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みんなの保健室
子育てインフォメーション
まちの出来事
あの人このグループ
魚津っ子 元気！夢ストーリー

2017桃山チャレンジ（９月10日）
秋晴れのなか、桃山運動公園で2017桃
山チャレンジが行われました。参加者は、
各自の記録更新目指して、さわやかな汗
を流しました。

魚

年度の医療費は

津市国民健康保険の平
成

万２千円とな
41

団塊の世代が高齢期を迎

っています。

り、県内でも上位の高さとな

換算すると

健康保険加入者１人当たりに

億４千万円で、これを国民
36

→がん、脳卒中、
心臓病、糖尿病、
精神疾患

・新生物（がん等）

・精神及び行動の障害（精神疾
患等）

・循環器系の疾患（高血圧、心
臓病、脳卒中等）

・消化器系の疾患（胃・十二指
腸の障害等）

・内分泌、栄養及び代謝疾患
（糖尿病等）

（万円）

２億２７４９万円ですが、そ

のうち約５割を五大疾病が占

と同じ効能をもちながら、価

ジェネリック医薬品は新薬

相談してみてください。

かりつけのお医者さんなどに

わけではありませんので、か
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めています。がんや糖尿病な

どは生活習慣病とも呼ばれ、

発症するまで気がつきにくい

という特徴があります。定期

的に健診を受けて、自分の身

体の状態を把握しておくこと

がとても重要になります。

医療機関受診と
医療費の節約

一つの病気でお医者さんを

あちこち変えたり、体調が悪

くなるとすぐに大病院で受診

上手にお医者さんにかかれ

ています。ジェネリック医薬

月に送付し

が見込まれます。その上昇を

ば、必要以上の医療費がかか

け医療費の自己負担額を削減

書）」を６月と
少しでも抑えるため、医療費
のご協力をお願いします。

できるか記載しています。

なお、すべての医薬品にジ

主要疾病別の費用は、五大

格が安い薬です。もちろん国

ェネリック医薬品が存在する

疾病といわれる、がん・脳卒

の安全基準を満たした安心安

は「ジェネリック医薬品に

医薬品を服用している方に

中・心臓病・糖尿病・精神疾

年９月の総医療費は

23

います。（図１）
平成

医療費の節約などについて
市民課医療保険係
（③番窓口） ・１０１１

全なものです。

五大疾病の
高額な医療費

11
患によるものが高額となって

ジェネリック
医薬品の活用

品に切り替えた場合にどれだ

関するお知らせ（差額通知

※各保険証等は、更新時期の前月に各家庭へ郵送
されます。もし届かない場合は市民課医療保険
係（☎23-1011）までご連絡ください。
ることもありません。

したりしていませんか？

国民健康保険被保険者証（水色）…
10月１日
高齢受給者証（水色）…
８月１日
後期高齢者医療被保険者証（うす桃色）… ８月１日
に関心を持ち、医療費節約へ

え、今後さらに医療費の増加

―保険証の更新時期をご確認ください―

！

魚津市国民健康保険からのお知らせ

五大疾病
・神経系の疾患（パーキンソン
病、アルツハイマー病等）

医療費を節約するには

・筋骨格系及び結合組織の疾患
（関節症、脊椎障害等）

・腎尿路生殖器系の疾患（腎不
全等）

28
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魚津市の主要疾病分類別費用（平成28年９月受診分）
図１

高血圧注意報 発令中です！

！

40歳以上の方が受診する特定健康診査の結果から、魚津市民の健康の特徴を探ってみました。
すると、基準値以上に血圧の高い人の割合は、図２に示すとおりの結果となりました。
【調査対象者】
魚津市国民健康保険及び協会けんぽ※（全国健康保
険協会富山支部）に加入する40～74歳の方（同年
代の市民全体の約60％）
【基準値】
拡張期血圧※ 85mmHg

図２
（％）

■近隣市町の男性平均
■魚津市の男性平均
■近隣市町の女性平均
■魚津市の女性平均

※協会けんぽとは…
中 小企業で働く従業員とその家族が加入する健
康保険です。魚津市と協会けんぽ（全国健康保
険協会富山支部）は平成28年に「健康づくり包
括協定」を締結し、健康づくり対策の推進など
を連携して行っています。
※拡張期血圧とは…
血 液 が 心 臓 へ 戻 っ て く る と き の 血 圧 （ 最 低 血
圧）で、いわゆる“下の血圧”のことです。

40歳代

特 徴

グラフが示す魚津市の

50歳代

60歳代

70-74歳

対 策

どうすればいいの？

基準値以上に血圧の高い人の割合は…

高血圧を予防・改善するには…

男女を比較すると男性の方が高

若いときから健診を受けて、自

く、近隣市町と比較すると男女

分の健康状態を把握し、生活習

ともに40歳から50歳代が高い！

慣を改善することが重要！

こう防ぐ！
高血圧

高血圧を放置すると、脳卒

中や心筋梗塞など重大な病に

つながる恐れがあります。

次の点などを意識し、高血

圧を予防・改善しましょう。

□減塩

▼濃い味付けや、卓上調味料
の使いすぎに注意！

□野菜や果物を多く摂る

▼野菜や果物に多く含まれる
カリウムは血圧を下げる効

果があります。

□食事は腹八分目

▼肥満は血圧を上昇させるの
で、週一回は自分の体重を

確認しましょう。
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□適量な飲酒

広報うおづ

▼１日あたり日本酒１合又は
ビール５００ 程度が目安

です。また、週に１回以上

の休肝日を設けましょう。

□適度な運動

▼血行が良くなると、血圧が
下がります。

□禁煙

▼タバコは血圧を上昇させる
だけでなく、動脈硬化も進

行させます。

ml

高血圧予防・特定健診について
健康センター 24-3999

３

基準値以上に血圧が高い人の割合（平成27年度）

健康は健診結果で見えてくる
魚津市国民健康保険加入者の特定健診は10月31日㈫まで

保育園・認定こども園・幼稚園

―平成30年度―

入園案内
１

■申込期間

11月１日㈬～11月10日㈮

■問合せ

こども課保育係（⑦番窓口）

保育園・認定こども園（保育部分）→

☎23-1079

入園申込は各園で行います。また。見学を随時受
け付けています。詳細は各園へお問合せください。

◆申込書類の配布
◆入園申込書の受付期間
◆申込方法
◆土曜保育について

10月25日㈬から、各園又はこども課窓口で配布します。
11月１日㈬～11月10日㈮（日曜・祝日は除く） ９:30～11:30、13:30～16:00
入園を希望する保育園等へお子さんと一緒に来園のうえ、各園へ直接お申込みください。
平成30年４月から公立保育園における土曜保育は、道下保育園での実施に集約される予定
です。詳細については各公立保育園又はこども課までお問合せください。
※保育園又は認定こども園（保育部分）を利用する場合は、【保育を必要とする事由】に該当する必要があります。
※市外の保育園等へ入園希望の場合は、事前にこども課へお問合せください。
※育児休暇明けや出生予定などにより年度途中からの入園希望の方も、この期間に各園へご連絡ください。
【保育を必要とする事由】
■就労（フルタイムのほか、パートタイム、夜間など基本的にすべての就労） ■妊娠･出産 ■保護者の疾病･障害
■同居の親族の介護・看護 ■災害復旧 ■求職活動 ■就学 ■虐待やDVのおそれがあること ■育児休業取得時
に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること ■その他、上記に類する状態として市町村が
認める場合

２

認定こども園（教育部分）→

認定こども園の教育部分（３歳以上児の４時間程度の教育）を
利用希望の入園申込については、各園へ直接お問合せください。

▼市内保育園及び認定こども園一覧表
公立保育園

所在地

電話

定員 開園時間

一時 延長
預かり 保育

道下保育園 緑町1-30

23-9179

90人 7:00～19:00 ○ ○

青島保育園 青島195-9

23-9171 140人 7:00～19:00 ○ ○

経田保育園 経田西町1-32 23-9170 110人 7:00～18:00 ○
住吉保育園 住吉251

23-9172

80人 7:30～18:00 ○

片貝保育園 島尻818

32-9005

30人 7:30～18:00 ○

松倉保育園 金山谷2899-2 33-8008

40人 7:00～18:00 ○

西布施保育園 小川寺138

31-9016

35人 7:30～18:00 ○

野方保育園 大海寺野1344 23-9175

55人 7:30～18:00 ○

私立保育園

所在地

電話

定員 開園時間

一時 延長
預かり 保育

私立
認定こども園

所在地

保育所型
認定こども園
川原保育園

双葉町4-3

22-0543

幼保連携型
認定こども園
吉島保育園

吉島729

22-0802 130人 7:00～19:00 ○ ○

かづみ認定
こども園

吉島132

22-6351 130人 7:00～19:00 ○ ○

電話

定員 開園時間

一時 延長
預かり 保育

50人 7:00～19:30 ○ ○

幼保連携型
認定こども園
ほんごうこども園

本江1390-3 24-4600 120人 7:00～19:00 ○ ○

幼保連携型
認定こども園
天神保育園

東尾崎5471-1 31-7585

90人 7:00～19:00 ○ ○

22-0469 100人 7:00～19:30 ○ ○ ※定 員及び開園時間等については、平成29年度のもので
あり、変更となる場合があります。
魚津第二保育園 新金屋2-13-2 22-1301 160人 7:00～19:00 ○ ○
※記 載している定員は保育部分にかかるもので、在園児
上口保育園 上口1-3-20 22-1378 110人 7:00～19:00 ○ ○
も含まれます。
魚津保育園 本町1-4-9
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幼稚園

幼稚園

入園申込は大町幼稚園で行います。また、見学を随時受け付けています。詳細は大町幼
稚園へお問合せください。

→

所在地

電話

対象児

定員

３歳児（平成26年４月２日～平成27年４月１日生）
大町幼稚園 本町
23-9174 ４歳児（平成25年４月２日～平成26年４月１日生） 80人
（公立）
1-10-39
５歳児（平成24年４月２日～平成25年４月１日生）

受付期間
11/１㈬～10㈮
9:00～17:00
※土・日・祝日は除く

子育て支援事業
預かり保育も実施
しています。

※定員には在園児も含まれます。

！

保育園・幼稚園以外の施設 →

病児・病後児保育、一時預かり保育などが可能な施設は次のと
おりです。利用に関する詳細は各施設へお問合せください。

病児・病後児保育、一時預かり

一時預かりなど

児童発達支援センター

キッズベアー

ファミリーサポートセンター

魚津市立つくし学園

生後３ヶ月から10歳までのお子
さんが利用可能です。風邪などで
保育園などに行けないお子さんを
お預かりします。ただし、医療機関
を受診後にご利用ください。
開所日 月～土曜日 ７:45～17:30
※日曜・祝日は休み
※20:00まで延長可
料金
原則 １日2,500円
問合せ 魚津市本江3354
24-7793
※ご利用の前日に要予約

子どもを預かってほしい方（依
頼会員）と、子どもを預かってく
れる方（協力会員）がそれぞれ会
員となって、育児の助け合いを行
います。
利用時間 ７:00～19:00（原則）
問合せ 魚津市新金屋2-13-26
魚津市社会福祉協議会内
22-8388
※受付は８:30～17:30

障がいのある子どもや発達に心
配がある子どもに発達支援を行う
施設です。子どもの心身の状況や
ご家族の思いを受け止めながら支
援します。
子どもの発達に心配な事、入園
に関する事など、いつでもお気軽
にご相談ください。
相談受付 ９:00～17:00
問合せ 魚津市友道373-2
24-3240

市内公立保育園の臨時保育士を募集中！
募集人数
応募資格

若干名
保育士資格を有する方で、心身ともに健
康であること
雇用期間 雇用日～平成30年３月31日（予定）
勤務時間 ８:30～17:00（休憩45分）時差勤務あり
休暇等
土曜（交代勤務あり）・祝日・年末年始
有給休暇あり
賃金
月額160,000円（期末手当あり）

その他
社会保険、厚生年金、雇用保険、公務災
害補償の適用あり
申込方法 履 歴書と保育士証のコピー1部をこども課
へ提出

※短時間勤務（パート）も募集しています。
※就業時間などについて相談に応じますので、お気
軽にお問合せください。

申込み・問合せ こども課 保育係（１階⑦番窓口） 23-1079

５
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近年、全国的に農村地域の

問合せ
農林水産課農政振興係
 ・１０３４

資源向上支払

①活動地域・範囲のとりまとめ（農業振興地域
内の農用地であること）
②活動組織の結成（自治会、農業生産組織、婦
人会、青年会等）
③魚津市へ事業計画を提出し認定を受けること

資源向上支払

23

※活動する区域の農地面積に応じて交付金が支払われます。
※取組内容によって助成単価が変動する場合があります。
※資源向上支払に取り組む場合は、農地維持支払にも取り組む必要があります。
※写真は取組内容の一例です。写真以外にも取り組む必要がある活動があります。

（長寿命化）



（共同活動）



手続き
農地維持支払



高齢化、過疎化、農家と非農
家の混住化などが進み、農地
や農業用水などの資源を守る
地域の「まとまり」が弱まっ
年度から多面的機能支払

ています。そこで市では、平
成
制度（農地維持支払・資源向
上支払）を実施しています。
この制度は、農村がもつ多
面的機能を支える活動や、地
域資源の質的向上を図る活動
組織（集

を支援するものです。
現在、市内では

落）が参加しており、「農家
と農家でない住民との共同に
よる草刈りや江ざらいなどの
取組みに活用できる」と高い
評価を得ています。
市では引き続き、この制度
に取組む組織を募集し支援し
ていきます。あなたの地域で
も農地や用水の保全活動を始
めてみませんか。

畑：2,000円/10ａ

水田：4,400円/10ａ

基本単価

畑：1,440円/10ａ
水田：2,400円/10ａ

基本単価

48

畑：2,000円/10ａ
水田：3,000円/10ａ

基本単価

26

制度利用の

―取組内容別の基本単価と活動事例―

６
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地域のみんなで守ろう

▼

『多面的機能支払制度』

農地や用水
あなたの地域でも始めてみませんか？

運用開始からまもなく2年！もう一度確認しよう！

マイナンバー制度

もっと身近に
マイナンバー

マイナンバー制度は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する
ための社会基盤です。

ナンバーの確認と本人確認が

ンバーカードがあれば、マイ

己情報を確認できます。

歴や行政機関が保有する自

による情報のやり取りの履

省略、簡素化されます。

が窓口で提出する添付書類が

利用する行政手続で、申請者

2017-10

一度で済みます。

広報うおづ

それまでは従来どおり添付

７

㈪～㈮（９:30～20:00）
㈯㈰㈷（９:30～17:30）

また、今秋から本格運用さ

A2.市民課市民係（☎23-1075）へお問い合わせください。

95-0178

こんな時、
マイナンバーの提示
が必要です

マイナンバーカードを紛失してしまった。

書類の提出をお願いします。

マイナンバー

Q2.個人番号通知カード、個人番号カード交付申請書、

れる「マイナポータル」を利

☎0120-

年１月から、社会保

総合フリーダイヤル

28

マイナンバー制度の
「情報連携」

マイナンバー

平成

用する際にもマイナンバーカ

マイナンバーを利用する手

障、税、災害対策に関する行

カードの発行は初回無料で

続の際に、必要な情報を関係

ードが必要となります。

すが、申請してから届くまで

する行政機関にオンラインで

照会する「情報連携」が始ま

１ヶ月程度かかります。

政手続でマイナンバーの提示

が必要になっています。

（例）

①年末調整や、源泉徴収票の
作成、雇用保険の手続

【郵送での申請手順】
①個人番号カード交付申請書（通知カードと一緒にお送り
しています。）に署名または記名・押印し、顔写真を貼
り付ける。
②内容に間違いがないか確認し、送付用封筒に入れて、次
の宛先へ郵送する。
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第２号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター
【インターネットでの申請手順】
次のURLからアクセスし、必要事項を入力する。
https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/

りました。今秋予定の本格運

A1.郵送、インターネットで申請することでもらえます。

※マイナポータルとは、政府
が運営するオンラインサー

Q1.マイナンバーカードはどうすればもらえるの？

→勤務先へ提示

Q＆A

用開始後は、マイナンバーを

マイナンバー制度

ビスで、マイナンバー制度

文字をレーザーにより彫り込む
とともに、複雑な彩紋パターン
を施すなどして、券面の偽造を
困難にしています。

②雇用保険の失業給付の手続
→ハローワークへ提示

③福祉や介護の手続
→市区町村へ提示

④税の申告など
→税務署や市区町村へ提示

⑤児童手当や出産育児一時金
などの申請

→市区町村や健康保険組合へ
提示

意外と便利！

マイナンバーカード

マイナンバーカードは、公

的な身分証明書にも使える顔

写真付きのカードです。行政

手続などでマイナンバーの提

示を求められた際に、マイナ

！ マイナンバーカード豆知識！

マイナちゃん
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カターレ富山
22
（日）
『魚津市の日』

当日、会場で市内在住、在勤、通学していることが分かるもの（免許証・社員証・学生証など）を提示する
と特別価格で観戦できます。また、市内の小学生は「ジュニアドリームパス」を発行することで、無料で観戦
できます（試合会場に発行ブースを設けます）。この機会にカターレ富山の応援に行きましょう！

VS

グル―ジャ盛岡

日時 10月22日㈰ 開場 11:00（予定）
キックオフ 13:00
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
問合せ

45

ひらしげ

りゅういち

平繁 龍 一 選手

こんにちは。背番号45番の平繁龍
一です。7月中旬にロアッソ熊本か
らカターレ富山に移籍して来たばか
りですが、小さな子供もいるので、
休みの日にはミラージュランドや魚津水族館へ行ってみ
たいです。シーズンも後半戦に入りましたが、目標であ
る「J2昇格」を達成するためにも、1点でも多くゴールを
決め、チームの勝利に貢献していきたいと思います。皆
様もこの機会にぜひスタジアムへお越し頂き、僕たちと
共に戦ってください。ご来場、お待ちしております。

生涯学習・スポーツ課スポーツ係（第一分庁舎）

23-1046

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料
に関するお知らせ

問合せ
税務課住民税係
（１階⑭窓口） 23-1009

７月中旬に、被保険者の方へ納入通知書を送付しています。10月から年金からの天引き（特別徴収）が始まる方につい
ては、次の２点をご確認ください。なお、詳しくは、それぞれの納入通知書に同封した書類をご確認いただくか、税務課
住民税係までお問い合わせください。

国民健康保険（国保）税について

後期高齢者医療保険料について

被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合、世帯

原則として被保険者の年金から天引き（特別徴収）

主の年金から天引き（特別徴収）されます。ただし、次

されます。今年の２月から５月の間に75歳になり資格を

のいずれかに該当する場合を除きます。

取得された方は、10月から年金からの天引きが始まりま

世帯主が国保の被保険者以外

す。ただし、次のいずれかに該当する場合を除きます。

特別徴収の対象となる年金の受給額が、年額18万円未

特別徴収の対象となる年金の受給額が、年額18万円未

満（特別徴収の最優先対象年金は、国民年金法による

満（特別徴収の最優先対象年金は、国民年金法による

老齢基礎年金になります）

老齢基礎年金になります）

介護保険料の天引きと合わせた額が、対象となる年金
の受給額の２分の１を超える

介護保険料の天引きと合わせた額が、対象となる年金
の受給額の２分の１を超える
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水の学び舎ツアー参加者募集
第５回

第６回

見たけ！秋の絶景 滝倉の滝
―片貝・東又谷―

渓畔林のそぞろ歩きと
マイナスイオンを体感しましょう！

片貝・東又谷方面へ向かいます。紅葉が進んだ滝
倉の滝で絶景を眺めます。普段、車では立ち入るこ
とのできない山奥深くで、山と水のつながりを楽し
みながら体感できる行程です。

私たちが普段当たり前のように利
用している水。その水はどこからき
て、どこへ流れていくのか。人と水
の利用の足跡を、楽しみながらめぐ
ります。
日時
11月11日㈯
９:00～15:00頃 少雨決行
見学場所 沌滝、風穴、片貝別又発電所など
申込受付 10月23日㈪～27日㈮
参加費
１人1,500円（昼食代、ガイド料、保険代
を含む）

日時
見学場所

10月21日㈯ ９:00～15:00頃 少雨決行
片 貝・東又谷方面（アブキ谷方面の治山
施設、滝倉の滝）
申込受付 10月２日㈪～６日㈮
参加費
１人1,000円（ガイド料、保険代を含む）
※昼食は各自ご持参ください。

―各回の共通事項―
定員
20名（申込順）
※定 員を超えた場合は、本ツアー初参加の方を優先
させていただきます。
集合場所 埋没林博物館
※当日は山歩きに適した服装でご参加ください。

＜申込み・問合せ＞
企画政策課地域資源推進班 23-1067
メール planners@city.uozu.lg.jp
※住所、氏名、電話番号をお知らせください。
後日詳しい案内を送付します。

市長のタウンミーティング

地区別日程

第４次魚津市総合計画に掲げる将来都市像「心躍る うるおいの舞台 魚津 笑顔で絆つなぐまち」の実現を目
指し、市民の皆さんと意見を交換します。テーマは、「子育て」「教育環境」「まちづくり」の３つです。
【開催日と会場】
開催日

地区

会場

日時

地区

会場

10月17日㈫

片貝

片貝公民館

11月７日㈫

本江

本江公民館

10月20日㈮

上中島

上中島公民館

11月10日㈮

西布施

西布施交流館

10月21日㈯

松倉

金山谷郷土文化保存伝習館

11月13日㈪

上野方

上野方公民館

10月23日㈪

経田

経田公民館

11月24日㈮

天神

天神公民館

10月26日㈭

村木

村木公民館

10月31日㈫

道下

道下公民館

11月２日㈭

下中島

下中島公民館
問合せ

９
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※大町、加積地区はすでに終了しました。

19:00

各地区ともに、

企画政策課広報広聴係

23-1015

開始です。

消防からのお知らせ
消防フェスタ 開催！

危険物取扱者保安講習

秋の火災予防運動に伴い、消防フェスタを開催し
ます。少年消防クラブ員によるオープニング演奏を
はじめ、はしご車の搭乗体験、初期消火体験、煙
中体験等を実施します。さらに、非常食の試食体験
（限定50食）や、水陸両用バギーや防災用品の展示
も行います。消防車やミラたんと一緒に記念撮影も
できますので、ぜひご家族でご来場ください。
日時
10月21日㈯ 10:00～14:00
会場
アピタ魚津店 駐車場
※荒天の場合、中止することがあります。
問合せ 富山県東部消防組合 魚津消防署
24-7980

危険物取扱者は定められた期間内に保安講習を受
講しなければならない義務があると消防法で定めら
れています。対象となる方は受講をお願いします。

消火器の悪質な訪問販売に注意！

日程

全国各地で悪質な訪問販売などによる被害が多発
しています。消防職員や消防団員、市役所職員が訪
問販売や斡旋することはありません。不審に思った
り、被害にあったらすぐにご相談を！
 山県東部消防組合
富
魚津消防署

24-7980

22m道路等

【受講対象者】
①継続して危険物取扱作業に従事している方
講習を受講した日以後における最初の４月１日
から３年以内
②新たに危険物取扱作業に従事する方
従事することになった日から１年以内
③過去２年以内に免状の交付又は講習を受けた方
免状交付日又は受講日以後における最初の４月
１日から３年以内
10月31日㈫ 午前：一般 午後：給油取扱所
11月１日㈬ 午前・午後ともに一般
会場
富山県東部消防組合消防本部
問合せ （公社）富山県危険物安全協会連合会
076-491-5761
富山県東部消防組合消防本部 消防課
24-7978

通行止めのお知らせ

真成寺開創500年を記念する稚児奉納
行列のため、22m道路（魚津中央線）
及び一部の周辺道路が通行止めになり
ます。お出かけの際はご注意下さい。

通行止めになる道路…

神明

にいかわ信用金庫

新宿

▼通行止め日時
鴨川

11月４日㈯
13:30～15:00（予定）
問合せ

真成寺

22-2268

◎
真成寺

中央通り
一丁目

NTT西日本魚津

2017-10
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市民バスからのお知らせ
魚津市民バス・地鉄バスでGO！
「魚津まちなか巡り2017」
スタンプを集めて応募すると抽選で素敵なプレゼ
ントがもらえます！スタンプは市民バス・地鉄バス
車内のほか、商店街や観光スポットなど市内20カ所
以上に設置します。詳しくはスタンプラリーの台紙
をご覧ください。なお、台紙はバス車内、市役所、
魚津駅前観光案内所などに設置します。
開催期間

10月13日㈮～29日㈰

５か所以上のスタンプを集めた方
抽選で温浴施設の入浴券、ショッピングセンター
の商品券などをプレゼント！
中学生以下の方で５か所以上のスタンプを集めた方
もれなく「ミラたんグッズ」をプレゼント！
※応募にはバス車内のスタンプが１つ以上必要
応募締切
応募先

10月30日㈪
ミラマルシェ

又は

魚源商店

（いずれも魚津駅構内）

郊外ルートの運休日
10月９日（月・祝）、は市民バス郊外ルート（上野
方、坪野、中島、天神、経田ー道下、片貝）を運休
しますのでご注意下さい。

市民バス運転手を募集中！
担当路線

 野方、天神、経田－道下、片貝ルート
上
のいずれか
雇用期間 雇用開始日～１年間（原則更新）
募集人数 ２名
勤務時間 6:00～20:00（休憩時間145分）
勤務日
原則週２～３日（シフト制）
運休日
日曜・祝日・年末年始（12/31～１/３）
※運休日でも勤務をお願いする場合があります。
賃金
時給950円
その他
社会保険、厚生年金、雇用保険の適用及
び通勤手当、ガソリン手当あり
必要資格 中型（一種又は二種）若しくは大型（一
種又は二種）自動車運転免許
問合せ
魚津交通㈱ 22-0640

問合せ 商工観光課交通政策係 23-1380

平成30年度小学校入学予定者
【該当者】
学校名

就学時健康診断のご案内

平成23年４月２日～平成24年４月１日生まれのお子さん
受付時間

清流小

10/３㈫

13:00～13:20

大町小

住吉小

10/17㈫

13:00～13:20

村木小

上中島小

10/20㈮

13:00～13:10

上野方小

松倉小

※２校合同（会場は上中島小）

道下小

10/23㈪

13:00～13:20

経田小

10/24㈫

13:00～13:15

健診開始時刻

学校名

実施期日

13:30～

本江小

実施期日

受付時間

11/１㈬

13:00～13:20

13:30～
※４校合同（会場は本江小）

よつば小への入学予定者の健診会場は本江小です。

！

松倉小への入学予定者の健診会場は上中島小です。

※９月下旬に保護者の方へ案内を送付していますので、そちらもあわせてご確認ください。
問合せ
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健診開始時刻

教育委員会学校教育課学校教育係（第一分庁舎）23-1044

０才からのジャズコンサート
０才といっても「子どものためのコンサート」では
なく、「赤ちゃんから大人まで誰でも入場できる本格
ジャズコンサート」です。このコンサートには「本物
のジャズを小さい時から体験してほしい」「お子さん
連れのお母さんにも楽しんでほしい」という思いが込
められています。
日時

クニ 三上
Kuni Mikami
ニューヨークで活躍
するピアニスト。
数々の名門楽団での
演奏経験をもち、日
本で年間約50公演を
行う。

10月22日㈰

午前の部 11:00～
午後の部 14:00～
会場  新川学びの森天神山交流館 桜ホール
出演
クニ三上（ピアノ） 池田聡（ベース）
橋本学（ドラムス）
入場料 中学生以上：1,200円、小学生以下：300円
※当日券は各200円増
演奏曲 シングシングシング、美女と野獣、エリーゼ
のために 他
問合せ

【チケットの取扱】
■新川文化ホール
■学びの森交流館

新川学びの森天神山交流館

■魚津サンプラザ
■米工房Jasmine

31-7001

魚津の木を使って家を建てませんか

（平成29年度改正）

「うおづの木利用促進事業」として、住宅を建てる場合に魚津市産の木材の使用量に応じた補助金を交付
します。補助を受けるには工事着工前に事業計画の認定申請が必要なので、事前にお問い合わせください。

交付条件

使用量（小数点以下切捨）

次の条件を全て満たす必要があります。
①１戸建ての木造住宅又は木造併用住宅
(住宅以外の部分の床面積が50㎡以下
かつ延床面積の50％未満)及びこれと
一連の利用状況にある附属建物（車
庫、納屋又は倉庫）であること。
②市 内で自ら居住又は使用するため新
築、増築又は改修するもので、魚津市
産木材を５㎥以上使用すること。
③建築士が設計した建物であること。

補助金額

５㎥以上

11㎥未満

10,000円／１㎥

11㎥以上

16㎥未満

使用量から10㎥を減じた値に１㎥
当たり15,000円を乗じ、その額に
100,000円を加えた額

16㎥以上

21㎥未満

使用量から15㎥を減じた値に１㎥
当たり20,000円を乗じ、その額に
175,000円を加えた額

21㎥以上

25㎥未満

使用量から20㎥を減じた値に１㎥
当たり25,000円を乗じ、その額に
275,000円を加えた額

25㎥以上
問合せ

都市計画課建築住宅係

400,000円
23-1031
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第13回魚津産業フェア

10

14・15
㈯

第10回みなとオアシス

＆

㈰

同日開催！

全国大会in魚津

まるまる

「○○魚津」は、市内の農林水産物や商品、製品、サービス
をＰＲする魚津市最大の産業フェア。「仮面ライダーエグゼイ
ド」スペシャルショーや、焼きサンマの無料振る舞いなど、子
どもから大人まで楽しめるイベントがたくさんあります。
さらに今年は「Sea級グルメ全国大会in魚津」も同日開催！
Sea級グルメ全国大会は、北海道か
ら九州までの“海の幸”を使った
グルメが大集結し、皆様の投票によ
りグランプリを決定するイベントで
す。魚津市からは、「魚津バイ飯」
がエントリーしますので、ぜひお召
し上がりいただき、グランプリ獲得
に向けて応援をよろしくお願いしま
す！詳しくは折込チラシで！
問合せ

○○魚津…魚津商工会議所

22-1200

第２回メディカルケアネット蜃気楼

市民公開講座
知ってるかな？ 健口づくりの大切さ
～いくつになっても楽しく・おいしく食べるために～
たとえ介護が必要な状況になっても、食事は一番
の楽しみです。いくつになっても楽しくおいしく食
べるために、口腔ケアの必要性、口の体操、栄養管
理の大切さや食事の際の工夫などについてのお話や
実技があります。
入場無料、申込不要ですので、どなたでもお気軽
にお越しください。
日時 10月14日㈯ 13:30～15:30
会場 新川文化ホール 小ホール
講師 歯科医師、歯科衛生士、管理栄養士、
言語聴覚士、ケアマネジャー

問合せ

13
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新川地域在宅医療支援センター 57-0730

2017-10

ー開催日時ー
10月14日㈯
会場
開始
ありそドーム 10:00
○○魚津
海の駅蜃気楼 ８:30
Sea級グルメ 海の駅蜃気楼 10:00

終了
17:00
16:00
16:00

10月15日㈰
会場
開始
ありそドーム 10:00
○○魚津
海の駅蜃気楼 ８:30
Sea級グルメ 海の駅蜃気楼 ９:00

Sea級グルメ…農林水産課水産振興係

終了
16:00
16:00
16:00

23-1033

第14回蜃気楼交流会
全国各地の最新の蜃気楼情報が魚津に集合！北海
道の蜃気楼についての講演会と、蜃気楼に関する研
究の発表会を開催します。
どちらも入場無料ですが、申込みが必要です。詳
しくは埋没林博物館のHPをご覧ください。
【特別講演会】
人生がときめく！蜃気楼の魔法
北海道で“ミラー女”が見つけた新しい魅力と可能性
日時 10月21日㈯ 17:00～18:15
会場 埋没林博物館 ハイビジョンホール
講師 佐藤トモ子 氏（日本蜃気楼協議会）
定員 100名（申込順）
【研究発表会】
日時 10月22日㈰ ９:00～15:00
会場 埋没林博物館 研修室
定員 50名（申込順）
問合せ

埋没林博物館

22-1049

富山マラソン２ ０ １ ７

14
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交通規制 の お 知 ら せ

黒部市新牧野103ファーストビル３階

く ら し

平日は電話相談を受付中

富山マラソン実行委員会事務局

※増改築、オール電化など

国民年金後納制度を
活用しましょう

13時～16時

魚津年金事務所（
音声案内②）

５･１５３
国民年金保険料専用ダイヤル

17日㈫

法定検査を受けてください。
富山県浄化槽協会から検査の
案内が届きましたら受検の手
続きをお願いします。なお、
法定検査を受けていない場
合、罰則が科されることがあ
ります。
②保守点検
浄化槽を正常に機能させる
ため、点検、調整、時には修
理が必要です。県の登録業者
へ依頼してください。
③清掃業務
定期的に槽内を清掃するこ
とが必要です。㈱魚津清掃公
社へ依頼してください。
【単独処理浄化槽のご家庭へ】
合併処理浄化槽への転換、
または、下水道が利用できる
地域のご家庭は、下水道接続
にご協力願います。

●所在地

０７６ ４･４４ ４･５８２
当日は広範囲かつ長時間
にわたり大規模な交通規制
がかけられます。お出かけ
の際はご注意下さい。交通
規制の詳細な情報は富山マ
ラソンのＨＰ（
http://www.
）で
toyamamarathon.com/
ご確認いただけます。
●日にち
月 日㈰
●交通規制予想時刻
▼富山市内…午前 時半～
午後３時頃
▼高岡市内…午前６時半～
午前 時頃
●コース 高岡市役所→高岡
大仏→山町筋→新高岡駅周辺→
海王丸パーク→新湊大橋→富山

月～金曜日（祝日を除く）

０５７０ ０･１１ ０･５０
平成 年９月までに限り、
過去５年間に遡って納め忘れ
ている国民年金保険料を納付
することができます。納付す
ることで将来もらう年金額を
増やすことができます。

観光ボランティアガイド
研修 七尾

北大橋→富岩運河環水公園

オール魚津 未来のまち
づくり 防犯フォーラム
環境安全課生活安全係

９:00～17:00（相談は16:00まで）

●開所日時

29

浄化槽をお使いの皆様へ

（⑪番窓口） １･０４８
防犯の専門家による基調講

☎57-2446

にいかわ若者サポートステーション

☎22-5078

住宅相談

☎076-441-0432

第４会議室

13時半～16時

19日㈭

市地域住宅相談所

10時～11時半

県社会保険労務士会

総合労働相談

☎24-2255

12日㈭

魚津市役所３階

県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

魚津地域建築組合

☎23-1093

14時～16時

社会福祉課分室

17日㈫

魚津市社会福祉協議会

市地域包括支援センター

認知症相談（要予約）

☎22-0461

13時半～16時

魚津市役所１階

富山地方法務局魚津支局

６日㈮

市民相談室

人権相談

☎23-1003
魚津市役所１階
※10月16日～22日は「行政相談週間」

問合せ
会場
日時
相談会

市民課市民係
13時～16時
12日㈭・19日㈭
行政相談

in

10

下水道課維持保全係

23

演やパネルディスカッション
を行います。
●日時
月 日㈬
午後２時～
●会場 新川文化ホール
小ホール
18

魚津駅前観光案内所
22

20

10

 １･０８７
浄化槽を使用している方に
は３つの義務があります。
①法定検査
浄化槽の機能を正常に発揮
させるため、年に一度、必ず

10

24

 ２･２４４
月８日㈬
●日時
午前８時 分～午後５時頃
※午前 ８ 時 分 ま で に 魚 津 市
役所正面玄関前集合
●研修先 七尾城、花嫁のれ
ん館、一本杉通り
●定員
名
●参加費 ３千円（食事、交
通費、保険代）
●申込期限
月 日㈮
20

10

11

23

30

30 11

20

―10月の無料相談会日程―

15歳から39歳くらいの若者を対象とした社会的自立のための総合的な無料相談窓口です。電話でご予約の上、ご相談ください。

街頭献血にご協力を

健康友の会

沖田 崇寛

匿名

六郎丸

3,000 円

―

50,000 円

▼善意銀行（社会福祉協議会）へ
上口保育園職員一同

22-8388

上口

10,000 円

匿名

―

500 円

匿名

―

2,100 円

―

50,000 円

▼市役所へ
近畿富山県人会

11

10
14

23

23

第

▼社会福祉基金へ

25

回ふれあい交流
フェスティバル

ご寄付ありがとうございました

10

魚津市障害者交流センター
 ５･２６０
社会福祉課福祉係

10月14日㈯ ９:30～16:00
ありそドーム

29

（⑥番窓口）
１･００５
障がい者の日ごろの活動報
告や、ステージ発表、お楽し
み抽選会のほか、大好評の大
鍋の振舞い（無料）も行いま
す。どなたでもお気軽にお越
しください。
●日時
月 日㈯
午前 時～午後２時半
●会場 魚津市障害者交流セ
ンター

●日時
●場所

富山県（地域別）
最低賃金の改定

第３期
第４期
第４期

県産品購入ポイント制度
を実施しています

市県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

富山県農林水産企画課企画係

期限：10月31日㈫

10

０１２０ １･０８ ３･１２
平成 年 月１日より、時
間 額 ７ ９ ５ 円 （ 円 引 上 げ ）と
なります。
この最低賃金は、すべての
労働者に適用されます。
業務改善助成金のご案内
生産性向上のため設備投資
などを行い、事業場内最低賃
金を一定額以上引き上げた中
小企業・小規模事業者へ、設
備投資などにかかった費用の
一部を助成します。

市税等納期限のご案内

富山県最低賃金総合相談
支援センター

▲このシールが目印

０７６ ４･４４ ３･３６８
富山県産の農林水産物に付
いている「シール」などを
枚集めて応募した人の中か
ら、抽選で８３０人の方に
「とやまの特産品」が当たる
キャンペーンを実施中です。
詳細はＨＰをご覧ください。

12

http://www.shoku-toyama.jp/

11

→

17

●応募締切
月 日㈰
※応募 用 紙 は 食 品 ス ー パ ー な
どに設置してあります。

23

第 回あゆみの郷フェスティバル

14

～地域の中で共に生きる～

10

サポート新川

 ０･００９
福祉事業所の自主製品販
売、ステージイベントなどを
開催します。またボランティ
アスタッフを募集中です。
●日時
月 日㈯
午前 時～午後３時
●会場 サポート新川
11

11

10月１日㈰より

常設資源物ステーションでの
古着の回収が中止となります

つむぎ倶楽部

☎22-6006

吉島511

介護家族の集い
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

10月20日㈮

13:30～16:00

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
認知症を患う方とその家族、介護に従事してい
る方など、お気軽にお越しください。
●日時
●利用料

15
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10月５日㈭、11月２日㈭
300円

2017-10

ASEAN諸国の生活系廃繊維の輸入規
制に伴い、古着を資源物として回収す
ることが困難となりました。
つきましては、10月１日㈰から古着
の回収を一旦中止いたします。大変ご迷惑をおかけします
が、ご理解のほどよろしくお願いします。なお、10月１日
㈰以降は基本的に「もやせるごみの日」に地区のごみ集積
場に出すようお願いします。
※ファスナーなどの金属部分は、取り外して「金物・粗大
ごみ」の日に地区のごみ集積場へお出しください。

10:00～15:00

問合せ 環境安全課生活安全係（⑪番窓口） 23-1048

催 し 物

回新川キャンパス
フェスティバル

県民カレッジ新川地区センター

（新川みどり野高校内）

す。入場無料ですので、お気
軽にお越しください。
●日時
月 日㈯
ステージ発表…午前９時半～
展示・催し物…午前 時～

落語…午後２時 分～
●会場 新川みどり野高校
※ステ ー ジ 発 表 中 は 会 場 移 動
はできません。

北陸職業能力開発大学校
学園祭２０１７

北陸職業能力開発大学校


２･２０５
ものづくり体験やサイエン
スショー、模擬店などイベン
トが盛りだくさん！
子どもから大人まで、遊ん
で、学んで、楽しめる学園祭
です。入場無料ですので、ぜ
ひご家族で遊びにお越しくだ
さい！
●日時
月 日㈯
午前 時～午後４時

桂 米福 氏

●会場 北陸職業能力開発大
学校（川縁１２８９‐１）

16
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とみ里団地分譲申し込み
受付中

21

10

建設課用地開発係
 １･０８９
残り２区画です。公益費の
負担は必要ありません。

～緑の学び舎～ヤギの杜
里山体験会の参加者募集

第

特定公共賃貸住宅
じて人と里山や自然との共生
※市 営 住 宅 入 居 の 基 準 所 得 を
を学びます。野外活動のでき

超えている方が対象
る服装でご参加ください。
▼天王団地…１戸
●日時
月 日㈯
（３ＤＫ ４階）
午前９時～正午頃
▼上野方団地…１戸
※少雨 決 行 で す が 、 天 候 に よ
（３ＤＫ ２階）
り内容を変更する場合があ
ります。
●集合場所 小菅沼 ヤギの杜
●定員 先着 名程度
２０１７チャイルドビーチボール
●参加費 無料
フェスティバル 出場チーム募集
●持ち物 飲み物、タオル、
魚津市ビーチボール協会
軍手、雨具（必要に応じて）
月 日㈪
uozu_bba@yahoo.co.jp ●申込期限
※申込 時 に 住 所 、 氏 名 、 電 話
●日時
月３日㈰
番号をお知らせください。
開会式…午前８時半～
●会場 魚津市総合体育館
●対象 市内在住の小学３
～６年生（ ・ 年生の部、
５・ 年生の部）
●チーム構成 １チームあた
り監督１名、選手６名以内
※男女混合可
12

※要請 が あ れ ば 練 習 会 を 各 チ
ーム、小学校ごとに実施し
ます。

3

環境安全課環境政策係

10

 ４･００１
社会人受講者と新川みどり
野高校の生徒が学習の成果を
展示、ステージ発表します。
また、県出身の落語家、桂
米福氏による落語の披露のほ
か、各種即売会も開催予定で

15

募 集

魚津市成人式の案内封筒
に掲載する広告を募集
生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係
 １･０４５
来年１月に開催される成人
式において、新成人に郵送す
る案内状の封筒に掲載する広
告を募集します。詳しくは市
のＨＰをご覧ください。
●発行日
月上旬
●発行枚数 ４００枚程度
●掲載サイズ 縦 ㎜×横 ㎜

47,000

市営住宅・特公賃住宅
入居者募集

331.47
4,712,000
（100.27坪）

都市計画課建築住宅係

6

（⑩番窓口） １･００４
里山散策、収穫体験、米粉
ピザ作り、バス釣りなどを通

11

24

45

21

28

47,000

10

10

検索

 １･０３１
申込期間は 月２日㈪から
月 日㈫までです。
市営住宅（３ＤＫ）
▼六郎丸団地…４戸
（３階２戸・４階２戸）

10

16

22

331.33
4,710,000
（100.23坪）
23

10

23

44
10

17

面積（㎡） 価格（円） 坪単価（円）
区画

23

45

31

で
とみ里団地
31

4

23

分譲区画図及び最新情報はWebで公開中！
10

70

▲広告の掲載例

12

●広告料 １万円／１枠
●申込期限
月 日㈫
10

（平成29年８月31日現在）

とやま環境フェア２０１７

もくもく感謝祭２０１７

第７回片貝山ノ守
紅葉まつり
片貝山ノ守紅葉まつり実行
委員会
（三吉） ８･７２７
岩魚の放流や岩魚の塩焼き
のほか、地場産品の販売など
をします。
●日時
月 日㈰
午前 時～午後２時
※雨天決行
●会場 片貝山ノ守キャンプ場

☎22-1105

２０１７魚津市民文化祭

新川文化ホール

 １･１２３
市内の芸術文化団体や小中
学校の日頃の活動成果を一堂
に発表します。詳しくは、折
込みチラシをご覧ください。
●日時
月 日㈯・ ㈰
午前 時～午後６時
※ 日㈰は午後５時まで
●会場 新川文化ホール

※臨時休業する場合がありますが、ご了承ください。

もくもくホール
 ０･９０９
地場産野菜の販売や地元食
材のあったか鍋、折紙教室、
フリーマーケットなどを開催
します。
●日時
月５日㈰
午前９時～午後２時
※雨天決行
●会場 もくもくホール
フリーマーケット出店者募集
●募集締切
月 日㈯
※出店 料 や 注 意 事 項 は お 問 い
合わせください。

第４回ブリスクウォーキング

実行委員会

とやま室内楽フェスティバル

ジャンプスタートコンサート

とやま室内楽フェスティバル

32

（公財）とやま環境財団
０７６ ４･３１ ４･６０７
環境と経済が調和した低炭
素社会の実現に向けた取組み
やエコライフを楽しみながら
見聞・体感できます。『富山
県ごみゼロ推進県民大会』も
併せて開催されます。
●日時
月 日㈯ 午前９
時 分～午後５時、 日㈰
午前 時～午後４時
●会場 富山県産業展示館
（テクノホール）

ハロウィン
中央通り２０１７

２０１７ しんきろうロード
生涯学習・スポーツ課

29

☎090-1312-3664

公園）

22

中央通り商店街イベント ホ ー ル


７･８０９
●日時
月 日㈫
午後７時～９時頃
※受付 午後６時 分～
●会場 中央通り商店街イベ
ントホール周辺
●参加費 ３００円
●対象 小学生以下
●定員 １２０名（申込順）
●申込方法
月５日㈭から
中央通り商店街イベントホー

の成果を発表する、ジャンプ
スタートコンサートを開催し
ます。入場無料ですので、お
気軽にお越しください。
●日時
月 日㈪
午後２時～６時
●会場 新川文化ホール
大ホール
●出演 サントリーホール室内
楽 アカデ ミー（ 名 ）、 富 山 ゆ
かりの若手演奏家（６名）
※出入自由ですが、演奏中はご
遠慮ください。
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０７６ ４･２３ ７･１５９
とやま室内楽フェスティバ
ルは、若手演奏家を育成し、
富山県の音楽芸術の振興に活
かす、特色ある音楽祭です。
この音楽祭の中で、新川学
びの森天神山交流館の室内楽
セミナーの参加者たちが練習

21
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スポーツ係 
１･０４６
しんきろうロードを３㎞の
部と５㎞の部に分かれて歩き
ます。参加無料で、当日受付
も 可 能 で す 。 参 加 者 には ミラ
たん健康ポイントを ポイント
進呈します。
●日時
月 日㈯
受付…午後３時半
スタート…午後４時
●集合場所 海の駅蜃気楼
※小学生未満は保護者同伴

10

22

ルで受付（午前 時～午後５
時）を開始します。

2017-10
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☎22-0909

８時半

（電鉄魚津駅前 実行委員会（村上）

10時～15時

蜃気楼バザール

もくもくホール

毎週㈯・㈰

野菜市

Denでんパーク 蜃気楼バザール

毎月第３㈰

稗苗清吉事務所

山の駅もくもく

もくもくホール

☎33-9880

駐車場内

毎週㈰ ８時半

旧観音ゴルフ

松倉もちより市

魚津漁協経田支所

経田漁港

毎週㈬ 10時半

経田漁港

☎22-8388

上口マルシェ

☎22-1200

21

30

14時～15時

上町１区会館

社会福祉協議会

毎週㈮

☎33-9413

銀座ワイワイ市

毎週㈮ 15時半

銀座通り商店街

島澤

毎週㈬ 10時半

委員会（平日のみ）

６時半～10時半

海の駅蜃気楼
毎月第２･第４㈰

魚津の朝市

問合せ
会場
日時

魚津の朝市実行

10

―
地場産品の販売情報
―
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23

10

わいわい市

22

31

10

24

15

10

10

21

10

10

in

10

21

in

50
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魚津水族館
９:00～17:00

（入館16:30）

魚津埋没林博物館

☎24-4100

９:00～17:00

（入館16:30）

☎22-1049

毎年大好評！「ハロウィン展」開催

ハロウィン企画「ねっこオバケからの挑戦状2017」

期間中の土曜、日曜、祝日のお食事タ

ハロウィンの空気に誘われて、埋没林博物館にもオバケ

イムに、ダイバーがハロウィンの仮装

がやってきた!?

をして登場します！また、特設の記念

レゼントをもらおう！

写真コーナーでは、カボチャのきぐる

●開催期間

みをかぶって、コスプレダイバーとハ

※要入館料

オバケが出題するクイズに答えて、プ

10月１日㈰～31日㈫

ロウィン写真が撮影できます。
●期間

10月１日㈰～31日㈫

※コスプレダイバーは、期間中の土・日・祝日のお食事
タイム（10:10、11:20、13:50、15:00）に登場します。

片貝紅葉まつり連携企画
ふれあい学習会「石ころにお絵かきしよう！」
片貝山ノ守キャンプ場周辺の河原で見つけた石ころに色
をつけて、オリジナル石ころアートに挑戦してみよう！

うおすいファミリウムもハロウィン仕様に！
ワークショップもお楽しみに！

●日時

10月29日㈰

●会場

片貝山ノ守キャンプ場

10:00～14:00

ハロウィンにあわせてうおすいファミリウムを模様替

●対象

小学生以上

え！うおすいサポーターの「シヲリ」さんとの楽しいコ

※参加無料、申込み不要です。会場まで直接お越しくだ
さい。

ラボ企画も開催します。
【「シヲリ」さんとのコラボ企画】

企画展「川原の石ころ展」開催中！

①お絵かき＆塗り絵教室
10月７日㈯・８日㈰

11:00～

②うおすいハロウィン☆缶バッジ作り体験
10月７日㈯～９日（月・祝）

10:00～

●開催期間

10月31日㈫まで

●会場

テーマ館３階

※要入館料

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

企画展示室

☎31-7001

ミラージュランド
９:00～17:00（遊具は16:30まで）

学びの森寺子屋・青年会共同開催事業
ー自然に楽しむ初心者向けハイキング体験―

（水曜休園）

☎24-6999

ハロウィンパーティ
inミラージュ

越後の上高地といわれてい
る、新潟県糸魚川市の海谷渓

園内はまさにハロウィンムード一色！

谷を散策します。詳細はお問

今年は“魔女”がやってきます！

合せ下さい。

●日時

10月28日㈯・29㈰

●日時

●内容

ハロウィン限定撮影ブース（貸出衣装有り）

11月５日㈰

９:00～16:30

８:30～16:30

VR体験コーナー（休憩所しおかぜ内）

●集合場所

学びの森交流館正面玄関（集合時間８:20）

魔女メイズ

●定員

先着20名（最少催行人数10名）

→ミラメイズにいる魔女から出題される２つの

●料金

1,500円（保険料等込み）

クエストをクリアしてプレゼント（お菓子の

※定員に達し次第、募集を締め切ります。

詰め放題）をゲット！
ワンポイントメイク（休憩所しおかぜ内）

練習室の利用はゴロ合わせ料金プランがお得！

→プチ仮装が楽しめます！（300円～）
フォトジェニック

バッハプラン…月額8,800円
ナイスミドルプラン（60歳以上限定）…月額7,300円
合格プラン…月額5,900円

→ハロウィンの２日間限定
フォトコンテスト！

など
※プランの詳細や注意事項はHPでご確認ください。

2017-10
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Books info

休 館 日

22-0462

魚津市立図書館
新着図書

おはなしを楽しむ会
毎週土曜
ひまわりの会
毎月第３日曜

毎週月曜（10/９は除く）、10/26㈭
開館時間

9 :00～21:00

※土・日・祝は 17:00まで

10:30～
10:30～

『頼るな、備えよ（櫻井よしこ）』、『金利「超」入門（美和卓）』、『院長選挙（久坂部羊）』、
『別府フロマラソン（澤西祐典）』、『珍獣ドクターのドタバタ診察日記（田向健一）』

話題の一冊

図書館シネマ倶楽部

『世界一やさしい！おくすり図鑑』

ミュージシャンの後藤まり子初主演。

ほか多数

広島県尾道市を舞台に、パンクとヤクザとコメディ、妄

新星出版社

想と現実を入り混ぜて描いたオリジナル作品。

普段何気なく使っている「おくす

●日時

10月８日㈰

14:00～

らんしどちょう

り」をキャラクター＆マンガでわ

●作品

「乱死努町より愛を吐いて」（2015年 112分）

かりやすく紹介。風邪薬・胃薬か
ら、漢方、子どもの薬まで「市販

講談社「本とあそぼう全国訪問おはなし隊」

薬」と呼ばれる身近な薬を幅広く

おはなし隊による楽しい読み聞かせ会のほか、絵本をた

取り上げ、成分や効能等を解説し

くさん載せたキャランバンカーがやってきます。いっぱ

ています。豆知識も掲載し、読ん

い本を読んでね。

で楽しい図鑑です。

●日時

10月９日（月・祝）

10:30～

ふるさと文学講座
イベント参加について

●日時

10月22日㈰

10:00～

●演題

「源之助と澤田家」

特に表記がないものは、入場無料、申込み不要です。

●講師

黒﨑 真美 氏（富山高等専門学校講師）

お気軽にご参加ください。

魚津地域職業訓練センター
新川学びの森天神山交流館内

☎31-7001

IT講習受講者募集（定員各20名・テキスト代別）
コース一覧
パワーポイント基礎（受講料3,000円）
11/６㈪～８㈬、10㈮

9:00～12:00

エクセル中級（受講料3,000円）
11/13㈪～15㈬、17㈮

9:00～16:00

歴史民俗博物館
９:00～17:00

（入館16:30）

（月曜休館）

入館無料
☎31-7045

企画展「明治時代の魚津」展
明治時代は江戸時代から社会が大きく変化した時代で
す。魚津においても小学校、銀行、会社などがつくら
れ、また蒸気機関車が走り始めた時代です。当時の魚津
の様子について、写真や収蔵品をわかりやすく展示しま
す。お気軽にお越しください。
●期間

11月26日㈰まで

エクセル上級（受講料3,000円）
11/27㈪～29㈬、12/１㈮

9:00～12:00

※申込みは10月２日㈪～10月23日㈪まで（先着順）

ありそドーム
８:30～21:30

（火曜休館）

※申込用紙は魚津地域職業訓練センター、魚津市商工
観光課、魚津公共職業安定所にあります。
※５人以下の場合は講座を中止することがあります。
※Windows７-professional-、Microsoft office2010を
使用します。
※各コースの詳細はお問合せいただくか、学びの森天
神山交流館のHPで年間計画を公開していますのでご
覧ください。
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☎23-9800

ランニングコースが使用できない日時（９/13時点）
～17:00×
※雨天時のみ
７㈯・８㈰
～18:00×
13㈮～15㈰
終日×
10/１㈰

22㈰
28㈯
29㈰

～16:00×
～18:30×
～17:00×

トレーニングルームの利用は定期券や回数券がお得！

健康診査のご案内
持ち物：受診券、検診料金、健康手帳

受付時間
定員（名）
大腸・乳房
乳房
胃・大腸
胃
子宮
子宮
10/4㈬
ありそドーム
ー
13:00～14:00 ー
120
10/12㈭ 健康センター
8:15～9:30 13:00～14:00 60
60
10/23㈪ 新川文化ホール 8:45～10:00 13:00～14:00 100
120
実施日

会場

◆検診料金は、「がん検診案内書」でご確認ください。
◆受診申し込みはハガキまたは電話で、お早めにお申し込みください。
◆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

結核・肺がん検診
実施日

会場

持ち物：受診票、検診料金、健康手帳

時間

10/4㈬ ありそドーム※ 8:30～10:00
10/13㈮

経田公民館

9:30～11:30

魚津漁協経田支所 13:30～15:00

10/26㈭ ありそドーム※ 8:30～10:00

◆40～64歳の方 肺がん検診のみ
65歳以上の方 結核検診と肺がん検診
◆申し込みは不要です。
※ありそドーム会場では特定健康診査も
併せて行います。
検診料金は受診票でご確認ください。

特定健康診査を受けましょう

鈴木産婦人科医院
双葉町 ☎24-8820

10/8(日)

平井整形外科医院
末広町 ☎22-0888

10/9(月･祝)

深川病院
東尾崎 ☎31-6200

10/15(日)

羽田内科医院
新金屋 ☎22-0642

10/22(日)

浦田クリニック
本江
☎22-5053

10/29(日)

宮本内科小児科医院
新角川 ☎25-0122

11/3(金･祝)

船崎内科小児科医院
本町
☎22-3912

10/1(日)

リプラスデンタルクリニック
上村木 ☎33-4618

10/8(日)

加積野歯科医院
吉島
☎22-1108
ほんごう歯科診療室
本江
☎32-5585

10/15(日)

やまざき歯科クリニック
本江
☎22-8971

10/22(日)

河村歯科医院
黒部市三日市☎54-0210

10/29(日)

田中歯科医院
黒部市生地経新☎56-8040

11/3(金･祝)

渡辺歯科医院
黒部市三日市☎52-0164

時間

◆肺がん・大腸がん検診も同時に受
ありそドーム 9:00～ 10:00 けることができます。

10/26㈭ ありそドーム 9:00～ 10:00
○医療機関健診（要予約）
期間：10月31日㈫まで

場所：指定医療機関

◆特定健診に併せて前立腺がん検診（50～74歳の男性）、肝炎ウイルス検診（40
歳、50歳、60歳）を受けることができます。               
◆魚津市国民健康保険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。
●各種健康診査では、生活保護世帯の方に自己負担金の減免制度があります。

高齢者の方のインフルエンザ予防接種助成のお知らせ
魚津市民で、接種を希望する下記の方に助成があります。
助成対象 ①65歳以上の方
②60～64歳で、心臓、腎臓、呼吸器又は免疫の機能に日常生活活動が極度に
制限される程度の障害を有する方（身体障害者手帳１級の提示が必要）
接種期間 10月23日㈪～12月25日㈪
接種料金 1,400円

※直接医療機関にお支払いください。
接種場所 市内指定医療機関（予約ください）※市外の医療機関等に入院·入所中のため
市外での接種を希望される場合は、健康センターへお問い合わせください。
◆助成対象①②以外の方は、全額自己負担となります。料金は各医療機関にお問い合わせください。

10月１日～７日は、全国労働衛生週間
働き方改革で見直そう

みんなが輝く

健康職場

魚津市急患センター
（富山ろうさい病院内）
診療時間
○夜間（毎日）19:00～22:00
場所・問合せ
富山ろうさい病院 22-1280
※乳幼児·小学生の急病、乳幼児のけがは、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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魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

10/9(月･祝)

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

会場

歯科医

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

10/4㈬

10/1(日)

持ち物：受診券、保険証、質問票

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
○集団健診（予約不要）

実施日

一般医

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。

み ん な の 保 健 室

集団がん検診

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

子育

―育児のお役立ち情報―

て

母 子 保 健
必要
会場

インフォメーション

子育て支援センターへ遊びに行こう
健

名称·連絡先

開所時間等

康

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 10/5㈭、11/9㈭
受付時間 第１子 13:00～13:15
第２子以降 13:15～13:30
●１歳６か月児健診
対 象 平成28年３月生まれの児

診
査

〈のびのび広場〉
平日の9:00～12:00、13:00～16:00
子育て支援センター「のびのび」
〈赤ちゃん広場〉
（魚津市健康センター内）
ー身体測定や育児相談を行いますー
吉島1165（☎24-0415）
日時 10/18㈬ 9:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族

母子健康手帳
健康センター

※事前に案内を送ります

実施日 10/10㈫
13:00～13:30

受付時間

●３歳児健診
対 象 平成26年４月生まれの児

子育て支援センター「にこにこ」 〈にこにこ広場〉
平日の9:00～12:00、13:00～15:00
（かづみ認定こども園内）
吉島132（☎23-2225）

※事前に案内を送ります

実施日
受付時間

◆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。

教

パパとママの育児教室

●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 10/20㈮
受付時間 10:00～10:25

室

先輩パパ・ママの体験談や沐浴の実習
対象 妊婦さんとその家族（先着16名）
日時 10/21㈯
受付時間 9:15～9:30
会場·申込·問合せ
健康センター

10/25㈬
13:00～13:30

●もぐもぐ教室
対 象 生後9～10か月児とその家族
実施日 10/6㈮
受付時間 10:00～10:25

親子で児童センターの「ひろば」へ参加しませんか？
誰でも自由に参加できます。（申込不要）
開催時間 ９:30～12:30（各ひろば共通）
開催日
こばと児童センター 毎週火・木曜日
つばめ、ひばり、すずめの各児童センター 毎週月曜日

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ

ひばり

すずめ

2日㈪

片栗粉遊び

シール遊び

ソフトサッカー

16日㈪

砂遊び

ボウリング

お散歩

23日㈪

ちょこっとシアター

砂遊び

ハロウィン

30日㈪

ハロウィン

ハロウィン

秋の自然で遊ぼう

◆未就園児をお持ちの方へ
市内の保育園・認定こども園・幼稚園では、未就園児を対象に
したさまざまな活動をしています。
開催日時や内容などは、各園のホームページをご覧になるか、
直接、園にお問い合わせください。
ママだーいすき♡

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8か月
さとう

佐藤

児童センター  こばと
２1
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りん

凛くん
24-2402

じーちゃん大好き！

11か月
たかみ

けんじ

髙見

賢志くん

かもめ

23-1777

つばめ

科

つばめ

歯

10月

●フッ素塗布

１歳６か月児健診で申込まれた方

対象
日程

２歳６か月になる児
10/13㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日程

2歳または３歳になる児
10/19㈭ 受付時間 13:00～13:30

予 防 接 種
平成11年４月２日～12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。

健康相談会
血圧·血糖·脂質異常など健診結果が気になる、
健診結果の見方がわからない方のための相談会です。
日時 毎週月曜日 9:00～11:00、13:00～16:00
〃 火曜日 9:00～11:00
〃 金曜日  13:00～16:00
（相談時間は30分から1時間程度です）
会場·申込·問合せ 健康センター
（前日までにお申し込みください）
参加無料 ミラたん健康ポイント10ポイント進呈
23-5133

ひばり

23-0500

すずめ

23-0522

25～30

ありそドームでの開会式

26

31

25

1

５年連続V！通算20回目の優勝の日体大

海辺の風物詩だった「漁火」を
再現し、浜辺で人と海とのふれあ
いを楽しむ「第８回魚津漁火まつ
り」が海の駅蜃気楼で開かれ、多
くの来場者で賑わいました。
会場では、家族連れなどが、バ
イ飯おこわや焼きガキなどを味わ
ったり、縁日コーナーで輪投げな
どを楽しみました。午後６時の開
会式のあと、夕日をバックに大た
いまつなど７基が点火され、会場
の雰囲気を盛り上げました。特設
ステージでは、せりこみ蝶六など
が披露され、来場者も加わって蝶
六大輪踊りなどが繰り広げられま
した。また、近くの埋没林博物館
でも「埋没林博物館ｄｅ探検ナイ
トミュージアム」が開催され、外
壁にたてもん祭りの映像を投影し
たり、スタンプラリーを行ったり
しました。

地元の果物でおもてなし

漁火特設ステージ

投影されたたてもん

62

22

接戦の決勝戦！日本体育大学 VS 東京女子体育大学

26

第 回全日本大学女子野球選手
権 大 会 が 、桃 山 ・ 天 神 山 野 球 場 で
開催され、 チーム（ 大学）による
熱 戦 が 繰 り広 げ ら れました 。昭 和
年（ ９８７年）に第１回大会が
魚津市で開催されて以来、マドンナ
達の甲子園の愛称で、魚津の夏の風
物詩として定着しています。
日 にはあ りそドームで開 会 式
と前 夜 祭 が 開 催 さ れ、全 国 か ら 集
まった参加者が交流を深めました。
日 か ら は 、各 会 場 で熱 い真 剣 勝
負が繰り広げられました。また、そ
れぞ れの会 場 では、上 野 方 、天 神 地
区 の方 々 が 、地 元 で採 れた 野 菜 や
果物などをふるまい、選手や訪れた
観客をもてなしました。

海辺の風物詩「漁火」の再現

熱戦が繰り広げられた５日間

26 第８回魚津漁火まつり
8/

マドンナたちの甲子園
第31回全日本大学女子野球選手権大会開催！
８/

ニュース

― Uozu News ―
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地域の催しものなど、ぜひお知らせください。
info@city.uozu.lg.jp
23-1015 FAX 23-1076
9/

ヤッサヤーレ！

9/

16 魚津八幡宮献灯みこし祭り

3

9

社殿内に駆け上がるみこし

安全を祈願して鎌入れをする（左から）金川市議会副議長、村椿市長、畠山教育長

住吉小、上中島小、松倉小の
小学校を統合して再来年４月に開
校する新小学校の木造校舎新築事
業安全祈願祭が、住吉小グラウン
ドで行われました。
新校舎は全国の先駆けとなる木
造３階建て（一部２階建て）で、
文部科学省のモデル事業「木の学
校づくり先導事業」を活用して整
備されることでも注目されていま
す。
村椿市長は「児童や保護者が木
に対する親しみを深められるよう
木育ワークショップ等の開催も計
画しています」とあいさつしまし
た。

魚津八幡宮境内で献灯みこし祭
りが行われました。
この日は、９基のみこしが各町
内を練りまわった後、午後 時半
過ぎから魚津八幡宮境内に次々と
集結。おはらいを受けた後、勢い
よくみこしを社殿に 度担ぎ入れ
激しく揺らす「宮あげ」を行いま
した。集まった大勢の見物客から
は大きな歓声があがり、拍手がお
くられていました。

ヤッサヤーレ！掛け声ともに宮あげを行う氏子

住吉・上中島・松倉統合小学校

1 新校舎整備工事の無事を祈って

3

編集後記
きらきらキッズのコーナーは、お子様の写真の応
募がないときは子育て支援センター（健康センター
内）のびのび広場で撮影をしています。しかしなが
ら、これが毎回悪戦苦闘。知らないおじさんが、急
にやってきて大きなカメラを構えるものですから、
大体のお子様は固まってしまい、終いには泣き出す
お子様も。そこで、某テレビ番組の○○のおつかい
のように物陰から隠れて撮影したり、時間をかけて
お子様の警戒心を解いたりして、出来るだけ笑顔を
撮れるようにしています。子どもはたいへんかわい
く、それはそれで楽しいのですが…。皆さん、ぜひ
きらきらキッズに応募してくださいね。（上）

市の人口
住民基本台帳調べ（外国人含む）

（平成29年8月末現在） 前月比 前年比

男

20,571人

－34

－218

女

21,835人

－16

－286

計

42,406人

－50

－504

－5

－3

世帯数 16,742世帯
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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

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

あらかわ

荒川

まさじ

正治さん

（89歳・上野方地区）

自分が生かされていること、
すべてが感謝でしかないとお
っしゃる荒川さん。荒川さんは
1945年7月、仕事の関係で富山
市に下宿していた際に恐ろしい
光景を目にしました。原爆の投
下訓練として行われた「模擬原爆」です。体験から数十
年を経て、周囲の勧めもあり、平成27年に「命の恵み－
人生は感謝です－」を自費出版されました。模擬原爆の
恐ろしさはもちろん、タイトルにもあるように、荒川さん
の何事にも感謝する気持ちがつづられています。
海外では、野菜を「作る」とは言わず「命を育てる」と言
う国があるそうですが、荒川さんもその気持ちをもって、
心をこめて畑仕事をしているとのこと。
「今日も元気で暮らせるのは、『命の恵み』を与えられ
ているおかげかな。周りの人たちみんなのおかげでも
あるよ」とほほえむ荒川さん。いつまでもお元気で、「命
の恵み」を育てていってください。

30

64

24
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れみ
たかはし

伶実さん
髙橋
６年生
そうた

僕の将来の夢は、自動車整備

私の将来の夢は、保育士です。私

士です。僕は、小さいころ、自

は、小さい子供と一緒に遊んだり、

動車に興味がありました。だか

赤ちゃんの世話をしたりすることが

ら、自分で整備や修理をしてみ

好きです。３月に、私のいとこが生

たいと思います。もしも自分の

まれました。いとこと過ごしている

車がこわれた時は、自分で原因を調べて、直したい

と、笑った顔、おこった顔、泣いた顔、どれも魅力があ

です。自動車を修理する仕事は、人が喜ぶ仕事だと

ると思います。おもちゃで喜んでいたと思うと、急に泣

思います。突然、車が動かなくなって困っている時

き出すこともあって、赤ちゃんの世話は大変だと思いま

には、すぐに修理して助けてあげたいです。自動車

す。でも、保育士になったら、一緒にお絵かきをしたり

整備士は大変なことも多いと思います。でも、楽し

歌を歌ったりして、子供たちと楽しくすごしたいです。

メールアドレス／info@city.uozu.lg.jp
ホームページアドレス／http://www.city.uozu.toyama.jp/

うちだ

蒼大くん
内田
６年生

２4
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市の農業と自然環境

大切な農作物を育てる田畑を荒らしたり
時には人間を襲うこともあるクマやイノシ
シ、ニホンザルやカラス。これらの野生鳥
獣から里山を守るために、日々戦っている
人々がいます。
魚津市鳥獣被害対策実施隊は、増え続け
る鳥獣の被害に対応するため、平成 年
月に県内他自治体にさきがけ結成されまし
た。
発足当初は、猟友会の会員を中心に消防
職員を含む市職員など 名で構成された実
施隊。現在では被害が発生している集落の
農業者など地域の方も加わり、 名まで増
えた隊員が日々鳥獣被害対策にあたってい
ます。
隊員の多くは本業の仕事をもっているた
め、出勤前や夕方、休日などに時間を割い
てパトロールや追い払い捕獲等の活動を行
っています。クマが民家近くに現れた時な
ど緊急時は、仕事を休んで対応にあたるこ
ともあります。
そんな実施隊も、中心メンバーの高齢化
が進み、年々活動が難しくなってきていま
す。また、爆発的に個体数が増え続けるイ
ノシシなどの被害を防止するには、「これ
まで以上に危機意識をもって、農業者や地
区住民と実施隊が協力しあって対応する必
要がある」と実施隊の中村隊長はおっしゃ
います。
市の農業と自然環境、里山の安全を守る
要として活躍される実施隊のみなさん。こ
れからも、くれぐれもお気を付けて。
4
イノシシ捕獲檻の点検

里山の安全を守る

№863

鳥獣の追い払いを行う実施隊員

魚津市

2017

鳥獣被害対策実施隊

10 月号

鳥獣被害対策実施隊の方々

住吉小学校

みながら仕事に取り組みたいです。

