平成30年

２０１８

７
No.872

表紙写真

もくじ
２
６
７
12

輝く笑顔をいつまでも
―魚津の未来を考えよう―
つくるUOZUプロジェクト
“魚津水循環”魚津縦断サイクリング
うおづまちづくり ふれあい講座

24
25
26
28

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

富山湾蜃気楼ヨットレース（６月２日･３日）
魚津沖に並ぶヨットたち。青い海にカラフ
ルな帆が映えます。ひと足さきに夏を感じ
られる、そんな爽やかな風景でした。
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人口減少の「現実」

始め、2045年には３万人を下回る

35,000

をいつまでも

45,000

輝く笑顔
魚津の未来を考えよう

全国的に人口減少は深刻な
問題となっています。「魚津
市はまだ大丈夫」と、楽観的
に考えてはいませんか。魚津
市においても、決して他人事
ではありません。
魚津市の人口は、１９８５
年の４９，８２５人をピーク
に年々減少しています。国の
推計では、２０２０年代初頭
に４万人を割り、約 年後の
２０４５年には、 万人を割
り込むと予想されています。
人口が減少すると、「人通
りが少なくなった」「賑わい
が無くなった」などといった
感覚的な変化だけでなく、
「大型ショッピングセンター
の撤退」や「空き店舗の増
加」など、市民生活に直結す
る具体的な影響が生じること
も懸念されます。
そこで、魚津市では今年４
月より、地域協働課に定住応
援室を設置し、人口減少対策
に取り組んでいます。人口は
全国で減少しているため、
「魚津市だけ増加」となるこ
とは現実的には難しいです。
しかし、少しでも減少率を下
げ、市民生活の水準を維持す
ることを目指していかなけれ
ばなりません。

【魚津市の人口考察】
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されていています。とくに2025年

魚津市
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人口推移の予測

徐々に人口は減っていくと予測

から近隣の市より大きく落ち込み

30,000

立社会保障・人口問題研究

協働の取組み

地域＋行政

市内の各地域では、すでに人口減少対策の取組が始まっています。最終的に移住者を受け入れるのは、それぞれの
「地域」であり、全国的にも地域単位での主体的な取組が求められています。

【村木地区】

【片貝地区】

【経田地区】

地区内の空き家を移住体験施設と
する事業を検討中。海沿いの地域を
中心に、民間事業者の所有家屋をリ
ノベーションするなど活発に活動
し、地区をあげた「まちおこし」が
図られています。今後、地区内の埋
没林博物館や海の駅蜃気楼などの観
光施設と一体となった賑わい創出に
ついて考えていきます。

地区振興会を中心に「片貝来られ
プロジェクト」を設置。空き家を活
用した移住体験施設の設立や、学校
の跡地を利用した大学生の受入れ事
業などを検討しています。今年度
は、活用する空き家の改修規模や所
有者との契約、維持管理方法を検討
し、PR用のチラシの作成やホーム
ページの開設を行う予定です。

きょうでんまちづくり協議会にお
いて「魚津市地域ぐるみ空家対策モ
デル地区支援事業」を実施。空き家
対策を中心に、人口減少対策に向け
た活用も検討しています。また、先
進地の移住体験施設の管理者を交え
た研修会を予定しており、地区内で
行う地籍調査と合わせた「まちづく
り」について協議を進めます。

“オール魚津”で元気なまちに！
移住を考えている人はたくさんいます。しかし、移住先として魚津市を選んでもらうことは簡単なことで
はありません。移住者を呼び込むには、今、魚津市に住んでいる人たちが笑顔で過ごしていることが一番大
切です。地域が元気で幸せであれば、生まれ育った人が戻り、地域外から人が集まります。
市ではこれからも地域と連携し、若者や移住者とまちの将来について語り合いながら、協働のまちづくり
を進めていきます。人口減少社会の現実を受け入れ、ふるさと魚津に誇りを持ち“オール魚津”で元気な魚
津を一緒に創りましょう！

１

魚津をもっと好きに！

魚津市は蜃気楼だけでなく、埋
没林博物館や水族館、東山円筒分
水槽などの観光スポットが多くあ
ります。また、たてもん祭りや獅
子舞などのイベントも充実してい
ます。いろんな場所にもう一度足
を運び、魚津の魅力を再発見して
みましょう。
３
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魅力を全国へ発信

観光スポットだけでなく、海や
山、農山村や港など、何気ない風
景であっても人によっては魅力的
なものに映ります。魚津の魅力を
SNSで発信し、「魚津に訪れてみ
たい」と思ってくれる人を増やし
ましょう。魚津の魅力をみんなで
シェア！

３

「おもてなしの心」

魚津には多くの観光客が訪れて
います。また、毎年、夏に開催さ
れる全日本大学女子野球選手権大
会では、多くの大学生が訪れま
す。訪れてくれた人と積極的に交
流し、交流人口や魚津を応援して
くれる人、魚津に興味を持ってく
れる人を増やしましょう。

INTERVIEW
み
ゆ
いとう

さん（六郎丸在住・23歳）

伊東 裕美
Ｕターン

園の子ども達と、バケツ稲づ
くりや夏野菜づくりをしてい
ます。
Ｕターン情報（仕事など）は
どこで収集しましたか？
インターネットで情報を収
集し、県主催のＵターン就職
説明会、市主催の合同企業説
明会、自社説明会などに参加
しました。
Ｕターンについて、ご家族の
反応は？
とても喜んでいます。家族
は就職活動を陰ながら応援し
てくれました。就職説明会な
どで、多いときに月３～４回
帰省していたのですが、交通
費がかさみます。アルバイト
でお金を貯めていましたが、
両親もサポートしてくれて助
かりました。
休日の過ごし方は？
幼馴染と遊ぶのが楽しみで
すね。他にも兄と釣りをした
り、中学校から続けているバ
ドミントンでリフレッシュし
ています。体を動かすことが
好きでランニングもするので
すが、地域の方が挨拶をして
くれるととても嬉しいです。
最後に、魚津市に住み続けた
いですか？
ずっと魚津にいたいです。
食・人・風景、そしてミラた
ん、全部好きです。

移住までの経緯は？
東日本大震災により、その
後の生活に不安を感じていま
した。当時、子どもがまだ２
歳と０歳で小さかったことも
あって、妻と話し合い、県外
への移住を決断しました。
「子どもたちが外で思いっ
きり遊べる環境で、のびのび
と子育てをしたい」という思
いと、「憧れていた漁師の道
に進みたい」という思いの、
両方を叶えられるまちとして
探し当てたのが、魚津市でし
た。
住んでみて驚いたことは？
海と山の距離がとても近い
ところです。クマが出没する
なんて想像もしていませんで

福島県出身の舘さんは東日本大震災を機に平成25年に

業後、魚津へＵターン。現在はJAうおづに勤務してい

魚津市出身の伊東さんは日本福祉大学（愛知県）を卒

Ｕターンのきっかけは？
進学で県外へ出てみて、魚
津の良さを改めて実感しまし
た。愛知県も自然が豊かでし
たが、魚津は海と山の両方が
あるところが良いですね。
また、愛知県は料理の味つ
けが濃いめで、魚津の食の美
味しさを再認識しました。
今の仕事に就いたきっかけと
仕事の内容は？
大学で学んだことを活かし
ながら、子どもから高齢者ま
で幅広い年齢層の方と関わる
ことができると思い、ＪＡう
おづに就職しました。今は、
組合員への生活指導や広報の
ほか、食農教育（食育＋農
業）の一環で、小学校や保育

魚津へＩターン。現在は魚津水産㈱に勤務しています。

しんいち
たて

さん（金山谷在住・39歳）

舘 真一
Ｉターン

魚津市へＵ・Ｉターンされた方に
お話を伺いました！

ます。祖母、父、母、兄、姉の６人家族です。

妻と子ども２人の４人家族です。

した。
住んでよかったことは？
自然が豊かで、食べ物と水
が美味しいこと。子育て支援
や公園の遊具が充実している
こと。他にもたくさんあると
思います。
また、移住当初はアパート
に住んでいましたが、魚津に
住み続けたいと思い、２年前
に家を建てました。
移住して苦労したことは？
共働きかつ近所に親戚もい
ないため、子どもが急な病気
のときなどに面倒を見る人が
いないことです。
また、漁師の仕事が夜中で
あるという点で、妻にはいろ
いろ苦労をかけています。
県内の好きな場所は？
宇奈月温泉です。会社の旅
行や、家族で泊まりに行った
こともありますが、雰囲気に
風情があると思います。
魚津の一番好きな風景は？
朝、セリが終わり、船で上
口の補助港に戻るときの風景
です。船上から見る立山連峰
が素晴らしいと思います。
奥さんへ一言
移住、子育て、仕事など
で、心配や迷惑をかけてばか
りですが、本当に感謝してい
ます。

4

広報うおづ

2018-7

地域を変える力に！

私たちが

地域おこし協力隊

です。

魚津市地域おこし協力隊として、今年の５月に赴任した２人の隊員についてご紹介します。２人はこれから移住定
住業務とともに、魚津市の活性化に向けて頑張ります！
いけだ

こうや

池田 康冶

こうの

しずえ

河野 静恵

隊員

隊員

地域おこし協力隊として、
鹿児島県鹿屋市から魚津に移
住しました河野静恵です。山
から眺める魚津の景色、海岸
がとても好きです。今は移住
者交流会の企画をしたり、フ
リーランスママ ※ を応援する
コ コ
マ
マ
「coco mama」に参加させて
いただいたりしています。お会いする方々が生き生きさ
れているので、私も触発されて「楽しくお仕事したい、
できる！」と思っています。よろしくお願いします。
※フリーランスママ…自分の好きなことを仕事に、起業
しているママさん

魚津市の皆さん、こんにち
は！地域おこし協力隊の池田
康冶です。出身は長崎県佐世
保市です。魚津に来て２か
月。フレンドリーな方が多い
おかげで、すっかり魚津市で
の生活にも慣れました。今は
YouTubeの市役所チャンネル
ワ
オ
ウ オ ヅ
リ
に、『WOW！UOZU』として、台湾出身の李さん（市
役所勤務）とともに、魚津の魅力を動画で発信していま
す。魚津を多くの方に知ってもらい、人口減少にストッ
プをかけられるように頑張ります！街で僕を見かけたら
「こーや」と気軽に声をかけてください！

美味しいもの・可愛いものはすべて「made in UOZU」

『WOW！UOZU』 配信中！

coco mama・マルシェ
7/7 sat 11:00‐16:00 ＠中島果樹園（友道1544）
魚津のフリーランスママたちによるマルシェ。ワーク
ショップやトークイベントなどを開催します。
問合せ：coco mama（代表 大島）☎88-0478

U・I・Jターンするには
どこに相談したらいいの？

？

．．．

情報収集はどこで？

info

―魚津市ブース出展！―

暮らす働く富山まるごと相談会

7/8 sun 11:00‐17:00
＠東京交通会館（有楽町）

富山くらし・しごと支援センター

東京にお住いのご家族や友人に、ぜひ

経験豊富なキャリアカウンセラーによる就職相談や職業紹介のほか、県

ご紹介ください！

内求人情報の提供も行っています。富山市のほか、東京と大阪にもオフィ
スがありますので、ご家族や友人にぜひご紹介ください。
くらしたい国

富山

検索

ヤングジョブとやま（とやま自遊館内）
キャリア相談、就職応援セミナー、合同企業説明会などを開催！

とやまUターンガイド

info

―魚津の情報を発信中！―

魚津市定住応援室Facebook

“いいね”や“シェア”で
一緒に魚津の魅力を発信し
ましょう！

富山へのUターン就職を希望する求職者と県内企業とのマッチング支援
サイトです。就活中の方はもちろん、大学１・２年生やその父母向けに就
職情報に関するメールマガジンを配信しています。

５
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問

地域協働課定住応援室 ☎23-1095
メール teiju@city.uozu.lg.jp

魚津を“ゲームの聖地”に！

つくるUOZUプロジェクト
つくるUOZUプロジェクトとは
魚津市では、産業振興を進めていくにあたって、「海から山までの距離
が短く平地面積が狭いため、大規模な工場の誘致が難しいこと」や「県外
就職などによる若者を中心とした人口減少」といった大きな課題を抱えて
います。これらの課題を克服するため、首都圏から離れた狭い土地でも事
業展開が可能で、若年層を中心に幅広い世代の関心が集まる「ゲーム産
業」に着目し、新しい産業の誘致や雇用の創出
による若者などの定住人口増加を目指して取り
組むこととしました。
幅広い世代の方に親しみを持ってもらえるよ
う「つくるUOZUプロジェクト」と名付けたこの
取り組みは、魚津商工会議所、北陸職業能力開
発大学校、魚津市の「産・学・官」による実行
委員会を中心に、ゲームクリエイター育成・支
援プロジェクトとして、平成29年度からスター
トしました。

平成30年度の取り組み
GAMEサミット

サポーター制度
このプロジェクトでは、実行委員
会のほか、有志による「サポータ
ー」の方々にバックアップしていた
だいています。
イベントの企画や運営を通して、
夢を追いかけるクリエイターの卵た
ちを一緒に応援しませんか？
「サポーター」は随時募集してい
ます。プロジェクトに賛同いただけ
る方や興味のある方など、ぜひご協
力をお願いします。詳しくは魚津市
商工観光課（☎23-6195）までお問
い合わせください。

これまでの取り組み
UOZUゲームフォーラム2017

参加者募集！

毎月定期的に開催するゲーム開発者育成・支援イベントです。講師を招
いてのセミナーをはじめ、参加者が企画したアイディアの実現に向けて支
援します！

UOZU GAME BOOT CAMP

参加者募集！

ゲームクリエイター養成プログラムです。７月から９月までの３ヶ月、
プロの指導を受けながらゲームの開発を行います！

UOZUゲームフォーラム2018

著名なクリエイターによる講演や質
問会、VR体験、ゲーム開発講座などを
開催。参加者は100人以上！

UOZUゲームハッカソン

12月開催予定。プロのゲームクリエイターによる講演のほか、ｅスポー
ツ大会を同時開催！詳細が決まり次第、あらためてお知らせします。

ゲーム開発経験者だけでなく、未経験者や「少し興
味があるので話を聞いてみたい」という方まで、どな
たでもご参加いただけます！各イベントの詳細は、市
のHPやプロジェクトのHPで随時お知らせします。
問合せ：つくるUOZUプロジェクト実行委員会事務局
（商工観光課内）☎23-6195
メール syokokanko@city.uozu.lg.jp

参加の申し込みは
コチラから！

https://detail.
uozugame.com

参加者36名が９チームに分かれて、
１泊２日の泊まり込みでオリジナルゲ
ームを開発。

2018-7
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UO!JAZZ

同日開催イベント

“魚津水循環”

魚津縦断
サイクリング
参加者募集！
「UO!JAZZ」及び「“魚津水循環”魚
津縦断サイクリング」は（財）自治総
合センターが宝くじの社会貢献広報事
業の一環として行うコミュニティ助成
事業の助成を受けて実施します。

開催日：８月４日㈯ ９:30～14:30頃
15:00～「UO!JAZZ」（海の駅蜃気楼）
コース：海の駅蜃気楼 → 経田漁港 → 東山円筒分水槽 →
蛇石・洞杉群周辺 → 山ノ守キャンプ場 → 加積
リンゴ畑 → 海の駅蜃気楼
※詳細はルートラボ（https://yahoo.jp/PxN2FB）でご確
認いただけます。
対象・定員：中学生以上・先着30名
※未成年者は保護者の承諾が必要です。
※中学生は保護者または引率者の同伴が必要です。
自転車：公道走行に適し、安全に完走できるものであれば
種類は問いません。自転車をお持ちでない方はレ
ンタサイクル（有料）をご利用いただけます。
参加費：1,000円（昼食費込）
募集期間：７月２日㈪～７月20日㈮
申込方法：魚津市観光協会のHPから申込用紙をダウンロー
ドし、必要事項をご記入のうえ提出してくださ
い。HPの専用フォームからも申込可能です。

サイクリングで魚津の魅力を再発見！

レンタサイクル
スポーツタイプの自転車もありますので、
爽快にサイクリングをお楽しみいただけま
す。レンタサイクルで、魚津の新しい魅力発
見に出かけてみませんか？
サイクルステーション一覧
観光案内所（魚津駅前・電鉄魚津駅前）、
魚津水族館、海の駅蜃気楼、片貝山ノ守キ
ャンプ場
【料金表】
利用形態

大人用

子ども用

半日（４時間）

300円

100円

１日（８時間）

500円

300円

1,000円

500円

１泊２日
魚津市観光協会

申込み・問合せ：魚津まつり実行委員会
（魚津商工会議所内）22-1200
７
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※他のステーションへ返却された場合は、追加
料金が発生します。（500円/１台）

運用
開始

魚津市防災タイムライン

問合せ：総務課防災係
23-1078

避難情報などの発令時における情報伝達と防災行動について
魚津市では、集中豪雨などによって河川氾濫や土砂災害が発生する可能性が高くなった場合に、避難情報などを発
令し、市民の皆さまへ避難行動を呼びかけます。その際、必要な情報伝達を的確に行うため、防災関係機関が相互に
協力し、状況に応じた連絡と防災対応をとる体制を整えています。市民の皆さまに対しましては、避難情報発令時に
迅速かつ確実な避難行動が行えるよう、日頃から気象・防災情報に気を配り、避難所の確認や防災用品の準備を家族
で話し合っていただくようお願いいたします。避難情報の伝達の流れは次のとおりです。
（例）河川氾濫の場合
市の避難情報と住民への情報伝達
危険度（低→高）

発令基準
水位が避難判断水位に達
する恐れがある場合など

避難情報

情報連絡

避難準備・高齢
者等避難開始

水位が氾濫危険水位に達
する恐れがある場合など
水位が氾濫危険水位に達
した場合など

住民の取るべき行動
・避難行動に時間を要する者は避難開始

下記の「関係
機関による情

避難勧告

・家族との連絡、非常持出品の準備
・通常の避難行動ができる者は避難開始

報連絡図」を
参照

避難指示
（緊急）

・避難中の者は確実な避難行動を直ちに完了
・避難していない者は直ちに避難行動を開始し、その
余裕がない場合は生命を守る最低限の行動をとる

関係機関による情報連絡図
関係機関
（県・警察・気象台など）

魚津市

連携

富山県東部消防組合
（魚津消防署）

連携

消防団への活動指示
【避難所開設準備】
避難所決定、職員派
遣、物資救援、連絡体

【避難情報等連絡】
避難準備・高齢者等避難開始、
避難勧告、避難指示（緊急）

魚津市消防団

制の確立など
【災害情報周知】

自主防災組織

連携

自治会等の長

防災行政無線、防災
ラジオ、緊急配信メー
ル、Ｌアラート、データ
放送など

【避難情報周知】

【避難所開設準備】

【地区住民連絡】

役員召集、避難者受

町内会連絡網などを

車両巡回による周知

付準備など

活用

活動など

住民
※避難が必要と判断された場合
【避難開始】

避難所

生活必需品の携行、
家族の連絡確認など
連携

2018-7
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国民年金保険料全額・一部免除制度
本人・配偶者・世帯主の前年所得が所得基準以下である場合、申請が承認されると保険料が免除されます。
承認期間は今年７月から翌年６月までです。保険料納付額と将来の年金額への影響は次の表のとおりです。

平成30年度国民年金保険料

月額 16,340円

所得基準

年金額への影響

そのほかの免除制度等

(扶養親族等の数＋1)×35万円
＋22万円

承認期間の
1/2が反映される

4,090円

78万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額等

承認期間の
5/8が反映される

半額免除

8,170円

118万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額等

承認期間の
6/8が反映される

４分の１
を免除

12,260円

158万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額等

承認期間の
7/8が反映される

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

免除区分

保険料月額

全額免除

0円

４分の３
を免除

問合せ：魚津年金事務所

24-5153（音声案内②‐②）

市民課市民係（①番窓口）23-1012

消防からのお知らせ
「花火の火の用心」
夏の夜、花火を楽しむことが多くなります。しか
し、綺麗な花火も取り扱いを間違うと、重大な事故
につながる恐れがあります。花火を楽しむときは次
のことに注意してください。
・周りに燃えやすいものがないか確認する。
・ロケット花火は、打ち上げる方向に危険がないか
確認する。
・子供だけで花火をしない。
・水入りのバケツなどで火の始末を確実に行う。

海難救助訓練
これから夏の行楽シーズンを迎えるにあたり、海
上事故の発生に備えて救助訓練を行います。
日時：７月12日㈭ 10:00～
会場：経田漁港
訓練内容：救助救出、船舶火災消火、船舶曳航
問合せ：魚津消防署 ☎24-7980
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松倉分団が出場
「第69回富山県下消防団消防操法大会」
７月28日㈯に富山県広域消防防災センターで開
催される富山県下消防団消防操法大会に、魚津市
消防団を代表して松倉分団が出場します。大会で
は火災防ぎょ技術の向上を図るとともに、ホース
延長などの動作における正確性や、消火までのス
ピードを競います。松倉分団では、分団員が一丸
となり、魚津市代表としての誇りを持って、連日
猛練習を行い、上位の成績を目指しています。

定員残りわずか！
申込みはお早めに！

米騒動100年記念事業

とやまで働く女性たちの
トークイベント
ゲスト紹介
日時：７月22日㈰
トークイベント 15:30～16:30
フリートーク
16:30～17:30
もちつき体験＆試食あり！
会場：ホテルグランミラージュ１階
レストランミラヴェール
ゲスト：「KARVAN」店主 金坂 佳子さん
「ひえばた園」 稗苗 史絵さん
司会進行：「NICE TV」 大澤 千晶さん
参加費：1,000円（フリードリンク＆プチギフト付き）
定員：先着40名
申込期限：７月13日㈮
その他：無料託児コーナーあり（申込み制）
コメソウドウ

申込み・問合せ：※SODO事務局
（地域協働課内） ☎23-1131
メール chiiki-kyodo@city.uozu.lg.jp

bakery＆coffee
「KARVAN」（富山市）
よしこ

店主

金坂 佳子さん

グルテンフリーの米粉パンなどを提
供するお店「KARVAN」の店主。人
と人が集う、明るく温もりのある空
間を目指している。

「ひえばた園」（魚津市）
ふみえ

稗苗 史絵さん
農薬を使わない自然栽培、天日干し
の米作りを手掛ける「ひえばた園」
を夫と経営。直接販売や田んぼイベ
ントなどで食の大切さや尊さ、文化
を伝えている。

せり込み蝶六踊り街流し

オープン参加者募集！
じゃんとこい魚津祭りのフィナーレを飾る、せり
込み蝶六踊り街流し。今年からオープン参加枠を創
設しましたので、当日の参加も出来るようになりま
した。初めての方も大歓迎。夏の思い出に、一緒に
街流しに参加しましょう！
日時：８月５日㈰ 19:30頃～
集合：18:30までに旧村木小学校グラウンドへ集合
※事前にお申込みいただくと、蝶六保存会の指導を
受けることができます。
申込み・問合せ：魚津まつり実行員委員会
（魚津商工会議所内）☎22-1200

2018-7
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ｉ 助成情報

魚津の木を使って家 を建てませんか
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です。事前にお問い合わせください。また、県
の補助「とやまの木で家づくり支援事業（上限40万円）」との併用も可能です。

【交付条件】

木材使用量 （小数点以下切捨）

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

400,000円

補助金の交付を受けるためには、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。
問合せ：都市計画課建築住宅係
23-1031

※住宅と附属建物を同時に建てる場合は１件扱いとします。
※使用量の目安：県内の木造住宅は100㎡あたり概ね21㎥使用
しています。

まだまだ募集中！

『たてもん協力隊』
日時：８月３日㈮ 18:30～23:00頃
８月４日㈯ 19:00～23:00頃
※１日だけの参加も可能です。
※雨天中止です。その場合は別途連絡します。
対象：小学生以上70歳以下の方
※71歳以上で参加したい方はご相談ください。
※小中高校生は保護者の同伴が必要です。
特典：たてもん協力隊Tシャツをプレゼント
定員：先着350名程度
申込締切：７月13日㈮
申込み・問合せ：生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係 ☎23-1045
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今年のデザインは７月上旬頃に
市のHPで公開します！
申し込みはHPから
も受け付けます。

うおづまちづくり

10

講座〉

※緑文字は新規講座です。

市政〈

③

町内会、自治会の法人化（地縁団
体）の手続き

まちづくりへの第一歩 「市民主
役の協働のまちづくりへ向けて」

⑦ 情報公開及び個人情 報 保 護 の 取 組 み

⑥ 市役所の役割と組織

⑤ 自治基本条例の策定と市民自治

④

魚津市総合計画から見た本市の将
②
来設計

① 魚津市名誉市民について

14

魚津市の男女共同参画社会への取
組み

「シルバー保険制度」講座（高齢
者の医療保険制度の仕組み）

魚津市の防災対策（安全・安心な
まちづくり）
② 魚津市の水道の仕組み

①

防災・安全〈２講座〉

⑨ 公共交通体系の確立を目指して

⑧

⑦ 身近な消費生活相談

⑥ 土地と家屋の固定資産税

⑤ 知っておきたい住民税の仕組み

④

③ 魚津市の国際交流

② あなたもできる市民活動

① 移住・定住のすすめ！

くらし〈９講座〉

⑭ 議会の仕組み

⑬ 魚津市の財政状況

⑫ やさしい選挙の話

⑪ 指定管理者制度

⑩ わかりやすい行政評価の仕組み

⑨ 行財政改革の取組み

⑧ 統計で見る我が街「魚津」

ふれあい講座

23

市の事業や施策について理解を深め
ていただき、協働のまちづくりを進め
るため、市民団体が主催する会議など
へ市の職員が出向いてご説明します。
受講を希望される場合は、開催希望
日の 日前までに電話でお申し込みく
ださい。ただし、開講は参加者が 人
以上見込まれる場合とします。詳しい
講座内容は魚津市ＨＰまたは公民館な
どに設置してあるリーフレットをご覧
ください。
【申込み・問合せ】
地域協働課協働推進係☎ ・１０１７

平成30年度

20

福祉・健康〈９講座〉
① よくわかる障がい者福祉制度
住み慣れた地域で暮らし続けるた
めに

② 見守りネットワークの働き
③
④ 介護予防講座
⑤ よくわかる介護保険制度
⑥ 保育士が伝える子育てのコツ
⑦ 「食育」のすすめ
⑧ 健康づくりあれこれ
⑨ 子どもの健康と子育て

環境〈５講座〉

外国人のための、ごみの分け方と
出し方

ごみの減量化とリサイクル活動の
推進

① 身近にできる地球温暖化対策
②
③

水めぐるまち
循環について

うおづ

魚津の水

④ 野生鳥獣との共生と有害鳥獣対策
⑤

まちづくり〈５講座〉
① 地籍調査の勧め
都市計画の仕組みと市民主役のま
ちづくり

② 公園や緑化についての取組み
③

④ 安心して暮らせる我が家
⑤ 空地・空家対策

産業〈４講座〉

① 魚津の観光資源

② 需要に応じた米生産の仕組み

③ 魚津の園芸作物（果樹・野菜）

④ 魚津の漁業

教育と学習〈６講座〉

① 子どもと本、そして図書館

② 魚津市の自然（植物）

③ 神秘に満ちた蜃気楼

④ 魚津市の自然（大地の成り立ち）

⑤ 魚津埋没林とは

⑥ 「ジオパーク」を楽しもう！

文化・歴史・スポーツ
〈３講座〉

① 松倉城とその支城群について

② 魚津の遺跡探訪

③ 気軽に、楽しくニュースポーツ

特別講座

一覧に載っていないもので聞いてみ
たい事柄がありましたら、ご相談くだ
さい。
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第58回魚津市美術展
会期：11月３日（土・祝）～11月８日㈭
会場：新川文化ホール 展示ホールほか
出品資格：高 校生以上で市内在住、在勤、出
身、通学（教室や講座などに通っ
ている方を含む）の方
出品料：無料
申込締切：10月11日㈭
※申 込書は新川文化ホール、市役所、教育委
員会、新川学びの森天神山交流館などに、
７月中旬に設置します。
申込み・問合せ：新川文化ホール ☎23-1123

出品作品募集！

部門
絵画

書

規

格

10号以上、額を含めて、たて200㌢よこ170㌢以内
額装またはパネル（軸装は不可）
半切1/3以上で、額を含めて、よこ182㌢以内
額装または枠張り

篆刻は、たて39㌢よこ30㌢以内

彫刻は幅130㌢、奥行き130㌢、高さ230㌢以内
彫刻

工芸は重量60㌕以内

工芸

平面は額を含めて、たて200㌢よこ170㌢以内（押し花・
パッチワーク・人形・切り絵等の創作作品を含む）
単写真はＡ3サイズ以上、組写真は寸法･枚数は自由

写真

いずれも額を含めて、たて120㌢よこ120㌢以内
額装またはパネル

※各部門１人２点までとし、未発表の作品に限ります。
※平 面作品は篆刻を除き、ガラスをつけないものとしま
す。（アクリルは可）
※額 ・パネルには必ず展示用のヒモを作品の裏につけてく
ださい。
※作品が規格外の場合、展示しないこともあります。

ク

ー

ル

チ

ョ

イ

ス

Let's COOL CHOICE！
賢い選択でエコに夏を乗り切ろう

とやま空き家セミナー

①

１つの部屋で一家団らん。エアコン稼働も１台に。

②

適度な薄着で温度調節。見た目も涼しく夏の装い。

中古住宅の利活用と適正な管理についてのセミナ
ーを開催します。セミナー終了後には個別の相談会
も行いますので、何でもお気軽にご相談ください。
日時：７月26日㈭ 18:30～20:15
会場：魚津商工会議所 ５階研修室
講演：「空き家になってからでは遅い！今からでき
る空き家対策とは？」
講師：中山 聡 氏（わくわく法人rea東海北陸不動産
鑑定建築スタジオ株式会社 代表取締役）
参加料：無料
問合せ：富山県中古住宅流通促進協議会
☎076-413-8705

グリーンカーテン（ヘチマなどのつる植物）で部

中山 聡

「COOL CHOICE」は、2030年度の温室効果ガス
排出量を2013年度比で26％削減するため、地球温暖
化対策に資する「賢い選択」をしようという運動の
ことです。夏は、冷房の使用などでエネルギー消費
が増大します。一人一人が「COOL CHOICE」で夏
をエコに乗り切りましょう！
今日から実践！夏のCOOL CHOICE

③

④

屋を涼しい木陰に変身。
夏野菜やかき氷を食べて体内からクールダウン。

氏

プロフィール

富山県出身。空き家管理に
関するセミナーや勉強会の
講師を担当。書籍を多数出

⑤
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図書館などの公共施設で冷房をシェア。自宅で過

版。経験を基にした分かり

ごすより省エネ。

やすい説明に定評がある。
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魚津市国民健康保険からのお知らせ
問合せ：市民課医療保険係（③番窓口）23-1011

税務課住民税係（⑭番窓口）23-1009

１ 国民健康保険税の変更点
■国民健康保険税の上限（課税限度額）の引き上げ
→医療保険分が54万円から58万円に引き上げられます。（後期高齢者
支援金等分19万円、介護納付金分16万円は据え置きです。）
■所得の低い世帯への保険税軽減措置を拡充
→所得の低い世帯は、国民健康保険税の均等割額と平等割額が所得に応じて７割・５割・２割軽減されます。この
軽減の基準となる所得額が引き上げられ、軽減の対象世帯が拡大されます。
軽減割合

現行

平成30年度

５割

33万円＋27万円×被保 33万円＋27.5万円×被保
険者及び特定同一世帯 険者及び特定同一世帯
所属者の数
所属者の数

２割

33万円＋49万円×被保 33万円＋50万円×被保
険者及び特定同一世帯 険者及び特定同一世帯
所属者の数
所属者の数

※世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の前年
の総所得金額などの合計額が、表に示す金額以下
の場合、国保税の均等割額と平等割額が軽減され
ます。
※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度加
入により国民健康保険の資格を喪失した日の前日
以後、継続してそれまでと同一の世帯に属する方
を指します。

２ 後期高齢者医療保険料の変更点
後期高齢者医療制度の保険料率は県内で統一されており、２年ごとに
見直されます。平成30・31年度は次のとおりです。
■保険料の賦課限度額を引き上げ
→限度額が57万円から62万円に引き上げられます。
■保険料の軽減
→所得の低い方などへは、９割・8.5割・５割・２割軽減措置が引き続き実施され、５割軽減・２割軽減について
は、対象者が拡大されます。
軽減割合

現行

平成30・31年度

５割

33万円＋27万円×被保 33万円＋27.5万円×被保
険者数
険者数

２割

33万円＋49万円×被保 33万円＋50万円×被保
険者数
険者数

国民健康保険税及び後期高齢者医療保
険料の計算方法など詳細は、７月中に郵
送される納入（納税）通
知書及び同封書類をご確
認ください。

※同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額など
の合計額が左記の金額以下の場合、保険料の均等
割額が軽減されます。
※年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方で、
年金天引に移行するまでの間、口座振替を希望さ
れる場合は、改めて手続きが必要になります。

！

国民健康保険の高齢受給者証
後期高齢者医療の被保険者証

有効期限：７月31日㈫
7月下旬に新しいものを郵送いたしますので、期
限の切れたものと差し替えてください。

2018-7

広報うおづ

14

税 に関するお知らせ

問合せ：税務課住民税係（⑭番窓口）23-1009

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の各納税（納入）通知書を７月13日㈮に発送しま
す。納税義務者の皆様は、通知書及び同封書類の内容をご確認のうえ、期限までに納入をお願いします。

１

３

国民健康保険税

納税義務者は世帯主です。
※同一世帯に被保険者がいるときは世帯主が国民健
康保険に加入していなくても、世帯主が納税義務
者になります。
税額の計算方法は年齢により異なります。
※今年度の課税限度額及び保険税軽減措置を改定し
ます。詳しくは14ページをご覧ください
被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合、
世帯主の年金から天引き（特別徴収）になりま
す。

２

75歳（一定の障害がある方は65歳）以上の方は、
後期高齢者医療保険の対象となります。
原則として公的年金からの天引き（特別徴収）に
なります。
年度途中で75歳になった方及び他市区町村から転
入された方は、公的年金から天引きへの切り替え
に時間を要するため、しばらく納入通知書（普通
徴収）で納めていただきます。

65歳以上の方は原則として公的年金からの天引き
（特別徴収）になります。
年度途中で65歳になった方及び他市区町村から転
入された方は、公的年金から天引きへの切り替え
に時間を要するため、しばらく納入通知書（普通
徴収）で納めていただきます。

タウンミーティング

市税等納期限

期限：７月31日㈫

介護保険料

知事と話そう！

後期高齢者医療保険料

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料
固定資産税

納税には口座振替が便利です。通帳、通帳印、納入通
知書を持って、市内金融機関でお申し込みください。

―みんなで創ろう！ 人が輝く 元気とやま新時代―

「人が輝く元気とやま」の実現に向けて
みなさんと知事が直接お話ししながら
創り上げた、新しい総合計画。１人ひと
りが夢と希望を持って、いきいきと働き
暮らせるように、新時代を見すえた政策
と、具体的な目標をかかげました。
グローバル化が進む時代だからこそ、
地域のオリジナリティを活かした、新た
な価値の創出を目指すために。
みなさんと未来を共有するために、知
事が計画に込めた思いをご説明します。
問合せ：富山県広報課
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第１期
第１期
第１期
第２期

☎076-444-8909

新川会場

7 月7 日㈯
14：00～16：00
ホテルグランミラージュ
２階 天翔の間
※申込不要、入場無料
※定員200名

イベント
EVENT

大町キラキラ七夕まつり

富山を拠点に日本全国で影絵講演をしている、ジャ
ック・ランダルさんの影絵やバンド演奏などのステー
ジイベント、屋台グルメをお楽しみください。
日時：７月７日㈯ 16:00～21:00頃
16:45～ ステージイベント
20:00～ 七夕送り（強風時は中止）
会場：大町海岸公園周辺（雨天時は大町公民館）
※七夕は燃やす前にビニールやプラスチックの飾りを
外してください。
※徒歩や相乗りでのご来場にご協力ください。
問合せ：大町公民館 ☎24-4470

募

生き物や自然を体感しませんか

自然観察会

―別又自然観察池―

池に生息する生き物や植物などを観察後、片貝山ノ
守キャンプ場で、よもぎのおやき作りを楽しみます。
当日は野外活動のできる服装でお越しください。
日時：７月21日㈯ ９:00～12:30（少雨決行）
集合：別又自然観察池に８:50までに集合
定員：一般、親子など15人程度（申込順）
参加費：無料
持ち物：飲み物、タオル、筆記用具、軍手、雨具、着
替えなど
申込締切：７月18日㈬
申込み・問合せ：環境安全課環境政策係 ☎23-1004
まるまる

イベント
EVENT

米騒動百年ドキュメンタリー映画

『百年の蔵』上映会

募

第14回魚津産業フェア○○魚津

出展者募集！

▲映画制作のワンシーン（平成28年６月）

魚津の米騒動にはどんな背景があったのか。魚津の
浜で百年の間、米蔵が見続けてきたものとは何か。
高校生の視点から見つめたドキュメンタリーです。
日時：７月23日㈪・８月１日㈬
①13:30 ②16:00 ③18:30 （１日３回上映）
会場：新川文化ホール 小ホール
入場料：1,000円（高校生以下無料）
※協賛いただいた方は招待状をご提示ください。
問合せ：映画『百年の蔵』制作委員会 ☎22-1650

毎年秋に開催される魚津市最大の産業フェア「○○
魚津」。商工業、農林水産業など魚津市の産業がまる
ごと集まります。このイベントにお店を出展して、一
緒に盛り上げてみませんか。
開催日：10月20日㈯・21日㈰
会場：ありそドーム、海の駅蜃気楼
申込期限：７月31日㈫
申込み・問合せ：○○魚津実行委員会事務局
魚津商工会議所 ☎22-1200
2018-7
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募

魚津の水循環を巡る

第４回

水の学び舎ツアー

イベント
EVENT

魚津中央通り七夕夜店

【テーマ】

みつけて、さわって ワクワク・ドキドキ体験
～自由研究お助けマン～
今回は子ども向けの体験ツアーです。池に棲む生き
物の生息空間（ビオトープ）などを観察します。
自由研究の参考になるかも！
日時：８月11日㈯ ８:30～12:00頃 少雨決行
埋没林博物館駐車場集合
見学場所：蛇石、別又自然観察池など
定員：20名（申込み多数の場合は抽選）
※小学生以下は保護者の同伴が必要です。
申込期間：７月23日㈪～27日㈮
申込方法：電話またはメールで氏名・住所・電話番号
を環境安全課までお知らせください。後日
詳しい案内を送付します。
参加費：１人1,000円（中学生以下は500円）
※飲み物を持参してください。
※動きやすい服装でご参加ください。
申込み・問合せ：環境安全課環境政策係 ☎23-1004
メール kankyoanzen@city.uozu.lg.jp

募

ボランティア募集！

うおづキャンドルロード2018

今年で10年目になるうおづキャンドルロード。キャ
ンドルの設置や点灯、片づけなどにご協力いただける
ボランティアを募集します。
日時：８月４日㈯ 15:00～23:00（雨天中止）
※都合の良い時間帯だけのご協力も歓迎します。
会場：中央通り、餌指公園、鴨川沿いの歩道など
問合せ：うおづキャンドルロード実行委員会
（地域協働課内）☎23-1017
HP http://uozucandle.strikingly.com
17
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よさこい演舞やフリーマーケット、屋台グルメの食
べ歩きコーナーなど、家族で楽しめるイベントです。
さらに今年は防災用非常食の試食も開催します。
また、魚津神社境内で七夕飾りを燃やすことができ
ます。ぜひご家庭の七夕飾りをご持参ください。
日時：７月７日㈯ 18:00～21:00（交通規制17:00～）
18:30～20:30 七夕送り
会場：魚津中央通り名店街 イベントホール周辺
※徒歩や相乗りでのご来場にご協力ください。
問合せ：中央通りイベントホール ☎24-7809

イベント
EVENT

健康＆体力の向上を目指して

UO!SPO in 天神

ウォーキングやニュースポーツ体験など様々な運動
や健康講座が行われます。この機会に健康と体力の向
上、運動の習慣化を目指しませんか。運動後にはカレ
ーが振る舞われます。お気軽にお越しください。
日時：７月14日㈯ ９:00～12:00
会場：天神公民館など
参加費：無料
問合せ：生涯学習・スポーツ課スポーツ係
☎23-1046

く ら し

水道メーターの取替え
水道課工務係

市民バスの運休日
商工観光課交通政策係
 １･３８０
●運休日 ７月 日 （月・祝）
●対象路線 郊外ルート（上
野方、松倉、坪野、中島、天
神、経田‐道下、片貝）

平成

年 地価公示
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「一日里親」になってみ
ませんか

26

一日里親会事務局（
こども課内）

（⑩番窓口）
１･００６
親元から離れて暮らす子ど
もたちが、地域の中で家庭体
験が出来るよう、夏休み中に
受け入れてくださる家庭を募
集します。市外の方もお申し
込みいただけます。
●受入期間 ８月 日㈯～
日㈰ （１泊２日）

13時～16時

平日は電話相談を受付中

建設課業務係

17日㈫

スズメバチにご注意を！

☎22-5078

住宅相談

※増改築、内装の模様替えなどについて

☎076-441-0432

※労働者又は事業主どちらも相談可能

魚津市地域住宅相談所

10時～11時半

魚津地域建築組合

☎24-2255

12日㈭

魚津市社会福祉協議会

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

富山県社会保険労務士会

市役所３階第４会議室

13時半～16時

19日㈭

総合労働相談

市役所３階第４会議室

☎23-1007

13時～16時

※市内在住65歳以上の方又はその家族

24日㈫

社会福祉課高齢福祉係

市役所１階福祉相談室

高齢者向け法律相談（要予約 ３枠）

14時～16時

☎23-1086

14時～16時

相談スペース

20日㈮

☎23-1093

17日㈫

※ケアマネジャーの同伴可

税務課納税係

弁護士による納税相談（要予約）

市役所１階税務課

13時半～16時

☎22-0461

６日㈮

☎23-1003

市役所１階市民相談室

富山地方法務局魚津支局

人権相談

市民課市民係
13時～16時

魚津市地域包括支援センター

認知症相談（要予約）

環境安全課環境政策係

75,800円/㎡

（第二分庁舎） １･０１４
計量法に基づき、 年を経
過するメーターを新しいメー
ターに取替えます。
作業は水道課が指定工事店
に依頼し、実施します。取替
えによる費用負担は一切発生
しません。
●実施期間 ７月上旬～翌年
３月下旬

上村木１-１-５

害虫による農作物被害
を防ぎましょう

48,500円/㎡

農林水産課農政振興係

新宿７-11

12日㈭・19日㈭
行政相談

 １･０８９
地価公示は地域の代表的、
標準的な使われ方をしている
土地を選び、適正な地価水準
を公表するもので、取引する
際の目安となります。閲覧用
図書は建設課に備え付けてあ
るほか、国土交通省のＨＰで
もご覧いただけます。
30,000円/㎡

問合せ
会場

23

本町１-４-38

日時
相談会

16

44,500円/㎡

23

吉島２-8-20

 １･０３４
夏になるとカメムシなど、

（⑫番窓口） １･００４
これから夏にかけ、ハチの
活動が活発になります。巣を
見つけてもむやみに刺激しな
いでください。スズメバチな
ど危険なハチの巣は取り除い
て駆除することが必要です。
自宅などの軒下に作られた巣
の除去は家主の責任でお願い
します。
ただし、巣の除去には危険
が伴いますので、専門業者に
依頼することをお勧めしま
す。環境安全課で業者を紹介
することもできますので、ご
相談ください。

2131番５外

23

25

23

30

29,000円/㎡
大光寺字石割

8

農作物の害虫が多数確認され
ています。農作物被害を防ぐ
ため、害虫の発生源となる空
き地や空き家、雑草地の草刈
りをお願いします。
また、除草剤を散布する際
は風のない日を選び、周辺に
飛散することのないよう十分
に注意して行ってください。

価格
標準地

23

23

―７月の無料相談会日程―

10,000円

住吉

91,007円

▼2018 ART/X/TOYAMA 第8回富山国際現代
美術展出品記念として
富山国際現代美術展実行委員会より絵画１点
『Mutation & transformation Twisted Minds 2017』
（ロン・ウェイエス作）

講習会の受講者募集
①新聞紙でエコバッグを作ろう
古い新聞紙をエコバッグに変身させます。
日時：７月12日㈭ 13:30～15:00
②スイーツを食べながら蜃気楼を学ぼう
話題のカフェスイーツを楽しみながら、埋
没林博物館の学芸員が蜃気楼について分かり
やすく解説します。
日時：７月18日㈬ 13:30～15:00
 ― ①・②共通事項 ―

31

1

65

2

27

26

17

info

会場：魚津市高齢者いきいきセンター
（北鬼江一丁目１-11）
対象・定員：55歳以上の方 先着15名
参加費：無料
申込み・問合せ：魚津市シルバー人材センター
☎22-5326

21

（⑥番窓口） １･００７
敷布団や掛布団、毛布など
一人３点までサービスを利用
できます。
●実施日 ７月 日㈭…東部
地区、７月 日㈮…西部地区
●対象者 要介護１以上又は
身障手帳 ・ 級
●対象世帯
住民税の非課税世帯で、
①対象者のみの世帯
②対象 者 と 歳 以 上 の 方 の み
の世帯
●申込締切 ７月 日㈫

魚津市シルバー人材センター主催

24

０７６ ４･３２ ２･８１９
県民の皆さまを対象とした
キャンペーンです。立山駅―
黒部湖間の各乗り物が２割引
になるほか、立山駅までの富
山地方鉄道の電車も２割引で
ご利用いただけます。
●期間 ７月 日㈯～８月
日㈮
●申込方法 期間中に対象区
間きっぷ売り場にて、身分証

アピタ魚津店

60,000円

27

明書（住所が記載してあるも
の）をご提示ください。
※代表 者 １ 件 に つ き ５ 名 ま で
利用可能です。

▼魚津市環境保全基金へ
ユニー株式会社

22-8388

22

寝具の無料クリーニング

▼善意銀行（社会福祉協議会）へ
福岡県
西尾 須磨子
大牟田市
上口保育園職員一同
上口

3,000円

立山黒部アルペンルート
県民感謝キャンペーン

六郎丸

障がい者のための
歩行訓練と水泳教室

沖田 崇寛

社会福祉課高齢福祉係

健康友の会

10

立山黒部貫光㈱

10

▼社会福祉基金へ

魚津市障害者連合会

（石田） ４･６７０
歩行訓練
障害者交流センターに集合
し、住吉神社まで歩きます。
流しそうめんやレクリエーシ
ョンもありますので、ぜひご
参加ください。
●日時 ７月４日㈬
午前 時～午後１時半
水泳教室
●日時 ７月 日㈮、８月９
日㈭、８月 日㈬
午前 時～正午
●会場 総合体育館室内温水
プール

ご寄付ありがとうございました

23

今月の啓発キャンペーン

「社会を明るくする運動強調月間」
犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解
を深め、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする運動で
す。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

蜃気楼の見える海岸を美しく「河川・海岸愛護月間」
魚津市の海岸線は市民の皆さんにより定期的に清掃が行われ
ています。これからも海岸を美しく保つため、一人一人が美化

つむぎ倶楽部

吉島511

☎22-6006

「夏の青少年の非行・被害防止に取り組む運動」推進期間

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
●日時

７月５日㈭

●利用料

300円

19
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７月20日㈮

2018-7

７月～８月にかけて、ショッピングセンター前での一斉啓発
キャンペーンや特別街頭補導などの活動を予定しています。

10:00～15:00
７月21日㈯から30日㈪は「夏の交通安全県民運動期間」
夏はレジャーなどによる交通量の増加や暑さからの疲労によ

介護家族の集い
●日時

意識を持って行動しましょう。

り、交通事故が発生しやすい季節です。交通ルールをしっかり

13:30～16:00

守り、事故防止に努めましょう。

募 集

お祝い花火協賛募集
魚津まつり実行委員会（魚津
商工会議所内）

１･２００
８月 日㈯に開催される海
上花火大会で、結婚や出産な
ど、身の回りのお祝い事を花
火として打ち上げませんか。
●協賛金額 １口１万円より
●募集締切 ７月５日㈭

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報
都市計画課建築住宅係

求職者支援訓練受講者募集

ポリテクセンター富山

自衛官募集

自衛隊魚津地域事務所

 １･０３６
●募集種目
①自衛官候補生
②一般曹候補生
●資格 ①②ともに平成 年
４月１日現在で 歳以上 歳
未満の者
●受付期間
①年間を通じて随時受付
②７月１日㈰～９月７日㈮

「お見合い会員」募集

とやまマリッジサポートセンター

０７６ ４･７１ ６･５１０
会員になると、会員同士の

個別マッチングなどのサービ
スを受けることができます。
素敵な出会いを求めて登録し
てみませんか。
また、新川文化ホールにて
サテライト相談会を開催して
います。日時など詳しくは、
とやまマリッジサポートセン
ターのＨＰをご覧ください。

●対象 結婚を希望する 歳
以上の方
●入会登録料 １万円（２年
間有効）

20
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サマーナイトテニス
スクール受講生募集
桃山運動公園

27

 ０･０７７
●日時 ７月 日㈬～ 日㈮
午後７時半～９時半
●会場 魚津桃山運動公園
屋内コート
●対象 一般、学生、ジュニア
●定員
名
●受講料 １日あたり千円
※ １日のみの受講も可能です。
※申込 時 に 住 所 、 氏 名 、 生 年
月日、希望クラスをお伝え
ください。
※原則 と し て ラ ケ ッ ト は ご 持
参願います。
25

認知症介護者サロン

▼個別相談会…先着４組
●参加費 無料
※事前に申込みが必要です。

小学生の運賃が無料に！
親子で「おでか け き っ ぷ 」
商工観光課交通政策係
 １･３８０
きっぷは夏休み前に各小学
校を通じてお配りします。無
料になる乗り物や区間、ご利
用時の留意事項などは、きっ
ぷをご確認ください。
●有効期間 ７月 日㈬～
８月 日㈮
※小学生だけでの利用は不可

市内全域でラジコンヘリ
による農薬散布を実施
魚津市農協営農企画課

24

18

地域包括支援センター


１･０９３
認知症の方を介護している
ご家族を対象に、日頃の悩み
や思いを話し合います。
●日時
月 日㈮
午後１時半～３時半
●会場 おあしすみどり（魚
津緑ヶ丘病院敷地内）
●参加費
００円
※参加 希 望 者 は 事 前 に ご 連 絡
ください。

親子で学ぶお金のセミナー
日本ファイナンシャル・プラ
ンナーズ協会 富山支部
０１２０ ８･７４ ２･６６
「お金のなぜ？」について

23

 ９･９２３
散布中は危険ですので近づ

40

０７６６ ･ ６･９００
【建築ＣＡＤスキル養成科】
●対象 ハローワークで求職
中の方など
●訓練期間 ８月 日㈮～
月 日㈮
●場所 日建学院富山校
●応募締切 ７月 日㈭
●受講料 無料
※テキスト代等別途

11

27 31

20

22

28

17

12

4

 １･０３１
市営住宅
▼六郎丸団地…３戸（２階２
戸・４階１戸、いずれも３Ｄ
Ｋ、駐車場１台分つき）
特定公共賃貸住宅
※市営 住 宅 入 居 の 基 準 所 得 を
超えている方が申込可能
▼天王団地…３戸（２階・３
階・４階、いずれも３ＤＫ、
駐車場２台分付き）
●申込期間 ７月２日㈪～
７月 日㈫

16

22

23

23

30

31

かないでください。万一、体
に薬剤が付着した場合は水で
洗い流し、体に異常が現れた
場合は医療機関を受診してく
ださい。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願
いします。
●実施時期 ７月中旬～８月
中旬 午前５時～午後５時

31

7

親子で考えてみませんか。
お金の悩みについて、無料
個別相談会も開催します。
●日時 ７月 日㈯
午後１時半～４時
●会場 ありそドーム研修室
●対象 小学生とその保護者
※個別 相 談 会 は ど な た で も 利
用できます。
●定員
▼セミナー…先着 組
28

25

24

13

1

第４回「夢を叶える☆
にいかわ創業スクール」

第 回環境フェスティバル

フリマ出店者募集
アシステム税理士法人

２０１８プールフェスタ
魚津市総合体育館

 １･２６３
「海賊」をテーマに親子で
も楽しめるイベント満載！
●日時 ７月 日 （月・祝）
午前 時～午後１時
●会場 魚津市総合体育館
室内温水プール
●参加料 無料
10

環境安全課環境政策係

連絡先を記入し、同事務局
（富山市新総曲輪１‐ ）ま
で郵送してください。
※その 他 、 詳 細 は 同 事 務 局 ま
でお問い合わせください。


２･７２０
●日時
月 日㈬
午前９時～午後１時半
●会場 学校給食センター
●メニュー カレーライス他
※アレルギー対応あり
●定員 小中学生とその保護
者 組程度（先着順）
●参加費
００円

学校給食センター

学校給食センターの仕事
を体験＆見学しよう

7

●持ち物 エプロン、ハンカ
チ、内履き（スリッパ不可）
●申込締切 ７月 日㈬

22

☎22-1200

（⑫番窓口） １･００４
●開催日 ９月 日㈯
●会場 ありそドーム
●募集数 ３区画
●申込期限 ８月 日㈮
※代表 者 名 、 住 所 、 連 絡 先 、
販売品の内容をお知らせく
ださい。
※申込多数の場合は抽選


５･７３７
創業に必要な基礎知識や販
売促進の手法を学びながら、
ビジネスプランの作成を行い
ます。創業予定の方、創業に
興味のある方は、お気軽にご
参加ください。
なお、このスクールは「魚
津市特定創業支援事業」とし
て指定を受けています。
●開催期間 ８月 日㈯～
月 日㈯ （全９回）
●会場 新川文化ホール
●受講料 ９８００円
●定員 ８名

県民芸術文化祭 ２ ０ １ ８
いけばなワーク シ ョ ッ プ

※各市は臨時休業する場合がありますが、ご了承ください。

催 し 物

第 回にこにこビーチ
ボール競技大会
魚津市ビーチボール協会

富山県民芸術文化祭実行委員会
事務局（富山県文化振興課内）

０７６ ４･４４ ９･６１６
●日時 ９月 日㈯～ 日 （月 祝･）
午前 時～正午
●会場 新川文化ホール
●定員 各日 名（申込順）
●参加費 無料
●申込締切 ７月 日㈫
●申込方法 ハガキに希望
日、郵便番号、住所、氏名、

2018-7
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（電鉄魚津駅前）

☎090-1312-3664

10時～15時

委員会（村上さん）

Denでんパーク

☎22-0909

８時半

蜃気楼バザール実行

毎月第３㈰

蜃気楼バザール

もくもくホール

毎週㈯・㈰

野菜市

もくもくホール

山の駅もくもく

☎33-9880

旧観音ゴルフ駐車場

稗苗清吉事務所

松倉もちより市 毎週㈰ ８時半

☎22-1105

経田漁港

毎週㈬ 10時半

わいわい市

☎22-8388

13時40分～14時半

魚津漁協経田支所

経田漁港

社会福祉協議会

上町１区会館

毎週㈮

上口マルシェ

☎33-9413

銀座ワイワイ市

毎週㈮ 15時

銀座通り商店街

（島澤さん）

毎週㈬ 10時半

25

16

委員会（平日のみ）
海の駅蜃気楼

６時半～９時半

問合せ
会場
開催日時

7

23

17

uozu_bba@yahoo.co.jp
●日時 ８月 日㈰
午前９時
●会場 ありそドーム
●参加費
人 円
●競技部門 男女混合又は女
子のみ（コート内に女子２名
以上）のチームで、交流の部
と競技の部に分かれて実施
●申込期限
月 日㈰
※詳し く は 協 会 の Ｈ Ｐ を ご 覧
ください。

17

3

22

18

31

魚津の朝市実行

毎月第２･第４㈰

魚津の朝市

15

10

―
地場産品の販売情報
―

13

10

24

11

10

29

500

15

26

1

7

10

24
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新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

魚津埋没林博物館
有料エリア９:00～17:00 （入館16:30）
無料エリア９:00～19:00 ☎22-1049

☎31-7001

学びの森青年会・寺子屋共同開催事業
浴衣着付け体験教室～夏祭りは浴衣で行こう～

ジオパーク普及講座
「大迫力の沌滝と不思議な風穴を訪ねよう」

日時：７月の毎週金曜日

平沢の沌滝と、冷風が吹き出す“風穴”を訪ねます。

19:00～22:00

（４回のうち、都合のよい２回に参加してください）

日時：７月22日㈰

定員：10名程度（最少催行人数５名）

対象：小学生～一般（小学生は保護者同伴）

参加費：1,000円／2回（浴衣一式をご持参ください）

定員：20名（申し込み順）

講師：窪田美子さん

参加費：500円

Sunday Live～利用者によるコンサート～ 出演者募集
音楽愛好家によるコンサート企画！
開催日時：10月28日㈰

13:00～16:00（小雨決行）

※山歩きに適した服装（長靴推奨）で、飲料水等持参。

夏休み自由研究相談室・学芸員カレンダー
夏休み期間中、自由研究についての相談（進め方、まとめ

13:30～

方、植物や岩石の名前調べなど）を受け付けます。学芸員

参加資格：学びの森の利用者（プロ・アマ、ソロ・グル
ープは問いません）

の在館予定は博物館HPで確認してください。
期間：７月25日㈬～８月31日㈮

演奏ジャンル：ジャズ、ポップス、クラシックなど

※8月11日(土・祝)は学芸員２名で相談を受け付けます。

貸出楽器：ピアノ、ヴォーカルマイク。その他楽器はご用意くだ

七夕メッセージコーナー

さい。（ギターアンプなど大音量出力は使用不可）

短冊に願い事を書こう！

演奏時間：１組あたり最大30分間（出入時間含む）

期間：７月７日㈯～８月７日㈫

参加費用：出演人数２名まで500円、３名以上1,000円

場所：木っずルーム（無料エリア内）

（入場料は無料、演奏報酬はありません）
申込方法：学びの森の窓口か、HPからメールでお申し込
みください。定員になり次第、締め切ります。

お孫さんと一緒にお出かけしませんか？
魚津市にお住いの祖父母の方がお孫さんと一緒に魚津
埋没林博物館をご利用になると、入館料が無料になり
ます。詳しくは博物館HPをご覧ください。

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

ミラージュランド
９:00～16:30

☎24-6999

（水曜休園）

ミニチュアたてもんの「ちょうちん」を作ろう！

ミラ－ジュプールオープン

ミニチュアたてもんのリニューアルを実施します。取り

７月14日㈯に限り幼児無料、小中学生100円、高校生以上

付け予定の「提灯」約80個と、「額」（恵比寿額、中

300円で遊泳できます！

額、下額）の絵付けを行います。リニューアル後のミニ

営業日：７月14日㈯～９月２日㈰

９:00～16:30

チュアたてもんは、歴史民俗博物館にて展示予定です。

料金：幼児100円

高校生以上980円

日時：７月７日㈯

※付添いの方も料金が必要（未就学児は付添い必須）

９:30～11:30

小中学生320円

対象：小学生（低学年の方は、保護者同伴）

※７月17日㈫～20日㈮は休園します。

定員：15名程度（参加費無料）

ミラージュランド夏季期間の営業について
７月14日㈯～９月２日㈰は開園時間を17:00まで延長！
７月18日㈬以外、無休で営業します。

ミラージュランド「貸切ナイト」

ありそドーム
８:30～21:30

（火曜休館）

誕生日・記念日・児童会などいろいろなイベントに利用

☎23-9800

ランニングコースが使用できない日（６月13日現在）
７/1㈰
８㈰
14㈯・15㈰

17:00まで
17:00まで
17:30まで

16(月・祝)
22㈰
28㈯・29㈰

17:00まで
17:30まで
17:30まで

フリーマーケットinありそ
日時：８月19日㈰

９:00～14:00（準備8：00～）

してみませんか！！
期間：ミラージュランド開園期間内（11月末まで）
時間：19:00～21:00（２時間）
基本プランでは大観覧車・メリーゴーランド・ミラージ
ュトレインの３つの遊具をご利用いただけます。

アルバイト募集
ミラージュプールのプール監視補助員・遊具運転補助員

場所：ありそドーム産業展示場（全52区画）

を募集します。

出店料：1,500円（当日申込は2,000円）

※詳しくはミラージュランド（℡ 0765-24-6999）までお

定員になり次第、締め切ります。

問い合わせください。（面接有り）
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Books info

＜絵本の読み聞かせ＞
おはなしを楽しむ会
７月２日㈪、９日㈪、23日㈪、26日㈭、30日㈪
毎週土曜日 10:30～
開館時間
ひまわりの会
9:00～21:00 ※土・日・祝は17:00まで
７/15㈰
10:30～
休 館 日

22-0462

魚津市立図書館

新着図書 『コリと痛みの地図帳』（石垣英俊）、『わたしの本の空白は』（近藤史恵）、『蕎麦、食べていけ！』
（江上

剛）、『よるのわがしやさん』（青山友美）、『たなばたのねがいごと』（えがしらみちこ）ほか

話題の一冊

図書館シネマ倶楽部

『やっぱり食べに行こう。』 著／原田マハ

毎日新聞出版

14:00～

ひ ま わ り

おか

作品：「向日葵の丘」（2015年

ゴッホもこんなふうにパンをかじ

本編139分）

出演：常盤貴子、田中美里、藤田朋子ほか

りながら、サン＝レミからパリへと
戻ったのかもしれない。小説、アー

≪魚津の米騒動

トと同じくらい美味しいものが好き

わかりやすく対談形式で紹介する講演会です

な著者が、取材先の食の思い出をつ

日時：７月21日㈯

づる満腹エッセー集。

講師：紙谷信雄 氏、中田尚 氏、麻柄一志 氏

おはなし＆おりがみひろば

≪米騒動のまち歩き≫

「ひまわりの会」のおはなしと、おりがみを楽しみましょう

大正時代のおもかげが残る魚津町を、案内人と歩きます

日時：７月15日㈰

日時：７月22日㈰

10:30～

認知症サポーター養成講座
日時：７月17日㈫

魚津水族館

９:00～

申し込み：７月20日㈮、図書館まで

廃棄予定の児童雑誌をひとり３冊まで無料提供します
９:00～

13:30～

募集人員：20名（申し込み順、無料）

10:30～

こどもリサイクルブックフェア
日時：７月29日㈰

講演会≫

集合：大町公民館

認知症の基本的な知識がわかる講座です

１階ロビー

「米騒動のまち歩き」以外、会場は図書館２階視聴覚室で、
申し込み不要、参加は無料です。

市内の中学生以下は入館無料
９:00～17:00

（入館16:30）

☎24-4100

手続き簡単・3回で元がとれる年間パスポートも募集中

夏の企画展 水・陸・樹のカエル展
～トコロ変われば ケロ変わる～

シヲリ展

水中・陸上・樹上の生活場所に適応したカエルの形態や

さん”によるイベントを開催します。

生態を紹介します。

期間：７月28日㈯・29日㈰

期間：７月13日㈮～８月31日㈮

「ゴマトーク」開催

手書きDE

アザラシのお食事タイム内で、飼育員がアザラシの生態な

うおすいサポーターであるイラストレーターの“シヲリ

魚津水族館

コンピュータソフトを使って、あなたが描いた生き物を富

どを楽しく説明します。

山湾大水槽で泳がせましょう！

日時：７月21日㈯～８月19日㈰の土曜・日曜・祝日

日時：７月14日㈯～８月12日㈰の土曜・日曜・祝日
８月13日㈪～16日㈭は毎日開催

10:00と14:30の２回

ろーにーさんによる似顔絵とねんど教室
魚津市出身の似顔絵作家「ろーにー（Roni）」
こと水野紗綾さんによる似顔絵と楽しいねんど
教室を開催します。似顔絵は先着予約順、詳し
くはHPをご覧ください。
日時：７月15日㈰・16日（月・祝）10:00～16:00

カエルのおりがみゲーム
カエルのおりがみを作って楽しく遊びましょう！
日時：７月21日㈯・22日㈰

両日10:00と15:00の２回

各イベントは、都合により開催時間を変更することがあります。
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８月13日㈪～19日㈰は毎日開催します
10:50と14:20の２回
会場：魚津水族館２階アザラシプール

健康診査のご案内

実施日

持ち物：受診券、検診料金

会場

受付時間
大腸・乳房
胃・大腸
子宮
８:30～10:00
ー

定員（名）
乳房
胃
子宮
100
ー

７/８㈰

ありそドーム

７/19㈭

健康センター

ー

13:00～14:00

ー

60

８/６㈪

ありそドーム

ー

13:00～14:00

ー

120

◆検診料金は、「がん検診案内書」でご確認ください。
◆検診日の５日前までに申込書または電話で、お早めにお申し込みください。
◆お子様連れの方が検診車に入っている間、託児を行います。予約時に申し出ください。

施設がん検診

持ち物：受診券、検診料金、保険証

実施日

会場

7/3㈫

持ち物：受診票、検診料金

時間

実施日

7/１㈰
7/８㈰
7/15㈰
7/16(月·祝)

7/29㈰
8/５㈰

会場

鈴木産婦人科医院
双葉町 ☎24-8820
羽田内科医院
新金屋 ☎22-0642
新川病院
住吉
☎24-3800
深川病院
東尾崎 ☎31-6200
船﨑内科小児科医院
本町
☎22-3912
浦田クリニック
本江
☎22-5053
宮本内科小児科医院
新角川 ☎22-0122

時間

東蔵集落センター ９:30～９:50

歯科医

10:30～11:30

前東城公民館 10:20～10:40

上中島公民館 13:30～14:00

7/17㈫ 奥東城公民館 11:10～11:30

江口おくがわ歯科医院
江口
☎22-2607
みのう医科歯科クリニック
7/８㈰
北鬼江 ☎22-0500
寺崎歯科医院
7/15㈰
上口
☎22-3619
奥川歯科医院
7/16(月·祝)
金浦町 ☎22-0090
奥村歯科医院
7/22㈰
吉島
☎24-5757
羽田歯科医院
7/29㈰
上村木 ☎32-5507
リプラスデンタルクリニック
8/５㈰
上村木 ☎33-4618

黒沢公民館

９:30～９:50

蛇田公民館
出公民館

14:45～15:15

鹿熊公民館

13:30～13:50

7/８㈰ ありそドーム ８:30～10:00

金山谷郷土文化保存伝習館 14:20～14:50

上村木公民館 ９:30～11:00

坪野コミュニティセンター ９:20～９:40

7/12㈭ 袋公民館

13:00～14:00

健康センター（加積地区） 14:30～15:30

北山農村集落センター 10:10～10:30
13:30～13:50

◆40～64歳の方は肺がん検診のみ、65歳以上の方は肺がん検診と併せて結核検診
を行います。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。

特定健診

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）

会場

時間

７/８㈰ ありそドーム ８:30～10:00
○医療機関健診（要予約）
期間：６月１日㈮～10月31日㈬
場所：指定医療機関
◆特定健診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

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

40歳、50歳、60歳になる方もしくは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ご確認ください。
◆各種健康診査で記載している年齢は、平成30年４月１日～平成31年３月31
日に達する年齢です。
◆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。検診希望日までに健康センターへご連絡ください。

７/28（土）は世界肝炎デー・日本肝炎デー
肝がんの原因の約80％が肝炎ウイルスによるものです。感染しているかど
うかは検査を受けないとわかりません。
一生に一度は、肝炎ウイルス検査をしましょう。

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

道坂公民館

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

11:00～11:20

7/１㈰

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

7/26㈭ 稗畠公民館

島尻第三公民館 14:20～15:00

実施日

一般医

7/22㈰

市内医療機関で検診を受けることができます。「がん検診案内書」でご確
認のうえ、事前に予約してから受診してください。

結核・肺がん検診

み ん な の 保 健 室

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
持ち物
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
康

名称・連絡先

健

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。

開所時間等

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 7/18㈬ 9:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族

◆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
室

妊婦さん向けのヨガ体験、管理栄養士のお話など
対象 妊婦さん：妊娠中期～後期で経過が順調な方
日時 7/4 ㈬13:30～15:45（受付13:15～13:30）
会場·申込·問合せ 親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内） ☎24-3999

乳幼児救急安全法講習会
歯
科

お子さまのけがや病気に備えて、対処法を一緒に学びませんか
対象 乳幼児を持つ家族（先着20名）
日時 7/25 ㈬10:15～11:30（受付10:00～10:15）
会場·申込·問合せ 子育て支援センター「のびのび」（健康センター内） ☎24-0415

開催時間 ９:30～12:30（各ひろば共通）
開催日 つばめ、ひばり、すずめの各児童センター 毎週月曜日
7月

つばめ

ひばり

すずめ

２日㈪

エアポリン

七夕飾り作り

七夕飾り作り

９日㈪

さかなつり

ママカフェ（就園相談）

寒天遊び

23日㈪

しゃぼん玉

水遊び

しゃぼん玉

30日㈪

おやつづくり

しゃぼん玉

小学生と遊ぼう

児童センター 
２5
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１歳

４歳

かなわ

金和

ママとパパだいすき

ひろと

大羽くん

かもめ

23-1777

たけうち

竹内

ゆうり

悠羽梨ちゃん

つばめ

●ごっくんルーム（栄養相談）
対 象 離乳食を始めて１か月以内の児
実施日 7/20㈮
受付時間 10:00～10:25
●もぐもぐ教室
対 象 生後９～10か月児とその家族
実施日 7/13㈮
受付時間 10:00～10:25
●フッ素塗布
１歳６か月児健診で申込まれた方
対象 ２歳６か月になる児
日程 7/20㈮ 受付時間 13:00～13:30
２歳または３歳になる児
7/26㈭ 受付時間 13:00～13:30

予 防 接 種

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）

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６か月児健診
対 象 平成28年12月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 7/10㈫、8/7㈫
受付時間 13:00～13:30

対象
日程

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ

初節句！

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 7/5㈭、8/2㈭
受付時間 第１子 12:45～13:00
第２子以降 13:00～13:15

●３歳児健診
対 象 平成27年１月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 7/25㈬
受付時間 13:00～13:30

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）

安産マタニティヨガでりらっくす

母子健康手帳
健康センター

23-5133

持ち物
会 場

予防接種券付き予診票、母子健康手帳、保険証
市内指定医療機関

●中学校1年相当（平成17年4月2日から平成18年
４月1日生まれ）のお子様の保護者へ
二種混合(ジフテリア·破傷風)第2期接種はお済みですか
13歳になる誕生日の前日までに接種することが
できます。済ませてない方は、健康センターま
でご連絡ください。
●平成19年4月1日までに生まれ、20歳未満のお子
様の保護者へ
日本脳炎の予防接種を受けているか母子健康手
帳をご確認ください。20歳の誕生日の前日まで、
不足回数分を公費で接種できます。健康センタ
ーへご相談ください。
●平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの
お子様の保護者へ
・日本脳炎の１期３回分の予防接種を終了してい
ない場合、９歳から公費助成の対象になります。
・１期未接種分の予診票は、９歳になる月に２期
の予診票と一緒に郵送します。
・９歳未満で１期の予防接種をした場合は、全額
自己負担となりますのでご注意ください。
その他の予防接種については、４月に配布の「保
健だより年間計画表」をご覧ください。

ひばり

23-0500

すずめ

23-0522

Uozu News
５

“魚津が踊り出す”をキャッチフレーズに
20 「第６回よっしゃ来い!!ＣＨＯＵＲＯＫＵまつり」開催

ミラージュランドでの前夜祭
まつりで踊る出演者や、ボランテ
ィアスタッフなどの参加者を対象と
した前夜祭が、19日ミラージュラン
ドを貸し切りにして行われました。
途中小雨も降りましたが、子ども
たちは、普段入れない夜のミラージ
ュランドで、乗り放題の遊具を楽し
んでいました。バンド演奏や屋台も
あり、大盛況の前夜祭でした。

５

―まちの出来事―

開催式での鏡割り
前夜祭の熱気が冷めやらぬ20日、
青空のもとでオープニングをむか
えました。開催式では魚津祭組代
表、永田慎太郎さんの「よっしゃ来
い！！」の掛け声で、鏡割りを行い
ました。魚津せり込み蝶六保存会
と、魚津祭組オフィシャルダンスチ
ナ イ ン パ ワ ー
ームの「９ ＰＯＷＥＲ」が踊りを披
露し、会場を盛り上げました。

登下校ながら見守り連携事業
29 協定書交付式

５

最優秀グランプリ賞「しゃこだんＳＯＵＬ」
ＣＨＯＵＲＯＫＵ踊りは、園児
から一般まで52チームが参加し、
うち18チームがグランプリを目指
すコンテストに出場しました。
よさこい演舞や、屋台では魚津
の青年団による「まつり限定メニ
ュー」の出店もあり、訪れた人は
踊りを楽しみ、グルメを味わう一
日となりました。

のろしが合図じゃ！
27 第27回うおづ戦国のろし祭り

魚津市登下校ながら見守り連携事業に、市内の

開会セレモニーでのろしが揚げられたあと、升

事業所11社から賛同いただき、この日は８社に協

方城会場（魚津もくもくホール）では、よろいか

定書を交付しました。この事業は、子どもたちが

ぶとコンテストやスポーツチャンバラなどが行わ

安心して通学できるように、勤務時間中に業務に

れ、松倉城会場（入城の門広場）では、籠乗り体

支障のない範囲で、見守りや緊急事態への対応を

験や、獅子舞・よさこいなどが披露されました。

お願いするものです。畠山教育長は「登下校時の

戦国茶屋では旬の味覚がならんでいました。武者

事件・事故が全国各地で起こっている。学校統廃

や姫と一緒に写真撮影をしてもらった子どもたち

合で通学路の変更や距離が増えた児童も多いの

は大喜びで、歴史と自然に囲まれ、観て・食べ

で、お力添えをお願いします」と挨拶しました。

て・参加して・学べる一日となりました。
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地域のイベント情報をお寄せください

６

→

23-1015

よつばホール完成記念
12 ピアノコンサート

23-1076

FAX

６

info@city.uozu.lg.jp

多様化する自然災害へ備える
２ 魚津市防災力向上会議開催

５月に完成したよつば小学校３階「よつばホー

新川学びの森天神山交流館にて開催され、自主

ル」で、ホールの完成記念としてロシア出身のピ

防災会役員、自治会等の長、魚津市消防団、魚津

アニスト、イリーナ・メジューエワさんのコンサ

防災士連絡協議会などから168人が参加しました。

ートが開催されました。このホールは100名以上収

災害が発生するまでに「いつ」「誰が」「何を

容可能な多目的ホールで、普段は学年集会などに

するか」に着目して、防災行動とその実施主体を

利用されています。

時系列で整理した計画「市防災タイムライン」の

「子犬のワルツ」など８曲を演奏され、５年生児

概要について説明がありました。今後市からの避

童が一流の技に触れました。また、イリーナさん

難情報などを受けた人が、確実に行動に移せるこ

が曲のエピソードや聴きどころを解説しました。

とを目指します。

編集後記
雨粒でアジサイが美しさを増し、ランドセルに
長靴と傘が似合う季節となりました。梅雨の時期
は晴耕雨読を、ぜひ「広報うおづ」とともに。
６月２日の市防災力向上会議では、皆様の熱心
に説明を聞く姿に、防災意識の高まりを感じまし
た。また、平成26年７月に集中豪雨で全倒壊した
東山神社は移設再建が進み、６月９日に上棟祭が

かすが

春日

てるこ

昭子さん

（89歳・村木地区）

「朝ごはん食べたら魚
津神社まで散歩して、お

行われました。
梅雨の時期は大雨による洪水や土砂災害の危険

参りするのが日課なん。

が増えますが、今年は被害が出ないことを願いま

おかげさまでもうじき90

す。（山）

歳やけど元気やわ。あり
がたいことやと思っと
る」とにこやかに話されます。毎朝体操も欠かさ
ず、病気の気はないそうです。そんな春日さん、

市の人口

折り紙細工で五月人形の兜を作ったり、大正琴を

住民基本台帳調べ（外国人含む）

演奏したりと多趣味で、パークゴルフは優勝した

（平成30年５月末現在） 前月比 前年比

男

20,463人

＋８

－190

女

21,714人

－７

－183

計

42,177人

＋１

－373

＋６

＋65

世帯数 16,840世帯
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にいかわの守紙は、魚津の間伐材を活用
した紙です。今月号の広報（28ページ）に
よって間伐された森林面積は1,500㎡とな
ります。これは、テニスコート約６面となり
ます。

魚津産間伐材
有効活用量

5.6ｔ

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

こともあるほどの腕前をお持ちとのことです。
「孫が今家を建てとって、どこまでできたかな
って毎週見に行くのが楽しみ」と嬉しそうに教え
てくれました。これからも、ますますお元気で。

は る き

春樹

№872

さん

魚津市には美味しい果樹がたくさんあり
ます。梅雨が明け本格的な夏が到来する
と、最初に味わえるのが桃。今回ご紹介す
るのは、農家６戸で構成する「魚津市もも
研究会」で１番若手の関口春樹さんです。
関口さんは アールの園地で「あかつ
き」を主力に「よしひめ」など４種類を栽
培し、直売所や市内の一部スーパーで販売
しています。就農した際、稲作だけでは生
計が成り立たず、桃は早く収入になると勧
められて栽培を始めました。
苦労することを伺ったところ「手作業や
から、手間がかからいちゃね。手をかけれ
ばかけるほど、良いものができるんやけど
ね」と笑っていました。「スーパーで２個
入りの桃を買ったお客さんが、パックのラ
ベルに書いてある自分の名前を見て、直売
所まで来てくれて、箱で買ってくれたこと
もある」と笑顔の関口さん。「今後はいろ
んな人に魚津の桃を知ってもらって、販売
先を広めたい。桃は収穫期が短いから、熟
したらすぐ収穫して直売所に出すけど、売
れ残ったらロスになるから、いかにロスを
減らすかが課題」と抱負を話されました。
今後、市内の洋菓子店にも出荷予定です。
最後に一言伺うと「まだ知られていない魚
津の桃を、桃農家みんなで広めていきた
い」と力強く語りました。
今年の販売開始は７月 日ごろになると
見込んでいます。たわわに実った桃と、今
後の活躍がますます期待されます。
20
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私の将来の夢は、ウェディング
プランナーになることです。結婚
式に参加した時、式をかげで支え
ている姿がすてきだなと思ったか
らです。式を挙げた人、式に来て
くれた人がみんな笑顔になるよう
な、最高の式をつくるウェディングプランナーにな
りたいです。
そのためには、今の流行物を知ったり、英語を勉
強したり、おしゃれについて研究したりして、笑顔
いっぱいの式をつくっていきたいです。

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/

ぼくの将来の夢は、一級建築
士の資格をもった大工になるこ
とです。
理由は二つあります。一つ目
は、お父さんが大工で、一生懸命
に働く姿がかっこいいと思った
からです。二つ目は、一級建築士の資格を取ると、
自分の考えた建物を自由に造ることができるからで
す。資格がないと親方から頼まれたものしかできな
いので、きちんと資格を取りたいと思いました。
自分に家を建ててほしいとたのんだ人が笑顔にな
る、そんな大工さんになりたいです。

晴さん
さとう

はる

佐藤
６年生
ひかる

江島

光琉くん
えのしま

６年生

摘みたて完熟の味
魚津市もも研究会
せきぐち

2018

関口

７ 月号
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住吉小学校
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