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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

住吉小でフレンド集会（10月16日）
地域のお年寄りから、縄ないを教えても
らう子どもたち。真剣な眼差しです。ほか
にも、折り紙や割りばし鉄砲など、いろい
ろな遊びで交流を深めました。

―魚津市発展への功績をたたえて―

魚津市議会議員

魚津市表彰
魚津市議会議員

市勢発展のため、地域社会に
貢献された 個人と２団体を表
彰します。栄えある受彰おめで
とうございます。
なお、表彰式は 月 日㈮に
魚津市役所にて執り行います。
2

▼多年にわたり、農業委員を務め、
地元農業者の声を行政に届けるとと
もに、農業の振興に尽力された。

魚津市農業委員

▼多年にわたり、いけばな教授者の
育成に努め、本市の文化芸術の普及
と振興に尽力された。

魚津市文化協会参与

※年齢
 は平成 年 月２日現在
※順不同、敬称略
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▼多年にわたり、農業委員を務め、
地元農業者の声を行政に届けるとと
もに、農業の振興に尽力された。

魚津市農業委員

関口 たず子

▼多年にわたり、きめ細やかなおも
てなしを行い、本市の魅力の発信や
観光振興に大きく貢献された。

▼多年にわたり、上水道の普及と維
持保全に努め、安心安全な水道水の
供給に寄与された。

【木下新・62歳】

【釈迦堂・会長 前澤律子】

【大海寺野・理事長 畠山明】

ふ み こ
し こ う

産業経済功労

産業経済功労

産業経済功労

魚津観光ボランティア
じゃんとこい

魚津市管工事業
協同組合

【吉島・72歳】

【鹿熊・71歳】

川合 史光（史子）
中田 登與志

▼多年にわたり、魚津市議会議員と
して市政に参画し、本市の地方自治
の発展に尽力された。

魚津市議会議員

文化功労
産業経済功労

と し み

▼多年にわたり、魚津市議会議員と
して市政に参画し、本市の地方自治
の発展に尽力された。

【北鬼江・59歳】
【三ケ・41歳】

中瀬 淑美
濱田 泰友

▼多年にわたり、魚津市議会議員と
して市政に参画し、本市の地方自治
の発展に尽力された。

魚津市議会議員

▼多年にわたり、魚津市議会議員と
して市政に参画し、本市の地方自治
の発展に尽力された。

地方自治功労
地方自治功労

関口 雅治

石倉 彰

か わ い

し
よ
と
な か だ

【六郎丸・64歳】
【下椿・63歳】

まさはる
せきぐち
い し く ら あきら

なかせ
やすとも
は ま だ

地方自治功労
地方自治功労
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元魚津市消防団副団長

▼永年にわたり、災害の防止や被害
の軽減に努め、本市の防災と市民の
福祉増進に寄与された。

元魚津市消防団分団長

民生委員児童委員

▼多年にわたり、民生委員児童委員
として常に誠実に住民の相談に応
じ、地域福祉の増進に貢献された。

民生委員児童委員
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じ、地域福祉の増進に貢献された。
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▼多年にわたり、民生委員児童委員
として常に誠実に住民の相談に応
じ、地域福祉の増進に貢献された。

民生委員児童委員

▼多年にわたり、民生委員児童委員
として常に誠実に住民の相談に応
じ、地域福祉の増進に貢献された。

民生委員児童委員

▼多年にわたり、民生委員児童委員
として常に誠実に住民の相談に応
じ、地域福祉の増進に貢献された。

民生委員児童委員

▼多年にわたり、民生委員児童委員
として常に誠実に住民の相談に応
じ、地域福祉の増進に貢献された。

第 回アジア競技大会
ラグビー女子日本代表

▼多年にわたり、歯科医師として保
健・教育に幅広く貢献し、地域の歯
科保健・医療の発展に尽力された。

河内歯科医院院長

河内 昭人

田中 笑伊

▼アジア競技大会において、金メダル
を獲得し、市民に夢と希望を与え本市
のスポーツ発展に寄与された。

▼アジアパラ競技大会において、銀メ
ダルを獲得し、市民に夢と希望を与え
本市のスポーツ発展に寄与された。

第３回アジアパラ競技大会
車いすバスケ男子日本代表

岩井 孝義

▼永年にわたり、災害の防止や被害
の軽減に努め、本市の防災と市民の
福祉増進に寄与された。

元魚津市消防団分団長

▼永年にわたり、災害の防止や被害
の軽減に努め、本市の防災と市民の
福祉増進に寄与された。
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【下村木・62歳】

【立石・19歳】

【岡経田・22歳】

あきひと

かわうち

え み い

た な か

たかよし

い わ い

地域医療功労

特別功労

特別功労

後藤 哲雄
横田 清明
小澤 英子

【経田中町・73歳】

【経田中町・63歳】

【並木町・42歳】

て つ お
ご と う
きよあき
よ こ た
え い こ
こ ざ わ

厚生事業功労
厚生事業功労
厚生事業功労

轡田 昭子
三谷 敏博
森山 行光

【末広町・75歳】
【本江・72歳】
【島尻・71歳】

あ き こ
くつわだ
としひろ
み た に
ゆきみつ
もりやま

厚生事業功労
厚生事業功労
厚生事業功労

泉 幸男

寺崎 修

印田 俊一

【金浦町・68歳】
【上口二丁目・67歳】
【大海寺野・65歳】

いずみ さ ち お
て ら さ き おさむ
いんでん しゅんいち

災害防護功労
災害防護功労
災害防護功労

一般会計歳入 総額184億9728万円
■自主財源
■依存財源

平成29年度 魚津市

決算報告
問
財政課財政係

23-1018

平成29年度一般会計決算額

歳入：184 億 9728万円
歳出：178 億 214万円
形式収支（歳入歳出差引額）

６億9514万円
実質収支（次年度繰越金差引額）

５億5295万円
―特別会計決算報告―
会計区分（事業）

歳入・歳出の特徴

歳入

歳出

下水道事業

24億4677万円

24億3995万円

農業集落排水事業

４億3552万円

４億3501万円

8048万円

8045万円

国民健康保険事業

47億6594万円

46億5098万円

後期高齢者医療事業

11億1623万円

11億496万円

介護保険事業

47億3773万円

46億9486万円

水族館事業

１億8860万円

１億8840万円

137億7127万円

135億9461万円

簡易水道事業

合計

市民１人あたりの支出額 42万1612円

―市債の状況―
会計区分（事業）

歳入は、統合小学校の建設により国庫支出金が大きく
増額となりました。市税は固定資産税がガスパイプライ
ン敷設により増額となりましたが、たばこ税の増税によ
る喫煙者の減少や市町村民税の減額により、全体では微
減となりました。
歳出は、私立保育所・認定こども園運営支援事業費の
増加により扶助費が増額となりました。また、普通建設
費は地域拠点施設整備事業が終了したことで減額となり
ました。その他の経費は大雪による除雪経費の増加によ
り増額となりました。

住民基本台帳人口：42,224人（H30.３.31現在）

平成29年度末現在高

一般会計

165億1290万円

下水道事業

134億2036万円

農業集落排水事業

34億8192万円

簡易水道事業

５億5033万円

水族館事業

194万円

合計

339億6745万円

―基金の状況―
区分
預金

29年度末現在高

備考

22億5477万円

財政調整基金ほか21基金

不動産

８億565万円

土地開発基金（16,119㎡）

合計

30億6042万円
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一般会計歳出 総額178億214万円
（性質別）

（目的別）

―平成29年度財政の健全化判断基準―
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき算定さ
れた魚津市の比率は、いずれも早期健全化基準または経営健全
化基準を下回りました。しかし前年度と比較すると、実質公債
費比率は改善しているものの、将来負担比率は悪化しており、
今後も健全な財政運営に努める必要があります。
●魚津市の実質赤字比率

13.26％

○財政再生基準

20.00％

超過が無いため
数字には表れません

※単年度の収支で、一般会計の歳出超過割合を示す指標
●魚津市の連結実質赤字比率
○早期健全化基準

18.26％

○財政再生基準

30.00％

▼収益的収支（税抜き）
水道事業収益（収入）
営業収益
内訳

営業外収益
特別利益

ー％

○早期健全化基準

―水道事業会計決算報告―

水道事業費用（支出）
営業費用
内訳

営業外費用
特別損失

ー％

超過が無いため

当年度純利益

数字には表れません

資本的収入
企業債

全体の歳出超過の割合を示す指標
●魚津市の実質公債費比率
○早期健全化基準

25.0％

○財政再生基準

35.0％

13.1％

内訳
昨年度（13.3％）より
0.2％改善

標準的な税収などに対する公債費の割合
●魚津市の将来負担比率
○早期健全化基準

115.6％

350.0％

会計の負担見込額などの負債の残高の程度を示す指標

○経営健全化基準

20.0％

ー％

不足が無いため
数字には表れません

※それぞれの公営企業会計の資金不足の状況を示す指標
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５億4013万円

1042万円

2923万円

44万円

８万円

▲10万円

４億9387万円

▲770万円

４億2086万円

▲563万円

7275万円

▲72万円

26万円

▲135万円

7557万円

1846万円

内訳

前年度比

２億1983万円 ▲４億3736万円
１億6700万円 ▲４億6300万円
485万円

▲1281万円

他会計出資金

898万円

▲55万円

補助金

3900万円

3900万円

※５億4821万円 ▲４億4093万円

建設改良費
企業債償還金

３億2907万円 ▲４億4569万円
２億1914万円

476万円

※不足額３億2838万円は損益勘定留保資金等で補填
昨年度（111.9％）より
3.7％悪化

※一般会計の借入金残高や公営企業会計の借入金に対する一般

●魚津市の資金不足比率

1076万円

工事負担金

資本的支出

※一 般会計の借入金返済額に公営企業会計等の借入金返済額
に対する繰出金などを合算した額の大きさを示す指標で、

５億6944万円

▼資本的収支（税込み）

※単年度の収支で、一般会計と公営企業会計などを含めた会計

前年度比

業務状況

建設改良事業の内容

給水人口

36,013人

拡張事業：第４次拡張事業として、

給水栓数

14,836栓

年間総配水量

419万

六郎丸地内の低区配水池の共用
を開始。また、水道施設台帳（水道
施設マッピングシステム）を作成。

有収水量

343万

有収率

81.8％

改良事業：基幹管路布設替（延
長740m）、その他の配水管布設替
（延長818ｍ）を実施。

平成29年度の主な事業と決算額
教育環境の充実

子育て支援
同時入所第２子保育料無料化：4976万円
子育て家庭の経済的負担を軽減するため、保育園・認
定こども園・幼稚園に通う同時入所の第２子の保育料
を無料化しました。

産婦人科クリニック開設準備事業：2936万円
富山労災病院で分娩施設開設を目指して、費用の一部
を補助しました。また、魚津市が開設する産前産後ケ
ア施設の設計委託などを行いました。

小学校整備事業：８億4832万円
旧本江小の校舎解体及びよつば小の校舎建築などを実

産業振興

施しました。また、平成31年４月開校予定の星の杜小
（住吉・松倉・上中島小の統合校）の新校舎建築を開
始しました。

「たてもんの森」プロジェクト事業：312万円
地元産の木材でたてもんを製作することをめざし、新
川学びの森天神山交流館の一角にスギやヒノキなどの
苗木240本を植樹しました。

観光振興
新分野産業育成事業：392万円
ゲーム産業の振興を目指し、「つくるUOZUプロジェ
クト」を始動。ゲーム開発セミナーやゲーム開発体
験合宿を開催しました。

魚津若者ふるさと体験事業：430万円
首都圏の大学生を対象にインターンシップ（企業訪問
や農業体験）などを実施し、市内産業の魅力を実感し
てもらいました。また、都会に住む若者の視点から、
魚津市が抱える課題に対して提案を受けました。

第68回全国植樹祭の開催：6450万円
桃 山運動公園をメイン会場に約7,500人が参加。優良

魅力的なまちづくり

無花粉スギをはじめとする様々な苗木を植樹し、豊か
な自然を未来へ繋ぐことの大切さを伝えました。

Sea級グルメ全国大会in魚津の開催：780万円

地域おこし協力隊事業：324万円
魚津市の活性化のため、隊員が大町地区の空き家実態
調査や婚活イベントを企画・実施しました。

魚 津港の「みなとオアシス」認定10周年を記念し開
催。グランプリには魚津漁協の「魚津バイ飯」が選ば

埋没林博物館交流拠点施設整備事業：6808万円

れました。２日間の来場者数は約38,000人で予想を上

魚津特産の果実を使用したスイーツや、しんきろうラ

回る大盛況となりました。

イブモニターが楽しめるカフェを整備しました。
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糖尿病

はあなたの血管を傷めます
魚津市健康センター

☎24-3999

11月14日は「世界糖尿病デー」です。初期の糖尿病は自覚症状が現れないことが多いですが、
確実にあなたの血管を傷めています。気づかずに放置すると網膜症や神経障害、腎障害など深刻
な合併症につながる恐れがあります。

【健診結果のHbA1c値で「生活改善が必要」または「医師に要相談」と判定された方の割合】
―魚津市国民健康保険及び協会けんぽに加入する40～74歳の方の平成28年度健診結果―
（％）

60

男性

女性
42 .7

46 .3

48 .7

53 .9

急増

40

40歳代

5.5％以下

99mg／dl 以下

正常

5.6～6.4％

100～125mg／dl 生活改善が必要

6.5％以上

126mg／dl 以上

医師に要相談

・男女ともに、年齢とともに割合が高くな
り、60歳代から急激に高くなっています。
特に女性はその傾向が強いようです。
・男性は40歳代・50歳代からすでに高い傾
向にあり、注意が必要です。

10 .9

０

判定

グラフからわかるPOINT

19 .5

18 .0

空腹時血糖

※HbA1cは、糖と結合している赤血球中のヘモグロビ
ンの割合です。血糖値が高いとHbA1cの値も高くな
ります。

25 .0
20

HbA1c

50歳代

60歳代

70歳代

memo

memo

糖尿病の発症予防
◎ 血糖値が高くなるようなことを控える
食べ過ぎや飲み過ぎに注意し、栄養バランスの良
い食事にしましょう。大人１人の１日あたりの野菜
摂取量の目安は350グラム（小鉢５皿分）といわれ
ています。
◎ 血糖値が高くなりにくい体質に改善・維持する
BMI（体重㌕÷身長㍍÷身長㍍）が25を超える方
は適正な体重コントロールが必要です。
散歩や体操、筋トレなどで積極的に体を動かし、
代謝を高めましょう。

糖尿病治療 ≠ 薬を飲む
糖尿病治療の第一段階は、食事療法と運動療法
です。医師に「まだ薬は必要ない」と言われても
安心してはいけません。食事や運動に気をつける
ことで、薬が必要になるタイミングを遅らせるこ
とができます。
糖尿病は「尿に泡がたつ」「のどが渇く」など
の自覚症状が出てきたころには、病状がかなり進
行している場合があります。健康診断の結果をみ
て、少しでも気になることがあれば、自覚症状が
なくても医師に相談しましょう。

健康センターでは無料健康相談を行っていますので、ぜひご利用ください。（20ページ参照）
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11月は児童虐待防止推進月間

「虐待」は増え続けています。
虐待は特別なことではありません。さまざまな問題で不安を抱えているところに、「子どもがいうことをきかな
い」といったことが重なれば、どんな保護者でも虐待にいたる可能性があります。児童虐待は社会全体で解決してい
かなければならない問題です。

【年度別 児童相談所での児童虐待相談対応件数】

memo

（参考：厚生労働省HP）

４つの「虐待」

（万件）

133,778件

15
加
に増

倍

約３
間で

10年

【身体的虐待】

（速報値）

例）殴 る・蹴るといった暴行、
家の外に締め出す

103,286件

10

【性的虐待】

（10万件超え）

例）子 どもへの性的行為、性的
行為を子どもに見せる

５

56,384件

【ネグレクト】

（５万件超え）

例）家 に閉じ込める、食事を与
えない、ひどく不潔にする

【心理的虐待】
例）暴 言を浴びせる、無視、家

０

庭内暴力の様子を見せる
H19

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

子育て中のみなさんへ
毎日の子育ての中で、こんな経験はありませんか。「泣き止んでくれず、どうしたらよいかわからない」「ついカ
ッとして手をあげそうになる」「忙しいときに世話がかかるとイライラする」。子どもは思いどおりにはならないも
のです。毎日接していれば、心の余裕が無くなっていくこともあります。ひとりで抱え込まずに、子育ての仲間や先
輩の力を借りてみましょう。本音を語り合えたり、具体的なアドバイスをもらえるかもしれません。身近な人にはか
えって相談しにくい場合は、専門機関を積極的に頼ってください。

「気がかりな親子がいる」「虐待を受けたかもしれない子どもがいる」「子育てに不安や悩みがある」
【魚津市役所こども課子育て支援係】

☎23-1006

【児童相談所全国共通３桁ダイヤル】

（平日８:30～17:15）

☎189

イチハヤク（24時間受付）

※健康センター（☎24-3999）、新川厚生センター魚津支所（☎24-0359）でも育児への相談を受付けています。

info

魚津市子どもの権利条例

魚津市は子どもの権利が保障され、子どもが生き生きと育ち、
自分も他人も大切にできる子どもに育つことを願っています。

2018-11
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第３回うおづビジネスプランコンテスト

UO!ネタ
募集中！

―UO!ネタ 2018―
【テーマ】

魚津市の地域特性を活かした、
または課題解決につながる
ビジネスプラン
【賞金】
グランプリ

50

万円

特別賞（２案）

20

万円

【応募方法】
日本を動かす社長になろう、UOZUから。きかせてください、
あなたの夢を。あなたの想いとビジネスプランを。あなたの
「夢」「想い」をこのまちで実現してみませんか。
魚津市は皆さんの創意工夫を形に変える最高の場を用意して
います。創業までの道のりを本気で応援します。

11月30日㈮

応募締切：

正午（必着）

応募後のスケジュール
一次審査（書類選考）…12月上旬
最終審査（公開プレゼンテーション）…２月23日㈯予定

〒937-8555 魚津市釈迦堂一丁目10-1
うおづビジネスプランコンテスト応募係
メール：ubpc3@city.uozu.lg.jp

秋季全国火災予防運動

普通救命講習会

問

「大切な家族を守るために」

☎24-7980

【魚津市小学生防火ポスターの展示】
期間：11月９日㈮～15日㈭
場所：魚津ショッピングスクエア サンプラザ
【秋季消防訓練】
日時：11月18日㈰ ９:00～10:00
場所：上野方公民館周辺（交通規制あり）
【防火推進地区防火訪問】
日時：11月18日㈰ 10:30頃～
対象地区：新金屋二丁目（各家庭を消防職員と
消防団員が訪問します）

2018-11

心肺蘇生法やＡＥＤの使用方法、
止血法、喉に異物が詰まった場合
の対処などについて講習します。

この運動にあわせて、市内各地で火災予防に向
けた関連行事を行います。

広報うおづ

【応募・問合せ】

11月９日㈮～15日㈭

魚津消防署

９

第３回うおづビジネスプランコ
ンテストのHPから「応募フォー
ム」をダウンロードし、必要事
項を記入し提出してください。
※詳しい応募要項も公開しています。

日時：12月９日㈰ ９:00～12:00
場所：魚津消防署 定員：20名（申込順）
申込締切：12月７日㈮
申込み・問合せ：魚津消防署 ☎24-7980

ワーク・ライフ・バランス

11月25日㈰

14:00～16:00

ありそドーム研修室

※参加無料

申込締切：11月19日㈪
定員：90名（申込順）
申込み・問合せ：地域協働課市民交流係 ☎23-1131

第１部

【講演】

14:00～15:10

チームわが家で「働く」と
「育てる」をもっと楽しもう

※受付13:30～
※無料託児あり（要申込）

トークLIVE in うおづ

自治体や企業におい
て、育休前・復帰前セ
ミナー、夫婦向けセミ
ナーなどの講師を多数
務める。

講師：林田 香織 氏
（NPO法人ファザーリングジャパン理事）

―カジダンフォトコンテスト表彰式＆作品展示（14:00～）―

第２部

【パパ&じいじ向け絵本講座】

15:15～16:00

えほんうたライブ＆トーク

お子様と一緒にお楽しみ
ください。

講師：西村 直人 氏

ミュージシャン・音楽
療法士。「絵本×音楽
×カラダ遊び」の新ス
タイルで全国で活動を
展開中。

（NPO法人ファザーリングジャパン講師）

【満75歳以上の方へ】

空き家発生防止のための

認知機能検査の予約受付開始

「住まいのライフプランセミナー」

満75歳以上の方は、運転免許更新時に認知機能
検査を受けることが法律で義務付けられていま
す。この検査を魚津市でも受けられるようになり
ますのでお知らせします。
検査日時：本年12月から毎週火曜日 ９:00～
※年末年始などを除く
検査会場：新川学びの森天神山交流館
予約開始：11月１日㈭から
定員：15名/１回
予約・問合せ：環境安全課生活安全係
（⑫番窓口）☎23-1048

！

大変混み合うことが予想されるため、運転免許
の更新ハガキが届きましたら、お早めにご予約
ください。

11月９日㈮
新川文化ホール

14:00～（開場13:30）
101号室

※入場無料、申込不要
皆さんの住まいを「空き家」にしないためには
【第１部 セミナー】
講演：「空き家対策で司法書士ができること」
講師：宮田明裕 氏（富山県司法書士会副会長、
空地空家対策特別委員会委員）
【第２部 個別相談会】
専門アドバイザーが住まいの相談に応じます。
問合せ：（公社）富山県宅地建物取引業協会
☎076-425-5514

2018-11
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米騒動

問

―100年記念イベント―
生涯学習・スポーツ課

生涯学習・文化係

☎23-1045

11月10日㈯・11日㈰
新川文化ホール

小ホール

※入場無料、申込不要
11月10日㈯

13:30～16:30

【第１部】記念講演

「旧十二銀行事務所・土蔵等の建築的
特徴とその文化財的価値」
講師：上野 幸夫 氏（職藝学院教授）

「富山の米騒動とはなんだったのか」
―魚津、滑川、泊から県東部の米騒動を考える―

13:30～15:30

【第１部】トークイベント（映画制作委員会メンバー
へのインタビュー）
【第２部】映画「百年の蔵」特別上映会

税金に関する説明会

11

日時：11月11日㈰ 10:00～11:30（雨天決行）
集合時間・場所：９:30に旧大町小グラウンド
定員：30名（申込順）
案内人：上野 幸夫 氏（職藝学院教授）他
申込み・問合せ：生涯学習・スポーツ課
生涯学習・文化係 ☎23-1045
メール：learning@city.uozu.lg.jp

―11月11日㈰～17日㈯は「税を考える週間」―

【消費税軽減税率制度の説明会】
日時：11月14日㈬ 14:00～14:30
会場：新川文化ホール 小ホール
対象：事業者
問合せ：魚津税務署法人課税第一部門

米騒動ゆかりの地をめぐるツアー
大正時代の面影を残す、旧北陸道沿いの米倉
や銀行などの町並みを探訪します。

【第２部】フォーラム

11月11日㈰

【事前申込制・参加無料】

☎24-4934

【年末調整の説明会】
日時：11月14日㈬ 14:30～16:30
会場：新川文化ホール 小ホール
対象：事業所の給与支払・年末調整担当者
問合せ：魚津税務署法人課税第一部門 ☎24-4934

個人住民税の特別徴収を完全実施

建物の新増築や取り壊しなどには届出が必要

原則、すべての事業主を特別徴収義務者に指定
し、従業員の方の個人住民税（県民税・市民税）を
特別徴収（給与天引き）により納めていただいてい
ます。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいた
します。
問合せ：税務課住民税係（⑭番窓口） ☎23-1009

建物を新増築、取り壊し又は登記されていない建
物を売買等で所有権移転された時は税務課まで届出
をしてください。なお、登記してある建物を取り壊
しされた場合には、法務局（登記所）において滅失
登記の手続きを忘れずに行ってください。
問合せ：税務課資産税係（⑬番窓口） ☎23-1069

広報うおづ
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イベント
EVENT

ほどよくオシャレでちょっと贅沢。
コ

コ

マ

マ

cocomama 温泉マルシェ

女性はいくつになっても可愛いものや綺麗なも
のが大好き。そこで、おばちゃん向けマーケット
「cocomama 温泉マルシェ」を開催します。藍染小
物や焼き菓子などのお店が約20店舗出店。出店者は育
児と家事をこなすママたちです。行くと誰かに話した
くなるような、ワクワクする空間が広がります。ぜひ
遊びにお越しください。
日時：11月６日㈫ ９:00～15:00
会場：金太郎温泉駐車場
問合せ：cocomama（大島）☎88-0478

info

「個別型サウンディング調査」実施

新川学びの森天神山交流館

イベント

【入場無料・申込不要】

EVENT

とやま室内楽フェスティバル2018

【公開レッスン】
日時：11月11日㈰ 14:00～15:30、16:00～17:30
会場：新川学びの森天神山交流館
講師：池田菊衛、練木繁夫（予定）
【ジャンプスタートコンサート】
日時：11月12日㈪ 14:00～18:00
会場：新川文化ホール 小ホール
出演：サントリーホール室内楽アカデミーフェロー
25名、富山ゆかりの若手アーティスト 9名
問合せ：とやま室内楽フェスティバル実行委員会
☎076-423-7159

ニュース

平成30年度 障害者雇用優良事業所等

ＮＥＷＳ

厚生労働大臣表彰 有限会社 重松

観光への展開や音楽を中心とする施設活用など、新
川学びの森天神山交流館の魅力向上と活性化を図るた
め、民間事業者との「対話」を行います。施設の利活
用や周辺施設との連携、官民連携による魅力づくりな
どについて、様々なご意見をお待ちしています。
なお、詳細は、市ＨＰでご確認ください。
対話実施日：11月12日㈪～16日㈮ １回30分～60分
会場：魚津市役所第一分庁舎（魚津市教育委員会）
参加要件：民間事業者（当該施設と事業連携を実施
する意向を有する法人または法人のグループ）
申込締切：11月６日㈫ 17:00必着
申込方法：申込用紙に必要事項を記入し、メール又
は郵送で提出してください。申込用紙は下記窓口の
ほか、市のHPからダウンロードできます。
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
申込用紙のダウンロードはこちらから

有限会社 重松（魚津市北中）は、紙おむつ・紙製
品の販売や、布製品のリースを営む事業所です。
今回、同社は障害者を積極的に多数雇用している功
績が認められ、障害者雇用優良事業所として厚生労働
大臣表彰を受賞されました。
同社は障害者の雇用率だけでなく、障害者の雇用定
着実績も高く、勤続30年を超える従業員も多数おられ
ます。また、永年、この業績が持続しており、障害者
雇用の推進に大きく貢献していることが、今回の受賞
につながりました。

2018-11
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イベント

学校給食とやまの日 特別メニューを味わおう

学校給食試食会

EVENT

魚津産の食材を使った特別メニューをお楽しみくだ
さい。なお、魚津古代米は「小菅沼・ヤギの杜」のご
厚意で無償提供されたものを使用します。
日時：11月14日㈬ 12:15～13:00
会場：学校給食センター
メニュー：魚津古代米ごはん、牛乳、かわはぎのア
ーモンド天ぷら、魚津れんこんとりんごのきんぴ
ら、すりみ団子汁、魚津桃ヨーグルト
定員：先着40名 参加費：300円（当日支払）
申込締切：11月７日㈬（一度で複数人の申込み可）
申込み・問合せ：学校給食センター ☎24-2720

イベント

―冬の夜を彩る―

EVENT

2018イルミラージュUOZU

今年も魚津駅前を中心に、イルミネーションで装飾
します。皆様の心を和ませ、明日への希望として灯す
ことができれば幸いです。
期間：11月９日㈮～翌年２月28日㈭ 17:00～24:30
場所：魚津駅前ロータリー周辺
【協賛金募集】
企業は一口１万円、個人は一口１千円から協賛金を
受付けています。ご理解とご協力をお願いします。
問合せ：イルミラージュUOZU実行委員会（魚津商
工会議所内） ☎22-1200

イベント

もくもくホール開館10周年！！

イベント

EVENT

もくもく感謝祭2018

EVENT

11月４日㈰

９:00～14:00（雨天決行）

魚津もくもくホール（多目的ホールほか）
開館10周年を記念し、来場者に粗品を進呈します。
さらに、同時開催の「山の駅もくもく野菜市」で
1,000円以上お買い上げの方先着40名様に抽選で賞品
をプレゼント。また、折り紙教室やバルーンアートな
ど、お子さまが楽しめるイベントも予定しています。
問合せ：魚津もくもくホール ☎22-0909
13
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【婚活♥イベント】図書館カフェ

おとなのえほん時間

絵本をテーマにした婚活イベントです。大人向けの
読み聞かせや、絵本さがしゲームなどを予定していま
す。夜の図書館で素敵な出会いを見つけてください。
日時：12月２日㈰ 18:00～21:00（受付 17:30）
会場：魚津市立図書館
対象・定員：25歳～40歳までの独身男女30名
※男性は魚津市在住・在勤者の方。女性は魚津市外
の方でもOK。
参加費：男性3,000円、女性2,000円
※マリサポ会員は500円割引
※コーヒーやスイーツ、ノンアルコールの提供あり
申込締切：11月22日㈭
申込み・問合せ：地域協働課市民交流係 ☎23-1131
男性限定ファッションセミナー（参加無料）
店内で洋服を試着して、トータルコーディネートを
体験します。
日程：11月11日㈰
会場：富山市内の衣料品店
申込方法など詳しくはWEBで！

日は「年金の日」

く ら し

月

ねんきんネット等専用ダ イ ヤ ル

０５７０ ０･５８ ５･５５
ＩＰ電話の場合はこちら
０３ ６･７００ １･１４４
年金記録を確認して未来の
生活設計について考えてみま
せんか。パソコンやスマホか
らアクセスできる「ねんきん
ネット」なら、いつでも自分
の年金記録を確認できます。
また、年金記録をもとにした
将来の年金受給見込額の試算
もできます。詳しくは「ねん
きんネット」で検索してくだ
さい。

満たない賃金は最低賃金法違
反となります。
●時間額 ８２１円（ 円引
き上げ）

認知症介護者サロン
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９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 １００円
※参加 を 希 望 す る 方 は 事 前 に
ご連絡ください。

ストーブやファ ン ヒ ー タ ー
の処分方法

（⑫番窓口） １･００４
火災の発生を防ぐため、必

環境安全課環境政策係
富山労働局賃金室
０７６ ４･３２ ２･７３５

富山県最低賃金の改定

26

ず空焚きするなどして中の灯
油を抜き、乾電池などを外し
てから処分してください。
また、なるべく資源物（小
型家電）として処分していた
だくようご協力をお願いしま

す。なお、市内で持込可能な
のは、魚津清掃公社内の常設
ステーションのみです。

ポイ捨てや不法投棄を
やめてください！
環境安全課環境政策係
（⑫番窓口） １･００４
一部の心無い人が捨てたゴ
ミを、ボランティアの方々が
とても苦労しながら回収して
います。他の方に迷惑をかけ
るのはやめましょう。
また、環境巡視員の方々が
不法投棄のパトロールを行っ
ています。不法投棄は犯罪で
す。絶対にお止めください。

高齢者ふれあい入浴
社会福祉課高齢福祉係
（⑥番窓口） １･００７
高齢者の健康と外出意欲向
上のため、毎月第２・第４火
曜日に実施しています。対象
者に配られる「入浴カード」
を市内公衆浴場で提示すれ
ば、２００円で入浴すること
ができます。ぜひご利用くだ
さい。

☎076-441-0432

市役所３階第４会議室

※労働者又は事業主どちらも相談可能

13時半～16時

富山県社会保険労務士会

15日㈭

総合労働相談

魚津地域建築組合

☎22-5078

13時～16時

魚津市地域住宅相談所

20日㈫

※増改築、タイルの張り替えなどについて

魚津市社会福祉協議会

住宅相談

10時～11時半

☎24-2255

８日㈭

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

☎23-1007

市役所３階第４会議室

※市内65歳以上の方又はその家族向け

13時～16時

社会福祉課高齢福祉係

27日㈫

高齢者向け法律相談（要予約：３枠）

市役所１階福祉相談室

☎23-1093

14時～16時

認知症相談（要予約）

30

月１日より、富山県最低
賃金が改定されています。正
社員、パート、アルバイトな
どの雇用形態に関わらず、県
内事業所で働く全ての労働者
に適用されます。この金額に

16日㈮

魚津市地域包括支援センター

27日㈫

※ケアマネジャーの同伴可

☎23-1086

相談スペース

税務課納税係

市役所１階税務課

14時～16時

☎23-1003

弁護士による納税相談（要予約）

☎22-0461
市役所１階市民相談室

市民課市民係

８日㈭、15日㈭

13時～16時

行政相談

富山地方法務局魚津支局

13時半～16時
２日㈮
人権相談

23

予約・問合せ
会場
日時
相談会

23

23

23

11

11
10

―11月の無料相談会日程―

14
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国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

第５期
第５期

ご寄付ありがとうございました

六郎丸

▼善意銀行（社会福祉協議会）へ

3,000円
22-8388

（故）崎 絹子

滑川市

100,000円

（故）保要 はる

新角川

100,000円

三ケ

100,000円

（故）河﨑 すみ子

金山谷

100,000円

魚津郵便切手類販売協会

木下新

170,000円

（故）髙木 弘

魚津保育園職員一同

本町

8,000円

1

11

65

2

12

12

27

23

30

寝具の無料クリーニング

沖田 崇寛

社会福祉課高齢福祉係

健康友の会

12

（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
月６日㈭…東部
地区、 月７日㈮…西部地区
●対象者 要介護１以上又は
身障手帳 ・ 級の方
●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
月 日㈫

▼社会福祉基金へ

11

03

年住生活総合調査

11月30日㈮

12

平成

10

国土交通省住宅局
 ５･２５３ ８･１１１

期限：

月１日を基準日に、全国
で「住生活総合調査」が行わ
れます。この調査は住生活の
安定・向上に関わる施策を推
進するための基礎資料を得る
ために実施するものです。
月に実施した「住宅・土
地統計調査」の対象世帯から
一部を抽出し、全国で約 万
世帯を対象に行います。
対象世帯に 月下旬から調
査票を配布しますので、調査
へのご協力をお願いします。

市税等納期限のご案内

▼魚津市安全安心まちづくり基金へ
石原 明夫

小川寺

10,000円

魚津市立西部中学校
第22回卒業生同期会

－

全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間

【重要】住所移転のお知らせ

「村木公民館」及び「魚津市教育
センター」は、12月１日㈯より、

魚津市村木町１番21号（旧村木小）
問合せ：村木公民館 ☎24-2478
魚津市教育センター ☎23-9161

吉島511

☎22-6006

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
日時：11月１日㈭、12月６日㈭ 10:00～15:00
利用料：300円
介護家族の集い
日時：11月20日㈫ 13:30～16:00

広報うおづ
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夫やパートナーからの暴力、セクハラ、ストーカーな
ど女性をめぐる各種問題についてご相談ください。
【無料電話相談】※通話料は相談者負担
相 談受付：11月12日㈪～18日㈰ ８:30～19:00（土
曜・日曜は10:00～17:00）
ダイヤル：女性の人権ホットライン ☎0570-070-810

DV被害防止月間

下記住所へ移転します。

15

今月の啓発＆関連イベント

26,731円

参加者一同

つむぎ倶楽部

info

富山県では５人に１人の女性がDV被害経験者。１人で
悩まず、ご相談ください。
【無料電話相談】※通話料は相談者負担
相談受付：毎日 ８:30～22:00
ダイヤル：富山県女性相談センター ☎076-465-6722

子供・若者育成支援強調月間
【「とやま県民家庭の日」応募作品展】
期間：11月14日㈬～30日㈮
会場：魚津市立図書館ロビー
【強調月間特別研修会】※参加無料・要申込み
日時：11月21日㈬ 19:00～20:30
会場：新川文化ホール 201会議室
テーマ：「子どもの心を支える」（富山大学大学院教
職実践開発研究科 准教授 石津憲一郎 氏）
問合せ：青少年育成魚津市民会議（生涯学習・スポー
ツ課内）☎23-1045

富山県で働きた い 方 へ
元気とやま！就 職 セ ミ ナ ー
富山くらし・しごとセンター
大手町オフィス
０１２０ １･０８ ２･５０

ハローワーク魚津・滑川
人材マッチングフェア
ハローワーク魚津

16
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給水管引込み工事の
申込みはお早めに
水道課工務係 （引込み工事）
 １･０１４
水道課業務係 （漏水）
 ０･３６５
多くの企業との合同企業面
接会です。お気軽にご参加く
ださい。
●日時
月 日㈬
午後１時～ 時半
●会場 新川文化ホール
●参加企業数
社
※参加無料、申込不要

☎23-1380

問合せ：商工観光課交通政策係

定 員：市内在住の方20名（２回とも参加可能で、階
段の昇り降りに支障のない方）
申込締切：11月13日㈫
申込み・問合せ：魚津市立図書館 ☎22-0462

【名古屋会場】
●日時
月 日㈯
午後１時半～
●会場 ウインクあいち
【京都会場】
●日時
月 日㈰
午後１時半～
●会場 京都烏丸コンベンシ
ョンホール

講師・案内人：魚津市立図書館 司書

11月１日から翌年２月末まで、上野方、坪
野、中島ルートの一部の便が、ダイヤ変更
（冬時間での運行）となりますのでご注意く
ださい。運行時刻の詳細は時刻表または市の
ＨＰをご覧ください。

図書館活用術
―好奇心と元気を引き出そう―

募 集
フレッシュテニス教室
受講生募集

講師：佐々木 奈緒 氏（にいかわ認知症疾患医療センター）
朝倉 由布子 氏（魚津緑ヶ丘病院）

11月３日㈯、23日㈮は祝日ですので、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。お出かけの際は
ご注意ください。

元気なうちに始める・備える
「認知症予防と早期発見」

一部のルートで冬時間運行開始

14:00～15:30

【第２回】11月26日㈪

魚津市フレッシュテニス協会

10

11月３日㈯・23日㈮は郊外ルート運休日
14:00～15:30
【第１回】11月20日㈫

24

9

市民バスからのお知らせ
図書館で認知症予防いきいき講座

14

40

17

11

10

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報

23

11

11

11

11

15

（吉崎）０９０ ４･３２７ ７･８５４
●日時
月９日㈮、 日
㈯、 日㈮、 日㈯
各日 午後８時～ 時半
●場所 東部中学校体育館
●受講料 １千円
●申込締切
月３日㈯（当
日の受付も可能）
※内履 き が 必 要 で す 。 ラ ケ ッ
トは主催者で準備します。
※スポ ー ツ 傷 害 保 険 は 各 自 で
加入してください。

16

11

都市計画課建築住宅係

30

 １･０１３
冬期間は降雪などによっ
て、工事の一時中止や大幅な
延期をお願いすることがあり
ます。給水管の引き込み工事
を検討されている方は、魚津
市指定給水工事店までお早め
にお申し込みください。

銀色の回転盤

11

 １･０３１
市営住宅
▼川の 瀬 団 地 … ２ 戸 （ ３ 階 ・
４階）
※３ＤＫ、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）
※３Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 ２ 台 分 つ
き、家賃６万円
●申込期間
月１日㈭～
月 日㈮
11

23

23

水道管が漏水していないか、
ご確認ください
蛇口を全て閉めても、 量水
器の銀色の回転盤が少しでも
回っていたら、漏水の恐れが
あります。その場合は魚津市
指定給水工事店へ修理をご依
頼ください。

【量水器】

指定ごみ袋に掲載する
広告を募集中
ポリテクセンター富山

求職者支援訓練 受 講 者 募 集

ＪＡうおづ農業祭
ＪＡうおづ組合員課

11

回魚津市美術展
新川文化ホール

第

 ９･９２４
新鮮な地元農産物の販売や
イベントもあります。また、
第 回魚津市農林産物品評会
も同時開催されます。
●日時
月 日㈯・ 日㈰
午前９時半～午後４時（ 日
は午後３時まで）
●会場 ありそドーム
11

info 魚津のりんご園ガイド

☎22-1200

島澤さん

社会福祉協議会

ポリテクセンタ ー 富 山

新川広域圏事務組合
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（選考有り）
●訓練期間
月 日㈭～翌
年３月 日㈫
●場所 日建学院富山校（富
山市）
●募集締切
月 日㈪
●受講料 無料（テキスト代
等別途必要）

催 し 物

月の歩こう会

24

23

 １･１２３
月３日 （土・祝）～
●期間
８日㈭ 午前 時～午後６時
（最終日は午後５時まで）
※３日㈯の開会式後に講評会
※６日㈫は休館日
●会場 新川文化ホール

※各市は臨時休業する場合がありますが、ご了承ください。

10

10

魚津のりんご園ガイド

（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

 １･０７４
家庭用もやせるごみ袋（大）
作成枚数…約２２０万枚
広告料… 万円／１枠
家庭用もやせないごみ袋（大）
作成枚数…約１５０万枚
広告料… 万円／１枠
●枠数 各２枠
●枠サイズ 縦 ㍉×横 ㍉
●募集締切
月 日㈮
※申込 方 法 や 留 意 事 項 な ど 詳
しくは新川広域圏事務組合
のＨＰをご覧ください。

第６回タグラグビー
出場チーム募集
ありそドーム

魚津歩こう会

2018-11
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９･８００
●日時
月９日㈰
午前８時半～
●会場 ありそドーム
●試合時間 ５分ハーフ
●定員
チーム（申込順）
※申込 み は 男 女 混 合 チ ー ム の
みです。（コート内に女性
が２名以上）

８時半

☎33-9880

駐車場

11

11

27

（地﨑） ３･９４６
●日時
月 日㈰
午前８時半に魚津市役所集合
●内容 相乗りで「くろべ牧
場まきばの風」へ向かいま
す。紅葉の牧場を散策し、
十二貫野湖まで往復します。
●参加費 一般１千円、会員
５００円（交通費・保険料）

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

稗苗清吉事務所

旧観音ゴルフ

松倉もちより市 毎週㈰ ８時半

☎22-1105

わいわい市

54

58

26

28

12

24

りんごの美味しい季節となりまし
た。魚津市観光協会のＨＰで「魚津の
りんご園ガイド」を公開しています。
直売農家も紹介していますので、ぜひ
足を運んでみてください。
問合せ：農林水産課農政振興係
☎23-1034

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

上町１区会館

毎週㈮

上口マルシェ

☎33-9413

毎週㈮ 15時

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

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

―
地場産品の販売情報
―

400

※１チ ー ム あ た り 、 名 ま で
登録できます。
●申込締切
月 日㈮
12

11

11

23

23

30

26

11

12

11

11

80

14

20

15

12

16

魚津水族館

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

とやま室内楽フェスティバル

ミニコンサート

９:00～17:00

（入館16:30）

☎24-4100

市内の中学生以下は入館無料

カフェ横のエントランスホールで音楽のプレゼント。室内

大人は“お得なパスポート”を作って魚津水族館へＧＯ！

楽を身近に楽しめます。ぜひカフェもご利用ください。

「クリスマス展」開催

日時：11月10日㈯

館内で一番大きい富山湾大水槽の水中トンネル内と、フ

14:00～15:00（無料エリア）

出演：クァルテット・ポワリエ（弦楽四重奏）

ァミリウムをクリスマス仕様に飾り付けします。また、

まつぼっツリー＆クリスマスリースを作ろう

富山湾大水槽内で行うショーでは、休日限定でトナカイ

松ぼっくりを利用したミニクリスマスツリー『まつぼっツ

ダイバーが登場します。

リー』と、植物のつるや木の枝・木の実など

期間：11月18日㈰～12月25日㈫

自然の材料でクリスマスリースを作ります。

トナカイダイバーによるショーの実施

日時：11月25日㈰

期間中の土・日・祝日

14:00～16:00

10:10

11:20

13:50

15:00

対象：小学生（保護者同伴）～一般

「きんぎょー感謝の日」はおりがみで金魚を作ろう

定員：20名

日時：11月23日(金・祝)～25日㈰

※定員になり次第締切

10:00～12:00 13:00～15:00

参加費：300円

参加費：無料

冬季間の休館日と海側ゲート閉鎖のお知らせ

冬季間の休館日お知らせ

下記の期間、木曜日は休館いたします。また「マリンゲ

冬季の間、月曜日は休館いたします。（月曜が祝日の場

ート」(海の駅蜃気楼側出入口)と「ポートゲート」(魚津

合は開館、翌日休館）

港側出入口)を冬季閉鎖しますのでご注意ください。

期間：12月３日㈪～３月11日㈪

期間：12月１日㈯～３月15日㈮

※12月24日㈪・25日㈫は開館します。

休館日：木曜日

年末年始の休館と臨時休館日のお知らせ

カフェ「ＫＩＮＩＮＡＬ」の定休日のお知らせ

年末年始：平成30年12月29日㈯～平成31年１月１日㈫

毎週木曜日は定休日となります。（通年）

臨時休館：平成31年２月18日㈪～平成31年２月22日㈮

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

米騒動から100年「魚津の米騒動」展

ミラージュランド
９:00～16:30

（水曜休園）

☎24-6999

ミラージュランドお客様感謝デー

1918年に魚津で発生し、全国へと広がった米騒動。魚津

日頃のご愛顧に感謝を込めて、今シーズンの最終日曜日

ではどのようなことが行わ

は、お１人様（３歳以上）2,000円で遊具乗り放題！

れていたのか、記録や資料

日時：12月２日㈰

等から詳しく紹介していま

※バッテリーカー及びふれあい牧場は乗り放題の対象外です。

す。絶賛開催中！

※遊具通常利用券の販売も行います。

期間：11月18日㈰まで

パークゴルフ
当時の魚津町会の議決書など

９:00～16:30

ラストコール杯

日時：12月２日㈰

９:00～（受付８:30～）

参加費：500円
※申し込みはパークゴルフ

ありそドーム
８:30～21:30

（火曜休館）

場管理棟で受け付けます。

☎23-9800

ランニングコースが使用できない日（10月13日現在）
11/3㈯～5㈪
10㈯・11㈰
17㈯・18㈰
23(金・祝)

終日
終日
17:00まで
17:00まで

24㈯
25㈰
26㈪

13:00まで
17:30まで
17:00まで

トレーニングルームの利用は定期券がお得です！

※参加者には温かい鍋がふ
るまわれます。

冬季休園期間について
ミラージュランド…12月３日㈪～翌年３月中旬
パークゴルフ場…12月３日㈪～翌年３月31日㈰

一般財団法人魚津市施設管理公社職員の募集
平成31年４月採用予定の一般職、水族館飼育契約職員を
募集します。詳細はHP又は一般財団法人魚津市施設管
理公社事務局（☎24-9578）へお問い合わせください。
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＜絵本の読み聞かせ＞
おはなしを楽しむ会
11月５日㈪、12日㈪、19日㈪、22日㈭、26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
11/18㈰
10:30～
休 館 日

22-0462

魚津市立図書館

新着図書 『ナナメの夕暮れ』（若林正恭）、『ひとつむぎの手』（知念実希人）
『不登校でも大丈夫』（末富晶）、『おいも！』（石津ちひろ/文

話題の一冊

村上康成/絵）

図書館シネマ倶楽部

『緑の花と赤い芝生』

いとうあかり

著／伊藤朱里

中央公論社

平和な田舎町で空港建設をめぐる大人たちの争いに巻き込

リケジョでバリキャリの志穂子と、家

まれながらも、たくましく生きる子どもたちが起こす小さ

庭に重点を置く杏梨。女としてのスタ

な奇跡！

ンスが異なる二人が、志穂子の兄と杏

日時：11月11日㈰

梨の結婚で交わった時、彼女たちは何

作品：「遠くの空に消えた」（2007年

を思い、動くのか？女性のリアルをえ

出演：神木隆之介、大後寿々花、三浦友和、田中哲司

ぐり出す。

ふるさと歴史講座Ａ

14:00～
本編144分）

お お ご す ず か

日時：11月17日㈯

13:30～

リサイクル雑誌フェア

講師：稲村修

廃棄予定の雑誌などをひとり３冊

演題：「富山のさかなたち」

まで無料提供します。

みんな集まれ！おはなしの会
＆おはなしのひろばにとびこんじゃえ！

日時：11月11日㈰

９:00～

氏（魚津水族館館長）

「ソロプチミストひまわりの会」による読み聞かせと人形

場所：魚津市立図書館１階ロビー

劇団「おとぎの森」による手遊び、パネルシアターなど

図書館で認知症予防いきいき講座

日時：11月18日㈰

詳しくは16ページをご覧ください。

対象：幼児から小学生

10:30～

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

☎31-7001

学びの森寺子屋事業
「自然を堪能！トレッキング体験～新雪の剱岳を間近に！！～」

東京シティ・フィル・コンサートマスター 戸澤哲夫氏による
『オーケストラの楽しみ方PartⅢ』

日時：11月15日㈭

コンサートマスタ－が語るオーケストラの聴き方、楽しみ

８:00～16:00

行先：中山（標高1,255m）上市町

方。これを知るとコンサートを何倍も楽しめます！

定員：20名（最少催行人数10名）

日時：11月18日㈰

参加料：1,000円（保険料等含む）

出演：ヴァイオリン

14:00～（開場13:30）
とざわてつお

戸澤哲夫

お が わ ゆ き こ

ピアノ

小川由希子

お お の ゆ か

※雨天時は中止。急傾斜があるた
め少し体力が必要です。

大野由加

案内役

演奏曲：ツィゴイネルワイゼン
/サラサーテ
タイスの瞑想曲/マスネ

学びの森音楽祭事業
「学びの森キッズ＆ティーンズ コーラス メンバー募集！」

料金：500円（全席自由）

小学生から19歳までの歌が好きな方、歌ってみたい方を募

定員：100名（要予約）

集中！一緒にヴォーカルアンサンブルを楽しみませんか？

送迎バス：行き

魚津駅発13:30

帰り

交流館発16:30

指導：森内ゆう子（音楽クリエーション歌澄奏 代表）

ほか

活動：12月～（週１～２回の練習）
申込締切：11月25日㈰まで
※新川文化ホールでロビーコンサート
を予定しています。
詳細は募集チラシまたはHPよりご確認
ください。
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臨時開館と「とやま室内楽フェスティバル」について
11月８日㈭は「とやま室内楽セミナー」開催期間中のた
め、開館します。
とやま室内楽フェスティバル2018公開レッスン＆ジャンプ
スタートコンサートは12ページをご覧ください。

健康診査のご案内
集団がん検診

持ち物：受診券、検診料金

受付時間
大腸・乳房
胃・大腸
子宮

実施日

会場

11/８㈭

健康センター

11/18㈰

ありそドーム

11/29㈭

ありそドーム

ー

13:00～14:00

定員（名）
乳房
胃
子宮
ー

60

150

120

８:15～９:30 13:00～14:00 100

120

８:15～９:30

一般医
11/3(土･祝)

鈴木産婦人科医院
双葉町 ☎24-8820

11/4(日)

羽田内科医院
新金屋 ☎22-0642

11/11(日)

平井整形外科医院
末広町 ☎22-0888

11/18(日)

深川病院
東尾崎 ☎31-6200

◆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。
予約時にお知らせください。

施設がん検診

み ん な の 保 健 室

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

11/23(金･祝)

持ち物：受診券、検診料金、保険証

11/25(日)

浦田クリニック
本江
☎22-5053

12/2(日)

宮本内科小児科医院
新角川 ☎22-0122

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。
●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。

健康相談会

歯科医

11/4(日)

医療法人塩見歯科医院
入善町入膳☎74-1350

11/11(日)

田中博歯科医院
入善町入膳☎74-1633

11/18(日)

平沢歯科医院
朝日町道下☎82-0348

11/23(金･祝)

竹島歯科医院
入善町入膳☎74-1588

11/25(日)

大菅歯科医院
朝日町泊   ☎82-0204

12/2(日)

佐藤歯科医院
入善町入膳☎72-2003

高齢者の方へのインフルエンザ予防接種助成
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22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。

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

ひきこもり等家族相談会
ひきこもりなどで悩んでいる家族や当事者の方への相談会です。
日時 11月７日㈬14:00～15:30
内容 精神保健福祉士や保健師による個別相談（新規のみ要予約）
家族同士の話し合い
会場·申込·問合せ 新川厚生センター保健予防課 ☎52-2647

（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

野田歯科医院
入善町入膳☎72-0262

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

11/3(土･祝)

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

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

船﨑内科小児科医院
本町
☎22-3912

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
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 11/21㈬ ９:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族

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。

◆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。

安産マタニティヨガでりらっくす

教

妊婦さん向けのヨガ体験、管理栄養士のお話など
対象 妊娠中期～後期で経過が順調な妊婦の方
日時 11/７㈬ 13:30～15:45
受付時間 13:15～13:30
会場 健康センター
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）

室
歯

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
11月

つばめ

５日㈪

ひばり

骨盤調整ヨガ

すずめ

運動遊び

新聞遊び

19日㈪

お店屋さんごっこ

シール遊び

ダンス

26日㈪

ちょこっとシアター

つくって遊ぼう

ごっこ遊び

◆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。
スパイダーマン！
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●もぐもぐ教室
対 象 生後９～10か月児とその家族
実施日 11/9㈮
受付時間 10:00～10:25
●フッ素塗布
１歳６か月児健診で申し込まれた方
対象 ２歳６か月になる児
日程 11/16㈮ 受付時間 13:00～13:30
対象
日程

２歳または３歳になる児
11/22㈭ 受付時間 13:00～13:30

風しんに注意しましょう

スタンプ遊び

児童センター 

●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 11/30㈮
受付時間 10:00～10:25

場所：つばめ児童センター

12日㈪

お お む ね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。

科

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か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 11/1㈭、12/6㈭
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４月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 11/13㈫
受付時間 13:00～13:30
●３歳児健診
対 象 平成27年５月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 11/28㈬
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）

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ

母子健康手帳
健康センター

お散歩楽しいね

全国的に、風しんの感染が拡大しています。
特に、妊婦のみなさんはご注意ください。
・妊娠初期に感染すると赤ちゃんの身体など
に影響を及ぼす恐れがあります。妊娠を希望
される方や妊娠する可能性の高い方は、ぜひ
予防接種・抗体検査をご検討ください。
・風しんをうつさないために、家族で風しん
にかかったことがなく、予防接種を受けてい
ない方も、併せてご検討ください。
・妊娠中は風しんの予防接種を受けられない
ので、できるだけ人の多い場所への外出を避
けましょう。
富山県では妊娠を希望する方などへ、風しん
抗体検査の助成をおこなっています。

２歳

２歳
うすき

臼木

かもめ

こうえい

恒瑛くん
23-1777

しばやま

芝山

いちか

衣千花ちゃん

つばめ

23-5133

問合せ

新川厚生センター魚津支所
☎24-0359

ひばり

23-0500

すずめ

23-0522

Uozu News
９
５

住民参加し災害に備える
23 魚津市総合防災訓練

９

―まちの出来事―

タブレットＰＣ整備
21 よつば小児童、使い方学ぶ

農村環境改善センターをメイン会場に、市内７

夏休み期間に、よつば小と西部中、東部中にタ

会場で行われ、全体で1,600人が訓練に参加しまし

ブレットＰＣ49台、電子黒板４台を整備しまし

た。シェイクアウト訓練では、防災行政無線によ

た。併せて無線ＬＡＮ環境も整え、コンピュータ

る緊急災害放送を合図に、一斉に机の下などへ避

教室だけでなく、各教室でも通信可能となりまし

難しました。

た。この日はＩＣＴ支援員が５・６年生に使い方

メイン会場では、災害協定団体による応急救護

を説明し、写真を撮影したり、撮った写真に文字

訓練やパネル展示が行われました。また、ゆるキ

や絵を描いたりしました。さらにその写真を、自

ャラ「かづりん」も登場し、大人から子どもまで

分のＰＣから電子黒板に無線ＬＡＮで送信し、他

防災について意識を高めた一日となりました。

の児童の作品を見比べました。

９

山から海自然を守り未来へつなごう水・潤・歓
29 第24回魚津市環境フェスティバル

９

星の杜小学校の開校にむけて
27 ３校合同児童交流会

第24回魚津市環境フェスティバルがありそドー

「星の杜小学校」の平成31年４月の開校にむけ

ムで開催され、ステージ発表や体験コーナーなど

て、児童のコミュニケーションを図ることを目的

を通して環境保全の大切さについて理解を深めま

とし、住吉・上中島・松倉小学校の児童交流会が

した。ステージでは、川原保育園児や道下小学校

行われました。交流会は各学期に１回程度行って

の４年生が環境に対して、自分たちにできること

おり、今回は新校舎が木造ということで、地元産

を紹介し、環境パフォーマー「らんま先生」によ

の木片でキーホルダーを作りました。交流会の終

るエコ実験パフォーマンスが行われました。ま

了あいさつでは「みんなで一緒に作れて、素敵な

た、環境保全ポスターコンクールや、グリーンカ

思い出ができました。４月が楽しみです」と感想

ーテンコンテストの表彰式なども行われました。

を発表していました。
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地域のイベント情報をお寄せください

10

→

23-1015

魚津と10代をつなぐフリーペーパー
10 「1ＯＮ！（オン）」創刊

23-1076

FAX

10

info@city.uozu.lg.jp

自分で収穫したネギ
４ 児童と生産者との交流会食

地域おこし協力隊の池田隊員と河野隊員が、フ

住吉小学校３年生が、給食用の野菜を生産して

リーペーパー「1ＯＮ！（オン）」を創刊しまし

いる「ゆかり営農組合」の方と交流会食を行い、

た。市内の高校生と地域や店舗などを結びつけ、

地産地消について知識を深めました。前日に社会

高校生を中心とした10代の魚津への愛着を育むと

科の授業の一環で収穫体験を行い、ネギを傷つけ

ともに、交流人口の増加を図ることを目的として

ないように皮を剥き、長さを切りそろえ、箱詰め

います。池田隊員が、表紙となった新川高校へ創

作業する過程での工夫を学びました。自分で収穫

刊号を届けた際、生徒からは「魚津の面白いこと

したネギがポタージュに使用され、児童からは

がたくさん載っている。カラフルで見やすい」と

「美味しい」と感想が聞こえ、残さず完食してい

好評でした。創刊号はコチラから「 ikuroetimes.com 」

ました。

編集後記
寒くなると恋しくなるのが「鍋」、手間がかか
らず主婦の味方。
とりあえず冷蔵庫の野菜を入れて、残っている
肉を切り、この間買った豆腐を探します。キノコ
もありましたか？ここまで出来れば準備はOK。残
り半分のポン酢を冷蔵庫の扉から出し、フタをし
て全体に火が通るまでビールで乾杯、お次は熱燗

みやうち

かずお

宮内

數雄さん
み

つ

え

美津枝さん
（ともに91歳・本江地区）

でお願いします。フタから湯気があふれてくれば

「昔から民謡が好き

食べごろです。シメは雑炊にしようか、それとも

で、山中節とか歌っとっ

うどんにしようか…。今晩のおかずを何にしよう

た」そう話す數雄さん

か迷っていた方、これで決まりましたね？（山）

は、今でも週に１回、カ
ラオケの会に通っている
そうです。以前は美津枝さんも一緒に行っていた
とのことで、とても仲の良いお二人です。

市の人口

長寿の秘訣を伺ったところ「二人とも家の前の

住民基本台帳調べ（外国人含む）

公園を散歩して体を動かしとることかね」。「お

（平成30年９月末現在） 前月比 前年比

男

20,458人

－２

－107

女

21,708人

＋７

－123

計

42,166人

＋５

－230

＋17

＋133

世帯数 16,877世帯
23
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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（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

らは刺身と肉買ってきて晩酌しとることやわ。夕
方４時半ごろ風呂入って、それからの一杯が毎日
の楽しみや」と２人は笑顔を見せました。これか
らも、ますますお元気で。

ち

こ

さん

今回ご紹介する五島さん（

ことです。一からしっかり学ん

顔にできる人になりたいです。病

で、誰からも尊敬される一流の大

院へ行ったとき、薬剤師さんが私

工になりたいです。

の様子にぴったり合った薬を用意

ぼくは大工の仕事を実際に見

して「お大事に」と優しく声をか

て、大工にはたくさんの人たちを

けてくれました。そのとき「ほ

笑顔にする力があることを知りました。自分の技術

っ」と心がとても温かくなりました。私だけでなく

で多くの人に喜んでもらえる仕事は、とてもすてき

家族や友達も薬剤師さんのおかげで元気になる姿を

だと思います。たくさんの人を笑顔にしたいです。

見て、自分が作った薬で困っている人を少しでも楽

そして、いつか、大切な自分の家族のために家を建

にしたり笑顔にしたりできる薬剤師になりたいと思

て、みんなで住みたいです。

うようになりました。夢を叶えられるよう努力して

）は、魚津

私は、困っている人を助け、笑

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、大工になる
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市からねんりんピックに出場する最高齢選
手です。昔からスポーツがお好きで、陸上

年経って、今泳いどる

歳頃から、娘と孫３人と一緒

のリレーや走り幅跳びが得意だったそうで
す。水泳は
に始めました。「

が私だけやわ。水泳は自分一人でできるス
ポーツやから、自由に泳げるところが魅
力。１年に２回、大会に出場しとる。クロ
ールもしとったけど、今は背泳ぎ専門にな
った。自分に合っとる気がする」とご自身
の水泳について分析します。苦労すること
を伺うと「苦労の連続。コーチに色々教え
てもらうけど、なかなか上手にならん。い
くつになっても思うようにならんちゃ」と
歳を迎えられたので、健康の秘

笑顔を見せました。
今年で

訣を伺うと「食事のことなら野菜も好きや
けど、なにより肉が好き。特にすき焼きが
好物。それと毎週木曜日に松の湯行って、
いきいき百歳体操に参加しとる。体が軽く
なって、動くことが楽になる。お陰様で今
のところ、どこも痛くないちゃ。なによ
り、友だちと顔を合わせられて楽しい。人
数が少ないから、もっとたくさん来てほし
歳過ぎて選手として選ばれただけで

い」と教えてくれました。
「

幸せ。足を引っ張らないよう一生懸命頑張
ｍ背泳ぎと

ろうと思います」と大会に向けて抱負を話
されました。五島さんは、

期待しています。

で富山県チームを応援しましょう。活躍を

ｍメドレーリレーに出場します。みなさん

25
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み
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もえか

金川

萌香さん
かながわ

６年生
りゅうき
みたに
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水泳交流大会 富山県チーム
ご と う

2018

五島見智子

11 月号

90

2018

道下小学校

いきたいです。

