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第22回環境フェスティバル
カターレ富山 「魚津市の日」
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

たてもんまつり
（第47回じゃんとこい魚津まつりにて）
８月５日～７日の３日間、魚津市は
「第47回じゃんとこい魚津まつり」の熱気に
包まれました。なかでも、たてもんの勇壮
さと美しさは、見る者の心を掴みます。

第68回全国植樹祭に向けて
vol.4

開催日決定！
平成29年

式典会場

①魚津桃山運動公園（魚津市）

式典会場では、式典行事、天皇
皇后両陛下によるお手植え・お手
播き行事などを実施します。
また、記念植樹は桃山運動公園
のほか近隣の市町に植樹会場を設
けて行われます。

②朝日赤川（朝日町）
③入善五十里（入善町）
④黒部田籾（黒部市）

②

⑥滑川運動公園（滑川市）
③ 入善町

⑦丸山総合公園（上市町）

朝日町

④

ありそドーム

黒部市
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式典会場
植樹会場

①
⑥

凡例

１
･０３６

富山湾
魚津市
滑川市

⑦
上市町

⑤

植樹会場
荒天会場
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問合せ 全国植樹祭推進室

⑤魚津三ケ（魚津市）

（
農林水産課内）

植樹会場

平成 年 魚津桃山運動公園で開催

会場名

68

全国植樹祭

区分

水・空・緑のハーモニー」

式典会場イメージ

桃山運動公園では
式典と記念植樹が行われます

第 回

魚津桃山運動公園をメイン会場に開催される第68回全国植樹祭の開催日が決
定しました。
全国植樹祭は豊かな国土の基盤である森林・緑化に対する国民的理解を深め
るため、公益社団法人国土緑化推進機構と都道府県の共催により行う国土緑化
運動の中心的行事です。
大会には、天皇皇后両陛下のご臨席のもと、開催都道府県はもとより全国か
ら多くの方々に参加していただき、式典行事や記念植樹が行われます。

大会テーマ 「
かがやいて

５月 28 日 （日）

天皇皇后両陛下
お手植え･お手播き樹種
天皇皇后両陛下のお手植え・お手播き樹種は、富山県が「環境先進
県」や「サクラの宝庫」であることをアピールでき、県民に親しみの
あるものを選定しています。
また、招待者記念植樹は富山県の気候風土や会場特性に適した様々
な樹木を植樹します。

≪お手植え樹種≫
天皇陛下

皇后陛下

≪お手播き樹種≫
天皇陛下

皇后陛下

タテヤマスギ

コシノフユザクラ

エドヒガン

優良無花粉スギ
「立山 森の輝き」

本県固有の二季咲
きのサクラ

コシノヒガン

キタコブシ

日本を代表する長 菊と並ぶ日本の国花
寿のサクラ
野生種のサクラの
河岸に多く生育、森 代表種
と川を結ぶ象徴

「エドヒガン」を親に 雪国の春を象徴す
持つ、本県発祥の る花
サクラ

ヒメコマツ

ホオノキ

アルペンルートの代 万葉集では富山で
表種、合掌造りの柱 のみ詠歌

▲コシノフユザクラ ※1

タブノキ

ヤマザクラ

マルバマンサク

海岸沿いに生育、森 合掌造りの木組み
と海を結ぶ象徴
の結束材に使用
万葉集では富山で
のみ詠歌

▲エドヒガン ※2

▲優良無花粉スギ「立山 森の輝き」

スギは、埋没林（魚津市）、杉沢
の沢スギ（入善町）、散居村の屋敷
林（砺波市）、合掌造り（南砺市）な
ど、富山県の文化と密接な関係に
あり、最も身近な樹種です。
県では、20年の歳月を掛けて、
花粉を全く飛ばさないスギ「立
山 森の輝き」を開発し、森林資源
の循環利用に向けた再造林の切
り札として全国へ発信しています。

▲ヤマザクラ ※3

※1～3 富山県中央植物園より写真提供

全国から約6,200人が参加
～おもてなしの心で～
式典には県内外から約4,200人が招待され、協力員（本部員）
と合わせ約6,200人が参加します。
全国からの招待者をおもいやり とおもてなし の心でお迎
えしましょう。
なお、式典参加者はすべて招待制で、今年の10～11月に富山
県から参加希望者の募集が予定されています。
詳しくは、広報うおづ10月号（予定）でお知らせします。
３

広報うおづ

201６-９

全国植樹祭に関する
最新情報はこちら！

http://www.68syokujusai-toyama.jp/

平成28年度

生涯学習教室 受講生募集

生涯学習･スポーツ課
生涯学習･文化係
（第１分庁舎）23-1045

10月から下記の日程・内容で生涯学習教室を開催します。魚津市在住・在勤の方であれば、どなたでも
参加できます。生涯学習のきっかけ作りとしてお気軽にお申込みください。また、新たに開講してほしい
教室がありましたら、ご連絡ください。
●受講料
月額500円（前納） ※別途材料費等が必要な講座もあります。
●定 員
各15名 ※申込人数によって開講できない場合もあります。
●会 場
新川学びの森 天神山交流館（天神野新147-1）
 		
●申込期間 ９月１日㈭～ ※概ね、各教室１回目の１週間前まで
●申込方法 電話、市ホームページ、または生涯学習･スポーツ課生涯学習･文化係に直接お申込みください。
※一度受講された同じ講座への申込みはできません。また、期間途中からの受講はできません。
※講師の都合により日程等が変更になる場合もあります。
写真教室（初心者向け）

ひと味違う写真を楽しみましょう
（初心者向け） コンパクトカメラでもOK！
時間：19:00～21:00 講師：長田 達明
10月３日㈪ 開講式、デジタルカメラ入門
10月17日㈪ カメラの基礎Ⅰ、絞りとシャッタースピードの役割と効果
11月７日㈪ カメラの基礎Ⅱ、ISO感度･露出補正等について
11月21日㈪ 花をきれいに撮る
12月５日㈪ 花の撮影会（室内）

楽しい絵手紙
～四季折々、基本から楽しみましょう～

12月19日㈪ 撮影した花の写真の講評

時間：10:00～12:00 講師：新村 十三江

１月16日㈪ 夜景の撮影会（富山環水公園）

１月９日㈪ 風景をきれいに撮る

10月１日㈯ パプリカ、季節の野菜など

２月６日㈪ 撮影した夜景の写真の講評および作品選び

10月15日㈯ 秋の花、栗、ほおずきなど

２月20日㈪ 閉講式、発表会の作品講評

11月５日㈯ 花、野菜、洋ナシなど
11月19日㈯ 紅葉の葉、柿、ザクロほか

初心者のための お抹茶
～おもてなしの心と立居振舞を美しく～

12月３日㈯ クリスマス、年賀状、ポインセチア

時間：19:00～20:30 講師：泉 宗津 （裏千家）
材料費 300円/回

12月17日㈯ 年賀状（干支･椿･ゆず･千両など）
１月14日㈯ 水仙（花）など
１月28日㈯ 節分（鬼、福豆）ほか

10月４日㈫ 真行草のお辞儀の仕方、お菓子のいただき方

２月４日㈯ リンゴ（皮むきナイフ）ほか

10月18日㈫ 立居振舞、お茶の点て方

２月18日㈯ 春の花、ふきのとう、桜もち、デコポン

11月１日㈫ 帛紗の捌き方、お道具の扱い方

お抹茶教室（初心者向け）

11月15日㈫ 略盆点前
12月６日㈫ 略盆点前
12月20日㈫ 略盆点前
１月17日㈫ 歩き方、鉄瓶を使ってお点前
２月７日㈫ 茶室の仕組み、お点前
２月21日㈫ 席入り･床の拝見
３月７日㈫ 茶席と茶会
※３月に行われる生涯学習フェスティバルではお茶席を設けて
お茶を点てたり、お運びをしたりします。
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バルーンアート教室
時間：13:00～14:00
講師：Souvenir Balloon  Nana
材料費 500円（風船30本分、ポンプレンタル）、ポンプ購入
の場合：500円/本）

筆ペン笑楽書（みらいしょ）教室
～筆ペンで楽しく字を書こう!!～
時間：９:45～11:15
材料費 500円/回

講師：上野 美穂

10月８日㈯ バルーンアートの基本

10月３日㈪ 基礎練習

10月15日㈯ １本でできる作品に挑戦

10月17日㈪ 好きな一言を書こう（練習）

11月５日㈯ ２本でできる作品に挑戦

11月７日㈪ 好きな一言を書こう（色紙に書く）

11月19日㈯ ３本でできる作品に挑戦

11月21日㈪ 年賀状の練習

12月３日㈯ 自分だけのオリジナル作品を作ってみよう

12月５日㈪ 好きな一文を書こう（練習）

12月17日㈯ 自分だけのオリジナル作品を作ってみよう

12月19日㈪ 好きな一文を書こう（色紙に書く）

和布こもの教室 吊るし飾り

和布こもの教室
～ミニうさぎの吊るし飾り～
時間：9:30～12:00 講師：高松 久美子
材料費 3,000円/全体
10月５日㈬ ミニうさぎ
10月19日㈬ つつみボタン
11月２日㈬ 梅花
11月16日㈬ 木目込みまり
12月７日㈬

気軽に体験！簡単な初級日常英会話
時間：18:20～19:30 講師：齊藤 洋志
※毎 回、ムーンリバーやテネシーワルツ、イエスタディ
ワンスモアなどの洋楽の名曲を歌います。
10月12日㈬

ローマ字：日本語と英語の違い

10月26日㈬

あいさつ、数字を読む

11月２日㈬

品詞について

11月16日㈬

英語文の仕組み

12月７日㈬

英語で自己紹介

12月21日㈬

英語で会話をしてみよう

〃

12月21日㈬ 組立仕上げ

アロマとハーブのナチュラル生活
～手軽にできるアロマとハーブのスキンケア～
時間：19:00～20:30
講師：寺田 真弓
材料費 1,500円/回（初回のみ1,000円）
10月５日㈬ アロマテラピーとは ～ルームスプレーを作ろう～
10月26日㈬

ハーブティーの楽しみ方
～自分でブレンド＆ハーブオイルを作ろう～

11月２日㈬ 緑の薬箱 ～風邪予防のアロマ＆ハーブ～

色（カラー）であなたのキレイを磨きましょう

11月16日㈬ ナチュラルスキンケア ～保湿軟膏を作ろう～

時間：19:00～20:30 講師：永原 彩華
材料費 100円程度/回

12月７日㈬ アロマなクリスマス ～アロマキャンドルを作ろう～
12月21日㈬ アロママッサージ ～ハンドマッサージをやってみよう～

10月７日㈮ 色の基本、色と形で表現する
10月21日㈮ 色の基本レッスン
11月４日㈮ 私を色で表現すると？

初めての絵画
～描きたい画材で楽しく絵画を学ぼう～

11月18日㈮ 自分に似合う色を見つけよう！

時間：10:00～12:00 講師：大久保 隆文

12月２日㈮ 自分に似合う色でメイクをしよう！

10月１日㈯ 静物、風景、その他講話

12月16日㈮ 配色レッスン

10月15日㈯ 静物、風景の構図の取り方
11月５日㈯ 静物、風景の色の使い方

生涯学習教室講師募集中！

11月19日㈯ 静物、風景画制作

魚津市生涯学習教室では、生涯学習教室の
講師を募集しています。パッチワークや手芸
など、お気軽にご連絡ください。

12月３日㈯

〃

12月17日㈯

〃

回数
時間
会場

５
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月２回開催で、全６回（３ヶ月）～
１回２時間程度
新川学びの森天神山交流館

１月７日㈯ 自由に描く
１月21日㈯

〃

２月４日㈯

〃

２月18日㈯

〃

富山県東部消防組合消防本部 からのお知らせ
平成 年度

９月24日㈯

緊急消防援助隊
中部ブロック合同訓練

日時

28

午前9時～11時30分

場所
ＹＫＫＡＰ㈱
滑川製造所【主会場】
※９月23日㈮ 部隊参集訓練 実施
各県から、富山県広域消防防災センターへ参集
【訓練概要】
この訓練は、大規模災害活動時における緊急消防援助隊の技術及び連携活動能力の向上
を目的に毎年実施しております。
富山県東部を震源とするM6.5の地震が発生し、建物等の倒壊に伴う多数の被害及び、負
傷者が発生するとともに、火災も発生している想定で、中部７県による、部隊参集、後方
支援活動、部隊運用訓練を行います。

【参加部隊】 130隊 490名 車両140台、航空機（ヘリ）12機
・緊急消防援助隊中部７県（富山･石川･福井･岐阜･静岡･愛知･三重）

富山県東部消防組合
消防本部 消防課
０７６５ ･ ７･９７９

・航空自衛隊、陸上自衛隊、全国災害救助犬協会、富山県警察本部、富山県DMAT

【訓練見学】
９月24日㈯は、滑川消防署駐車場から訓練会場（YKKAP）へのシャトルバスが随時出て
いますのでご利用ください。 ※問合せ先 滑川消防署 ☎（076-475-0180）

24

※駐車場には限りがございますので、相乗りにてご来場くださいますようお願いいたします。

■主催
■共催

総務省消防庁、緊急消防援助隊中部ブロック合同訓練富山県実行委員会
岐阜県消防長会、静岡県消防長会、福井県消防長会、愛知県消防長会、石川県消
防長会、三重県消防長会、富山県消防長会

危険物取扱者試験のご案内
平成28年度第２回危険物取扱者試験
●試験日
10月30日㈰
●試験会場 ありそドーム
●申込期間 書面申請 ９月９日㈮まで
電子申請 ９月６日㈫ 17:00まで
※電子申請のURL

http://www.shoubo-shiken.or.jp

●受験願書の提出、試験に関する問い合わせ先
〒939-8201 富山市花園町４-５-20
（一財）消防試験研究センター富山県支部
076-491-5565

平成28年度後期危険物取扱者試験準備講習会
●日時 10月６日㈫、７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年度後期危険物取扱者試験特別講習会
●日時 10月22日㈯ 9:00～17:00
●会場 富山県東部消防組合消防本部

消防課

24-7978

201６-９
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魚津市人事行政の運営等の状況

総務課職員係（２階）23-1020

魚津市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成17年魚津市条例第２号）第６条に基づき、平成27年度に
おける魚津市人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。
なお、一部の項目については、平成28年4月1日現在の状況を公表します。

職員数に関する状況
●部門別職員数に関する状況
部門

平成28年
４月１日現在

平成27年
４月１日現在

257人
36人
50人
343人

250人
37人
49人
336人

一般行政
特別行政
公営企業関係
計

●一般行政部門における一般行政職の級別職員数の状況
（平成28年4月1日現在）

対前年
増減数
7人
△1人
1人
7人

（注）国の定員管理調査の基準による。
地方公務員の身分を保有する休職者・派遣職員などを含み、臨
時又は非常勤職員を除いています。４月１日付けの人事異動後
の実人員であり、当初予算に計上された人数と一致しません。

区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

職名

主事

主事

主任

主査 課長代理 課長
係長 副主幹 主幹

部長
次長

職員数

22人

17人

55人

67人

23人

20人

8人

比率（％）

10.4

8.0

25.9

31.6

10.9

9.4

3.8

（注）国の給与実態調査の基準による。
市の給与条例に基づく給料表の給与区分による職員数です。

職員の給与に関する状況
●人件費の状況（普通会計決算）

（単位：千円）

区分

住民基本
台帳人口

歳出額

実質収支

人件費

人件費率

26年度
人件費率

27年度

42,987人

17,565,014

363,315

2,499,761

14.2%

14.4%

●平均年齢および平均給料月額の状況
（平成28年4月1日現在）
平均年齢 平均給料月額

（注）普通会計とは、全国統一的な基準で市町村と比較できるようにした統計上の会計区分をいいます。
人件費には、地方公務員法第３条に定める特別職の報酬を含みます。

一般行政職

42.5歳

319,900円

技能労務職

50.8歳

330,500円

●職員給与費の状況（一般会計当初予算）
区分

職員数
(a)

給料

28年度

298人

1,067,376

（単位：千円）

給
与
費
期末勤勉手当
職員手当
160,487

396,162

計(b)

１人当たり給与費
(b)/(a)

1,624,025

5,450

（注）平成28年度一般会計の当初予算に計上されたものです。
職員数・給与費には、再任用職員を含み、特別職や議員は含まれていません。
職員手当には、退職手当および期末勤勉手当以外のすべての職員手当を含みます。

●職員の初任給および経験年数別、学歴別平均給料の状況（平成28年4月1日現在）

大学卒

183,300円

経験年数
10年
257,375円

高校卒

149,000円

－

区分
一般行政職

初任給

経験年数
20年
346,950円

経験年数
25年
375,500円

経験年数
30年
－

303,750円

351,075円

－

（注）対象となる職員がいない場合は－で表示してあります。

●期末手当･勤勉手当の状況
（平成27年度実績）
期末手当

勤勉手当

６月分

1.225月分

0.75月分

12月分

1.375月分

0.85月分

合計

2.60月分

1.60月分

（加算措置の状況）
職制上の段階、職務の級等による加算措置
･役職加算

5～15％

７
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●特別職等の給料･報酬の状況
（平成28年4月1日現在）
区
給料

報酬

分
市 長
副市長
教育長
議 長
副議長
議 員

月 額
920,000円
738,000円
630,000円
480,000円
430,000円
400,000円

期末手当（平成27年度実績） 3.15月分
（加算措置の状況）･役職加算40％
（注）「特別職報酬等審議会」の答申に基づ
いて条例で定めています。

●退職手当状況（平成28年4月1日現在）
自己都合

勧奨･定年

勤続20年

20.445月分

25.55625月分

勤続25年

29.145月分

34.5825 月分

勤続35年

41.325月分

49.59

月分

最高限度額

49.59 月分

49.59

月分

平成27年度
退職者の
一人当たり
平均支給額

9,655千円

22,103千円

（注）対象となる職員数が３名以下の場合、退職手当の
１人当たり平均支給額は、個人情報保護の観点か
ら過去３年間に退職した職員に支給された平均額
となっています。

臨時福祉給付金

お問合せ
社会福祉課保護係
23-1077

申請受付期間：９月１日㈭～12月１日㈭
平成28年度臨時福祉給付金

以下の条件をいずれも満たす方が対象です。
①平成28年１月１日（基準日）に魚津市に住民票
があった方
②平成28年度市町村民税（均等割）が課税されて
いない方
※ただし、下記に該当する方は対象外です
・課税者から税法上の扶養を受けている方
・生活保護を受給している方
・課税者の事業専従者になっている方

支給額

対象者1人につき3,000円

年金生活者等支援臨時福祉給付金
（障害・遺族基礎年金受給者向け）
支給額

対象者1人につき30,000円

臨時福祉給付金に関する

対象者

対象者
平成28年度臨時福祉給付金の支給対象者のう
ち、平成28年５月分の障害基礎年金、遺族基礎年
金等を受給されている方です。
ただし、今年度実施した「年金生活者等支援臨
時福祉給付金（高齢者向け）」を受給された方は除
きます。

共通事項

申請方法

申請受付期間

支給対象者となる可能性のある方には、申請書を８
月末に送付します。
●郵送申請 同封の返信用封筒を使用してください。
（12月１日消印有効）
●窓口申請 魚 津市役所１階の臨時福祉給付金窓口
（旧食堂）へ提出してください。

９月１日㈭～12月１日㈭ 8:30～17:30
（土･日･祝日は受付しません。）

添付書類
①本人確認書類の写し（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
※写しは、窓口で取ることも可能です。
※①は申請書に記載されている方全員分が必要です。
※②はＨ27年度の支給対象者で、同じ口座に振込を希望され
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。

ご注意ください
税の申告がお済でない方は、税情報が不
明なため給付金の支給判定ができません。
給付金の支給を希望される場合は、税務課
住民税係にて非課税であることの確認をと
ってから窓口で申請してください。

201６-９
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魚津市民バス

★乗車料金無料デイ★

お問合せ
商工観光課交通政策係
23-1380

９月20日㈫・10月１日㈯
「魚津市民バス」へのご乗車を 無料 とさせていただきます!!
※地鉄バスは無料でご乗車できません。
９月20日㈫は バスの日です

便利でお得な回数券をご利用ください！

毎年９月20日の「バスの日」は、日本で最初にバスが
走った日を記念する日です。
これからも引き続き市民バス、地鉄バスをご利用くだ
さいますようお願いいたします。

 津市民バスでは、バス車内で一般用（中学生以上）
魚
及び小学生用の回数券を販売しています。
●いつも市民バスをご利用いただいているお客様は、
ぜひ便利でお得な回数券をお買い求めくださるよう
お願いいたします。
●回数券をご利用いただくと、１回の乗車料金は、中
学生以上は実質 約153円、小学生は実質 約77円とな
ります。

10月１日㈯は 魚津市民バス 15歳の誕生日!!
皆様のおかげで、魚津市民バスは今年15歳の誕生日を
迎えることが出来ました！！
引き続きご愛顧いただきますようお願いいたします。

●また、一日乗車券も500円（小学生300円）で販売し
ています。こちらも是非ご利用ください。

９月19日、22日
市民バス郊外ルートは運休日です

一般用回数券 200円×13枚綴り⇒2,000円
※600円お得（１枚約153円）

９月19日㈪は敬老の日、22日㈭は秋分の日で祝日と
なりますので、魚津市民バスの郊外ルート（上野方、
松倉、坪野、中島、天神、経田－道下、片貝）は運休
いたします。ご注意ください。

９
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『屋外広告物の日』

●屋外広告物の設置には許可が必要です！
更新の申請も忘れずに！
 屋外広告物の許可基準については、都市計画課の
ホームページをご覧ください。
問合せ先
都市計画課建築住宅係

広報うおづ
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屋外広告物のルール知ってますか？

まちのいたる所にある屋外広告物について考えてみましょう！

屋外広告物には、景観の保全、市街地のにぎわいの調
和を図るため、また交通の妨げにならないために様々な
ルールがあります。
屋外広告物の決まりを守り、魚津市をより安全で美し
い街並みにするために皆さんのご協力をお願いします。

９

小学生回数券 100円×13枚綴り⇒1,000円
※300円お得（１枚約 77円）

23-1031

次のような屋外広告物は違反です！
①道 路上にはみ出して設置され歩行者の通行の妨げとな
っているもの、破損、倒壊、落下のおそれがあるもの
（道路法でも禁止されています）
②街路樹、歩道柵、交通標識、電柱/街灯柱に設置された
貼り紙、貼り札、広告旗、立看板等の広告物
③高さや表示面積などの許可基準に違反したもの
④禁 止地域に屋外広告物を設置することは原則禁止され
ています。（詳細は都市計画課へお問い合せください）

第22回

環境フェスティバル

～水が旅するまち うおづ～
●日時 ９/24（土） 10:00～15:00
●会場 ありそドーム

マイバッグを持ってご来場ください♪

ステージイベント

らんま先生のeco実験パフォーマンス 13:30～

本江小学校や魚津工業高校環境科学部の環境
保全活動紹介、エコ実験パフォーマンス、環
境○×クイズなど盛りだくさん。

科学を使ったジャグリング
やマジックなどを盛り込ん
だエコ実験に参加しよう。

フリーマーケット

10:30～（アトリウム）

古着やおもちゃ、手作り雑貨など。
掘り出し物がみつかるかも。

うまいもの市

11:30～（屋外展示場）

環境にやさしく、おいしく地産地消！

スタンプラリー＆抽選会

おもちゃを持ってきてね！

スタンプを集めてプレゼントをゲットしよう。

おもちゃ病院
動かなくなったおもちゃを持って来て、修理し
てもらおう。
かえっこバザール
使わなくなったおもちゃをお友達のおもちゃと
交換しよう。
くるくる０円マーケット
大切に使っていたものを、次の誰かに大切に使
ってもらおう。

展示コーナー
企業団体による環境にやさしい取組みの紹介、
体験コーナー。環境保全ポスターコンクールや
グリーンカーテンコンテストの応募作品。

「下水道の日」関連イベント
下水道に関するクイズやパネル展示の他、下水
道相談コーナーを設けます。生活に役立つ粗品
も進呈。

『下水道の日』
≪下水道を上手に使うコツ！≫
ティッシュペーパーやおむつなど、水に溶けな
いものを流すと、下水管のつまりや、ポンプの故
障などトラブルの原因となります。
下水道を上手に使って、みなさんの生活を快
適に保ちましょう。
問合せ先
下水道課業務係 23-1038

環境フェスティバル実行委員会事務局
環境安全課環境政策係（１階⑩窓口） 23-1004

平成28年度下水道推進標語

９

「下水道 水がいからの 守り神」

10

≪下水道への早期接続をお願いします≫
下水道施設の整備が完了し、使用開始となった地域（処
理区域）内のかたは、３年以内に下水道に接続することが下
水道法や市条例で義務付けられています。
処理区域内のみなさんの早期接続をお願いします。
※下 水道接続工事（排水設備工事）は、魚津市指定
工事店へご依頼ください。

201６-９
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カターレ富山
25 『魚津市の日』
（日）

カターレ富山「魚津市の日」が今年度も開催されます！
当日、会場で魚津市在住・在勤であることが分かるもの（免許証・社員証
など）を提示すると特別価格で観戦できます。この機会にみんなでカターレ
を応援に行きましょう！

●日時 9月25日(日) 開場 11:00
キックオフ 13：00

VS 大分トリニータ
●会場 富山県総合運動公園陸上競技場

チケット特別価格
●メイン自由席
大人：700円 中学生・高校生：300円
●ゴール裏自由席
大人：500円 中学生・高校生：100円
※小学生は、会場で「ジュニアドリームパス」の
申込をすることで無料になります。

問合せ先
生涯学習･スポーツ課 23-1046

選手からのメッセージ
こんにちは、背番号10番 衛藤裕です。
魚津市といえば、ミラージュランドや魚
津水族館がありますね！子供を連れて行
ってみたいと思っています。
他にもおすすめの場所やグルメがある
と思うので、ぜひ教えてください！
さて、9月25日㈰は、魚津市にお住い
の方、お勤めされている方は、特別価格
でチケットをご購入いただけます。この
機会にぜひ、スタジアムへお越しください！ 負けられない戦い
が続きますが、みんなで心をひとつにし、勝点3を目指して戦い
ます。 ご声援をよろしくお願いします。

９月は「がん征圧月間」です。がん検診はお済みですか？
2016年度がん征圧月間スローガン

「大切な あなたと一緒に がん検診」
日本人の２人に１人が患う「がん」。誰もががん
になる可能性があります。しかし、早期に見つけて
適切な治療を受けることにより、治る可能性が十分
にある病気です。そのカギは「がん検診」です。検
診がお済みでない方は、ぜひ検診を受けましょう。
また、がんを予防する意識を持つことも大切です。
「がんを防ぐための新12ヵ条」を参考に、日頃の生
活を見直してみましょう。
健康センター

11
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がんを防ぐための新12ヵ条(国立がん研究センターより)
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

たばこは吸わない
他人のたばこの煙をできるだけ避ける
お酒はほどほどに
バランスのとれた食生活を
塩辛い食品は控えめに
野菜や果物は不足にならないように
適度に運動
適切な体重維持
ウイルスや細菌の感染予防と治療
定期的ながん検診を
身体の異常に気がついたら、すぐに受診を
正しいがん情報でがんを知ることから

24-3999

く ら し

●場所 富山地方法務局（富
山合同庁舎内）富山市牛島新
町 番７号
●問合せ 富山地方法務局総務課
０７６ ４･４１ ０･５５７
※相談予約された方を優先

「高 齢 者 障
･ が い者 の人 権 あ ん
しん相談」強化週間 電話相談

時～午後５時

ありそドーム

産業展

※受付は午後１時半より開始

示ホール

●会場

平成

年

秋の全国交通安全運動
９月 日㈬から 日㈮は、秋
の全国交通安全運動期間です。
「ゆ ず りあ う 心 でひろ が る
無 事 故 の輪 」を ス ロ ー ガ ン に 、
子どもと高齢者の交通事故防
止を目指します。期間最終日
の９月 日㈮は交通事故死ゼ
ロを目指す日です。

運動の重点
①夕暮れ時と夜間の歩行中 自
･ 転車
乗用中の交通事故防止
②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
③飲酒
 運転の根絶
④歩行者の安全確保の徹底

１
･０１１

月から国民健康保険
被保険者証が新しくなります
市民課医療保険係
（１階③番窓口）

用水を減水します

等の関係者と連携しながらサ
ポートします。



１･０３４
０
･１１０

クマを 目 撃 した 場 合 、市 また
は警察にご連絡ください。

・クマ
 に自 分 の存 在 を 知 ら せる工
夫 （クマよけの鈴 やラジオの携 行
等）をしてください。

・ キャ
 ンプや登山等で出たゴミ、お墓
の供え物は持ち帰ってください。ま
た 、カキや未 収 穫 野 菜 な ど は放 置
せずに、早めに処分しましょう。

・ ブナ
 、クルミ、クリ、ミズナラの林等
では、特に注意が必要です。

クマは冬 眠 に備 え るた め、秋
にな ると活 発 に活 動 し、人 里 近
くまで出没しますので十分な注
意が必要です。

魚津警察署

農林水産課農政振興係


クマに気をつけて！

事 前 に電 話 で予 約
（日・祝祭日・年末年始は休み）

午前
午後

●電話相談 月～金曜日
９ 時 ～ 午 後 ４ 時 半 、土 曜 日
１時～４時

５
･６５６

●面接相談

北陸電力㈱魚津支社電力部
発変電保守課 
６
･２８５
魚津市土地改良区
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片貝谷発電所の発電所機器点
検 修 理 作 業 に伴 い、用 水 を 減 水
します 。ご 迷 惑 を おか け します
が、
ご協力をお願いします。
●減水期間 ９月 日㈬～
月４日㈫（７日間）
●減水区間
貝田新円筒分水槽より下流
（中川用水路、経田用水路、青柳
用 水 路 、東 山 用 水 路 、天 神 野 用
水路、古田用水路、印田用水路、
鴨川用水路、道坂用水路）
片貝谷発電所沈砂池より下流
（荒井用水路）
黒谷頭首工より下流
（島尻用水路、東城用水路）

富山県若年性認知症
相談・支援センター 開設
富山県総合福祉会館

０７６ ４
･３２ ７･５０１

12
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28

21

30

月１日㈯からは、 月中
に簡易書留で郵送される新し
い 被 保 険 者 証 （オ レンジ色 ）を
ご使用ください。
な
  お、使えなくなった被保険
者 証 （う す 緑 色 ）は 市 民 課 に 返
却または破棄してください。

24

22

28

ご本人やご家族が直面する
様々な悩みや不安に、相談員
が医療 介
･護 福
･祉 行
･政 労
･働

24 23

０５７０ ０･０３ １･１０
家庭内 福
･ 祉施設内におけ
る虐待などをはじめとする、
様々な人権問題についてご相
談ください。（通話料有料）
●日時 ９月５日㈪～ 日㈰
午前８時半～午後７時



ハローワーク魚津

障害をお持ちの方を対象と
した「障害者合同就職面接
会」を開催します。
就職を希望される方は、ぜ
ひご参加ください。
●日時 ９月 日㈬ 午後１
時 分～午後４時

０
･３６５

障害者合同就職面接会

●問合せ 富山地方法務局
人権擁護課
０７６ ４･４１ ６･３７６

※土 日･は午前

11

各種相談のお知らせ
毎月第２ ３
･木曜日は行政相談日
●日時 ９月 日㈭・ 日㈭
午後１時～４時
●場所 市役所 階市民相談室
●問合せ 市民課市民係

１･００３
人権相談所の開設

●日時 ９月２日㈮ 午後１
時半～４時
●場所 市役所 階市民相談室
●問合せ 富山地方法務局魚
津支局 
０･４６１
成年後見無料相談会
●日にち ９月３日㈯ ･日㈰
●時間 午前 時～午後３時
●会場 富山大和６階 （友の会
教室）

●問合せ 富山県司法書士会
 ０７６ ４･３１ ９･３３２
※相談 日 当 日 の み 、 電 話 に よ る 相 談
を受け付けています。

 ０７６ ４･４５ １･６２０
全国一斉！法務局休日相談所
土地 建
･ 物の相続の登記、成
年後見登記相続、遺言など幅
広く相談に応じます。
●日時
月２日㈰ 午前
時～午後４時

9

24

15

４

30

23

10

10

10

※受付は午後３時半まで

10

10

21

22

10

11

50

8

1

1

23

個別質問
民生委員会、産業建設

16㈮

９

委員会・現地調査

決算特別委員会

28㈬～30㈮

決算特別委員会

４㈫･５㈬

決算特別委員会

10

７㈮

お問合せ

討論・採決

魚津市議会事務局

☎22-6006

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。

●日時
●問合せ

９月20日㈫ 13:30～16:00
地域包括支援センター予防係

23-1093

22

※初めての方は事前にご連絡ください。

９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

９月１日㈭ 10:00～15:00
300円
●問合せ つむぎ倶楽部

福祉センター百楽荘・経田福祉センター
（月曜休館）

☎24-3241

☎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
虎谷・石垣新

９/６㈫･13㈫･20㈫･27㈫

片貝・加積

９/２㈮･９㈮･16㈮･23㈮･30㈮

●経田福祉センター行き
９/７㈬･14㈬･21㈬･28㈬

※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

広報うおづ

９/13㈫・27㈫

201６-９

秋の農作業安全運動 実施中
10月20日までは、秋の農
作業安全運動期間です。
秋の農繁期、次の事項に
注意して作業しましょう。

・ワ ラ詰まりの除去やその他異常が発生した場合
は、必ずエンジンを止める。
・ヘ ルメットなどの防護具や巻き込まれにくい服
装を着用する。
・点検･整備は毎日行う。

熱中症
・暑 さをしのぐ服装をし、こまめに
水分･塩分補給をする。

☎23-1007

※13日は下田温泉で看護師による健康相談を実施します。

13

25

コンバイン

●福祉センター百楽荘行き

西布施

23

富山県労働雇用課
  ０７６・４４４・４５５８

『介護家族の集い』に参加しませんか？

23

元気とやま！
父母向け就職セミナー

吉島511

お子さんの就職について、富
山で住み働く魅力や就職活動の
ポイント、親としてのサポート
方法などをお伝えします。
● 日 時 ① ９ 月 日 （木 祝･ ）午
後１時半～３時半 ②９月
日㈰ 午後１時～３時
●場所 ①富山国際会議場
② 高岡市ふれあい福祉センター
●対象 就職を控えた学生の
父母等
●参加費 無料（要申込み）

つむぎ倶楽部

23-1041

※築３年以内の入居履歴のない建売も可

討論・採決

26㈪

市内居住者住宅取得支援制度
「市内居住者が新たに市内に購
入 した 土 地 に５ 百 万 円 以 上 の
家を建設しようとする場合」

総務文教委員会

転入者住宅取得支援制度
「魚 津 市 へ転 入 す る方 が 市 内 に
１ 百 万 円 以 上 の住 宅 を 建 設 し
ようとする場合」

20㈫

60

これから住宅を購入する方へ
補助制度のご案内

14㈬

31

耐震改修する木造住宅に
補助金を交付します

代表・個別質問

都市計画課建築住 宅 係
（３階）
１･０３１

13㈫

都市計画課建築住宅係
（３階）
１･０３１

本会議開会

29

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。
★補助金の額は最大で 万円
●申込期間 現在受付中

５㈪

※築３ 年 以 内 の入 居 履 歴 のな い建 売 、
中古住宅購入も可

事項

※平成 年 ３ 月 日 ま で に 事 業 を 完
了する必要があります。
※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。

日

条 件 の詳 細 、補 助 金 額 等 は
ホームページでご確認いただく
か、窓口へお問い合わせ下さい。

月

補助の対象となる住宅 耐
･震
補 強 工 事 の詳 細 についてはお問
合せ下さい。

９月市議会定例会 日程

農林水産課農政振興係（３階）23-1034

募

集

もくもく感謝祭２０１６
フリーマーケット出店者募集
もくもく感謝祭実 行 委 員 会
フリーマーケット担当（土肥）
 ０９０ ５･１７１ ４･５３３
ｅメール
doi@mamasky.jp

●日時
月６日㈰ 午前９
時～午後２時
●会場 魚津もくもくホール
多目的ホール他（雨天決行）
※飲食ブースを出店の場合は屋外

求職の申込みをしている方等

商工観光課交通政策係

１･３８０
ＦＡＸ
１･０６０

市 では 、平 成 年 に策 定 した
「地域公共交 通総合連携計画」の
成果の検証に併せ、急速な人口減
少 や高 齢 化 の進 展 ・ 新 幹 線 開 業
など、現状の課題に対応した見直
しを 行 い、新 た に「地 域 公 共 交 通
網形成計画」を策定します。
この計 画 案 について、ご 意 見 を
募集します。

● 計 画 （案 ）の 閲 覧 方 法 市 ホ
ームページまたは商工観光課
内にて
●募集締切 ９月 日㈮
●提出方法 意見、意見提出者
の住 所 ・ 氏 名 ・ 連 絡 先 を 記 載
して持参、郵送、ＦＡＸ、電子メ
ールのいず れか で右 記 まで提 出
してください。
syokokanko@city.
uozu.toyama.jp

滝倉の滝

14

広報うおづ

201６-９

※選考有り
※受講料無料（テキスト代等別途）

●訓練場所 ㈱ニチイ学館富
山支店（富山市）
●訓練期間
月 日㈭～平
成 年 月 日㈭
●募集締切 ９月 日㈬
12

魚津市地域公共交通網
形成計画（案）に対する
パブリックコメントを募集

1

違法駐車をやめましょう！
繁華街を中心に、違法駐車
が大変目立っています。
違法駐車は、他の車両の通
行に支障を及ぼすほか、歩道
に駐車すると、歩行者が車道
を歩くことになり、交通事故
の危険性が高まります。違法
駐車はやめましょう。

ありそドーム喫茶室
オープン！
ありそドーム
９･８００

●ブース １区画（２ｍ×２ｍ）
先着 区画まで
●申込期間
月１日㈭～
月 日㈮
※定員に達し次第受付終了

●その他
・出店 料 や 注 意 事 項 等 に つ い て
は、 http://mamasky.jp/
にて確
認してください。
・申込みは、右記ウェブサイトの
専用フォーム、電話、またはｅ
メールで受け付けます。

ポリテクセンター富山

求職者支援訓練受講者募集

13

14

23 23

第３回 いまひとたび、東又谷を訪れる

24

～アブキ谷治山施設と知られざる滝倉の滝～

（土）

９

水の学び舎ツアー参加者募集

29

※メール

お問合せ・お申込み
企画政策課 地域資源推進班 ☎23-1067
メールアドレス planners@city.uozu.toyama.jp

※見 学箇所の解説は、富山森林管理署職員及び市民ガイドグループ「うおづ水
守」が行います。
※当日は、動きやすい服装と靴でご参加ください。
※お申し込みの際は、氏名、住所、電話番号をお知らせください。（後日、案内送付）



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。
ありそドームの利用者はもち
ろん、喫 茶 室 のみのお立 ち寄 り
も大 歓 迎 です 。こだ わりのコー
ヒーやスイーツをお楽しみくだ
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
10

医療事務 ホ
･ スピタリティマナー科
●募集対象 ハローワークで

●日時

▲コンクリートスリットダム工

９月24日㈯ ９:00～15:00頃
※少雨決行
●見学場所 阿部木谷堰堤、滝倉の滝など
●定員
20名（先着順）
●申込期間 ９月５日㈪～16日㈮
●参加費
１人1,000円（ガイド料･保険代等）
※昼食･飲み物は各自で持参
●集合
埋没林博物館駐車場 ８:50

9

10

23

11

魚津公共職業安定 所
 ０７６５ ･ ０･３６５
ポリテクセンター 富 山
 ０７６６ ･ ６･９００
24

28

16

50

28

23

11

昨年、好評をいただきましたツアーが今年も開催されます。このツアーは林野庁富山森林管理署の全面協力に
より、片貝国有林のうち僧ヶ岳県立自然公園と中部山岳国立公園内の治山施設や迫力ある「滝倉の滝」など、普
段目にすることができない非日常空間へとご案内します。

六郎丸
本町

3,000 円
153,195 円

（社会福祉協議会）

22-8388

魚津第二保育園職員一同 新金屋

23

12

都市計画課建築住宅係
（３階） ☎23-1031

25

六郎丸団地２戸（３号棟４階･４号棟４階 3DK
61.63㎡ 駐車場１台分）

205

11

15

 王団地２戸（２号棟２階１戸･４階１戸 3DK
天
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）
 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）

10

65

回富山県民謡民舞大会

※市営住宅入居の基準所得を超えている方が申込み可能

第

●特定公共賃貸住宅

『ふるさと民謡民舞まつり』

 の瀬団地１戸（１号棟２階 ３DK 68.86㎡ 駐車
川
場１台分）

富山県民謡民舞連盟事務局
０７６ ４
･４４ ３
･４５６

県 内 に古 くか ら 伝 承 さ れてい
る民 謡 民 舞 を 一 堂 に集 めて披 露
します。民謡民舞の素晴らしさと
富山の魅力をお届けします！。
●日時
月１日㈯ 午後１
時～５時
●会場 新川文化ホール 小
ホール
●出演団体 富山県民謡民舞
連盟加盟の 団体が出演予定。
魚津市からは、魚津せり込み
蝶六保存会が参加。
●入場料 無料

 王団地２戸（１号棟４階 73.88㎡、３号棟３階
天
77.96㎡、いずれも3DK、駐車場1台分）

０
･ ００９

●市営住宅

23

16

催 し 物

100,000 円

第 回

慶野

15



入居者募集

100,000 円

あゆみの郷フェ ス テ ィ バ ル

（故）折川 芳枝

住吉

サポート新川

ステージイベント、バザー、障
が い福 祉 事 業 所 の自 主 製 品 販
売、模擬店などを開催します。
●日時 ９月 日㈰ 午前
時～ 時
●会場 サポート新川（立石
番地２）

100,000 円

（故）萩原 弘成

23

10 28

10,000 円

匿名希望

脳まめなけクラブ学習者募集

健康友の会 沖田 崇寛
（一社）茶道裏千家淡交会
魚津支部
支部長 千田 則行

65

魚津市地域包括支援センター

１
･ ０９３

11

10 10

▼社会福祉基金

▼善意銀行

簡単な「読み書き」「計算」をし
たり、参加者の皆さんと楽しくコ
ミュニケーションをとることで、脳
を いき いき と元 気 にさ せる教 室
です。
●対象
歳 以 上 で脳 トレに
興味のある方（ただし要支援・
要介護認定を受けていない方）
●定員
名
●期間
月５日から 月
日 までの毎 週 水 曜 日 午 前
時～ 時
●会場 福祉センター百楽荘
●費用 毎月 １千円 （教材費）
●募集締切 ９月 日㈮

ご寄付ありがとうございました

上記申込期間は９月１日㈭～30日㈮です。

不動産の売却情報
県内の宅地建物取引業者の方に宅地分譲地
として売却します。
■所在地

魚津市諏訪町418番17 他一筆
■敷地面積
宅地 2,830.93㎡ （約856.35坪）
※魚津製綱所跡地
■用途地域
第一種住居地域
■入札最低価格
68,672,000円

■入札申込締切
９月23日㈮ 17:00
■入札日（市役所第６会議室）
９月30日㈮ 13:30

※一括購入に限ります。
※入札には、事前申込みが必要です。
※詳細は財政課までお問合せください。
問合せ先
財政課管財･契約検査係

15

広報うおづ
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23-1038

第４回 Brisk Walking 2016 in 松倉
●日時

９月24日㈯ 8：30～受付 8：45～開会式
9：00～スタート
●集合場所 松倉小学校前
●コース
松倉小学校周辺 ４㎞
●参加対象 早歩きに興味のある方ならどなたでも！
（小学生未満は保護者同伴）
※参加費無料、当日会場での受付もOK

★ミラたん健康ポイント10pt進呈
生涯学習・スポーツ課 23-1046

うおづスポーツ
レクリエーション祭開催
地域協働課市民交流係
（２階）
１
･１３１

セミナー＆ミニパーティー

こうのとりプロジェクト

生涯学習 スポーツ課スポーツ係
･
（第１分庁舎）
１
･ ０４６

グラウンドゴルフやミニテ
ニスなどニュースポーツで各
地区の交流大会を行います。
参加希望の方は、各地区の体
育振興会までご連絡ください。

●日時
月 日 （月 祝･） 午前
８時半開始
●会場 ありそドーム他

オードブルやカクテルを楽し
みながら、ぜいたくな時間を過
ご しませんか 。素 敵 な 出 会 いを
見つけてください。
●日時 ９月 日㈰
・オトコマエセミナー（
男性の
み。カクテル、コミュニケーション
な ど のセミナー） 午 後 ３ 時 ～
４時
・ミニパーティー 午後４時
～６時
● 会 場 Ａ Ｎ Ａ クラウンプ ラザ ホ
テル（富山市）スカイバーアストラル

●対象
～ 歳 の独 身 男 女
及びマリッジサポート登録者
※男性は魚津市在住 在･勤者のみ

● 会 費 男 性 ６ 千 円 、女 性
３千５百円
詳しくはお問合せいただくか、
市ホームページをご覧ください。

日㈰

午前７時

３
･９４６

９月の歩こう会
～創立 周年記念
富山湾周遊ウオーク～

９月

魚津歩こう会
（地﨑）

分

●日時

※あいの風とやま鉄道魚津駅集合

●場所 富山駅北口でライト
レールに乗り、蓮町駅を下車
し、海老江海岸、新湊大橋、
射水海岸等を歩きます。
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紅葉の僧ケ岳市民登山会
生涯学習 スポーツ課スポーツ係
･
（第１分庁舎）
１･０４６

23

片貝 東
･ 又ルートを往復しま
す。（所要時間約７時間）
●日時
月 日㈰ 午前５
時 魚津市役所前集合
●定員
名（小学５年生以
上で山登りの経験のある方）
●申込期限
月３日㈪
●参加費 大人１千円、中学
生以下５百円（バス代、傷害
保険料等）
体力測定ボランティア募集

スポレク祭の中で開催され
る、体力測定会の測定員ボラ
ンティアを募集しています。
資格の有無や年齢は問いま
せんので、興味をもたれた方
は生涯学習・スポーツ課まで
お電話ください。

第 回富山県駅 伝 競 走 大 会

代表選手選考会
生涯学習 スポーツ課スポーツ係
･
（第１分庁舎）
１
･ ０４６

※参加無料・申込不要

23-1044
23-1079

学校教育課（第１分庁舎）
こども課保育係（１階⑦番窓口）

076-444-3230
076-462-3467

県厚生部生活衛生課
県動物管理センター

※開 始時間･会場など詳細、および雨天時の取扱いは各施設へ
直接お問合せください。

※子猫を譲り受けたい方は、飼う前教室を必ず受けてください。

10月８日㈯ 魚津第二保

※子猫を譲りたい方は、富山県動物管理センターへご連絡ください。

10月２日㈰ 片貝保（区民体育大会と合同）

※犬を同伴する際は、鑑札、注射済票を忘れずに！

大町小 村木小 住吉小 上中島小
17日㈯ 松倉小 上野方小 清流小 道下小 経田小

※本江小は６月に終了しました。

動物愛護フェスティバル開催

施設
日付

23

24

９月10日㈯ 西部中 東部中

９月20日～26日は動物愛護週間です

25

40

18

23

23

25

50

10

魚津市の中学生以上の皆さ
ん、魚津市代表選手を目指し
てチャレンジしませんか！
●日時 ９月 日㈰ 午後
時～ （午後 時集合）
●会場 桃山運動公園陸上競
技場
●種目 男子３０００ｍ、女
子２０００ｍ

2

10

1 11

経田保 松倉保 上口保
かづみ認定こども園
24日㈯ 認定こども園吉島保育園
幼保連携型認定こども園天神保育園
大町幼稚園･明星幼稚園（合同）

道下保 青島保 住吉保 西布施保
10月１日㈯ 野方保 魚津保
幼保連携型認定こども園ほんごうこども園

９月25日㈰ 10:00～14:30
富山県動物管理センター
小動物ふれあい体験
犬･猫の飼い方相談コーナー
長寿犬の表彰
子猫の譲渡会
犬・猫の飼う前教室 など

●日時
●場所
●内容

40

34

16

10

10

20

運動会の日程

22日㈭ 認定こども園川原保育園

☎31-7001

FAX31-7009

コース

パワーポイント入門

iPad入門
iPadの基本的な使い方を学びます。電源
10/12㈬
の入れ方、写真の撮り方、アプリのダウン （9:00～12:00）
ロード方法など。（受講料700円）
※別途端末使用料 2,000円が必要

土曜コース
日時

エクセル入門

10/15㈯
データ入力や四則演算、書式の設定、基
本的な関数、グラフ作成などエクセルの （9:00～16:00）
基本操作を学習します。（受講料1,500円）
使用ソフト
時間
受講料
コース定員

Windows７、Microsoft Office2010等
表中に記載
表中に記載 ※別途テキスト代金が必要
20名 ※定員となり次第締切

※参加人数が5人以下の場合は講座を中止することがあります。

申込期間

９/２㈮～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。
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25

52

1

18

10

10/31㈪、

スライド作成までの操作を習得し、効果
11/１㈫
的なプレゼンテーション資料を作成方法
（9:00～12:00）
を習得します。（受講料1,500円）

コース

10 11

蜃気楼バザール
●日時 ９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

10/３㈪～

５㈬、７㈮
ワード、エクセル入門の内容を復習して、基本
操作をしっかり習得します。（受講料3,000円） （9:00～12:00）

９･８００

復習（ワード･エクセル）

23

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）

10/24㈪～

テキストボックスや図形等のグラフィック機
26㈬、28㈮
能とレイアウトの基本を学び、チラシやポッ
（9:00～12:00）
プ作成を習得します。（受講料3,000円）



ワード活用（ちらし、ＰＯＰ編）

※定員になり次第締め切り

10/17㈪～

縦書きや段組み、イラストの挿入、複雑な 19㈬、21㈮
表を含むいろいろなビジネス文書を作成
（9:00～12:00）
します。（受講料3,000円）

22

10

日時

●問合せ

ワード中級（作表、段組み編）

午前

昼間コース

地場産品などの販売情報

新川学びの森天神山交流館内 （木曜休館）

22

魚津の朝市
●日時 ９月 日㈰・ 日㈰
午前６時半～ 時半
●場所 海の駅蜃気楼
●問合せ 魚津の朝市実行委
員会 （魚津市観光協会）

１･２００（平日のみ）

魚津地域職業訓練センター

経田漁港わいわい市
●日時 毎週水曜日 午前
時半～
●場所 経田漁港荷さばき所
●問合せ 魚津漁業協同組合
経田支所  １･１０５

22

※なくなり次第終了

●場所

山の駅もくもく野菜市
●日時 毎週土曜 日
･曜
８時半～

９月25日㈰
10:00～16:00
（12:00～13:15は除く）
アピタ魚津店

●場所 魚津もくもくホール
●問合せ  ０･９０９

●日時

33

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 。

街頭献血にご協力をお願いします

8

号）

９･４１３（
島澤）

33

10

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）

第３期
第３期
第３期
第２期

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



●９月30日㈮までに納めてください
国民健康保険税 
後期高齢者医療保険料
介護保険料
下水道受益者負担金（分担金）

海電業倉庫（真成寺町４番

●問合せ

納期案内

市民公開講座
「知って得する!! 救急医療 脳と心臓を守るために」
●日時 ９月25日㈰ 13：30～16：00（13：00開場）
●場所 ホテルグランミラージュ 天翔の間
シンポジウム
「発症から救急車を呼んで最新治療で治るまで」
座長
魚津市医師会 副会長 大﨑 緑男 先生
シンポジスト
富山県東部消防組合 魚津消防署 救急係長 岸名 暁男 氏
演題「救急車がくるまでに」
富山労災病院 脳神経外科部長 得田 和彦 先生
演題「Time is Brain『おや？おかしいかな』と感じたなら、慌て
ず、焦らず救急搬送」
富山労災病院 循環器内科部長 藤井 望 先生
演題「ど うする？心臓発作!! 胸部症状の見極め方と救急車を呼ぶ
タイミング」
※参加無料、申込不要

健康センター

24-3999

ありそドーム

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

☎31-7001

（火曜休館）

☎23-9800

●振替休館日のお知らせ
 主催事業の為、９月22日（祝･木）を開館し、振替休
館日として、９月30日㈮を閉館します。

●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

●魚津ミュージックキャンプ
 自主的な学びと主体的な参加を何よりも重要とす
るキャンプです。音楽的向上心のあるミュージシャンの
方であれば、プロ・アマ・音楽ジャンル・年齢は問い
ません。参加期間も自由ですので、気軽にお問い合わ
せください。
期間
９月17日㈯～25日㈰
場所
学びの森 桜ホール他
参加料 3,000円／日

●ランニングコースが使用できない日時
９/４㈰

17:30まで×

11㈰

終日×

７㈬

16:00まで×

18㈰

17:00まで×

10㈯

終日×

25㈰

17:30まで×
（８月14日現在）

※ランニングコースの最新情報は、ありそドームまで
お問合せください。

魚津水族館

24-4100

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●魚津ミュージックキャンプコンサート情報
開催日
  ９月24日㈯
場所
  学びの森 桜ホール
内容･時間 ①参加者コンサート 14:00～
（入場料無料）
②講師コンサート 18:00～
（料金1,500円）
主催
にはたづみミュージックキャンプ実行委員会
学びの森寺子屋事業推進実行委員会
イベントの詳細についてはお問い合わせください。

ミラージュランド

●魚津水族館サポーターが富山湾大水槽を
飾りつけ！
水族館サポーターが、館内で一
番大きい富山湾大水槽周辺をハロ
ウィン仕様に飾りつけします。サ
ポーターが装飾した水槽をぜひご
覧ください。また、期間中の土･
日曜、祝日に富山湾大水槽内で行
うショーでは、ダイバーがハロウ
ィン衣装で登場します。
期間 ９月25日㈰～10月31日㈪
お食事タイム 10:10 11:20 13:50

24-6999

魚津埋没林博物館

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

15:00

22-1049

9:00～17:00（入館は16:30まで）

●９月休園日について
９月６日㈫ 臨時休園日
毎週水曜日 定休日
●コスプレアクアミラージュ
開催日
９月10日㈯･11日㈰
場所
魚津総合公園（ミラージュランド）
主催
TO２
http://to2-web.com/
●アルバイトを募集します
職種
遊具運転補助員
勤務時間 8:30～17:00
給与
時給 800円
期間
11月末日までの土･日･祝日
資格
高校生以上
その他
車通勤可（交通費の支給なし）
事前面接あり（要履歴書）

●ジオパーク普及講座「大地を流れ落ちる水の力」
 トチノキ林を流れ落ちる沌滝と、冷たい風が吹
き出す不思議な風穴を訪ねよう。
日時
対象
定員
参加費

９月25日㈰ 13:00～16:00
小学生以上
20名（申込み順）
500円

※小学生は保護者同伴でお願いします。
※山道を歩いたり、沢を渡ったりします。
※長靴等の準備をお願いします。
※飲料水等を持参してください。

●企画展「凸凹（デコボコ）展」開催中！
 立山黒部ジオパークの、大地のデコボコの秘密
に迫ろう！
10月31日㈪まで ３階企画展示室
※要入館料

201６-９
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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 ９/５㈪･12㈪･26㈪

※参加費の記載がないものは参加無料です。

こばと

●９月20日㈫ 14:00～
かき氷シアター

スマホ断食
藤原智美・著、潮出版社

（定員20名 参加費50円）

●９月26日㈪ 14:30～
森の寺子屋～木のボールペン作り～

情報といえば、そのほとんどはネ
ット上にある、そんな時代になりま
した。スマホに目を落としながら歩
いている光景を見慣れてしまって、
当たり前に感じますが、それほど心
を惹かれるものが手の平の上にある
のでしょうか？
スマホ社会の問題
点、ネットと人との
関係の変化について
書かれています。最
近「物思いにふけ
る」余裕のない人へ
の一冊。

（定員15名）

かもめ

経田 23-1777

●９月13日㈫～15㈭ 15:30～
敬老の日のプレゼント作り
～ポプリだま♡～
（定員１日８名 参加費80円）

●９月20日㈫ 13:30～
秋の和菓子作り
（定員15名 参加費150円）

つばめ

本江 23-5133

●９月３日㈯

10:30～12:30

図書館シネマ倶楽部

つばめフェスタ２０１６

●日時
●作品

●９月７日㈬～９日㈮ 15:30～
敬老の日のプレゼント作り
～ぱっくんティッシュケース～

吉島 23-0500

●９月15日㈭・16日㈮ 15:30～
敬老の日のプレゼント作り
～ハッピー♪クリップ～
（定員１日15名 参加費50円）

●10月１日㈯

10:30～12:30

ひばりフェスタ２０１６
すずめ

９月11日㈰ 14:00～
「死にゆく妻との旅路」

高度成長期、縫製一筋に生きてきた
男は小さな工場を経営し、苦しくとも
充実した日々を送っていました。しか
し、中国製の安価な製品が容赦なく経
営を圧迫し始めます。長引く不況、膨
れ上がる借金。万策尽き果てた時、妻
のガンを知りました。
古ぼけたワゴンで、二人きりの最後
の旅が始まります。
（監督：塙幸成、主演：三浦友和
2011年 日本映画 本編113分）

（定員１日12名 参加費50円）

ひばり

楽しくえらんでこの一冊
～新着図書から～

話題の一冊

大町 24-2402

道下 23-0522

イベント参加について

●９月13日㈫・14日㈬ 15:30～
敬老の日のプレゼント作り
～ねんどではしおき～

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。

（定員１日15名 参加費50円）

●一般
東京レコード散歩

鈴木啓之

ことばあそびの歴史

今野真二

枕元の本棚

津村記久子

ペット判例集

浅野明子

なるほど！育じい道

石蔵文信

社員参謀！

荻阪哲雄

部活弁当

山口美佐

●文学･小説
長流の畔

宮本輝

ラストナイト

薬丸岳

生還せよ

福田和代

ジャッジメント

小林由香

陸王

池井戸潤

眠りなき夜明け

高城高

お春

橋本治

●児童･中高生向け
あたまのうえのかみさま
おばけのモックン

のぶみ

あくざわめぐみ

みてろよ！父ちゃん！！


くすのきしげのり

さくら坂
せなかのともだち
金色の流れの中で
世界の化学者12か月

千葉朋代
萩原弓佳
中村真里子
かこさとし

みんな集まれ！ お話の会
●おはなしを楽しむ会
９/３㈯･10㈯･17㈯･24㈯
10:30～
●ひまわりの会
９/18㈰ 10:30～

●９月20日㈫ 10:30～15:00
電車でGO！
～ミラージュランドへいこう～

魚津歴史民俗博物館

（定員15名 参加費600円）

31-7045

9:00～17:00（月曜休館、祝日の場合は翌平日）

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どなたでも
9:30～12:30

９月

つばめ

ひばり

５日㈪ のりものごっこ おもちゃ作り
12日㈪

砂遊び

すずめ
サーキット

ボール遊び おつきみごっこ

26日㈪ つくって遊ぼう ダンボール遊び プチシアター
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●企画展「魚津の今昔写真」
過去に撮影された魚津市内の建物や風景等の写真を現在と対比さ
せながら、市内の様子の移り変わりを紹介します。

期間

９月16日㈮～11月20日㈰ ９:00～17:00（入館は16:30まで）

※月曜休館日
※入館無料

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
100
（結核検診·特定健診と同日実施）
9/26㈪ ありそドーム
100
9/11㈰

ー

10/13㈭ 健康センター

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

60

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。
◆健康センターが会場の日は駐車場が込み合いますので、ご了承ください。

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
9/2㈮

時間

一般医
9/4㈰
9/11㈰
9/18㈰
9/19(月·祝)
9/22(木·祝)
9/25㈰
10/2㈰

みのう医科歯科クリニック
北鬼江 ☎22-0500
加納耳鼻咽喉科医院
吉島
☎23-1633
扇谷医院
友道
☎24-1355
山岸産婦人科医院
上村木 ☎24-5878
ありそクリニック
北鬼江 ☎25-0120
鈴木産婦人科医院
双葉町 ☎24-8820
羽田内科医院
新金屋 ☎22-0642

歯科医
辻歯科医院
滑川市中川原☎076-476-6811
公園通り歯科
9/11㈰
滑川市常盤町☎076-475-8881
やすだ歯科
9/18㈰
滑川市上小泉☎076-476-6480
水橋歯科医院
9/19(月·祝)
滑川市田中町☎076-475-0577
やまざき歯科
9/22(木·祝)
滑川市田中新町☎076-475-8777
荒川歯科クリニック
9/25㈰
滑川市常盤町☎076-475-8600
やご歯科医院
10/2㈰
滑川市清水町☎076-475-6910
9/4㈰

持ち物：受診票、検診料金、健康手帳

会場

9:30～11:30 本江公民館※
13:30～15:45 大町公民館※

実施日
9/23㈮

9/11㈰ 8:30～10:00 ありそドーム※
9:15～9:45 印田公民館
9/14㈬

み ん な の 保 健 室

健康診査のご案内

10:30～11:30 チューリップ苑

会場

10:45～11:45 新川厚生センター魚津支所
9:00～10:00 木下新公民館

9/27㈫

13:30～14:30 大光寺会館
15:00～15:30 石垣新公民館

時間

9:00～10:00 魚津市総合体育館

10:45～11:30 天神公民館
13:30～14:30 江口多目的研修センター
15:15～15:45 東山公民館

10/5㈬ 8:30～10:00 ありそドーム※

特定健康診査を受けましょう
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
○集団健診 予約不要
実施日
受付時間
会場
あわせて行う検診
9/8㈭

9:00～10:00 健康センター （なし）

9/11㈰

8:30～10:00 ありそドーム 胃がん検診（要予約）、結核·肺がん検診

○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
◆※の会場は、バス２台で実施します。
◆
の会場では、特定健康診査もあわせて行います。
特定健診受診の際は、必ず受診券と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。◆申し込みは不要です。

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

９月は健康増進普及月間
１に運動 ２に食事 しっかり禁煙
最後にクスリ～健康寿命の延伸～
９月９日は「救急の日」
あなたの応急手当てが救急活動の第一歩になります
９月10～16日は自殺予防週間
話してみよう 耳を傾けよう 気付きの輪を広げよう
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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

●１歳６か月児健診
対 象 平成27年２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

親子のふれあいや家族同士の交流を♪

実施日
9/7㈬

にしざわ

かなめ

西澤

要さん（87歳・上野方地区）

長野県の農家で生まれ育ったという西澤さ
ん。10代半ば頃はちょうど戦時中で、学校で勉
強する時間より近所の農家の手伝いに出て
いたことの方が多かったと話します。また、学
徒動員で新潟県の化学工場で働き、危険を伴
う作業に従事していた時期もありました。終戦
後、それまで芋畑になっていた学校のグラウン
ドで、芋を掘り出し砂を運び入れてグラウンド
に戻す作業もあったと、戦争の影響を大きく受
けた青年時代を振り返ります。
18歳の時に魚津市内の化学工場に就職し、42年間勤務しました。
50代後半からは安全管理の責任者として、事故の対応に奔走した
こともあると話します。また、昭和31年の魚津大火で、新築後１年も
経たない家を失う不幸な出来事もありましたが、くよくよせずバラッ
クを建て、夫婦二人三脚で乗り越えました。
現在はカラオケや謡曲を楽しみ、大会に参加するため県外へ出
かけることも多いという活動的な西澤さん。これからも趣味を十分
に楽しみながら、元気にお過ごしください。

２1
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●もぐもぐ教室
対 象 生後9～10か月児とその家族
実施日 9/9㈮
受付時間 10:00～10:25
※１歳６か月児健診で申込まれた方

科

健康相談会（予約制）
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 9/5㈪ 13:00～16:00、9/23㈮ 9:00～11:30、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

●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 9/16㈮
受付時間 10:00～10:25

歯

10/1㈯

テーマ
電話番号
親子で遊ぼう 31-9016
23-9170
運動会
33-8008
23-9174
23-9179
23-9171
23-9172
31-9016
23-9175

9/21㈬
13:00～13:30

室

9/24㈯

園名
西布施保育園
経田保育園
松倉保育園
大町幼稚園
道下保育園
青島保育園
住吉保育園
西布施保育園
野方保育園

※事前に案内を送ります

男の料理教室
お父さん出番です！
「野菜料理」
日時 9/29㈭
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（先着20名）
※１週間前までに申し込み
ください
ミラたん健康ポイント10ポイント進呈

9/13㈫、10/11㈫
13:00～13:30

実施日
受付時間

教

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

実施日
受付時間

●３歳児健診
対 象 平成25年３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

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 9/1㈭、10/6㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30

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（☎23-2225）
平日の9:00～12:00、13:00～15:00

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 9/21㈬ 9:30～11:00
（魚津市健康センター内）
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族
吉島1165（☎24-0415）
〈歯の相談会〉
日時 9/13㈫ 10:00～11:20
対象 乳幼児とその保護者

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
9/9㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日時

2歳または３歳になる児
9/15㈭ 受付時間 13:00～13:30

予 防 接 種
平成10年４月２日～11年４月１日生まれの方
（高校３年生相当）と保護者へ
「日本脳炎第２期」接種のご案内
７月中旬に対象者に接種券を送付しました。日
本脳炎第１期（３回分）を終了していない方、対
象なのに案内が届いていない方は、母子健康手帳
を確認のうえ、健康センターまでご連絡ください。

妊婦さんの集い
先輩ママや赤ちゃん、妊婦さん同士で交流しま
しょう。助産師さんのお話もあります。
対象 妊娠中期から後期の妊婦さん
日時 9/21㈬ 受付時間 9:45～10:00
会場·申込·問合せ
健康センター

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 9/13㈫、27㈫  ※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

魚津工業高等学校で初めて
甲種危険物取扱者試験に合格
ふじもと

おいの

６年生

追野

みゆう

未侑さん

私の将来の夢
は、助産師になる
ことです。母か
ら、兄や私が産ま
れた時に助産師さ
んにたくさん助け
られたという話を
聞いたことがきっ
かけです。昨年の「いのちの授業」
の時、赤ちゃんをひざに乗せたり抱
っこさせてもらったりしました。赤
ちゃんの母親は、あやすのは大変だ
と言っておられたので、私も小さい
時そうだったんだと思いました。
勉強をたくさんして資格をとり、
妊婦さんや子供たちのために働く、
優しい助産師さんになりたいです。

６年生

よねだ

米田

ゆうた

悠太くん

僕は、物作り
の職人にあこが
れています。テ
レビ番組で、熱
い鉄をたたいて
包丁などに加工
する場面を見る
と、「格好いい
なあ」「自分もやってみたいなあ」
と思っています。金属が包丁のよう
に鋭い刃物になったり、フォークや
スプーンのようにおしゃれな食器に
なったり、自由に形を変えられると
ころが、とても魅力的です。物作り
は想像するだけでわくわくします。
将来、いろいろなデザインの物を
作りこなせる職人になれたら嬉しい
です。

きょうへい

藤本 恭平

経田小学校

君

魚津工業高等学校３年生の藤本恭平
君（経田地区在住）は、高校生には難しい
と言われる甲種危険物取扱者試験をこ
の６月に受験し、見事に合格しました。魚
津工業高校では初めての合格者です。
ちなみに甲種危険物取扱者の試験を受
けるには大学生並みの学力が必要で、県
内の高校生の合格実績は、過去５年間
で多い年は５人、少ない年は２人という
難関です。危険物取扱者は、消防法にも ▲魚津工業高初の合格を喜ぶ藤本君
とづく危険物（ガソリン、灯油など）を取り扱ったり、その取扱いに立ち会
うために必要な国家資格で甲·乙·丙の３種類があり、甲種を取得すれ
ばすべての危険物の取扱いと立ち会いをすることが出来ます。
藤本君は情報環境科の化学工業コースに在籍しています。化学の勉
強をするうちにどんどん面白くなってきて、身近な資格をとりたいと思
ったのが受験のきっかけ、と話します。ただ、受験勉強は学校の授業で
カバーできないため、放課後に補習を受けて試験に備えました。試験科
目は、法令、物理学及び化学、危険物の性質並びに火災予防と消火
方法の３科目があり、すべての科目で６割以上得点しないと合格でき
ません。特に難しいのは化学で、幅広い知識が要求されるため、先生か
ら説明を受けてもなかなか理解できないことがあり、苦労したと振り返
ります。２度目のチャレンジとなる今回の試験の手ごたえは五分五分だ
ったということですが、合格の知らせを先生から聞いたときはびっくりし
たそうです。
難関の試験に合格という目標を
達成した藤本君。学校生活では生
徒会長として、また体育大会では応
援リーダーを務め、リーダーシップを
いかんなく発揮しています。卒業後
は就職を希望しており、この秋に始
まる就職活動に向けて着実に準備
を進めています。目標に向かって努
力を積み重ねる藤本君。今回の輝
▲平成27年12月、歳末助け合い募金 かしい合格を誇りに、卒業後も社会
を市に寄附する魚津工業高校生徒会 のホープとして活躍されることを期
役員（右が藤本君）
待しています。
にっこり笑顔♪

１歳になりました!!

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。

７か月
どうよう

堂用

１歳
いちは

一葉ちゃん

わきさか

じん

脇坂

迅くん
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８/

5～8

屋根の点検ありがとう 瓦工事業組合がボランティア

８月８日の「屋根の日」にちなんで、富山県瓦工事業協同組合魚津支部
（山西茂文支部長）が一人暮らし高齢者宅屋根の無料点検を行いました。こ
の活動は約23年前から行われており、新川地
区では魚津支部だけの取り組みです。
Vol.1
今年は22軒を対象に、瓦工事店７社が手分
けして訪問し、屋根に上って瓦の割れやズレが
ないかなどを点検しました。山西支部長は「無
料点検はとても喜ばれている。瓦１、２枚のズ
レはその場で無料で直している。費用をかけて
直した方がよいと思われるお宅には、その旨ア
ドバイスを行うとともに、悪質な訪問販売の介
◀瓦の状態を注意深く見る職人さ
入防止の啓発も行っている。この無料点検を、
ん。雨風や雪に備え、点検しても
魚津支部の伝統としてこれからも続けていき
らうと安心です
（写真提供：瓦工事業協同組合魚津支部）
たい」と話しています。
８/

6～7

自分の足だけで魚津から静岡へ

トランスジャパンアルプスレース2016（以下ＴＪ
ＡＲ）が開催され、８月７日午前０時に早月川河
口（ミラージュランド）から29名の選手が家族や仲
間、観客の声援を受けスタートしました。このレース
は魚津市から静岡市大浜海岸までの約415kmを
自分の足だけ（走る、歩く）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、２年
に１度行われています。スタートに先立ち、６日午
後９時からミラージュランドで開会式が行われ、村
椿魚津市長や静岡商工会議所の後藤会頭らが出
席して選手を激励しました。
北·中央·南アルプスを越え、最初にゴールしたの
は望月将悟選手（静岡県）。タイムは自己最高記録
の４日と23時間52分で見事４連覇達成です。富山
県の渡部祥選手も初出場で３位と健闘しました。
８/

6～8

ＴＪＡＲスタート

▲真夜中に早月川河口から出
発する選手の皆さん。日本海
の海水にタッチしてから一斉
にスタート
◀開会式では、選手の紹介と、
神職による安全祈願がありま
した

ようこそ魚津市へ 岡山県井原市の児童が訪問交流

魚津市の友好親善都市、岡山県井原市から小学
５·６年生の児童20名が訪れ、本市の５·６年生児童
20名と３日間の日程で交流しました。この児童交流
は、友好親善都市のことを知り友情を育むことを目
的に毎年交互に訪問しているもので、今回で34回目
になります。
歓迎会では、井原市代表の児童が「魚津市のよい
ところを教えてもらって井原市へぜひ持ち帰りたい」
とあいさつ。魚津市代表児童は「自然のきれいなとこ
ろを見てもらうとうれしい。魚津まつりも一緒に楽し
みましょう」と応えました。
両市の児童は一緒に水族館などを見学し、魚津ま
つりでは蝶六街流しに参加しました。最終日にはミラ
ージュプールで泳ぎ、一段と友情を深めていました。 ▲歓迎夕食会で自己紹介をしながら笑顔を見せる児童
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5～7 これぞ魚津の夏！

じゃんとこい魚津まつり盛大に

９ 月号
2016

魚津の夏を彩るじゃんとこい魚津まつりが開催され、市内外から訪れた多くの見物客
で賑わいました。47回目を迎えた祭りに、今年も多くの市民が参加して盛り上がりを見
せ、魚津の夏を演出しました。
この秋にユネスコ無形文化遺産の登録が見込まれるたてもん祭りでは、氏子町内の
若者やたてもん協力隊が力を合わせ、高さ約16メートル重さ約５トンのたてもんを曳き
回しました。最終日のせり込み蝶六街流しには、41チーム約3,100人が参加。掛け声に合
わせた元気な踊りや趣向を凝らした演出で、沿道の観客を楽しませました。

Vol.2

№850

発行／魚津市 編集／企画政策課
〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番１号
0765-23-1015 FAX0765-23-1076

▲中学生の蝶六街流しは生演奏に合わせて（上） ▲経田七夕まつりでリズム体操をする児童（上）
魚津せりこみ蝶六保存会の先導で街流しがスタ
鴨川沿いのキャンドルロードではオリンピック
▲魚津まつりらしいたてもんと花火のコラボ
ート（下）
イヤーの演出も（下）

８/

17 仕事と家庭の両立を応援

魚津市合同イクボス宣言式

（平成28年７月末現在）

前月比

前年比

男

20,805人

－18

－150

女

22,137人

－17

－173

計

42,942人

－35

－323

世帯数

16,759世帯

－14

＋65

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）

▼気が付けばもう９月です。
うるさく鳴いていた蝉の声が
遠くのほうに聞こえます。秋
ですね。▼紅葉を撮影するた
め、山に登ってみようかなと
思っています。ジムで体力を
つけておかねば…！▼意外と
身近にも「秋」はあります。
寝ようとすると聞こえません
か、夜に響き渡る涼しげな虫
の声。それもきっと「秋」の
一部です。たまには、周りを
見渡し、耳を澄ませ、季節の
流れを感じ取ってみましょ
う。▼私は秋から冬にかけて
のどこか少し寂しい雰囲気が
好きです。皆さんはどの季節
が好きですか？（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/

新川文化ホールで「魚津市合同イクボス宣言式」が行われ、魚津市長、魚津
商工会議所会頭、にいかわ信用金庫ほか３社の企業の代表者が“イクボス”
の宣言をしました。県内の自治体では、富山県、高岡市に次いで３番目の宣言
で、民間企業と合同で行うケースとしては県内で初めてです。
宣言式では、各代表者が「職員が安心して出産や子育て、介護ができるよ
うに休暇を取得しやすい環境の整備」、「仕事の効率化を図り、時間外勤務の
縮減」に努めるといった、仕事と家庭の両立を応援する宣言文を読み上げまし
た。宣言式に合わせ、ＮＰＯ法人ファザーリングジャパン代表理事の安藤哲也
氏が「イクボスのすすめ～上司が変わると働き方が変わる、社会が変わる～」
と題して講演。イクボスがいる会社は経営状況も良く社員の満足度も高い、イ
▲イクボス宣言をする村椿市長（中央）
クボスが育った将来の社会を想像してほしい、と話しました。

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