：田島茂代（ソプラノ）、寺西伶皇弥（ギター）、
塚田尚吾･澤田加能子･徳力清香（ピアノ）、
高島章悟（テューバ）、川崎惇（フルート）、

魚津水族館

入場料 500円
定員 100名 ※要予約（送迎あり･要申込み）
申込先 新川学びの森天神山交流館
【主催】魚津市教育委員会
【後援】日本現代音楽協会（こんせ～る・しぇ～ぬ）
新川学びの森天神山交流館
【協力】おんがく広場＠Senzoku うおづ

●８月に休館日はありません
木曜日も全て開館します
※８ 月は合宿及び学びの森音楽祭セミナーの開催に
より、ご利用いただける練習室の数に限りがござ
います。
ご利用の際は、事前にお問い合わせください。

24-6999

24-4100

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●「発光実験サマーバージョン2016」開催
 ウミサボテンやウミホタル、当館で初めて発光が
確認されたマツカサウオなど、富山湾の発光生物が
放つ光を目の前でお見せします。
期間

小川卓郎（サックス）

ミラージュランド

※当日時間内随時受付、事前申込不要、入館料・相談無料
※「相談室」以外の日も相談できます。ホームページで学芸員カレン
ダーをチェック！

会場

８月11日（木･祝）～16日㈫
おさかなショー後に実施（１日５回）
３階 レクチャーホール

●夏の特別展「夏だっ！大人も子供も自由研究！」開催中
 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㈬
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」開催中
 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 ８月21日㈰までの期間の土･日･祝日及び
８月11日（木･祝）～16日㈫開催
時間 アザラシお食事タイム内
会場 ２階 アザラシプール

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

●『サマーナイトフェスタinミラージュ』
KAMIWAZA Night
開催日時 ８月14日㈰ 18:00～21:00
入場料金（3歳以上） 1 ,200円/人、1,000円/人 （メルマガ
会員･チラシ持参の方 5名様まで割引）
※当 イベント開催中は園内入場の際に上記料金が必要です。遊具をご
利用されない場合でも有料となりますのでご注意下さい。
※当日の出入場口は正面ゲートのみです。

イベント内容

・遊具10機種が乗り放題
（ミラメイズ各コース１回のみ）

・驚きのステージパフォーマンス！
・グルメな移動販売車が集合
※天候等によりイベント内容が変更になる場合があります

ミラージュランド臨時休園 ９月６日㈫
パークゴルフ場臨時休園

９月５日㈪～６日㈫

●ミラ－ジュプールお客様感謝デー
８月28日㈰ 9:00～16:30
夏休み最後の日曜日はオトクな料金で泳げる
ミラージュプールへＧＯ！
遊泳料金 幼児無料
小中学生100円
高校生以上300円
※上記料金は８月28日のみの料金です。
※当日の遊園地遊具は通常料金です。

2016-８
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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

８/１㈪･８㈪･15㈪･22㈪
･25㈭･29㈪

※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

●８月６日㈯ 11:00～13:00
こばとフェスタ2016

サッカー通訳戦記

・ゲームコーナー、食べ物コーナー、工作コーナー等

●８月24日㈬ 11:00～
こばと家の夏野菜カレー
（定員20名 参加費100円 持ち物:白ご飯）

かもめ

経田 23-1777

●８月３日㈬ 10:00～
高校生とやきやきバーベキュー
（定員なし 参加費100円）
（持ち物:焼きたい食材を１つ）

●８月25日㈭
森の工房

13:30～

（定員30名）

つばめ

楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～

話題の一冊

本江 23-5133

加部究・著

㈱カンゼン

現代サッカーは、ピッチ外も含めた
緻密な組織力の勝負です。対戦相手の
分析結果や戦術的な指示を伝達する通
訳には、言葉を置き換えるだけではな
く、十分な競技の知識と理解力が求め
られます。通訳の能力次第で、監督の
仕事ぶり、さらにはチームの運命が大
きく左右されます。
フローラン・ダバ
ディをはじめ、日本
サッカーの飛躍の舞
台裏で活躍した、10
人の名通訳が登場し
ます。

●８月９日㈫ 10:30～
中学生とクッキング

図書館シネマ倶楽部

（定員20名 参加費150円）
（持ち物:エプロン、お茶、おにぎり、はし）

●日時
●作品

●８月22日㈪ 10:30～
学びの森音楽祭

ひばり

吉島 23-0500

●８月８日㈪ 13:30～
募金箱を作ろう教室
（定員20名）

●８月22日㈪ 14:00～
夏のお楽しみ会
（定員30名 参加費50円）

すずめ

８月14日㈰ 14:00～
「美しい夏キリシマ」

感情と勘定の経済学

友野典男

大人のゆかたスタイルブック 秋月洋子
きょうのごはん
パラレルキャリア

野口真紀
ナカムラクニオ

夜を乗り越える

又吉直樹

●文学･小説
掟上今日子の婚姻届

西尾維新

汚名

見延典子

フリー！

岡部えつ

三の隣は五号室
ボタニカル

長嶋有
有間カオル

神奈備

馳星周

総選挙ホテル

桂望実

●児童･中高生向け
理科室の日曜日

村上しいこ

ヤマネコとウミネコ
やさいのがっこう

野中柊
なかやみわ

魚津工業高校の生徒たちに
教えてもらい、地面に描かれ
た線をなぞって走る不思議な
車を作りましょう。

●ひまわりの会
８/21㈰ 10:30～

（定員なし）

石渡正佳

（監督：黒木和雄、主演：柄本佑
2003年 日本映画 本編118分）

●おはなしを楽しむ会
８/６㈯･20㈯･27㈯
10:30～

●８月17日㈬～19日㈮ 15:30～
すずめオリンピック2016

朝倉秀雄

食品廃棄の裏側

カエルくんのだいはっけん！ 松岡達英

みんな集まれ！ お話の会

（定員20名 参加費150円）
（持ち物:ご飯、お茶、皿、スプーン）

官邸支配

1945年８月。満州から引き上げてき
た中学３年の日高康男は空襲のショッ
クで病となり、祖父の住む霧島で療養
生活を送っていました。
ある日、空爆で親友を見殺しにした
罪悪感を募らせる康男は、親友の妹に
会いに行きます。

道下 23-0522

●８月９日㈫ 10:30～
もぐもぐカレーパーティー

●一般

ぼくたちのリアル
みずたまり

戸森しるこ
殿内真帆

オイレ夫人の深夜画廊

魚津工業高校ものづくり教室

●日時
●対象

８月10日㈬
10:00～12:00
小学４～６年生
先着20名

※参加無料。図書館カウンターに備え付け
の申込用紙でお申込み下さい。

親子で 『ひろば』 に参加しませんか？
対象
時間

未就園児とその保護者なら誰でも
9:30～12:30

８月

つばめ

１日㈪

水遊び

ひばり

すずめ

うちわ作り おはなし会

８日㈪ おばけごっこ 小学生と遊ぼう おやつ作り
15日㈪ 粘土遊び

29日㈪ 小学生と遊ぼう

広報うおづ

おばけごっこ

｢学びの森音楽祭」
場所:つばめ児童センター

22日㈪

１９

水遊び

2016-８

よみきかせライブ
（加積公民館）

スタンプ遊び

斉藤洋

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）

●考古学教室（勾玉作りと火おこしコース）を開催します
日時 ８月27日㈯ 午前９時～正午まで
場所 魚津歴史民俗博物館（吉田記念郷土館）
対象 小学４年生以上
定員 20名
参加費 300円（勾玉キット代）

集団がん検診
実施日

会場

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

持ち物：受診券、検診料金、健康手帳

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）

ありそドーム
ー
（特定健診と同日実施）
ありそドーム
9/11㈰ （結核検診 · 特定健診と 100
同日実施）
8/28㈰

120 乳房·子宮 8:15～9:30
ー

胃

8:15～9:30

◆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。

施設がん検診

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
実施日

時間
9:30～11:30

8/22㈪
13:30～15:00
9:30～11:30
9/2㈮
13:30～15:45
9/11㈰ 8:30～10:00

持ち物：受診票、検診料金、健康手帳

対象：魚津市国民健康保険に加入の40歳以上の方、後期高齢者医療制度に加入の方
持ち物：受診券、保険証、質問票
予約不要

実施日

受付時間

8/28㈰

8:30～10:00

ありそドーム 乳房·子宮がん検診（要予約）同日実施

9/8㈭

9:00～10:00

9/11㈰

8:30～10:00

健康センター 特定健診のみ
胃がん検診（要予約）、
ありそドーム
結核·肺がん検診 同日実施

一般医
宮本内科小児科医院
新角川 ☎22-0122
大﨑クリニック
8/11(木·祝)
寿町
☎23-1001
8/7㈰

8/14㈰ いなば小児科医院
本新町 ☎22-8888
吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825
沢口胃腸科クリニック
8/16㈫
火の宮町☎22-1748
青山内科
8/21㈰
仏田
☎25-0250
かごうら皮ふ科クリニック
8/28㈰
吉島
☎23-6060
みのう医科歯科クリニック
9/4㈰
北鬼江 ☎22-0500
8/15㈪

歯科医
吉岡歯科医院
上市町横法音寺☎076-473-0515
小泉歯科医院
8/11(木·祝)
立山町前沢☎076-463-1051
前川歯科クリニック
8/14㈰
立山町利田☎076-462-8118
佐伯歯科医院
8/15㈪
上市町法音寺☎076-472-0330
モズミ歯科医院
8/16㈫
舟橋村舟橋☎076-464-2540
公園通り歯科
8/21㈰
滑川市常盤町☎076-475-8881
佐渡歯科医院
8/28㈰
舟橋村竹内☎076-462-0648
辻歯科医院
9/4㈰
滑川市中川原☎076-476-6811
8/7㈰

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

◆40～64歳の方 肺がん検診のみ
会場
65歳以上の方 結核検診と肺がん検診
大町小学校
◆※の会場は、バス２台で実施します。
◆
の会場では、特定健康診査と
常徳寺
胃がん検診もあわせて行います。
特定健診受診の際は、必ず受診券と
本江公民館※
保険証をお持ちください。
◆検診料金は、受診票でご確認ください。
大町公民館※
◆申し込みは不要です。9/11の胃がん
ありそドーム※ 検診を希望される方は、事前に予約
ください。

特定健康診査を受けましょう

○集団健診

み ん な の 保 健 室

健康診査のご案内

会場

○医療機関健診
期間：6月15日㈬～10月31日㈪
場所：指定医療機関（要予約）
◆以下の方は、特定健康診査に併せて前立腺がん検診、
肝炎ウイルス検診を受けることができます。
※前立腺がん検診対象者 50～74歳の男性（集団検診料金500円、医療機関
検診料金600円）
※肝炎ウイルス検診対象者 40·50·60歳になる方、または41歳以上で過去に
肝炎検診を受けていない方（検診料金無料）
◆魚津市国保以外の健康保険組合等の方も受診できる場合があります。
保険者からの案内をよくお読みください。
◆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。

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
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。
名称·連絡先

母 子 保 健
必要
会場

開所時間等

健

●１歳６か月児健診
対 象 平成27年１月生まれの児

診

※事前に案内を送ります
※希望者にフッ素塗布を行います

査

※事前に案内を送ります

教

☆保育園・幼稚園の育児サロンはお休みです☆

●もぐもぐ教室
対 象 生後9～10か月児とその家族
実施日 8/19㈮
受付時間 10:00～10:25
※１歳６か月児健診で申込まれた方

科

日時 8/31㈬ 13:30～15:00
演題 「うつの人を支えるには」講師 臨床心理士 竹村祥恵
会場·申込 新川厚生センター ☎52-2647（保健予防課）
申込期限 8/24㈬ 参加無料

●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 8/26㈮
受付時間 10:00～10:25

歯

うつについて知る講座

8/24㈬
13:00～13:30

室

血圧·血糖·脂質異常など健診結果が気になる方のための相談会です
日時 8/8㈪、8/23㈫ 13:00～16:00
会場·申込·問合せ 健康センター（前日までに申し込みください）
持ち物 健診結果がわかる健康手帳など、
必要な方はメガネ
相談時間は40分程度です 参加無料 ミラたん健康ポイント10ポイント進呈

8/9㈫、9/13㈫
13:00～13:30

実施日
受付時間

お盆中の休み 8/12㈮午後、8/15㈪

健康相談会（予約制）

実施日
受付時間

●３歳児健診
対 象 平成25年２月生まれの児

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〉
平日の9:00～12:00、13:00～15:00
吉島132（☎23-2225）

◆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。

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 8/4㈭、9/1㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

康

〈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 8/17㈬ 9:30～11:00
子育て支援センター「のびのび」 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） 〈安産マタニティーヨガでりらっくす〉
日時 8/30㈫ 9:45～12:00
吉島1165（☎24-0415）
対象 妊娠16週以降で経過が順調な妊婦さん
会場·申込·問合せ
子育て支援センターのびのび（先着15名）
持ち物 母子手帳、飲み物、汗拭きタオル
服装 お腹を圧迫しない運動しやすいパンツスタイル

母子健康手帳
健康センター

対象
日時

●フッ素塗布
２歳６か月になる児
8/19㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
8/25㈭ 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）

かわばた

川幡

あきお

昭雄さん（87歳・西布施地区）

ブドウの栽培に情熱を傾ける川幡さん。消
費者の好みに合わせ、新品種の栽培に積極的
に取り組んでいます。最近は粒が大きく種のな
い品種が好まれるそうで、山梨県のブドウ農家
と交流して新しい品種の苗木を手に入れ、長
年の経験を活かして見事に育てています。
ブドウの栽培を始めたのは、今から約60年
前。それまで、地域ではサツマイモやジャガイ
モの栽培が盛んでしたが、川幡さんを含め８人程でブドウの栽培
に挑戦することに。果樹組合を作って県外のブドウ産地を視察した
り、栽培に適した土壌や肥料の研究を重ねてきました。現在は、25ア
ール余りの畑で巨峰、シャインマスカットなど約７品種を栽培して
います。おつかいものとして利用されることが多いので、受け取った
人に喜んでもらえるような詰め合わせを工夫している、と話します。
健康の秘訣は早寝早起き。朝は、外のいい空気を吸いながら体
を動かしているそうです。これからも元気においしいブドウを作り続
けてくださいね。
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魚津市では、学校での集団接種はなく、すべ
て医療機関で実施します。母子健康手帳を確認
し、夏休みの間に予防接種を済ませましょう。
◆医療機関に予約のうえ、お子様の体調のよいとき
に接種してください。
◆市外の医療機関での接種を
希望する場合は、健康センタ
ーにご相談ください。
◆予防接種の内容は、４月に
配布の「保健だより年間計画
表」をご覧ください。

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 8/9㈫、23㈫  ※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

地場産品販売＆お休み処

ミラマルシェ
にしじま

店長 西島ちはるさん

道下小学校
たなか

６年生

田中

まお

真央さん

私は将来、ピア
ノの先生になりた
いです。私は、音
楽が好きで、ピ
アノのレッスンで
は、指使いやリズ
ムの取り方が複雑
なことが多いけれ
ど、気をつけてい
ます。
また、子供が好きなので、たくさん
の子供たちに上手に教えられるような
先生になりたいです。みんなが笑顔に
なり、喜んでもらえる演奏をしたいで
す。
そのためには、今教えてくださって
いるピアノの先生のように、分かりや
すく教えることができるようになりた
いです。ピアノの先生になれるよう、
もっとピアノについて詳しくなり、ピ
アノの腕ももっと上達させていきたい
です。
６年生

なかやま

中山

こうき

恒希くん

僕の夢は、飼育
員などの生き物に
関われる仕事につ
くことです。僕
は、保育園のころ
「将来、虫博士に
なる」と言ったほ
どの虫好きです。
また今まで、お祭
りですくった金魚
や川で釣った魚など多くの生き物を飼っ
てきました。家には15年も生きている犬
もいます。大好きな生き物に関われる仕
事は僕にとって夢の仕事です。
しかし、生き物を飼って楽しかった経
験もありますが、つらかった経験もあり
ます。それは生き物が死ぬときです。生
き物の成長も見たけれど、死んでしまう
姿も見ました。だから、僕はより生き物
が長生きして成長できるよう、勉強をし
て多くの知識を得て夢を叶えたいです。

この３月、あいの風とやま鉄道魚
津駅構内にオープンした「ミラマルシ
ェ」。魚津市のイメージキャラクターミ
ラたんの大きな看板が目印です。今
回は、この「ミラマルシェ」の店長、西
島ちはるさんを紹介します。
ミラマルシェの店内には、魚津産
の新鮮な野菜やお米、かまぼこなど
の特産品、魚津市内のお店でつくっ
たパンやお菓子、工芸品など魚津産
にこだわった商品がたくさん揃ってい
ます。また、カフェスペースもあり、商 ▲西島さんとミラたんがお出迎え
品のコマツナを使ったスムージーが人気を集めています。インテリアも腰板
やイス・テーブルに魚津産の木材を使い、木の香りがするくつろぎ空間を
演出しています。
Ｕターン就職で、十数年ぶりに富山へ戻ったという西島さん。以前と比べ
寂しくなったと言われる魚津駅周辺を活気づけたいと、使命感をもってお店
の経営に取り組んでいます。新鮮な地場産の野菜やちょっとしたおやつな
どを扱い、駅利用者でなくても買い物が楽しめる品ぞろえもアイデアの一
つ。オープン当初は季節柄、野菜の品数が少なくて困ったそうですが、夏に
向かって種類も増え、顔なじみのお客さんも増えてきました。また、ＪＲ時
代の特急列車がなくなったとはいえ、魚津駅を利用するビジネス客は少な
くないようで、カフェスペースで打ち合わせをしたり、列車の待ち時間を過
ごす姿が見られると言います。そのほかにも、学校帰りの高校生、列車の時
間を待つ観光客など幅広い年代の
方々に利用されていると、西島さん
は手ごたえを感じ始めています。
「店に来られる市民の皆さんとも
親しくなり、励ましてもらっている。新
しい試みで、カフェスペースを利用
したワークショップを開くのでぜひ参
加して。魚津の皆さんに愛されるお
店を目指して頑張っています」と話
す西島さん。魚津の“おいしい”と出
会えるミラマルシェに、あなたもちょ
▲魚津産の新鮮野菜は人気商品の一つ
っと出かけてみませんか。
１歳になりました

元気いっぱい年少さん！

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
まつざき

松﨑

３歳10か月
ゆうと

雄斗くん

なかやま

中山

はると

晴登くん
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東山円筒分水槽などを見学 水の学び舎ツアー

魚津の山から海への水循環を知る「水の学び舎ツアー」。第２回目は先
人の想いを訪ねて、をテーマに上流の片貝地区から下流の大町地区まで
をたどりました。
このツアーでは、市民ガイド「うおづ水守」が
施設の案内や解説をしています。見学場所の
東山円筒分水槽では、参加者が興味深くメモを
取ったり、ガイドに質問する姿がみられました。
東山円筒分水槽から高円堂用水までは、沿道
の植物の解説を聞きながら約１時間のウォー
キング、そして魚津カントリークラブのレストラ
ンで高台からの風景を眺めて昼食を楽しみま
した。
次回は９月24日、東又谷を訪ねるツアーを
予定しています。
７/

４～10

中学生が仕事を体験

Vol.1

◀日本一美しい円筒分水槽とも
いわれる東山円筒分水槽を見学。
豊かな水量を実感できます。

社会に学ぶ「14歳の挑戦」

魚津西部中·東部中の２年生合わせて379名が、市内の事業所121か所のご協力のもと約５日間の職業体
験をしました。この体験を通して、働くことの喜びや苦しさ、社会生活のマナーやルールを知り、将来の自分
の生き方を考えることを目指しています。魚津市では平成12年度から実施しています。

▲「こっちにすわろうね」と声掛け（道下保） ▲重さを量りながらパン生地を切り分け（米工房Jasmine） ▲園児が掘ったじゃがいもを運ぶ（経田保）

大町·村木·上野方·本江統合小学校校舎
９ 新築工事の安全を祈る

７/

大町·村木·上野方·本江統合小学校校舎新築事業安全祈願祭が
本江小学校敷地で行われ、村椿市長はじめ市関係者、統合準備会
委員、工事関係者など約50人が出席しました。厳粛な雰囲気の中
で神事が執り行われ、出席者一同で工事の安全を祈りました。市
長は「既存校（本江小学校）で児童が学校生活を送りながらの工
事となる。安全面に十分配慮しながら、子ども達や地域の期待に
応える素晴らしい学校にした
い」と挨拶しました。
統合小学校は鉄筋コンクリ
ート造り３階建（一部２階建）
で、平成30年３月に完成、統
▲（左から）市議会議長、市長、教育長が鎌入れ
合時の児童数は約640名の見
◀統合小学校校舎の完成模型
込みです。
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４ 魚津育ちの華麗な花をどうぞ

ユリ切花贈呈式

かき

８ 月号

長引野花卉切花出荷組合（佐々木昌宏組合長）から、市役所や保育
園17園、老人福祉施設６施設へユリの切花が贈呈されました。長引野
地区ではユリの栽培が盛んで、例年７月上旬から中旬頃まで「ユリ見
本園」を開き約30品種5,000本のユリを展示·販売しています。
この日贈られたユリは赤·ピンク·黄色など色とりどりの５品種です。

Vol.2

2016
№849

華やかで甘い香りの
花束を受け取った村椿
市長や施設の代表者は
「丹精込めて栽培されたユリをいただきどうも
ありがとうございます。さっそく飾り、素晴らしい
姿とよい香りで和ませていただきます」とお礼
を述べました。
７/

８ リオ2016パラリンピック出場

藤井友里子選手が市長を表敬訪問

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

リオ2016パラリンピックで、ボッチャ競技の日本代表に魚津市出身の
藤井友里子選手が選ばれました。藤井選手のパラリンピックへの出場
は、2012年のロンドン大会に続き２大会連続です。
村椿市長を表敬訪問した藤井選手は、「２大会連続の出場をとても
嬉しく思い、皆さんのご支援に感謝している。前回のロンドン大会より力
がついた実感があるので、ぜひメダルを狙いたい」と意気込みを話しま
した。藤井選手は８月の国内合宿に参加後、９月２日にリオデジャネイ
ロへ向け出発、競技は９月10日～17日にかけて行われます。
なお、日本の障害者スポーツは活動費のほとんどを自己負担してい
るのが現状であることから、藤井選手の物心両面での支援と障害者ス
ポーツボッチャの理解·振興を目的に支援活動を行っています。（お問い
合わせ先：「ボッチャ藤井友里子後援会」事務局 090-8095-8902）
７/

16 紙てっぽうを作って遊ぼう

村木公民館で小学生が伝承遊び

▲公民館の教室では、地域の大人が先生役。「これで
いいですか？」と仕上がり具合を見てもらう小学生 ▲竹製の紙てっぽうで遊ぶ子ども達

（平成28年6月末現在）

前月比

前年比

男

20,823人

－6

－141

女

22,154人

＋11

－161

計

42,977人

＋5

－302

世帯数

16,773世帯

＋23

＋76

にいかわの守紙は、魚津の間伐材を有効活
用することを目的として生み出された紙で
す。今月号の広報（24ページ）によって間伐
された森林面積は1,300㎡となります。これ
は、テニスコート約5面となります。

魚津産間伐材
有効活用量

4.8ｔ

編集後記

市の人口 住民基本台帳調べ（外国人含む）

▼毎年この時期になると、我
が家の冷蔵庫はきゅうり、ナ
ス、トマトでいっぱいに。家
庭菜園をしている方からいた
だいたり、実家から届けられ
たりが続きます。買い物しな
くても、地場産の野菜が毎日
いただけるのは大変ありがた
いことです。▼新鮮なのをい
いことに調理にあまり手をか
けずサラダや浅漬けにしてい
ますが、そろそろバリエーシ
ョンを増やしたほうがいいか
な、などと思う今日この頃。
レシピがたくさん載っている
サイトを参考に、新メニュー
に挑戦してみようかと思って
ます。（
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/

村木公民館で、昔ながらのおもちゃ
「紙てっぽう」を手作りする教室が開か
れ、小学１年生から５年生合わせて10
名が参加しました。
材料は矢竹と丸箸で、ナイフの使い
方を大人に教わりながら真剣な表情で
手作りに挑戦。完成すると、子ども達は
水で湿らせた紙をてっぽうに詰めて玉に
し、空気圧で勢いよく“ポン”と飛ばして
笑顔をみせていました。

▲「前回以上の成果をあげたい」と話す藤井選手（左）

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