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魚津の米騒動 ―発生から100年―
約12年ぶり！Aランクの蜃気楼出現
第49回じゃんとこい魚津まつり
トランスジャパンアルプスレース
第32回全日本大学女子野球
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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

ミラージュプール営業スタート！（７月14日）
青空が広がる絶好のプール日和。流れる
プールやウォータースライダーでは、たく
さんの子供たちが気持ち良さそうに水しぶ
きをあげていました。

富山日報
大正７年７月
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旧十二銀行倉庫

もう少し知りたい方は、
パンフレット「魚津でお
こった米騒動」をご覧く
ださい。ダウンロードで
きます。

米騒動発端の場所となった当時の銀行
（十二銀行魚津支店）は民間会社の事務
所や倉庫として現在も使われています。

―発生から

旧十二銀行倉庫付近に立つ標柱

米騒動後の魚津町の対応は？
８月、魚津町会（今の市議会）の議決によって米の
安売りなど、臨時的な救済措置をとることが決まりま
した。

史は魚津市民が誇るべき歴史ともいえます。

「騒 動 」か ら 連 想 さ れ る よ う な 暴 力 的 な 行 動 で は な
く、話し合いによる事態の解決を図ったこと。 この歴

魚津の米騒動の特徴は？

大正７年（１９１８）７月 日に魚津町で起こった
米騒動から、今年でちょうど１００年を迎えました。
騒動のはじまりは、家計をあずかる漁師の主婦たち
が、米価の高騰により生活に困っている苦しい状況を
訴え、県外への米の積み出し中止を、一致団結して求
めたことから起こりました。
この様子は、地元の新聞記事によって富山県内に大
きく報じられました。このあと県内各地に騒動が広が
り、 市町村、５千人以上が騒動に参加したといわれ
ます。さらに、この様子が全国に報道されると、瞬く
間に日本全国で大きな騒動へと拡大していきました。
時の内閣を総辞職に追い込むほど、日本を揺るがし
た米騒動は、ここ魚津での事件がきっかけになったと
いえるでしょう。

米騒動

魚津の

「米騒動100年記念ロゴマーク」

記事には、７月23日に魚津へ入港した蒸気船（伊吹丸）への米積み出しによって、米価の上昇
を心配した漁民の主婦達が、海岸に押し寄せたことについて書かれ、米の積み出しが中止になっ
たことや、騒動を収めるために役場や警察が救済策について協議をしたことなどが分かります。
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初代魚津水族館

ハシケと呼ばれる小舟に米俵を積み込む

沖に停泊する蒸気船に運ぶ

銀行の倉庫に保管されていた米俵を
じょうきせん

蒸気船へ積み出す様子

なかし

大正７年（１９１８）７月

米騒動

日

の様子

午前８時ごろ、仲仕事務所の辺りにて
新下猟師町（今の諏訪町）の主婦たちは、仲仕（荷
物をかついで運ぶ人夫）たちが米を運んでいるのを見
て、次々と集まりました。そして 人ほどで仲仕や米
俵につかまり、米の積み出しを止めさせようとしまし
た。そこへ警察が来て、みんなを解散させました。
主婦たちの必死の行動によって、米の積み出しは中

23

かいそうてん

止されました。
午前９時すぎ、十二銀行の倉庫前にて
仲仕たちがまた、米を船に運んでいました。そこ
へ、主婦たち 人近くが集まり、「米を出すのをやめ
て」と叫ぶと、仲仕と押し問答になりました。

60

歴史民俗博物館
企画展好評開催中！
11月18日㈰まで

まもなく、主婦たちの代表と回漕店（船を手配して
荷物を運送する仕事をしている店）の番頭が話し合っ
て、米の積み出しは中止となりました。
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50

１俵約60㎏ある米俵の重さ
を、企画展の見学会に参加し
たよつば小学校６年生が体
験。米俵を担いで、倉庫とハ
シケを行き来する当時の人た
ちの大変さを実感してもらい
ました。

大正時代の魚津町
大町海岸通りの詳細図

街並みは今と違いますが、道はほとんど変わっていません。
地図を片手に散策されてはいかがでしょうか？
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埋没林博物館
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学芸員の考察

6

蜃気楼出現！
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６月に多くの蜃気楼

6

とあまり変わりませんでし
た。
このように、最高気温が高
めで、最低気温が平年程度と
いう状況で、一日の温度差が
大きい日が多かったことが
月の特徴です。 月のうち、
最高気温と最低気温の差が
℃より大きい日は、博物館で
の蜃気楼観測開始以降、最多
の 日でした。
しかし、気温の差の大きい
日が多い年に蜃気楼が多いと
いう単純な傾向はありませ
ん。風向きや風の強さ、空気
の澄み具合など、蜃気楼に影
響を与える要因についても考
える必要があります。
今後は、県内の広範囲の気
温や風の変化など、様々な気
象要素などとの関係を検討し
ていく必要があります。ま
た、１９９２年より続けてき
た、詳細な蜃気楼の観測を続
けていくことも大事だと考え
ています。
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回の蜃気楼を観測 ―

実景
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― 過去最多！
12

６月 日、Ａランクの蜃気楼が出現しました。Ａランクと認められたのは、
平成 年 月 日以来、約 年ぶりです。今年は蜃気楼の当たり年。発生件数
も記録を更新し、今シーズンは 回（７月 日現在）発生しています。今月号
では今年の蜃気楼を、写真と埋没林博物館学芸員の考察で振り返ります。

埋没林博物館では、今年の
月に 回の蜃気楼を観測し
ました。これまでの観測によ
れば、 月は平均１．７回、
多い年でも 回と、蜃気楼の
観測が少ない月のはずでし
た。なぜ今年の 月は多くの
蜃気楼が発生したのか、特徴
を探ってみます。
まず、今年の特徴として
は、 月上旬と下旬は高気圧
に覆われ、晴れている日が多
かったことが挙げられます。
蜃気楼が起きるには「暖かい
空気」と「冷たい空気」の境
目ができることが必要です。
そして「暖かい空気」を作る
には日照が必要です。アメダ
ス魚津によると、日照時間
は、上旬が平年の１２７％、
下旬が平年の２０２％と多い
状況でした。このため、 月
上旬と下旬では、最高気温が
平年値や昨年より高くなって
います。一方、アメダス魚津
の 月の最低気温は、平年値
6
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１：射水市新湊大橋（撮影：武隈和男 氏）
→６月30日㈯ 15:00頃撮影（Aランク）
２：黒部市生地方面
→６月30日㈯ 15:20頃撮影（Aランク）
３：射水市新湊大橋（夜の蜃気楼）
→７月２日㈪ 19:50頃撮影（日中はCランク）
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Ａランクの日の特徴

魚津埋没林博物館
☎22-1049

ないため、想定となります
が、海の上の冷たい空気が北
寄りの風で戻ってきたことが
午後の蜃気楼が高い位置での
変化や継続した理由と考えま
す。つまり、朝から暖かい陸
の上の空気が南寄りの風で、
冷たい海の上に広がることで
小さな蜃気楼が観測され、昼
過ぎに、沿岸部が北寄りの風
に変わり、沿岸に広がった暖
かい空気の下に、より遠い海
上の冷たい空気がくさびを打
つように陸側に向かって入り
込むことで高い位置に気温の
差がつくられ、蜃気楼が継続
したと考えています。

蜃気楼を
もっと知りたい方はこちら！

Ａランク蜃気楼の発生した
月 日は、午前 時頃から
富山市を中心に ℃近い気温
になっており、小さな蜃気楼
が見えている状況でした。
強い日差しが降り注ぎ、午
後 時から 時頃にかけ、最
高気温 ℃前後を観測。県内
の沿岸部で、南寄りの風から
北寄りに変わってきた時間帯
に、蜃気楼の伸びや像の反転
が明瞭に変わり始めました。
また、山並みの反転像など、
高い所にも変化がみられるこ
とが特徴的でした。この日の
海水温は ℃前後でした。
海の上では風を観測してい
1

30

7

②ライブカメラ
富山、射水、黒部方面
の３方向の様子をリア
ルタイムで視聴！

30

35

①しんきろう通信（登録無料）
蜃気楼発生時に、ご登
録いただいたメールア
ドレスへ配信！
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来シーズンに備えて！

タイムテーブル

10

8/3㈮

8/4㈯

時間

開会式

20:00

たてもん祭り

会場
諏訪神社

９:00‐14:30

“魚津水循環”魚津
縦断サイクリング

海の駅蜃気楼
スタート

15:00‐19:45

UO！JAZZ

海の駅蜃気楼

18:50‐21:50

うおづキャンドル
ロード2018

７ページ参照

19:40～20:20

海上花火大会

魚津港

20:30

たてもん祭り

諏訪神社

8/5㈰

18:30～21:30
8/7㈫

イベント

19:30

16:30～18:30

無料シャトルバスの運行

魚津駅と会場周辺を結ぶ無
料のシャトルバスを随時運行
します。駐車場には限りがご
ざいますので、公共交通機関
や、シャトルバスをぜひご利
用ください。
運行時間・路線
８月３日㈮ 午後７時～ 時
▼魚津駅  北陸銀行魚津
支店前
８月４日㈯ 午後４時～ 時
▼魚津駅  木下酒店前、
大城眼科医院前
10

せり込み蝶六踊り街流し
オープン参加者募集中！

今年からオープン参加枠を
創設し、当日参加もできるよ
うになりました。初めての方
も大歓迎です。夏の思い出
に、一緒に街流しに参加しま
しょう！
出演時刻（予定）
８月５日㈰ 午後７時半頃
※午後６時半までに旧村木小
へ集合してください。
申込み・問合せ
魚津まつり実行委員会
☎ ・１２００

22

日

18:00

パレード（PLバト
ン、魚工高）、蜃気
楼節愛好会、蜃気楼
節保存会、中学生蝶
六踊り街流し

22ｍ通り

せり込み蝶六踊り
街流し
経田七夕祭り

経田漁港

※海上花火大会は荒天の場合、8/6㈪以降に順延されます。
※たてもん祭りは両日荒天の場合、中止となります。
※8/4㈯の「UO！JAZZ」の開催時刻は変更する場合がありま
す。また、雨天の場合はありそドームで開催されます。
2018-8
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たてもん祭り特別観覧席
日

8/3㈮

時間

料金

第１部 20:00～

2,500円

第２部 20:40～

2,000円

第３部 21:20～

1,500円

日

8/4㈯

販売中！
時間

料金

第１部 20:30～

2,500円

第２部 21:10～

2,000円

第３部 21:50～

1,500円

※料金は１人あたりの金額です。
※各部とも10分前までに諏訪神社境内へ集合してください。
※祭りの進行状況によって、ご案内が遅れることがあります。
※満席になり次第締め切ります。なお、空席があれば当日でもお買い求
めいただけます。料金は当日に現地でお支払いください。
申込み・問合せ：魚津市役所農林水産課水産振興係

☎23-1033

―「みんなでつくろう あかりみち」―

うおづキャンドルロード2018
８月４日㈯

18:50～21:50（雨天中止）

＠中央通り名店街、鴨川沿い、餌指公園周辺など
問合せ：キャンドルロード実行委員会（地域協働課内）☎23-1017

まつりに関する問合せ
魚津まつり実行委員会
（魚津商工会議所内） ☎22-1200
魚津まつりの詳細は
こちらから

皆さまへのお願い
・路上駐車はお止めください。
・シャトルバスや公共交通機関
をぜひご利用ください。
・深夜にあまり大声を出さない
ようにしてください。
・ド ローンなどを用いた空撮
は、安全上の観点からご遠慮
ください。
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２年に１度、魚津から始まる日本縦断レース！ 日本海から太平洋を目指す！

Trans Japan Alps Race
トランスジャパンアルプスレース開催！
開会式

 ８月11日㈯

スタート

 ８月12日㈰

21:00
０:00

トランスジャパンアルプスレースは、日本海／富山湾
（魚津市早月川河口）をスタート地点に、北アルプスから
中央アルプス、南アルプスを越え、太平洋／駿河湾（静岡
市大浜海岸）までの距離約415ｋｍ、累積高低差約27,000
ｍの道のりを、自身の足のみで８日間以内に踏破すること
を目指す山岳アドベンチャーレースです。
レースは体力さえあれば完走できるものではなく、
3,000ｍ級の山岳フィールドで活動するための知識や、経
験に基づく判断力、そして勇気を兼ね備えなければなりま
せん。そのために、資格要件などの書類審査に加えて、厳
しい選考会を行い、それをクリアした者だけがスタートラ
インに立つことを許されています。
魚津市では、この過酷なレースのスタート地点として、
選手への支援を行うとともに、大会を通して魚津市を全国
にＰＲすることを目的に実行委員会を立ち上げ、大会を応
援しています。今回の大会も、市民の皆様とともに大いに
盛り上げていきたいと考えていますので、ご支援をよろし
くお願いいたします。

ミラージュランド芝生広場
早月川河口（ミラージュランドそば）

START

Uozu

GOAL

Shizuoka

大会公式HPはこちらから
問 合せ：TJAR実行委員会事務局
（企画政策課内）☎23-1067

2018-8
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マドンナたちの甲子園

第32回全日本大学女子野球選手権大会
“マドンナたちの甲子園”として親しまれている、全日本大学女子野球選手権大会。第32回目となる今年は20チー
ム21校が出場し、桃山球場と天神山球場で熱い戦いを繰り広げます。ぜひ、観戦と応援をよろしくお願いします！

【大会日程】
８月24日㈮：開会式（ありそドーム 16:00より）
８月25日㈯・26日㈰：１・２回戦（天神山・桃山）
８月27日㈪・28日㈫：準々決勝、準決勝（桃山）
８月29日㈬：３位決定戦、決勝、閉会式（桃山）
問 合せ：全日本大学女子野球選手権大会
委員会 ☎23-6550

魚津市実行

対戦表及び試合の開始時刻はこちらから

出場大学（20チーム／21校）
大学名

所在地 出場回数

大学名

所在地 出場回数

愛知医療学院短期大学

愛知県

９

早稲田大学

東京都

23

女子美術大学

東京都

６

園田学園女子大学

兵庫県

9

千葉商科大学

千葉県

20

上智大学

東京都

29

皇學館大学

三重県

25

富山大学

富山県

31

関西大学

大阪府

3

日本体育大学

東京都

30

大阪体育大学

大阪府

12

椙山女学園大学

愛知県

24

桜花学園大学

愛知県

15

至学館大学

愛知県

20

日本女子体育大学

東京都

17

大阪芸術大学

大阪府

21

武庫川女子大学

兵庫県

７

富山県

中京大学

愛知県

21

富山国際大学
富山短期大学

13
25

東京女子体育大学

東京都

26

９
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※富山国際大学と富山短期大学は合同チーム

― 70歳以上の方へ ―

８月から高額療養費の自己負担限度額が変わります
☎23-1011

問合せ：市民課医療保険係（③番窓口）

☎076-465-7504

富山県後期高齢者医療広域連合

国民健康保険または後期高齢者医療保険の加入者が、医療費を１ヶ月に一定額以上負担した際に、限度額を超えた
分が申請により払い戻されます。ただし、食事代や差額ベッド代など保険診療以外の費用は対象外です。この限度額
については、70歳以上の方のみ、平成30年８月から変更されますのでお知らせします。

70歳以上の方の自己負担限度額（月額）
はじめに外来（個人ごと）のみの限度額であるAを適用し、その後世帯での限度額であるBを適用し計算します。
平成30年７月まで

平成30年８月から

適用区分
Ａ 外来（個人）

Ｂ 外来＋入院（世帯）

現役並み

80,100円
57,600円

一般

14,000円

住民税非課税
※２

57,600円

住民税非課税世帯

【多数回

44,400円 ※２】

8,000円
住民税非課税世帯

140,100円 ※２】

167,400円＋（医療費－558,000）×１％
【多数回

93,000円 ※２】

18,000円
年間上限
144,000円

57,600円
【多数回

15,000円

（年金収入80万円以下など）

Ⅱ

【多数回

44,400円 ※２】 80,100円＋（医療費－267,000）×１％
【多数回 44,400円 ※２】

課税所得145万円未満 ※１
年間上限
144,000円

※１

＋（総医療費－
267,000円）×1%
【多数回

課税所得145万円以上

Ⅰ

Ｂ 外来＋入院（世帯）

252,600円＋（医療費－842,000）×１％

課税所得690万円以上

課税所得380万円以上

Ａ 外来（個人）

44,400円 ※２】

15,000円
8,000円

24,600円

24,600円

 帯収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が
世
210万円以下の場合も含みます。
過去12ヶ月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となります。

国民健康保険の限度額適用認定証をご確認ください
国民健康保険の限度額適用認定証の有効期限は７月31日㈫までです。８月以降に必要な方は、市民課医療保
険係の窓口で交付の手続きをお願いします。
受付開始：８月１日㈬から（発効期日は申請した月の１日）
対象者：魚津市国民健康保険の加入者で、以下に該当する方
①69歳以下の加入者
②70歳以上の加入者で住民税非課税世帯の方
③70歳以上の加入者で課税所得が145～689万円の方
必要なもの：保険証、印鑑、マイナンバーカード又はマイナンバー通知カード
問合せ：市民課医療保険係（③番窓口）☎23-1011

2018-8
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魚津市交流大会ボランティア募集
活動日：11月４日㈰・５日㈪
※どちらか１日だけの参加も可能
活動場所：ありそドーム（卓球会場）、桃山運動
公園（ラグビーフットボール会場）
活動内容：受付・案内、競技運営補助、会場の清
掃、おもてなし補助、弁当の配布・回収 など
募集人数：50名程度
応募資格：①県内に在住・在勤・在学の平成15年
４月１日以前に生まれた方、②①に該当する方５
名以上の団体
募集期間：８月１日㈬～８月31日㈮（期間内であ
っても、必要人数に達し次第締切）
応募方法：応募用紙に必要事項を記入し、持参、
郵送、メール、FAXのいずれかでご応募くださ
い。応募用紙は市HPからダウンロードできます。
申込み・問合せ：ねんりんピック富山2018魚津市
実行委員会 事務局（社会福祉課内）
〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10-１
☎23-1007 FAX 23-1055
メール nenrin@city.uozu.lg.jp

ヒロシマ・ナガサキ
原爆写真ポスター展

特記事項
・報酬はありません。
・活動場所、内容は変更する場合があります。
・交通費は自己負担となります。
・活動日や活動場所の決定結果及び事前説明会につ
いては、後日ご案内いたします。
・傷害保険に加入します。（主催者負担）
募集要項の詳細、申込用紙はこちらから

戦没者の冥福と
世界の恒久平和を祈り 黙とうを
昭和20年８月の富山大空襲や広島・長崎への
原爆投下では多くの方々が犠牲になりました。
犠牲者の冥福と世界の恒久平和を祈り、次の日
時に１分間の黙とうを捧げましょう。
富山大空襲
広島への原爆投下
長崎への原爆投下
終戦記念日

原爆被害の実態を学び、核兵器の恐ろしさや
平和の大切さへの理解を深めましょう。
期間：８月１日㈬～31日㈮
会場：魚津市立図書館１階ロビー
問合せ：企画政策課秘書係 ☎23-1016
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８月１日
８月６日
８月９日
８月15日

深夜～２日明朝
午前８時15分
午前11時２分
正午

【魚津市戦没者追悼式】
日時：８月８日㈬ 10:30～
会場：新川文化ホール 小ホール
問合せ：社会福祉課福祉係（⑧番窓口）☎23-1005

NHKのど自慢
出場者＆観覧者募集
とき

９月23日（日･祝）

ところ

新川文化ホール

ON AIR

放送予定日時

９月23日（日･祝） 12:15～13:00
（総合・ラジオ第１・国際放送）

開演11：45～（開場11：00～）

出演：ゲスト／水森かおり・山内惠介

司会／小田切千アナウンサー

出場／予選を通過した20組程度のみなさん
申込方法：以下を参考に郵便往復はがきでお申込みください。
予選会：９月22日㈯

水森 かおり

11:45～（受付開始11:00）

▼出場申込：８月17日㈮ 必着
【往信 表面】
62円

【返信 裏面】

【往信 表面】
62円

NHK富山放送局
NHKのど自慢 出場係

※こ の 面 に は 選 出 結
果を印刷します。

NHK富山放送局
NHKのど自慢 観覧係

【返信 表面】

【往信 裏面】

【返信 表面】

62円
①郵便番号
③氏名

②住所

①郵便番号 ②住所
③氏名（ふりがな）
④年齢 ⑤性別
⑥電話番号
⑦職業（具体的に。中
学生・高校生・大学
生は部活動等も記入）
⑧歌う曲目と歌手名
⑨選曲理由（詳しく）

・応募資格は中学生以上で原則アマチュアの方が対象です。
・中 学生は予選会、本選どちらも保護者の同伴が必要ですの
で、はがきに保護者名と電話番号を記入してください。
・応募は１人（組）１通に限ります。
・グ ループで申し込む場合は、全員の氏名（ふりがな）、年
齢、性別、職業、メンバーの関係（兄弟、同僚、同級生な
ど）をご記入のうえ、代表者が申し込んでください。
・応募多数の場合は、250組程度を選出します。当選者には予
選会の案内を、落選者には落選通知を発送します。
・応募後の曲目、出場者の変更はできません。

山内 惠介

さん

▼観覧申込：８月24日㈮ 必着

何も記入しないでく
ださい。

〒930-8502

さん

〒930-8502

【返信 裏面】
何も記入しないでく
ださい。
※こ の 面 に は 抽 選 結
果を印刷します。

【往信 裏面】

62円
①郵便番号
③氏名

②住所

①郵便番号 ②住所
③氏名 ④電話番号

・入場無料ですが、入場整理券が必要です。
・応 募多数の場合は抽選し、１枚につき２人まで入場できる
整理券を発送します。落選者には落選通知を発送します。
・当選は１人１通とします。
・満１歳以上のお子様から整理券が必要です。
・転売を目的としたお申込みは固くお断りいたします。
９月22日㈯の予選会は観覧自由です。ただし、混雑状況
によっては、入場を制限することがあります。

※応募者の情報は、選出・抽選結果のご連絡のほか、NHKでは受信料のお願いに使用させていただくことがあります。
主催：NHK富山放送局、魚津市、公益財団法人富山県文化振興財団 共催：富山県
問合せ：NHK富山放送局 ☎076-444-6610
新川文化ホール ☎23-1123
2018-8

広報うおづ

12

学びの森音楽祭2018

サマーセミナー

講師によるコンサート

HPはこちら

８月９日㈭から19日㈰まで開催するサマーセミナー講師による特
別なコンサート。演奏家として日々活躍中のプロフェッショナルに
よる感動の演奏をぜひお楽しみください。
【Part１】サマーセミナー講師によるガラコンサート
日時：８月12日㈰ 15:00開演
会場：新川文化ホール 大ホール
入場料：1,000円（ミラージュクルーは500円）
出演：田村真寛（サキソフォン）、酒井秀明（フルート）、中鉢
聡（テノール）、田島茂代（ソプラノ）、山田武彦（ピアノ）、
大野由加（ピアノ・案内役）
【Part２】マスターズコンサート
日時：８月17日㈮ 19:00開演
会場：学びの森交流館 桜ホール
入場料：1,000円（高校生以下は無料）
出演：千葉直師・大浦綾子（クラリネット）、杉本正毅（トランペ
ット）、小田桐寛之（トロンボーン）、高田亮（パーカッション）
問合せ：新川学びの森天神山交流館

☎31-7001

平成30年７月豪雨災害義援金について
台風第７号及び前線などに伴う豪雨は、西日本の各地で人的被害や家屋の倒壊など、甚大な被害をもたらし
ました。被災地では災害復旧活動が懸命に行われているところです。
これを受け、魚津市では、｢平成30年７月豪雨災害」の義援金箱を市内４箇所に設置しました。被災地が一日
も早く復興し、被害にあわれた方々が平穏な生活を送られるよう、皆様のご支援をよろしくお願いします。
なお、義援金は日本赤十字社を通して全額被災者へ届けられます。
設置期間：７月10日㈫～８月31日㈮
設置場所：魚津市役所１階市民課窓口、魚津市立図書館、埋没林博物館、魚津水族館
※市役所は土曜・日曜・祝日、各施設は休館日を除きます。
問合せ：総務課防災係 ☎23-1078

岡山県井原市への災害応援職員派遣
魚津市の友好親善都市である岡山県井原市でも、土砂崩れなど
多くの災害が発生しました。当市では、災害見舞金を届けるとと
もに、当市職員２名を派遣し、早期の災害復旧を支援します。
派遣期間：７月17日㈫～９月28日㈮
派遣職員・配属先：紙 正人（都市建設課へ配属）
井田 和巳（農林課へ配属）
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▲２名への辞令交付式

消防からのお知らせ

問合せ：魚津消防署

第22回魚津市消防団消防操法大会
消防機械器具の取り扱いを習熟するとともに、火
災防御技術の向上を目的に実施します。各分団への
応援をよろしくお願いします。
日時：８月26日㈰ 12:00開始
会場：魚津市消防合同庁舎 駐車場

露店などにおける火災予防の徹底
祭礼などで露店を出店する際は開設届出書を提出
し、火を使用する器具及び火災発生のおそれがある
器具を使用する場合は、消火器を設置する必要があ
ります。消防職員が消火器の設置を確認することも
ありますので、ご協力をお願いします。

24-7980

自然災害に備えて
８月と９月は、台風などの自然災害が発生しやす
い季節です。魚津市においても昨年10月に発生した
台風21号の影響で、風水害による出動件数が８件あ
りました。災害は、いつどこで発生するか予測がで
きません。もしもの時に備え、日頃から準備してお
きましょう。
□非常持出品の準備：懐中電灯、ラジオ、非常食・
飲料水、救急用品、貴重品など必要最低限の持出
品を普段から準備しましょう。
□自宅周辺の環境整理：植木鉢など強風で飛ばされ
そうなものは片付けておきましょう。
□気象情報に注意：テレビやラジオなどで最新の気
象情報を確認し、天候が変わり始めたら、海や河
川、がけ崩れのおそれがある斜面付近など、危険
な場所には近づかないようにしましょう。
□避難はみんなで協力を：市が発行している災害ハ
ザードマップで、危険な場所や避難場所を確認し
ておきましょう。また、家族や近所の人と、連絡
方法について相談しておきましょう。

防災ハザードマップ一覧（市のHP）

市民バスからのお知らせ

問合せ：商工観光課交通政策係

23-1380

８月11日は市民バス郊外ルートの運休日

市民バス＆地鉄バス お得な回数券販売中！

８月11日㈯は祝日ですので、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）は運休します。ご注意ください。

市民バスの車内で販売しています。なお、領収書
が必要な方は、ミラマルシェ（魚津駅構内）または
市役所商工観光課でお買い求めください。

お盆の期間も通常運行します
８月13日㈪から15日㈬も、市民バスは通常どおり
運行します。お墓参りなど、お出かけの際は、ぜひ
市民バスをご利用ください。

■一般：2,000円（200円×13枚）
■小・中学生、高校生：1,000円（100円×13枚）
※回 数券は地鉄バス（市内２路線のみ）でもご利用
できます。

■１日乗車券：500円（小・中学生、高校生300円）
時刻表は商工観光課窓口のほか、市の
HPからダウンロードできます。

※１ 日乗車券は地鉄バスではご利用いただけません
ので、ご注意ください。

2018-8
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おでかけ情報

ふるさとの夏祭りに出かけませんか？
８/６㈪・７㈫

夏の伝統行事

両日19:30～

上村木七夕祭

６日は宵祭、７日が本祭です。屋形船、アジロと
一緒に上村木町内を巡りますので、ぜひご参加くだ
さい。
集 合場所：６日…旧８号線上村木
東交差点、７日…ホクトミ運輸前
問合せ：上村木七夕祭保存会
（宮本）22-3433

８/15㈬

花火 20:30～

片貝地区

盆踊り 21:00～

三ケ村花火・盆踊り大会

三ケ村の谷で打ち上げられる迫力ある花火と、風
情ある盆踊り大会に、ぜひ遊びに来てください。
会場：三ケ村花火大会…平沢橋から約250ｍ上流、
盆踊り大会…片貝三ケ村集会場
問合せ：三ケ村花火・盆踊り大会実行委員会
（慶伊）090-2099-8669

17:30～

かみのがたふれあい夏まつり
Ｋ（かみのがた）級グルメに大好評のお菓子まき
や桃山クローバーＺのステージパフォーマンス、恒
例の壁面映像や趣向ステージ、地区対抗企画など盛
りだくさんの企画で会場を盛り上げます！
会場：上野方公民館駐車場
※雨天時は旧上野方小学校体育館
問合せ：上野方地域振興会（上野方公民館内）
22-0368

８/25㈯

第９回

15:00～21:00

魚津漁火まつり

“漁火”に見立てた松明で、癒しの浜辺を演出し
ます。Ｂ級グルメや縁日コーナーの
ほか、特別企画の盆踊りで祭りを盛
り上げます。
会場：海の駅蜃気楼（雨天中止）
問 合せ：忠鮮魚店（海の駅蜃気楼
内）23-0079

ぐるっと！

心に残る成人式を

にいかわサイクリング2018

成人式実行委員の募集

アプリとマップを使って各ポイントをめぐり、
新川地区をぐるっとサイクリングしましょう！
日時：９月15日㈯ 開会式７:50～（受付７:00）
スタート地点：宮野運動公園（黒部市）
コース：ぐるっとにいかわ110kmコース
定 員：中学生以上300名（中学生は保護者同
伴、未成年者は保護者の同意が必要です）
参加費：3,000円
募集期間：８月１日㈬～20日㈪
申込方法：スポーツエントリーHPより申込み
問合せ：ぐるっと！にいかわサイクリング2018
運営担当ダイヤル ☎070-2250-2946
コースの詳細はこちら（ルートラボ）
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平成31年１月13日㈰に開催される魚津市成人式
の実行委員会メンバーを募集します。皆さんのア
イディアで心に残る成人式にしましょう！
対象：平成30年度新成人（平成10年４月２日～
平成11年４月1日生）、20代の方
申込締切：９月７日㈮
申込み・問合せ：生涯学習・スポーツ課 生涯
学習・文化係（第一分庁舎）☎23-1045

イベント
EVENT

市長のおでかけトーク 同時開催

移住者交流会2018 vol.２

▲vol.1は、新角川のパン屋さん「てくてく」で開催（６月24日）

市外から魚津へ引越してきた方の交流の場です。ラ
ンチを食べながら、ワイワイおしゃべりしましょう。
市長も参加しますので、皆様の率直な声をぜひお聞か
せください。詳しくはお問い合わせください。
日時：８月19日㈰ 11:00～13:30
会場：カフェ＆アニモ（新金屋二丁目）
申込締切：８月14日㈫ 定員：15名（申込順）
ランチ代：1,000円（お子さまランチ500円）
申込み・問合せ：地域協働課定住応援室 ☎23-1095
メール teiju@city.uozu.lg.jp

ニュース
NEWS

平成31年４月開校

星の杜小学校

校章デザインが決定

ニュース
NEWS

【観光事業振興功労団体表彰】

魚津蜃気楼研究会が受賞

▲会長の石沢啓一さん（中央）、副会長の桜井正さん（左）が受賞
報告のため市長を訪問（６月20日）

（公社）とやま観光推進機構が主催する、「観光事
業振興功労団体表彰」に魚津蜃気楼研究会が選ばれま
した。同研究会は、展望地で蜃気楼を撮影する傍ら、
市内外からの観光客や市民に対しての蜃気楼の解説、
蜃気楼写真展の開催、マスコミへの取材協力などを通
して、富山県及び魚津市の認知度向上と観光誘客に大
きく貢献しています。また、蜃気楼の発生を埋没林博
物館へ伝える役割も担っています。これらの功績が認
められ、今回の受賞につながりました。

募

生涯学習教室

「写経体験」

一緒に写経しませんか？

作者
たてし

てつひろ

立志 哲洋さん
（東京都在住）
星の杜小学校の校章デザインは、平成30年４月２日
から５月18日まで公募し、市内外から72点の応募があ
りました。このうち１次選考を通過した10作品の中か
ら、統合準備会で１作品を選定し、教育委員会会議に
て最終決定しました。
【デザインの意図】
星の杜をイメージした校章です。３本の木で三校の
統合をあらわし、すくすく育つ姿や輝く星を表現しま
した。

筆ペンで「般若心経」をなぞり、写経します。市内
在住、在勤の方であればどなたでも参加できます。お
気軽にお申し込みください。
日時：８月25日㈯ ９:00～11:00
会場：新川学びの森天神山交流館
講師：瀧本 勢津子さん
申込締切：８月20日㈪ 定員：15名（申込順）
申 込み・問合せ：生涯学習・スポーツ課 生涯学
習・文化係（第一分庁舎） ☎23-1045

2018-8
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上中島をかけまわれ！

イベント
EVENT

上中島ふるフォトラリー

チェックポイントとなっている写真の撮影場所を、
制限時間内にたくさん見つけて高得点をゲット。点数
に応じて豪華景品がもらえます！
その他、ルールの詳細はお問い合わせください。
日時：８月14日㈫ 10:00～15:00（受付９:30）
受付会場：上中島公民館
申込締切：８月６日㈪
参 加費：1,000円／１グループ（２～４名で高校生
以上を含むこと）
持ち物：デジカメ又はスマホ
申込み・問合せ：上中島公民館 ☎22-0373

魚津工業高校ものづくり教室

イベント
EVENT

ライントレースカーを作ろう

夏休みの自由研究にぴったりです。地面に描かれた
線の上をなぞって走るふしぎな車、「ライントレース
カー」を作りましょう。魚津工業高校生の皆さんが、
工作をお手伝いします。
日時：８月24日㈮ 10:00～12:00
会場：魚津市立図書館 参加費：無料
対象・定員：小学４～６年生・20名（申込順）
申込締切：８月17日㈮（図書館カウンターに備え付
けの申込用紙でお申込みください）
問合せ：魚津市立図書館 ☎22-0462
17
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イベント
EVENT

魚津市の花

カノコユリ

カノコユリの設置＆球根プレゼント

カノコユリのプランター設置
８月上旬から中旬まで、図書館や魚津駅前など市内
各所にプランターを設置します。ぜひご覧ください。
球根をプレゼント
展示終了後、カノコユリの球根を無料でお配りしま
す。農林水産課まで電話でお申し込みください。
申込受付日：８月７日㈫ ８:30～17:00
※申込多数の場合は抽選し当選者のみに通知
※配布個数は一家族当たり５球程度
申込み・問合せ：農林水産課農政振興係 ☎23-1034

イベント
EVENT

魚津市からもブース出展！

いいやま灯篭まつり

魚津市の観光交流都市である飯山市で「いいやま灯
篭まつり」が開催されます。伝統工芸品「内山紙」を
使用した様々な灯篭が、街中を優しく彩ります。高校
生を中心に取り組む「絆プロジェクト」では２万個も
の灯篭を作成。その迫力は圧巻です。オープニングは
「IIYAMA DANCE FES!!」が会場を盛り上げます。
日時：８月11日（土・祝） 16:00～
会場：飯山市中心市街地（JR飯山駅周辺の商店街）
問合せ：いいやま灯篭まつり実行委員会 （飯山市
役所内）☎0269-62-3111

く ら し

【重要】
お盆期間中のゴミ収集
環境安全課環境政策係
（⑫番窓口） １･００４
燃やせるごみ、燃やせない
ごみ、資源物の収集はカレン
ダーどおりに実施します。
常設資源物ステーションは
日㈫～ 日㈭まで休業です。
し尿の収集は 日㈯～ 日
㈭まで休業です。

統合失調症についての
家族学習会
富山県精神保健

無料で対応します。電話での
相談も受け付けますので、お
気軽にご利用ください。
●場所 富山市千歳町１‐６
‐
河口ビル 階
●開設時間 午前９時～午後
５時（土・日・祝日除く）

小中学校・大町幼稚園
うら盆期間中の完全閉庁
教育総務課総務係
（第一分庁舎）
１･０４３
教育の質の確保と向上のた
め、教職員の長時間勤務の縮
減や休暇取得の促進など「働
き方改革」が早急に求められ
ています。そこで「働き方改
革」の一環として、今年度か
ら夏季休業中の市内小中学校
及び大町幼稚園で次の期間、
完全閉庁を実施します。期間
中は原則として部活動も行わ
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特別障害者手当等の申請
と現況届の提出について
社会福祉課福祉係
（⑧番窓口） １･００５
知的を含む精神又は身体の
障がいで、重度の障がいが重
複するなど、常に特別の介護
が必要な在宅の障がい者の方
に支給される手当です。
新たに受給を希望する場合
は申請が必要です。なお、本
人又は扶養義務者の所得や、
その他の状況により支給され
ない場合があります。詳しく
はお問い合わせください。
●受付期間 ８月 日㈮～
９月 日㈫
●支給額
特別障がい者手当（ 歳以上）
▼月額２６，９４０円
障害児福祉手当（ 歳未満）
▼月額１４，６５０円

働き方改革推進支援セン
ター富山
働き方改革推進支援センター富山

13時～16時

平日は電話相談を受付中

☎076-441-0432

※労働者又は事業主どちらも相談可能

☎22-5078

21日㈫

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

16日㈭

総合労働相談

魚津市地域住宅相談所

住宅相談

※増改築、内装の模様替えなどについて

魚津地域建築組合

☎24-2255

10時～11時半

☎23-1093

※ケアマネジャーの同伴可

14時～16時

魚津市社会福祉協議会

２日㈭

魚津市地域包括支援センター

21日㈫

認知症相談（要予約）

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

☎23-1086

14時～16時

相談スペース

24日㈮

市役所１階福祉相談室

税務課納税係

弁護士による納税相談（要予約）

☎076-431-9332

10時～16時

サンフォルテ 研修室307

19日㈰

市役所１階税務課

富山県司法書士会事務局

相続相談（要予約）

富山県民共生センター

13時半～16時

☎22-0461

３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
９日㈭・16日㈭
行政相談

予約・問合せ
会場
日時
相談会

23

10

20

18

ないこととします。
●閉庁期間 ８月 日㈪～
日㈬の３日間
●緊急時の連絡先
学校教育課 ☎ １･０４４
こども課 ☎
１･０７９
※必要 に 応 じ て 、 学 校 教 育 課
から各学校長へ、こども課
から大町幼稚園長へ連絡し
ます。

15

ＮＰＯ法人

14

23

13

福祉家族連合会

22

2

23

16

０７６ ４･６１ ７･１１０
統合失調症について家族で

10

11

０７６ ４･３１ ３･７３０
「従業員が定着しない」
「労働時間や賃金を見直した
い」「助成金について知りた
い」など、中小企業・小規模
事業者が抱える様々な課題に

23

14
12

23

11

学び、支えあうことが目的の
学習会です。
●日時 ８月 日㈬、９月
日㈬、 月 日㈬、 月 日
㈬、 月 日㈬ （全５回）
午後１時 分～４時 分
●会場 富山県民会館６階
６０１号室
●定員
名（申込順）
11

15

10

15 12

10

20

16

12

―８月の無料相談会日程―

20

10 12

31

23

宮津霊園からのお知らせ

第２期
第２期
第２期
第２期

都市計画課計画公園係
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期限：８月31日㈮
市県民税
国民健康保険税
後期高齢者医療保険料
介護保険料

 １･０３０
無縁塔法要
●日時 ８月 日㈪ 午後１時
●場所 無縁塔前
周辺道路の交通規制
道路の混雑緩和のため、交
通規制を行います。標識に従
い通行してください。
●期間 ８月 日㈰ 午後４時
～ 日㈮ 午前 時
管理料の納付
墓地利用者の皆さまへ案内
を郵送します。期限内の納付
をお願いします。
●納付期限 ８月 日㈮

市税等納期限のご案内

ご寄付ありがとうございました

六郎丸

3,000円

（故）藤井 庄治

富山市

100,000円

（故）中山 トシ子

浜経田

100,000円

▼善意銀行（社会福祉協議会）へ
富山県移動商業組合
しんきんネットクラブ
会長 道市 正博
魚津保育園職員一同

本町

10,000円

木下新

100,000円

―

50,000円

児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成、
特別児童扶養手当の受給者の方へ
８月は児童扶養手当の「現況届」、ひと
り親家庭等医療費助成の「更新申請書」、
特別児童扶養手当の「所得状況届」の提出
月です。該当する方へ書類を郵送しますの
で、期間内に忘れず提出してください。
【提出期間】
現況届・更新申請書…８月１日㈬～31日㈮
所得状況届…８月10日㈮～９月11日㈫
【問合せ】
こども課子育て支援係（⑩番窓口）☎23-1006

つむぎ倶楽部

吉島511

☎22-6006

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
日時：８月２日㈭

10:00～15:00

利用料：300円
介護家族の集い
日時：８月20日㈪

19
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13:30～16:00

info

29

24

出張ハローワーク！
ひとり親全力サポート

65,989円

ハローワーク魚津

双葉町

24

 ０･３６５
児童扶養手当の受給者を対
象に、就職のお手伝いをしま
す。担当者制による職業相談
のほか、応募書類の添削や面
接対策などを行います。
また、毎月第２水曜日に魚
津市役所こども課で予約制の
相談会を行っています。こち
らもぜひご利用ください。
●日時 ８月 日㈬

匿名

10,000円

25

午後２時～４時
●会場 魚津市役所 相談室
※こど も 課 （ １ 階 ⑩ 窓 口 ） に
て受付を行ってください。

（故）木下 ユキ子

22-8388

富山市

10

※宮津 霊 園 管 理 棟 で の 納 付 は
受け付けておりません。
お供え物の後始末にご協力を
カラスが散らかす恐れがあ
りますので、必ず後始末をお
願いします。

沖田 崇寛

100,000円

魚津市障害者体育大会

健康友の会

袋

魚津市障害者連合会

（故）米田 茂

（石田） ４･６７０
玉入れやリレーなどを行い
ます。運動に適した服装で内
履き靴を持参してください。
●日時 ８月 日㈯
午前 時～
●会場 ありそドーム

▼社会福祉基金へ

今月の啓発キャンペーン

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間（８/29～９/４）
いじめや体罰、虐待など、子どもをめぐる様々な問題
に、人権擁護委員が電話で相談に応じます。
期間：８月29日㈬～９月４日㈫ ８:30～19:00
※土曜・日曜は10:00～17:00
相談ダイヤル：0120-007-110
問合せ：富山地方法務局人権擁護課 ☎076-441-6376
「北方領土返還運動全国強調月間」
北方領土とは、北海道の北東洋上にある歯舞群島・色
丹島・国後島・択捉島の四島のことで、日本固有の領
土でありながら現在もロシアに実効支配されている地域
です。毎年２月と８月は「北方領土返還運動全国強調月
間」として、大会や街頭啓発など活発な運動が行われて
います。北方領土返還へ向けて、返還要求運動の意義を
次世代へ伝えていきましょう。

履歴のない建売、中古住宅購
入も対象です。
▼最大助成額 万円
転入者住宅取得支援制度
魚津市へ転入する方が市内に
１００万円以上の住宅を建設す
る場合に助成します。築３年以
内の入居履歴のない建売、中古
住宅購入も対象です。
▼最大助成額 万円

野外焼却の禁止
環境安全課環境政策係

門業者にご依頼ください。
幼虫が拡散した場合は、必
要最小限の薬剤散布で駆除し
てください。近隣にまで被害
が及ぶ前に、早期駆除をお願
いします。

募 集
県民カレッジ後期講座
受講者募集
県民カレッジ新川地区センター
（新川みどり野高校内）
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屋外広告物講習会
富山県建築住宅課
０７６ ４･４４ ３･３５５
屋外広告業を営む際は、講
習会修了者等の業務主任者を
選任し、登録を受ける必要が
あります。この機会に受講し
てみてはいかがでしょうか。
●日時 ８月 日㈬
午前９時半～午後４時半
●会場 富山県民会館７階
７０１号室
●受講手数料 ３千円（富山
県収入証紙により納付）

 ４･００１
地域課題学び活かし講座、
ふるさと探究講座、共学講座
の受講者を募集します。詳細
は県民カレッジ新川地区セン
ターのＨＰをご覧ください。
●申込締切 ９月３日㈪

観光ボランティア募集中
魚津駅前観光案内所

☎23-1015

問合せ：企画政策課広報広聴係

問合せ：都市計画課計画公園係 ☎23-1030

８月17日㈮に調査票を発送します。大変ご多用のこととは思

いますが、調査票が届きましたら、ご協力をお願いします。

募集要項の詳細は、都市計画課までお問合
せいただくか、市のHPでご確認ください。

住宅を購入する方へ
住宅取得支援制度

（⑫番窓口） １･００４
「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」により、ごみの
野外焼却は原則として禁止さ
れています。例外として農
業、林業又は漁業を営むため
にやむを得ないものとして行
われる廃棄物の焼却は認めら
れていますが、近所迷惑にな
らないようご配慮願います。

毛虫の防除について
環境安全課環境政策係

 ２･２４４
魚津を知りたい、伝えた
い。魚津の自然や人が好き。
そんな方を募集します。興味
のある方は 魚津駅前観光案内
所までお問い合わせください。

http://www.uozu-kanko.jp/
basic/summer-fruits.html

■調査対象者：魚津市に住む18歳以上の方
■調査対象数：1,000人
■抽出方法：地区、年代、性別に偏りがないよう抽出
■調査期間：８月17日㈮～８月31日㈮
■調査方法：調査票を郵送しますので、記入後、同封の返
信用封筒に入れて提出してください。

魚津の夏果樹を紹介するＨＰを公開してい
ます。直売所マップも掲載！

40

60

（⑫番窓口） １･００４
私有地の樹木に発生した毛
虫（アメリカシロヒトリ）の
駆除は個人で対応するか、専

出店者募集

魚津水族館横の無料休憩所内

都市計画課建築住宅係
 １･０３１
今年度から、住宅取得支援
制度を利用される方のうち、
「魚津市三世代同居・近居推
進事業」の認定を受けた世帯
は、助成金が 万円上乗せさ
れます。交付条件など詳細は
市のＨＰをご覧ください。
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１００万円以
上の住宅を建設する場合に助
成します。築３年以内の入居

23

市民意識調査を行います
夏果樹園ガイド
梨・ぶどう・桃
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魚津市では、総合計画をもとに様々な施策を進めていま
す。まちづくりを、市民の皆様の意見を反映させながら進
めるため、毎年市民意識調査を行っています。

申込締切：８月31日㈮

『発明とくふう展』
作品募集
（一社）富山県発明協会
０７６６ ･ １･１５０
新しくて独創性に富む発明
くふう作品や産業製品を募集
します。
●応募資格
①県内の小・中学生、高校生
②県内の企業・労働者・一般
●応募締切 ９月 日㈭

催 し 物

８月の歩こう会
うおづ歩こう会

▼ Ｍチャレンジリレー（フ
ァミリーの部・一般の部）
※１チーム 人以上
※申込 時 に 申 告 し た 予 想 タ イ
ムに一番近いチームが優勝
●参加費 各種目 円（リレ
ーは１チーム 円）
●申込期限 ８月 日㈪

山の駅もくもく
『夏野菜祭り』
もくもくホール

☎33-9880

（⑥番窓口）☎23-1007

※各市は臨時休業する場合がありますが、ご了承ください。

（地﨑） ３･９４６
●日時 ８月 日㈰
午前７時 魚津市役所集合
●コース しんきろうロード
を経由し、魚津水族館方面へ
早朝ウォークをします。帰り
は西魚津駅までと、市役所ま
での２班に分かれます。
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問合せ：社会福祉課高齢福祉係

（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

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報

８時半

 ０･９０９
●日時 ８月 日㈯
午前８時半～正午
●会場 もくもくホール
●イベント内容
▼新鮮な地場産夏野菜の販売
▼盆花の大特価販売

野菜市

蜃気楼バザール実行

毎月第３㈰

蜃気楼バザール

☎22-0909

毎週㈯・㈰

もくもくホール

もくもくホール

山の駅もくもく

旧観音ゴルフ駐車場

200

20

2

400

11

(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
ティ助成事業により、カローリング
セットを整備しました。

☎22-1105

わいわい市

稗苗清吉事務所

松倉もちより市 毎週㈰ ８時半

魚津漁協経田支所

経田漁港

毎週㈬ 10時半

経田漁港

☎22-8388

13時40分～14時半

社会福祉協議会

上町１区会館

毎週㈮

上口マルシェ

☎33-9413

毎週㈮ 15時

（島澤さん）

銀座通り商店街

毎週㈬ 10時半

銀座ワイワイ市

委員会（平日のみ）
海の駅蜃気楼
魚津の朝市

☎22-1200
６時半～９時半

魚津の朝市実行

毎月第２･第４㈰

問合せ
会場
開催日時

400

▼１千 円 以 上 お 買 い 上 げ の 方
先着 名を対象に、豪華景
品がもらえる抽選会を開催
▼ソフ ト ク リ ー ム 、 ア イ ス コ
ーヒーなどの喫茶販売
50
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２０１８桃山チャレンジ
参加者募集

30

―
地場産品の販売情報
―

魚津桃山運動公園

100

都市計画課建築住宅係
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 ０･０７７
陸上経験がない方でも気軽
に参加できるイベントです。
●日時 ９月９日㈰
午前８時 分 開会式
午前９時 競技開始
●会場 魚津桃山運動公園陸
上競技場
●対象 安全に参加できる方
●種目
▼ Ｍ （未 就 学 児 ）、 Ｍ チ ャ
Ｍ、１０００Ｍ
15

レンジ王、

2018-8
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 １･０３１
市営住宅
▼六郎丸団地…２戸（４階）
▼道下 団 地 … ２ 戸 （ ３ 階 １
戸、４階１戸）
▼天王団地…１戸（４階）
※いず れ も ３ Ｄ 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
超えている方が対象です。
▼天王 団 地 … ３ 戸 （ ２ 階 ・ ３
階・４階）
※いず れ も ３ Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 ２
台分つき、家賃６万円
●申込期間 ８月１日㈬～
８月 日㈮
31

カローリングセットを整備

魚津水族館

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

☎31-7001

９:00～17:00

学びの森寺子屋音楽教室
「サクソフォン」受講生募集
り

☎24-4100

石ころPaintingをしよう！
ヒスイ海岸の石ころに思い思いのペイントで楽しもう！
とうたい

このたび、富山県を中心に演奏活動を行っている東 岱
ま

（入館16:30）

こ

日時：８月４日㈯・５日㈰

10:00～12:00

13:00～15:00

万 里子さんによる「サクソフォン」教室がはじまりま

オリジナル缶バッジを作ろう！

す。ジャンルは、クラシック・ポップス。詳しくは、お

うおすいの仲間たちのオリジナル缶バッジをつくろう！

問合せください。

日時：８月11日(土・祝)～16日㈭

10:00～12:00

13:00～15:00

夏の発光実験「マツカサウオの光を見てみよう！」
※東岱万里子プロフィール

マツカサウオの発光は魚津水族館が世界で初めて発見

富山市出身。洗足学園魚津短期大学音

しました。発光実験は１日５回のおさ

楽科を経て、洗足学園音楽大学音楽学

かなショーに引続いて行います。

部卒業。サクソフォンを池上政人、岩

日時：８月11日(土・祝)～16日㈭

本伸一、服部吉之の各氏に師事。

10:30～ 11:40～ 13:10～ 14:40～ 15:40～

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～

学びの森音楽祭2018 サマーセミナー
講師によるコンサート

水中・陸上・樹上の生活場所に適応した
カエルの形態や生態を紹介しています。

詳しくは13ページをご覧ください。

期間：８月31日㈮まで

８月開館日のお知らせ

「ゴマトーク」開催中

８月は、30日㈭の休館日を除き、すべての日で開館しま

アザラシのお食事タイム内で、飼育員がアザラシの生態

す。ただし、学びの森音楽祭や夏期合宿利用により、練習

などを楽しく説明します。

室が大変混み合います。

日時：８月４日㈯、５日㈰、11日(土・祝)～19日㈰

ご利用の際は、空き状況をお問合せください。

歴史民俗博物館
９:00～17:00

企画展

（入館16:30）

（月曜休館）

入館無料
☎31-7045

10:50と14:20の２回

ミラージュランド
☎24-6999

９:00～17:00

米騒動から100年「魚津の米騒動」展

サマーナイトゆうえんち

1918年に魚津で発生し、全国へと広がった米騒動。

日時：８月12日㈰～14日㈫

魚津ではどのようなことが

料金：2,000円（３歳未満無料）

行われていたのか、記録や

前売り券1,800円イープラス、ミラージュランドにて販売予定

資料等から詳しく紹介して

・遊具11機種が乗り放題！

います。

（サイクルモノレール、バッテリーカー除く）

期間：11月18日㈰まで

・14日はアニメ系サブカルイベント開催！
当時の魚津町会の議決書など

18:00～21:00

・遊具エリアにて３日間フード＆ドリンクのお店を出店！
※当イベント開催中は、園内入場の際に上記料金が必要
となります。遊具をご利用にならない場合でも有料とな

ありそドーム
８:30～21:30

（火曜休館）

☎23-9800

※お盆の営業時間
14日㈫休館日
15日㈬17:30閉館
16日㈭17:30閉館

ランニングコースが使用できない日（７月13日現在）
８/1㈬・2㈭
３㈮～５㈰
11(土・祝)
24㈮

終日
17:30まで
17:30まで
終日

25㈯
26㈰
31㈮

16:00まで
17:00まで
18:00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～）

場所：ありそドーム産業展示場（全52区画）
出店料：1,500円（当日申込は2,000円）定員になり次第締切

りますのでご注意ください。開催時間中、出入場口は正
面ゲートのみとなります。

ミラ－ジュプールお客様感謝デー
日時：９月２日㈰
料金：幼児無料

９:00～16:30
小中学生100円

高校生以上300円

※プールは感謝デーの限定
料金となり、遊園地遊具は
通常料金となります。

臨時休園のお知らせ
ミラージュランド

９月４日㈫

早月川パークゴルフ場

９月４日㈫～９月６日㈭

2018-8
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Books info

＜絵本の読み聞かせ＞
おはなしを楽しむ会
８月６日㈪、13日㈪、20日㈪、23日㈭、27日㈪
４日㈯、18日㈯、25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
8/19㈰
10:30～
休 館 日

22-0462

魚津市立図書館

新着図書 『栄養まるごと10割レシピ』（小田真規子）、『ミステリなふたり』（太田忠司）
『親子でできるおいしい実験』（滝川洋二・監修）、『はなびのひ』（たしろちさと）

話題の一冊

週末シネマ倶楽部

『遊べる列車100選』

日時：８月の毎週金曜日（3、10、17、24、31日）18:30～20:30
作品：「ウルトラマン」全39話の中から19話を厳選して上映

著／谷崎竜 イカロス出版

図書館こどもなつまつり

旅の目的は列車に乗ること。たと
えば走る車内で美味しい料理を楽し

おはなし会・アニメの上映・ゲームなどいろいろあるよ！

んだり、特別な客室でくつろいだり

日時：８月19日㈰

10:30～15:00

…。おもしろすぎる「100列車」の

対象：小学生以下

参加無料・出入り自由

利用法・楽しみどころを徹底紹介！

読み聞かせ講習会

お盆特別シネマ

読み聞かせ“きほん”のき

日時：８月11日(土・祝) 14:00～
作品：アニメ「学校の怪談」恐怖の学校編・戦慄の校外編
二本同時上映（2009年 本編 96分）

日時：９月４日㈫

図書館シネマ倶楽部
日時：８月12日㈰ 14:00～
作品：「樺太1945年 夏 氷雪の門」（1974年 本編139分）
樺太で失われた９人の乙女たちの悲劇。ソ連軍の樺太侵攻
をテーマにした唯一の日本映画
出演：二木てるみ、木内みどり、藤田弓子、岡田可愛ほか

魚津埋没林博物館

対象：読み聞かせを始めたい方、初心者（30名、申込み順、無料）
講義：心構え、絵本の選び方、読み方など
申込み：８月31日㈮

図書館まで

魚津工業高校ものづくり教室
夏休みの自由工作にぴったり、ライントレースカーを作ろう！
詳しくは17ページをご覧ください。

有料エリア：9:00～17:00（入館16:30）
無料エリア：9:00～19:00（カフェの営業10:00～18:30）

☎22-1049

企画展「魚津の海岸ものがたり」

まいはくカフェ「おいしいコーヒーと蜃気楼のひとときを」

埋没林が眠り、加賀藩主が蜃気楼を観賞し、米騒動が起き

コーヒーと科学の話題を楽しむ“ミュージアムカフェ”を

…魚津の海岸を舞台とした出来事の背景を、自然の視点か

はじめます。最初のテーマは『蜃気楼』。カフェKININAL

ら紹介します。(入館料が必要です)

のコーヒーとともに、蜃気楼の世界に触れてみませんか。

期間：８月１日㈬～10月31日㈬

日時：８月19日㈰

夏休み自由研究相談室（無料）

参加費：500円(コーヒー・お菓子代)

夏休み期間中、自由研究についての相談（進め方、まとめ

15:00～16:00

※９月２日、16日にも続編を開催予定

方、植物や岩石の名前調べなど）を受け付けます。

「埋没林博物館de探検ナイトミュージアム」

学芸員の在館予定は博物館HPでご確認ください。

漁火まつりの夜限定！いつもとは違う博物館を探検しよう！！

（ご来館前に電話でお問合せいただくことをおすすめします）

日時：８月25日㈯

期間：８月31日㈮まで

料金：中学生以下無料

※８月11日(土・祝)

10:00～15:00は学芸員２名で相談を受け

付けます。時間内随時受付し、事前申し込みは不要です。

ミュージアムコンサート（無料）
ヴィオラとピアノで奏でるハーモニーをお楽しみください。
日時：８月16日㈭
お の ひ さ し

11:00～11:30
お お の ゆ か

演奏者：小野富士（ヴィオラ）大野由加（ピアノ）

23

10:30～12:00

17:00～21:00（映像ホールの上映なし）
高校生以上200円

内容：イルミネーションの丘、夜の博物館探検ほか
（天候によりイルミネーションなどを中止する場合があります。）

あなたの愛犬の写真を募集します
今年は戌年、テーマは「自然とふれあうわんこ」。応募用
紙に、ワンちゃんの名前や特技、撮影場所などを記入し、
埋没林博物館へ持参又は郵送してください。
応募期間：８月31日㈮まで（お１人様１点   B４サイズまで）

魚津まつり花火大会時、無料エリアを延長開館！

展示期間：８月１日㈬～９月30日㈰まで（無料エリア内）

８月４日㈯は午後９時まで、無料エリアを延長開館します。

※写真は希望される方にのみ返却いたします。応募者にプレ

カフェKININALも延長営業しますので、ご利用ください。

ゼントあり、詳しくは埋没林博物館ＨＰまで。

広報うおづ

2018-8

健康診査のご案内

実施日

会場

（診療時間9:00～17:00）

持ち物：受診券、検診料金

受付時間
大腸・乳房
胃・大腸
子宮

定員（名）
乳房
胃
子宮

8/６㈪ ありそドーム

ー

13:00～14:00

ー

120

8/26㈰ ありそドーム

８:30～10:00

ー

100

ー

60

80

9/３㈪ 新川文化ホール ８:45～10:00 13:00～14:00

◆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

実施日

会場
大町公民館
8/24㈮
常徳寺
8/26㈰ ありそドーム※
本江公民館
8/31㈮
大町公民館

一般医
8/５(日)

持ち物：受診票、検診料金

時間
９:30～11:30
13:30～15:00
８:30～10:00
９:30～11:30
13:30～15:30

◆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。料金は、
受診票でご確認ください。
※8/26㈰は特定健診と胃がん検診も
同時に受けることができます。

8/12(日)
8/14(火)
8/15(水)
8/16(木)
8/19(日)
8/26(日)
9/２(日)

8/５(日)
8/11(土·祝)

会場

8/15(水)
時間

8/26㈰ ありそドーム ８:30～10:00

◆肺がん・胃がん検診も同時に受け
ることができます。

○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、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～平成31年３月に達する年齢です。
●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。

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。（相談時間は30分から１時間程度）
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
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

8/16(木)
8/19(日)
8/26(日)
9/２(日)

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

実施日

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

○集団健診（予約不要）

8/14(火)

リプラスデンタルクリニック
上村木 ☎33-4618
加積野歯科医院
吉島
☎22-1108
医療法人社団ＴＤＯほんごう歯科診療室
本江
☎32-5585
河村歯科医院
黒部市三日市☎54-0210
やまざき歯科クリニック
本江
☎22-8971
田中歯科医院
黒部市生地経新☎56-8040
渡辺歯科医院
黒部市三日市☎52-0164
みどり歯科医院
黒部市三日市☎54-5775
前田歯科クリニック
黒部市若栗☎57-2525

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

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

平井整形外科医院
末広町 ☎22-0888
みのう医科歯科クリニック
北鬼江 ☎22-0500
扇谷医院
友道
☎24-1355
ありそクリニック
北鬼江 ☎25-0120
桝﨑クリニック
北鬼江 ☎22-8800
魚津病院
友道
☎24-7671
沢口胃腸科クリニック
火の宮町☎22-1748

歯科医

8/12(日)

特定健診

宮本内科小児科医院
新角川 ☎22-0122

8/11(土·祝) 山岸産婦人科医院
上村木 ☎24-5878

持ち物：受診券、検診料金、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。

肺がん(結核)検診

み ん な の 保 健 室

集団がん検診

休日当番医

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

査
教

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）
お盆中の休み 8/13㈪～16㈭
吉島132（☎23-2225）

診

〈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 8/22㈬ ９:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族

室
◆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。

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ
歯

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）

科

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
８月

つばめ

ひばり

すずめ

６日㈪

色水遊び

ボールプール

おはなしの会

13日㈪

ねんど遊び

プチシアター

プチシアター

20日㈪
27日㈪

学びの森音楽祭
小学生と遊ぼう

場所：すずめ児童センター

読み聞かせライブ（加積公民館）

色水遊び

◆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。
仮面ライダー大好き！ 水族館でカニになりました

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。

児童センター 
２5
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おおたに

しゅんじ

大谷

隼士くん

かもめ

23-1777

さわだ

澤田

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 8/2㈭、9/6㈭
受付時間 第１子 12:45～13:00
第２子以降 13:00～13:15
●１歳６か月児健診
対 象 平成29年１月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 8/7㈫、9/11㈫
受付時間 13:00～13:30
●３歳児健診
対 象 平成27年２月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 8/22㈬
受付時間 13:00～13:30
●ごっくんルーム（栄養相談）
対 象 離乳食を始めて１か月以内の児
実施日 8/24㈮
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 8/10㈮
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
日程

２歳６か月になる児
8/17㈮ 受付時間 13:00～13:30

対象
日程

２歳または３歳になる児
8/23㈭ 受付時間 13:00～13:30

予 防 接 種
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（要予約）

魚津市では、すべての予防接種を医療機関で
実施します。母子健康手帳を確認し、夏休み
の間に予防接種を済ませましょう。
◆医療機関に予約のうえ、お子様の体調のよいとき     
に接種してください。
◆市外の医療機関での接種を希望する場合は、健康
センターにご相談ください。
●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 (日本脳炎ワクチンについて)
・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。

２歳

３歳

母子健康手帳
健康センター

かえで

楓ちゃん

つばめ

23-5133

◆予防接種の内容は、４月に配布の「保健だより
健康カレンダー」をご覧ください。

ひばり

23-0500

すずめ

23-0522

Uozu News
６
５

魚津を代表するグルメ、ブランド化
29 魚津バイ飯「地域団体商標登録」

６

―まちの出来事―

豊かな漁場は、森林から
22 魚津市漁場環境保全会植樹活動

魚津漁協が地域ブランドとして宣伝している

漁協や森林組合から成る漁場環境保全会22人と

「魚津バイ飯」が地域団体商標に登録されました。

滑川高校海洋科一年生39名が、片貝山ノ守キャン

古くから漁師の賄い飯として食べられていた

プ場付近でイヌエンジュ90本を植樹しました。

「魚津バイ飯」は、平成26年「魚の国のしあわせ

毎年実施し９回目となったこの日は、以前植樹

Fish-1グランプリ」で準グランプリに輝き、その後

を行ったあと枯れたり、雪害で枝が折れたりした

市内の飲食店で販売されました。同年８月に出願

場所に再び植えなおす「補 植」と、生育している

し、その間地域で認知されていると認められ、今年

木のまわりの雑草を刈り取る「下 刈り」を行いま

５月に登録となりました。油本組合長は「全国のブ

した。やがて木が大きく育ち、森の栄養が川から

ランドになるよう、まい進したい」と話しました。

海へ流れ、豊かな漁場となることを期待します。

７

曳き手ボランティア「たてもん協力隊」
５ オリジナルＴシャツ完成

ほしょく

したが

６

雨の日でも遊べる
30 簡易キッズスペースオープン

８月３日、４日に行われるたてもん祭りの曳き

ありそドーム１階に、試験的にキッズスペース

手ボランティア「たてもん協力隊」にプレゼント

を設置しました。滑り台やポニーシーソー、ベビ

されるＴシャツが完成し、披露されました。

ーサークルが設置されています。オープン初日に

今年のＴシャツは新川みどり野高校美術部員が
デザインを担当し、コンセプトは「たてもんの提
灯の明るいイメージやお祭りのにぎわい」です。

はミラたんが登場し、子どもたちにお面をプレゼ
ント。子どもたちは仲良く遊んでいました。
魚津市では子育て支援により、定住人口や交流

協力隊は当日、７基あるたてもんを町内から諏

人口を増やすため、室内の遊び場の設置を検討し

訪神社まで曳きます。今年もたくさんの協力隊

ています。今後、運営上の課題や利用者の声を集

が、たてもん祭りを盛り上げてくれます。

め、本格実施を目指します。
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地域のイベント情報をお寄せください

→

23-1015

23-1076

FAX

info@city.uozu.lg.jp
か

７

ゲーム事業エキスパートによる講演会
14 ＧＡＭＥサミット開催

７

き

長引野花卉切花出荷組合
11 ユリ切花の贈呈式

新川文化ホールで、つくるＵＯＺＵプロジェク

長引野花卉切花出荷組合が、多くの市民の方に

ト「ＧＡＭＥサミット」が開催されました。ゲー

ユリを観賞してもらおうと、カサブランカなど見

ム開発・運営にかかる人材の育成や創業支援を目

本園で栽培している切花を、市役所と保育施設18

的とした事業で、この日はゲーム事業のエキスパ

園および医療福祉施設６団体に贈呈しました。

ート蛭田健司さんが、フォント（コンピュータで
使う文字のデザイン）について講演されました。

贈呈式では、市長と天神保育園の園児および
（医）ホスピィーGROUPの代表者へ手渡し、他の

第一線で活躍されている講師の話に、30人ほど

施設へは組合員が届けました。魚津のユリは花が

の参加者は刺激を受けたようで、講演後は活発に

大きく、香りが良いのが特徴で、会場は甘い香り

質問をしていました。

に包まれ、笑顔があふれました。

編集後記
セミの声で目を覚ます季節となりました。毎日
暑い日が続くと食欲が落ち、ついつい冷たいもの
や素麺で食事を済ませがちになりますが、それで
は余計に栄養不足になってしまいます。「ばあち
ゃんの畑のものを食べればすぐ元気になる」とは
よく言ったもので、トマト・キュウリ・ナスを毎
日食べているおかげか、私は夏バテ知らずです。

ふるがね

古金

よしお

義雄さん

（91歳・道下地区）

海軍を解員後、絵を描

今月号は、帰省中で久しぶりに目を通している

く趣味が高じて、仕事の

方も多いのではないでしょうか。ばあちゃんの育

かたわら「たてもん」の下

てたキュウリ片手に、「広報うおづ」で懐かしい顔

額などに描かれる武者絵

に思い出のある風景、ふるさとをどうぞ。（山）

を手掛けてきました。あ
りそドームに展示されて
いるたてもんの下額は、古金さんが描いたそうで
す。「氏子が町内を曳くとき、昔は鴨川に橋がなか

市の人口

ったから、水の中をたてもんが渡っていった。今

住民基本台帳調べ（外国人含む）

で知っとるもんおるかの」と目を細められました。

（平成30年６月末現在） 前月比 前年比

男

20,469人

＋６

－138

女

21,713人

－１

－146

計

42,182人

＋５

－284

＋８

＋107

世帯数 16,848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

夏バテはしないとおっしゃるので、秘訣を伺う
と「夕方６時には寝て、朝３時に起きる。昔の海
軍みたいな生活や」と笑って教えてくれました。
これからも、ますますお元気で。

代表
ゆ う き

優樹

№873

さん

ゲームを通して
癒やしを提供
た な か

2018

「夜空に浮かぶ三日月を見上げるよう
な、安らぎのある時間を提供したいと思い
名前をつけました」と語る田中さんは、
５月に起業し「三日月時間」を設立しまし
た。ゲーム産業による町おこし「つくるＵ
ＯＺＵプロジェクト」の参加者で、癒やし
系ゲームの開発を目指しているそうです。
大学卒業後、県外のゲーム会社に企画職
として就職しましたが、残業などゲーム業
界の勤務形態に馴染めず退職します。魚津
にＵターン後は事務職などをしていました
が、ゲームを開発していたころの「大変だ
ったけど充実していた日々」を忘れられず
にいました。三年程前のある日ネットで、
個人でもゲーム開発者になれることを知
り、独学でゲーム作りを始めます。
現在、シナリオ、イラスト、プログラミ
ング、キャラクターに声を吹き込む声優
の募集・指導など、ゲーム制作に必要な
ことは、音楽（作曲）以外全て一人でこな
しています。「独学なので、何でも自分で
調べて試行錯誤しています。つくるＵＯＺ
Ｕプロジェクトでは、講師の方に直接指
導してもらえてありがたいです。趣味が
仕事になっていて、仕事と家事の忙しい
日々です」と笑いながら苦労を話されまし
た。今後は、現在開発中のゲームアプリ
とうしょうてんぎ
「刀匠天儀 」をスマホで公開することと、
○○魚津に「越中あやかしくすし」を出展
することを目指しています。
最後に「地元魚津で活動し続けて、地域
をＰＲできたら」と抱負を話されました。
今後の活躍がますます期待されます。
GAMEサミットで講師を務める
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

私の夢はプロのダンサーになる
ことです。私は小さい頃から体を
動かすことが好きでした。そして
歌も好きでした。だから、テレビ
でやっている歌に合わせてダンス
をしていました。ちょっとうまく
踊れるととても楽しくなったのを
覚えています。今、私ががんばっているのは、ダウ
ンをしながら左右に動く動きです。この動きはとて
も難しいのでたまにしかできません。もっと練習を
積んでいつの日かみんなの前で披露したいです。と
にかく努力をしてプロのダンサーに近づけるように
がんばりたいです。

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/

僕の将来の夢は、ウイルスに
効くワクチンを作る研究者にな
ることです。６年生になって、
ウイルスのことがのっている本
を読んだ時に興味をもちまし
た。その本で世界中には、たく
さんの種類のウイルスが存在す
ることを知り、中にはとても危険なウイルスもある
ことが分かりました。医学が発達した今でもワクチ
ンがないウイルスや、まだ発見されていないウイル
スが数万種もあるのです。僕はそんなウイルスから
苦しんでいる人たちを守りたいです。そのために
今、ウイルスについての本を読んだり、多様なウイ
ルスを調べたりしています。これからもウイルスの
ことを勉強して、調べあげて、立派な研究者を目指
そうと思っています。

あいか

山北

愛香さん
やまきた

６年生
あゆむ

河口

歩夢くん
かわぐち

６年生

三日月時間

田中

８ 月号

ゲーム開発の入門書「Unity＆宴『ノベルゲーム』開発入門」（工学社）を出版しました

上中島小学校

２8
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