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青島保育園 水泳教室

青島保育園のゆり組さんが、温水プールで水泳教室を行いました。夏
を待ちきれない子どもたちは、気持ちよさそうに水しぶきを上げてい
ました。ばた足上手にできるかな？

り

ようじ

さん（諏訪町・73歳）

春の叙勲

問

長年にわたり魚津たてもん保
存会会長としてたてもんの普及
伝承に尽力されました。
｢ハワイや東京でたてもんを引き回したことが印象に
のこっている。言葉が通じない土地でのたてもんの組
み立てなどに苦心した。周囲の支えてくれる皆さんを
信頼し任せることで続けていくことが出来たと思う。
今では若い人々がたてもんの組み立て方を覚えてくれ
ているのがありがたい｣と語られました。

企画政策課秘書係

☎23-1016

春の褒章

瑞宝双光章

藍綬褒章

学校医

保護司

おおしろ み ち お

大城 道雄

令和元年

の

海苔 洋二

春の
叙勲 褒
・ 章
受章者 のご紹介

魚津たてもん保存会 会長

栄えある叙勲のご受章

旭日単光章

おめでとうございます

春の叙勲

もりうち さ だ お

さん（末広町・71歳）

森内 貞男

さん（釈迦堂・75歳）

長年にわたり市内の学校、保
育園等の学校医として尽力され
ました。
｢市内で16校の学校医を担当した当時は時間に追われ
て大変だった。目に関する疾病もアレルギー等へ多様
化しておりその変遷に対応するように心がけている。
受章にはおどろいたが、これからも学校保健の推進向
上にむけて頑張っていきたい｣と語られました。

長年にわたり魚津市保護司会
の保護司として更生保護活動に
尽力されました。
｢様々な事情に合わせてケースバイケースで対応する
ことを常に心がけている。相手の言葉に耳を傾けるこ
とで対象者の気持ちが楽になるように努めた。保護司
として残り２年の期間で、昨年立ち上げたばかりの更
生保護サポートセンターが軌道にのるように頑張って
いきたい｣と語られました。

春の叙勲

第32回危険業務従事者叙勲

瑞宝単光章

瑞宝双光章

元 魚津市消防団第10分団長
（現加積分団）

元 富山県東部消防組合消防監
（消防長）

い と う しょういち

伊東 正 一

す み わ かつひろ

さん（吉島・84歳）

永年にわたり魚津市消防団に
所属し、地域の消防・防災活動
に尽力されました。
｢自営業や会社員を勤める傍らで、サイレンが鳴ると
昼夜を問わず駆けつけていた。大晦日の火災で年をま
たぎ元旦を迎えたこともあった。今回の受章は家族や
周囲の理解に加えて、消防分団員の皆様方の力と応援
によって受章に繋がったと感謝しております｣と語られ
ました。

住和 克博

さん（住吉・65歳）

永年にわたり消防職員として勤
務し、地域の消防・防災活動に尽
力されました。
｢阪神淡路大震災への派遣が印象深い。崩壊したアパ
ートや土砂崩れに巻き込まれた方の救助活動など大規模
な災害による甚大な被害で心が痛んだ。今回の受章は妻
や母など家族のほか先輩や同僚、後輩の支えがあってこ
そ。これからの消防を担う職員には自己研鑽を積み住民
の皆さんの負託に応えて欲しい｣と語られました。
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問

７月21日㈰

魚津市選挙管理委員会

☎23-1019

期日/

※期日は６月21日現在で、想定される投票日です。
変更になった場合は、魚津市HPなどでお知らせします。

参議院議員通常選挙の投票日

▼投票できる方
選挙人名簿に登録されている方（令和元年７月３日現在）
満 18歳以上（平成13年７月22日以前に生まれた方）
で、①魚津市に住所がある方、②平成31年４月３日ま
でに魚津市へ転入届を提出された方。
▼投票所と入場券
投票所は投票区によって異なります。右の表及び、入
場券でご確認ください。
入場券は７月上旬に各世帯へ郵送する予定です。届かない
場合は、魚津市選挙管理委員会までお問い合わせください。
▼期日前投票をご利用ください

期日前投票所
市役所
２階 第２会議室
アピタ魚津店
２階イベントスペース

期間・時間（予定）

７月５日㈮～20日㈯
８:30～20:00

７月13日㈯～15日（月・祝）
９:00～20:00

▼選挙公報
新聞折込のほか、自宅への郵送も可能です。希望する
方は魚津市選挙管理委員会までご連絡ください。

無料巡回バス・送迎車の運行
時刻表は７月号の折込チラシをご確認ください。
３
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投票所一覧 ７:00～20:00
投票区

投票所

魚津第１

村木公民館（旧村木小）

魚津第２

大町幼稚園

下中島

下中島公民館

上中島

旧上中島小学校

松倉

松倉公民館

上野方

上野方公民館

下野方第１

つばめ児童センター

下野方第２

西部中学校

下野方第３

総合体育館

片貝

片貝公民館

加積第１

農村環境改善センター

加積第２

東部中学校

道下第１

道下保育園

道下第２

道下小学校

経田第１

経田小学校

経田第２

江口研修センター

天神

天神公民館

西布施

西布施交流館

※今回から、下中島投票区の投票所が変更されますので、
お間違えのないようお気を付け下さい。
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公共施設 を考える

どうして公共施設の使用料は
こんなに安いの？
使用料の一例

◆公共施設の使用料の設定
共施設は、住民福祉を増進する目的

公

で設置されたものであり、これまで

は近隣市町村における料金設定とのバラ
ンスも考慮し、低廉な使用料が設定され
ていました。
ただし、施設運営費を使用料で賄えな
い部分は、税金によって補てんされるこ
とになります。このことから、使用料の
設定にあたっては受益者負担（※）の考え
方をふまえた検討を行うことが必要です。
（※）特定の利用者に限ってサービスの
提供を受ける場合には、利用者と利用し
ない人との負担の公平の観点から、その
利用者に費用負担を求めるという考え方。

（単位：円）

施設名

使用料

税金

平均の支払額

赤字補てん額

主な現行料金
（一般料金）

（利用者１人／１回） （市民１人/年間）
総合体育館

43

917 体育館１回

100

温水プール

75

586 １回

210

吉田グラウンド・弓道場

吉田グラウンド（１日） 30
18
弓道場
無料

4

ありそドーム

152

4,654

アリーナ（２H）
トレーニング（２H）

210
410

桃山運動公園

101

2,748

陸上競技場（２H）
テニスコート（１H）

100
410

天神山野球場

11

120 午前/午後（１面） 220/330

学びの森交流館

256

2,527 小研修室・小練習室（１日） 2,160

歴史民俗博物館

無料

埋没林博物館

410

2,092 大人（高校生以上）

520

水族博物館

522

3,105 一般（高校生以上）

750

347

無料

◆施設運営費における公費負担と受益者負担のバランス
施設の老朽化による維持管理・更新経費の増大や、人口減少等による利用状況の変化などをふまえると、今後は受
益者負担の公平性や公正性についての検討がより重要になります。その検討にあたっては、まず、施設の運営費に対
して、どの程度利用者負担（あるいは公費負担）で賄うべきかを整理する必要があります。それらをどのように整理
するかは、今後議論が必要です。
施設分類の一例 （右上に位置するほど公共が担う性格が強く、左下に位置するほど民間の性格が強くなる）

高 ← 公的必要性 → 低

埋没林博物館

図書館
歴史民俗博物館

水族博物館

体育施設
温水プール

トレーニングジム

高

←

収

益

可

能

性

→

低

今

後、こうした考え方に基づく使用料の見直しが必要ですが、現行の使用料を大幅に値
上げすると、市民生活への影響が大きいため、一度に見直す金額を一定の範囲にとど
め、定期的な見直しを行うことで段階的に適正な負担額に近づけるなどの配慮も必要です。
これらの見直しについては、「魚津市行財政改革推進委員会」や、20代から40代の若い世
代をメンバーとする「魚津2040会議」でも議論しているところです。 魚津2040会議の様子
【問合せ】公共施設再編推進室

☎23-1257

魚津市行革

検索
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将来の産業界を含む地域リーダーの育成を目指す

魚津三太郎塾

第８期生の募集

魚津市は「魚津の水循環」をはじめとする多く
の地域資源に恵まれています。その一方で、自然
環境の保全、空き家や空き店舗の増加、地域の担
い手不足等の地域課題を抱えています。
それらの地域課題の解決と地域資源の活用のた
めに、魚津市では企業の営利活動との共通項を探
しだし、本業を活かしたビジネスモデルの創出、
ビジネスリーダーの育成を目指した「魚津三太郎
塾」を開催しています。
魚津三太郎塾はこんな塾！
講師や塾生同士でディスカッションを重ね、新
たな事業を作り上げる楽しい雰囲気の塾です。こ
れまで60名の修了生を輩出し、新たなビジネスが
生まれてきました。
▼第７期生のみなさん

期間：８月７日㈬～令和２年３月
（平日14:00～17:00）全14回程度
定員：10名程度（申込状況により、書類審査等
で入塾者を決定する場合があります）
対象：概ね20～40代の方で、将来に向けた新た
な事業展開を考えたい方。
約７ヶ月間を通して参加が可能で、魚津市の事業
所に在籍、または創業予定の方。
※小さなお子様連れでの参加はご相談ください。
申込方法：魚津市ＨＰから入会申込書をダウン
ロードし、提出してください。
申込締切：７月26日㈮必着
受講料：10,000円
問合せ：企画政策課企画係

水道料金改定に関する
住民説明会

自衛官募集のご案内
募集種目

自

男

衛

子

官
候
補
生

応募資格

受付期間

７月１日

試験期日

男子：７月６日、９月

10月に水道料金を15％増額となる改定を行いま
す。そのことについて、説明会を開催いたします
ので、ご都合のよい会場へお越しください。

１日、９月27・28日
採用予定月 ～試験日
（うち指定する１日）
の１日現在 の３日前

女

18歳以上33 ※通年で
女子：９月29日
歳未満で日 実施して

子

本国籍を有 います。
する者

※上記以降も行います

日時

場所

７月23日㈫

農村環境改善センター
和室

19:00～

７月26日㈮
19:00～

一般曹候
補生

７月１日
～
９月３日

１次：９月21日
２次：10月12日・13日

８月１日㈭
19:00～

※その他、希望や適正に応じたコースの選択がで

８月５日㈪

き、職域や進路も多種多様です。上記以外の試験

19:00～

新川文化ホール
１０４会議室
魚津市役所
４・５・６会議室
魚津もくもくホール
和室

についても、お気軽にご相談ください。

広報うおづ

2019-7

☎24-1036

問

問
５

自衛隊魚津地域事務所

☎23-1067

水道課業務係

☎23-1013

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
→医療保険分が引き上げられます。

項目

現行

令和元年度

医療保険分

58万円

61万円

後期高齢者支援金等分

19万円

介護納付金分

16万円

（後期高齢者支援金等分、介護納付金分は据え置きです）
■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

令和元年度

５割

33万円＋27.5万円×被保 33万円＋28万円×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＋50万円×被保 33万円＋51万円×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、国民健康保険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
■所得の少ない方への段階的な保険料の軽減
→①均等割額の９割軽減に該当する方（年金80万円以下の方など）は、８割軽減に変更します。
※来年度以降は、制度本来のしくみである７割軽減に戻ります。
→②社会保険などの扶養であった方は、資格取得後２年間均等割額が５割軽減されます。（所得割額の負担は無し）
→③５割軽減・２割軽減について対象者が拡大されます。
軽減割合

現行

令和元年度

５割

33万円＋27.5万円×被保 33万円＋28万円×被保
険者数
険者数

２割

33万円＋50万円×被保 33万円＋51万円×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12日㈮
に郵送される納税通知書
（納付書）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。
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国民年金保険料全額・一部免除制度
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

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。

令和元年度 国民年金保険料
免除区分

全額免除

４分の３
を免除

半額免除

４分の１
を免除

保険料

所得基準

月額

0円

月額 16,410円

(扶養親族等の数＋１)×35万円
＋22万円

年金額への
影響
承認期間は
1/2が
反映される

4,100円

78万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額等

承認期間は
5/8が
反映される

8,210円

118万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額等

承認期間は
6/8が
反映される

12,310円

158万円＋扶養親族等控除額
＋社会保険料控除額等

承認期間は
7/8が
反映される

税に関するお知らせ

産前産後期間の免除制度
※出産予定日または出産日が属する月の前月
から４か月間の国民年金保険料が免除され
ます。多胎妊娠の場合は、出産予定日また
は出産日が属する月の３か月前から６か月
間の国民年金保険料が免除されます。

そのほかの免除制度等
※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。

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通知書（納付書）を７月12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

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。
被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の場合、
原則として世帯主の公的年金から天引き（特別徴
収）になります。

２
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後期高齢者医療保険料

7 5歳（一定の障がいがある方は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、しばらく納付書（普通徴
収）で納めていただきます。

介護保険料

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、しばらく納付書（普通徴
収）で納めていただきます。

７

３
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！

※今年度の各納税通知書（納付書）は、
「平成31年度」と表示しています。

金融機関窓口で納入される場合は、その
まま利用してください。

うおづまちづくり

ふれあい講座
⑨ 行財政改革の取組み

⑧ 統計で見る我が街「魚津」

ていただき、協働のまちづくりを進め
⑩ わかりやすい行政評価の仕組み

市の事業や施策について理解を深め
るため、市民団体が主催する会議など
⑪ 指定管理者制度

③

②

自治会、町内会の法人化（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」

魚津市総合計画から見た本市の将
来設計

⑤ 自治基本条例の策定と市民自治
⑥ 市役所の役割と組織

福祉・健康〈９講座〉

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 魚津市の自然（大地の成り立ち）

④ 神秘に満ちた蜃気楼

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

・１０１７

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。

【申込み・問合せ】
地域協働課協働推進係☎

８
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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〉
① 身近にできる地球温暖化対策
ごみの減量化とリサイクル活動の
推進
外国人のための、ごみの分け方出
し方

②
③

⑤ 安心して暮らせる我が家

都市計画の仕組みと市民主役のま
④
ちづくり

③ 公園や緑化についての取組み

② 空家・空地対策

① 地籍調査の勧め

土木・都市整備〈５講座〉

⑤ 野生鳥獣との共生と有害鳥獣対策

魚津の水

水めぐるまち
循環について

「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）

うおづ

魚津市の男女共同参画社会への取
③
組み

④

①

防災・安全〈１講座〉

⑨ 魚津市の水道の仕組み

⑧ 市民バスを活用しましょう

⑦

⑥ 身近な消費生活相談

⑤ 土地と家屋の固定資産税

④ 知っておきたい住民税の仕組み

② 魚津市の国際交流

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

へ市の職員が出向いてご説明します。

人以上

日前までにお申し込みくださ

受講を希望される場合は、開催希望
日の
い。ただし、開講は参加者が

さい。

市政〈

講座〉

設置してあるリーフレットをご覧くだ

内容は魚津市ＨＰまたは公民館などに

見込まれる場合とします。詳しい講座

10

④

① 魚津市名誉市民について

14

⑦ 情報公開及び個人情 報 保 護 の 取 組 み

23

20

じゃんとこい魚津まつり
たてもん協力隊募集
日時：８月２日㈮ 18:30～23:00頃
８月３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歳未満の方
※70歳以上で参加希望の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300名程度
申込締切：７月12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

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。オープン参加枠で当日の参加
も出来ます。夏の思い出に、一緒に街流しに参加し
ましょう。初めての方も大歓迎です！
日時：８月４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
うおづキャンドルロード

手づくりあかり募集

８月３日㈯の夜、中央通りや鴨川沿いの道路を手
づくりのあかりで飾り、まつり会場に向かう人々を
“おもてなし”します。オリジナルのあかりで、一
緒にまつりを盛り上げましょう！
受付期間：７月25日㈭まで（平日８:30～17:15）
受付場所：市役所地域協働課
中央通りイベントホール
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
※あかりの作り方やイベントの詳細は、
HPをご覧ください。

消防からのお知らせ
海難救助訓練の実施
これから夏の行楽シーズンを迎えるにあたり、
海上における事故の発生に備えて、救助訓練をお
こないます。
日時：７月12日㈮ 14:00～
場所：魚津港（北地区）
内容：救助救出、船舶火災消火、行方不明者捜索
実施機関：富山県水難救済会魚津救難所、富山県東
部消防組合魚津消防署、魚津市消防団大町分団

問
魚津消防署

９
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☎24-7980

西布施分団が出場
「第70回富山県下消防団消防操法大会」
７月27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
消防団を代表して西布施分団が出場します。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。西布施分団では、全分団員
が一丸となって連日猛練習を行い、上位の成績を
目指しています。

新川文化ホール開館25周年記念

「民謡魂 ふるさとの唄」
公開録画 観覧者大募集
日

時

９月１日㈰

会

場

新川文化ホール

司

会

城島茂（TOKIO）
塩屋紀克 アナウンサー

出演・放送予定

開演18:00～（開場17:00～）

：未定（決まり次第ＮＨＫ富山放送局HPな
どでお知らせします）

応募方法：以下を参考に郵便往復はがきでお申込みください。

▼観覧申込：８月５日㈪ 必着
【往信 表面】
62円

〒930-8502

NHK富山放送局
「民謡魂」 係

【返信 裏面】
何も記入しないでく
ださい。
※抽選結果を印刷します。

・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、当選者には１枚につき２人まで
入場可能な整理券を、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。
・未就学児の入場はご遠慮ください。
・出演者の変更や公演を中止する場合があります。
・転売を目的としたお申込みは固くお断りいたします。

NHKでは応募者の情報を抽選結果のご連絡のほか、受
信料のお願いに使用させていただくことがあります。
【返信 表面】

【往信 裏面】

62円
①郵便番号
②住所
③氏名

①郵便番号
②住所
③氏名
④電話番号

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
www.nhk.or.jp/toyama/
新川文化ホール ☎23-1123

ＮＨＫ ＢＳプレミアム

「にっぽん縦断こころ旅」
思い出の場所＆エピソード募集

201

9秋
の旅
県か
は
らス
ター
ト

富山

俳優の火野正平さんが、みなさんから寄せられた「思い出の場所やエピソード」
をもとに、日本全国を自転車で旅する番組です。
様々な風景や場所に関わるエピソードを募集します。
・何気ない風景
・思い出の風景
・忘れられない風景 ・みんなに伝えたい風景
・音の記憶と重なる情景 など
あなたの応募した場所とエピソードが放送されるかも？
問合せ：NHKふれあいセンター

☎0570-066-066

放送予定：９月23日（月・祝） ～27日㈮
募集内容：①住所 ②氏名 ③電話番号 ④年齢 ⑤性別
⑥思い出の場所・風景 ⑦場所にまつわるエピソード
期限：７月25日㈭必着
申込み：〒150-8001

NHK「こころ旅」係

FAX 03-3465-1327

www4.nhk.or.jp/kokorotabi/

2019-7
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く ら し

ラジコンヘリによる
農薬散布を行います
魚津市農協営農販売課
２４ ９･９２３

シニア就職説明相談会
こども課保育係


公立保育園のお盆の対応
について

市営住宅・特公賃住宅へ
の入居者募集

市内８園の公立保育園につ
いて、お盆（８月 日㈫～
日㈮）の対応は道下保育園で
の拠点保育とします。申込み
お問い合わせは、各園までお
願いします。

１･０７９

生涯現役促進地域連携事業
０７６ ４･３１ ４･７７６
就労に関心のあるシニアの
方（ 歳～）が対象です。
●日時 ７月 日㈬
午前 時～午後２時
●会場 富山産業展示館（テ
クノホール）大展示場
※予約 不 要 、 参 加 無 料 、 服 装
自由

令和元年 地価公示
建設課業務係

日㈬

☎076-441-0432

※労働者、事業主を問わず相談可能

都市計画課建築住宅係
 １･０３１

７月１日㈪～

2019-7

広報うおづ

11

富山県社会保険労務士会

市役所３階第４会議室

18日㈭ 13時半～16時

総合労働相談

魚津緑ケ丘病院

☎24-2255

魚津市社会福祉協議会
（旧 百楽荘）

11日㈭ 10時～11時半

魚津市地域住宅相談所

☎22-5078

魚津地域建築組合

16日㈫ 13時～16時

住宅相談

（平日は電話相談を受付）

※増改築、屋根工事に関するご相談

10時～12時

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

20日㈯

☎22-0318

魚津神経サナトリウム

魚津地域産業保健センター

10時～12時

※50人未満の事業場対象

16

23
13

市営住宅（３ＤＫ）
▼六郎丸団地…１戸（３階）
▼川の瀬団地…２戸（３階・
４階に各１戸）
▼天王団地…１戸（４階）
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…４戸（２階・３
階に各１戸、４階２戸）
※３ＤＫ、駐車場２台分つ
き、家賃６万円
▼上野方団地…１戸（１階）
※３ＤＫ、駐車場１台分つ
き、家賃６万２千円
●申込期間

認知症相談（要予約）

13日㈯

心の健康相談（要予約）

☎23-1093

市役所１階福祉相談室

魚津市地域包括支援センター

16日㈫ 14時～16時

※ケアマネジャーの同伴可

☎23-1007

※市内在住65歳以上の方又はその家族

市民課市民係
市役所１階市民相談室

☎22-0461
５日㈮ 13時半～16時

予約・問合せ
会場

社会福祉課高齢福祉係

市役所３階第４会議室

13時～16時

30日㈫

高齢者向け法律相談（要予約３枠）

１･０８９

上村木１-１-５ 75,000円/㎡

☎23-1003

11日㈭・18日㈭ 13時～16時

行政相談



47,400円/㎡

散布中は危険ですので近づ
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。
●期間 ７月中旬～８月中旬
午前５時～午後５時

新宿７-11

害虫による農作物被害
を防ぎましょう

29,600円/㎡

農林水産課農産振興係

本町１-４-38

富山地方法務局魚津支局

人権相談

23

44,000円/㎡

日時
相談会

17

吉島２-8-20

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。

2131番５外

23

55

10

28,500円/㎡
大光寺字石割

 １･０３４
夏になるとカメムシなど、
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。

31

価格
標準地

23

―７月の無料相談会日程―

7

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

第１期
第１期
第１期
第２期

㈱北陸精機
健康友の会 沖田 崇寛
▼善意銀行へ

金額等

道坂

62,800円

六郎丸

3,000円

（社会福祉協議会）22-8388

寄付者

上口保育園職員一同

住所

金額等

上口

匿名

8,000円
毛布５箱
シーツ１箱

―

金額等

1,000,000円

1

魚津市文化協会創立30周年記念事業
魚津市文化協会30周年記念講演会

65

2

22
「オモテナシからオトモダチへ」
日本とアメリカで通用するがんばり術

モーリー・ロバートソン

氏

23

寝具の無料クリーニング

住所

宮津

社会福祉課高齢福祉係

寄付者

常楽 健二

31
（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 ８月１日㈭…東部
地区、８月２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㈪

▼教育振興のため

20

立山黒部アルペンルート
県民キャンペーン

住所

立山黒部貫光㈱

寄付者

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―
黒部湖駅間の各乗り物や立山
駅までの富山地方鉄道の電車
を、特別料金にてご利用いた
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

▼社会福祉基金へ

23

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。

ご寄付ありがとうございました

12

認知症介護者サロン

７月31日㈬

期限：

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）
●内容 薬剤師による薬に関
するミニ講座
●参加費 百円
※参加 希 望 者 は 事 前 に ご 連 絡
ください。

市税等納期限のご案内

日時：10月26日㈯ 14:00～（開場13:30）
会場：新川文化ホール

大ホール

入場料：500円（当日700円

全席自由）

入場券取扱：７月１日よりアーツナビにて販売

問

1963年米ニューヨーク生まれ。富山県立高岡高
等学校を卒業。ハーバード大学卒業後、メディア
を中心に幅広く活躍中。

魚津市文化協会（ウスイ）☎090-8966-8734

info

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」
すべての国民が、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、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や

吉島511

☎22-6006

認知症や介護に関する、情報交換や相談
の場です。初めての方もお気軽にどうぞ。

非行のない明るい社会を築こうとする運動です。
問

つむぎ倶楽部

市民課市民係 ☎23-1003

蜃気楼の見える海岸を美しく「海岸清掃統一活動月間」
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
意識を持って行動しましょう。
問

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
日時：７月４日㈭ 10:00～15:00
利用料：300円
介護家族の集い

「夏の青少年の非行・被害防止に取り組む運動」推進期間
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。
問

日時：７月20日㈯ 13:30～16:00

農林水産課水産振興係 ☎23-1033

青少年育成魚津市民会議(生涯学習・スポーツ課内) ☎23-1045

2019-7
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募 集
「お見合い会員」募集
とやまマリッジサポートセンター

魚津市美術協会

第 回会員小作品展

魚津市美術協会（中田）
０９０ ４･３２９ ０･２３１

29 15

12

14

問

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

17

31

申込方法：７月19日㈮までに、電話もしくはメ

サマーナイトテニス
スクール受講生募集

募集人数：15組（子連れの参加歓迎）

桃山運動公園

対象：未就学児のお子さんをお持ちの方

② 「身近な素材を使って遊ぼう」
●日時 ７月 日㈮
午前 時半～ 時半
●会場 ひばり児童センター
③「子どもの事故予防とＡＥ
Ｄを使った一時救命」
●日時 ７月 日㈭
午前 時～ 時半
●会場 魚津市社会福祉協議会
※受講料は無料ですが、事前
申込みが必要になります。

（金銭の授受は行わないゆずりあいです）

26

持ち物：着なくなったベビー服・こども服

50

20

12

会員の作品を展示します。
お気軽にご覧ください。
●会期
絵画部門 ７月３日㈬～ 日㈪
書部門
７月 日㈬～ 日㈪
写真部門 ７月 日㈬～８月 日㈪
彫刻・工芸部門 ８月 日㈬
～ 日㈪
いずれも午前９時～午後５時
●会場 新川文化ホール
ミラージュギャラリー

会場：子育て支援センターのびのび（健康センター内）

●日時 ７月 日㈬
午前８時 分～午後０時半
②「アロマの香りと爽やかな
メイク法」
終了後、魚津のスイーツで
ティータイムを楽しみます。
●日時 ７月 日㈬
午後１時半～３時半
①・②共通事項
●会場 魚津市高齢者いきい
きセンター（北鬼江一丁目１
番 号）
●定員
名（ 歳以上、申
込順）
●参加費 無料
※一週間前までに申込みくだ
さい。

みましょう！

０７６ ４･７１ ６･５１０
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 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）

ールにてお申込み下さい。

 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
屋内グラウンド
●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 希 望 ク ラ ス を お 伝
えください。
※ラケットは持参願います。

子育て応援講座
受講者募集

催 し 物

報交換をします。仲間を見つけて魚津生活を楽し

60

ながら、子育ての悩みや生活の楽しみ方などの情

17

31

着られなくなったこども服を持ち寄り、交換し

11

こども服のおさがり交換会

26

求職者支援訓練受講者募集

魚津市ファミリーサポートセンター

（魚津市社会福祉協議会内）

８･３８８

水循環の体感と
アロマの香＆メイク法
魚津市シルバー人材センター

５･３２６

14:00～15:00

日時：７月26日㈮

20

11 12

18

11

10

10

①「魚津の水循環を体感」
水守（ガイド）さんに案内
してもらいます。終了後、水
循環にちなんだお弁当を食べ
ます。

2019-7
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22

22

28

20

21

22

24

ポリテクセンター富山

19

HP

「実践に役立つ」子育て応
援講座です。子育て応援に関
心のある方、子育て中の方の
参加をお待ちしています。
①「知っておきたい子どもの
栄養～簡単おやつ作り～」
●日時 ７月４日㈭
午前 時～午後０時半
●会場 もくもくホール
10

40

０７６６ ･ ６･９００
【ＯＡ ・簿記 ・Ｗｅｂ事務科】
●対象 ハローワークで求職
中の方など
●訓練期間 ９月 日㈮～
月 日㈭
●場所 アルファデータパソ
コンスクール富山校
●応募締切 ８月 日㈬
●受講料 無料
※テキスト代等別途
12

２０１９プールフェスタ

学校給食センターの仕事
を体験＆見学しよう

14
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第 回にこにこビーチ
ボール競技大会
学校給食センター

11

魚津市総合体育館

7

魚津市ビーチボール協会

（電鉄魚津駅前）

 １･２６３
uozu_bba@yahoo.co.jp
親子で楽しめるイベント満
載！当日はぜひ家族でご参加
ください。
●日時 ７月 日 （月・祝）

地域協働課市民交流係

問

10時～15時

午前 時～午後１時
●会場 総合体育館室内温水
プール
●参加料 無料

バザール

24


２･７２０
●日時
月 日㈮
午前９時～午後１時半
●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
百円／人
●持ち物 エプロン、ハンカ
チ、水筒、内履き（スリッパ
不可）
●申込期限 ７月 日㈭
※電話でお申込みください。
※参加費は当日お支払いくだ
さい。

Denでんパーク

障がい者のための
歩行訓練と水泳教室
魚津市障害者連合会
（石田） ４･６７０
①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５日㈮
午前 時～午後１時半
②水泳教室

毎月第３㈰

●日時 ９月１日㈰
午前９時～
●会場 ありそドーム
●参加費
人五百円
●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 ８月２日㈮
※詳し く は 協 会 の を ご 覧 く
ださい。

ＵＯ！ＳＰＯ

生涯学習・スポーツ課
スポーツ係（第一分庁舎）
 １･０４６
無料でウオーキングやニュ
ースポーツ体験など、運動教
室や健康講座が行われます。
①ＵＯ！ＳＰＯ
天神
●日程 ７月 日㈯
●会場 天神公民館ほか

●日時 ７月 日㈭、８月６
日㈫、８月 日㈬
午前 時半～ 時半
●会場 総合体育館室内温水
プール

10

☎23-1131

※各市は臨時休業する場合がありますが、ご了承ください。

も取り上げられる注目の家族。

蜃気楼

☎090-1312-3664

なる。テレビや新聞に

８時半～

実行委員会（村上）

も小噺を始めるように

もくもく野菜市

蜃気楼バザール

ていたが、最近は次男

もくもくホール

☎22-0909

男と３人で舞台に立っ

毎週㈯・㈰

もくもくホール

山の駅

ているお笑い一家。長

☎33-9880

駐車場内

●アマチュアで活動し

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～

出演：「寺岡一家」富山の社会人落語家
集団ばららくご所属

☎22-1105

経田漁港

毎週㈬ 10時半～

わいわい市

参加費：無料

13時40分～14時半

魚津漁協経田支所

経田漁港

☎22-8388

定員：90名（当日先着順、申込み不要）

社会福祉協議会

上町１区会館

毎週㈮

上口マルシェ

会場：ありそドーム研修室

毎週㈮ 15時～

10

14:00～15:30
日時：7月14日㈰

銀座通り商店街 （島澤） ☎33-9413
毎週㈬ 10時半～

銀座ワイワイ市

のこれからを考えてみませんか？
☎22-1200
海の駅蜃気楼
魚津の朝市

６時半～９時半

落語やお笑いを楽しみながら、男と女
魚津の朝市実行委員会
毎月第２･第４㈰

問合せ
会場
開催日時

26

3

22

24

笑って楽しむ 『男』と『女』のおはなし

―
地場産品の販売情報
―

15

25

1

②ＵＯ！ＳＰＯ
上野方
●日程 ７月 日㈰
●会場 旧上野方小体育館
※いずれも午前９時～正午

28

11

HP

23

in

in

13

14

10

10

28

環境安全課からのお知らせ
空き地などの草刈りをお願いします

市民バス郊外ルートの運休

空き地や空き家は、普段から適正な管理を行わない
と雑草が繁茂し、生活環境の悪化を招きます。
近隣住民の安全と生活環境を損なわないためにも、
所有者（または管理者）は、計画的に草刈りを行うな
ど責任を持った管理をお願いします。

７月15日（月・祝）は海の日で祝日となりますので、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）は運休いたします。

夏休みは「おでかけきっぷ」で出かけよう！
電車やバスを利用する際、親子で「おでかけきっ
ぷ」（夏休み前に各小学校に配布）を使うと小学生の運
賃が無料になります。
期間：７月25日㈭～８月31日㈯
※保護者同伴で乗車される場合のみ。
問
環境安全課生活交通係（⑫番窓口）23-1380

ク ー ル

チ ョ イ ス

COOL CHICE
枯れ草などが火災の原因に、不法投棄や害虫の発生場所にも！
問

夏を乗り切ろう！

環境安全課環境政策係（⑫番窓口）23-1004

第59回魚津市美術展
会期：11月２日㈯～11月７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10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

賢い選択でエコに

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。
アクリル板の使用について、写真のみ不可です。
※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。

15
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七夕まつりの開催情報

イベント

大町キラキラ七夕まつり・魚津中央通り七夕夜店

EVENT

【大町キラキラ七夕まつり】

【魚津中央通り七夕夜店】

魚津保育園・大町幼稚園の園児の楽しいステージや
バンド演奏、ジャック・リー・ランダルの影絵、屋
台、七夕送り（燃やし）をお楽しみください。

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。
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６日㈯

16:30～

会場：大町海岸公園（雨天時 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

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
まるまる

魚津の水循環を巡る

募

水の学び舎ツアー

募

第15回魚津産業フェア○○魚津

出展者募集！

【第４回】
毛勝三山が生んだロマンとワンダー
～残暑の中、滝と岩の冷気を求めて～
魚津を代表する「沌滝」と天然のクーラー「風
穴」、大地の神秘を体験しよう！
日時：８月24日㈯

９:00～15:00頃

少雨決行

埋没林博物館駐車場８:50集合
見学場所：埋没林博物館、東又谷川上流、沌滝など
定員：20名（申込順）
申込期間：７月22日㈪～８月２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1,500円（昼食代含む）

開催日：10月19日㈯・20日㈰

※飲み物を持参してください。
※山道を歩くのに適した服装（長袖長ズボン・軽登山
靴必須）でご参加ください。
申込み・問合せ：環境安全課環境政策係

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。

☎23-1004

メール kankyoanzen@city.uozu.lg.jp

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
2019-7
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イベント

婚活・ブルーベリー園で

EVENT

ミニガーデンパーティー

魚津で一番熱い夏

イベント
EVENT

かづみ夏祭り

ブルーベリー園での体
験型出会いイベント開
催！美味しい果物の収穫
とシロップ作り体験で会
話もはずみます。是非ご
参加ください。
日時：８月４日㈰

15:00～18:00

会場：むかいさんちのブルーベリー園

参加費：男性3,500円、女性2,000円

うおづスポラ所属チアリーディングチーム「サンデ
ィーズ」のパフォーマンスや、バンド演奏にマジック
ショーなど熱いステージをお届けします。
あつあつ屋台グルメ、駄菓子、体験コーナー、ゲー
ムコーナー、エアロビクス、野菜市場などで子どもか
ら大人まで楽しめる一日を演出します。超レアなメダ
カすくいや流しそうめんもあります。

※こうのとりマリサポ会員は500円割引

日時：７月28日㈰

申込み：http://kp-uozu.com

会場：加積公民館・魚津市農村環境改善センター

対象：25～40歳の独身の方

30人

（男性：市内在住・在勤者。女性：市外の方も大歓迎）
内容：ブルーベリーの収穫体験（食べ放題）
ブルーベリーかき氷などを楽しみながらのミニゲーム
やフリートークで交流。最後にマッチングを行う。

問合せ：地域協働課市民交流係

募

☎23-1131

問合せ：加積公民館

住吉・上口保育園統合

新園の名称を募集します

令和２年４月に住吉保

９:30～14:30
☎24-4440

うおづの木利用促進事業

info

魚津の木を使った家づくり

補助金は５㎥以上使用で
１㎥あたり１万円から上限40万まで

育園、上口保育園が統合
し、認定こども園として

します。

補助を受けるには工事着工前に事業計画の認定申請
が必要です。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。

募集期間：７月１日㈪～31日㈬

【交付条件】次の条件を全て満たす必要があります。

応募方法：（福）魚津保育会及び魚津市のＨＰ、住吉

設民営化に係る三者協議会が協議の上、決定します。

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。
③建築士が設計した建物であること。

（応募数が多い名称に決定するものではありません）

※補助金額についてはＨＰでご確認ください。

スタートすることにとも
ない、新園の名称を募集

保育園、上口保育園、魚津保育園、魚津第二保育園、
大町公民館、下中島公民館に応募用紙があります。
上口保育園に持参するか郵送で応募してください。
選考方法：（福）魚津保育会 理事長、住吉保育園民

公表：（福）魚津保育会ＨＰで発表します。
問合せ：こども課保育係
17
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☎23-1079

うおづの木利用促進事業
問合せ：都市計画課建築住宅係

23-1031

検索

新川学びの森天神山交流館
（木曜休館）

☎31-7001

魚津水族館
９:00～17:00

（入館16:30）

☎24-4100

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～

シヲリさんのライブペイント＆らくがき水族館

日時：７月の毎週金曜日

が、７月13日に富山湾大水槽にアート作品を描きます。

19:00～22:00（小研修室１）

うおすいサポーターでイラストレーターのシヲリさん

（４回のうち、都合のよい２回に参加してください）

また、７月13日～15日は、お子様がお絵描きした魚を水

定員：10名程度（最少催行人数５名）

槽に張り付けます。

参加費：1,000円／２回

期間：７月13日㈯～７月15日（月・祝）

講師：窪田

料金：200円／回

美子さん

持ち物：浴衣一式

おばけ展～うおスリラー～

Sunday Live～利用者によるコンサート～出演者募集

本物のクジラの骸骨をはじめ、スリル満点のいきものた

日時：10月13日㈰（桜ホール）

ちを紹介します。

参加資格：学びの森の利用者

期間：７月12日㈮～９月23日（月・祝）

（プロ・アマ、ソロ・グループは問いません）
参加費：出演人数２名まで500円、３名以上1,000円
（入場料無料。演奏報酬はありません）
演奏時間：１組あたり最大30分（出入時間含む）
ジャンル：ジャズ、ポップス、クラシックなど
貸出機器：ピアノ、ヴォーカルマイクのみ。
※アンプなどの大音量出力機器は使用不可
申込方法：学びの森の窓口又はHPからメールで申込み
ください。定員になり次第、締め切ります。

９:00～17:00

（入館16:30）

（月曜休館）

企画展「魚津ゆかりの画家

専用紙に描いた絵をスキャンし、富山湾大水槽に映写し
ます。水中トンネルから見ると、ブリやクエたちと一緒
に泳いでいるように見えます。
期間：７月20日㈯～８月20日㈫

10:00～、13:30～

料金：200円／回

その他の楽器はご用意ください。

歴史民俗博物館

泳げ！ぼくらがかいたさかな！

入館無料
☎31-7045

きそん

島崎其邨」

＼ 市内の中学生以下は入館無料 ／
ご来館の際に、受付で用紙を受け取り、必要事項をご記
入いただくと入館料が無料となります。

ミラージュランド
９:00～16:30

（３日㈬、10日㈬、17日㈬休園）

☎24-6999

夏季期間中の営業について

明治～昭和にかけて、多くの

７月13日㈯～９月１日㈰は開園時間を17:00まで延長！

作品を残した魚津ゆかりの画

期間中は、７月17日㈬のみ休園します。

家 島崎其邨の絵画などを展示

ミラージュプールオープン

します。

営業日：７月13日㈯～９月１日㈰

期間：８月18日㈰まで

９:00～16:30

料金：高校生以上980円 小中学生320円 幼児100円
其邨作の屏風

※７月13日㈯に限り高校生以上300円、小中学生100円、
幼児無料で遊泳できます！
※付添いの方も料金が必要です（未就学児は付添い必須）
※７月16日㈫～７月19日㈮は休園します。

ありそドーム
８:30～21:30

（火曜休館）

☎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月７日㈰
13日㈯
14日㈰
20日㈯

17:00まで
17:00まで
17:00まで
17:00まで

21日㈰
27日㈯
28日㈰

17:00まで
17:30まで
17:30まで

トレーニングルームの利用は定期券がお得です！

アルバイト募集
①プール監視補助員（20名）②遊園地スタッフ（15名）③プール清掃員（４名）
期間や勤務時間など、詳しくはお問合せください。

ミラージュランド「貸切りナイト」
記念日や仲間の集い、思い出作りなど…
夜のミラージュランドをあなただけの空間に！
貸切時間：19:00～21:00
プランや料金など、詳しくはお問合せください。

2019-7
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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１日㈪、８日㈪、22日㈪、25日㈭、29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月21日㈰ 10:30～
休 館 日

22-0462

魚津市立図書館

新着図書 『日本の異国』（室橋裕和）、『育休刑事』（似鳥鶏）
『アタラクシア』（金原ひとみ）、『ナマコ天国』（本川達雄／作 こしだミカ／絵） ほか多数

話題の一冊

図書館シネマ倶楽部

『魔法がとけたあとも』

著／奥田亜希子

双葉社

日時：７月14日㈰

14:00～

作品：「種まく旅人

身体の変化やコンプレックスが原因の

夢のつぎ木」

不安やいらだち…。誰もが経験し得る日

出演：高梨

常をテーマにして、そこから見えてくる

図書館こどもなつまつり

新たな景色を描いています。

臨、斎藤

工、田中

麗奈

ほか

おはなし会やアニメの上映、紙芝居など盛りだくさんの

ふっと心が軽くなる、さわやかな短編

お祭りです！

集です。

日時：７月21日㈰

10:30～15:40

対象：小学生以下（参加無料）

魚津工業高校ものづくり教室
高校生といっしょに、地面に描かれた線をなぞって走る

とやま室内楽フェスティバル2019 ミニコンサート

ふしぎな車を作りませんか。

本のある空間に、のびやかな美しい音が流れます。若き

日時：８月６日㈫

アーティストによる弦楽器の演奏をお楽しみください。

10:00～13:00

対象：小学４～６年生（先着20名）

日時：７月28日㈰

申込方法：図書館カウンターに備付の申込用紙で、７月

場所：図書館１階閲覧室（入場無料・申込不要）

31日㈬までに申込みください。（参加無料）

10:30～11:15

出演：タレイア・クァルテット（弦楽四重奏）

開館時間

▲

▲

魚津埋没林博物館

有料エリア９:00～17:00（入館16:30）
カフェKININAL（木曜定休）10:00～17:00

無料エリア９:00～19:00
☎22-1049

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」

企画展「お天気としんきろう」

平沢のトチノキ林を歩き、沌滝と

えやすい条件は？蜃気楼のメカニズムはどこまで解明さ

夏でも冷風が吹き出す不思議な風

れてる？いろんなギモンの答えを見つけよう！

穴を訪ねます。（小雨決行）

期間：７月20日㈯～10月31日㈭

日時：７月28日㈰

場所：３階企画展示室（有料エリア内）

13:00～16:00

対象：小学生～一般
定員：20名（申込順）
参加費：500円
※小学生は保護者の同伴が必要です。
※山歩きに適した服装でご参加ください。
※沢を渡る部分があるため長靴着用をおすすめします。

蜃気楼が見えると天気が崩れるってホント？蜃気楼が見

夏休み自由研究相談室
夏休み期間中、自由研究の相談を無料で受け付けます。
学芸員の在館予定は博物館HPのカレンダーをチェック！
期間：７月25日㈭～８月31日㈯
※学芸員の都合により、在館予定の日でも不在となる場
合がありますので、来館前にご連絡ください。

※飲料水などを持参してください。

23日は「百年の蔵」上映会！
七夕メッセージコーナー
短冊に願い事を書こう！
期間：７月７日㈰～８月７日㈬
場所：木っずルーム（無料エリア内）
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米騒動ドキュメンタリー映画「百年の蔵」を上映します。
日時：７月23日㈫

17:15～

場所：ハイビジョンホール
料金：1,000円（高校生以下無料）
問合せ：映画『百年の蔵』制作委員会

☎22-1650

健康診査のご案内
持ち物：受診券、検診料金

実施日

会場

受付時間
大腸・乳房・子宮

７/４㈭
７/10㈬

ありそドーム
新川文化ホール

13:00～14:00

一般医

◆検診料金は「がん検診案内書」でご確認ください。
◆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。
◆子育て中の方が検診車に入っている間、託児を行います。（要予約）

施設がん検診

持ち物：受診券、検診料金、保険証

◆指定医療機関で検診を受けることができます。
◆がん検診案内書をご確認の上、事前に予約してから受診してください。

結核·肺がん検診
実施日

会場

持ち物：受診票、検診料金
受付時間

上中島公民館 ９:30～10:00
7/2㈫

実施日
7/17㈬

会場

受付時間

いなば小児科医院
本新町 ☎22-8888

７/21㈰

加納耳鼻咽喉科医院
吉島
☎23-1633

７/28㈰

ありそクリニック
北鬼江 ☎25-0120

８/４㈰

こうちウィメンズクリニック
吉島
☎32-3323

小杉歯科医院
朝日町荒川 ☎82-0063

７/21㈰

柚木歯科医院
入善町入膳 ☎74-0058

７/28㈰

小森歯科医院
上市町柳町☎076-472-0032

８/４㈰

吉岡歯科医院
上市町横法音寺☎076-473-0515

7/8㈪ 新川文化ホール※ ８:45～10:00

7/25㈭ 稗畠公民館

11:00～11:20

東蔵集落センター ９:30～９:50

道坂公民館

13:30～13:50

島尻第三公民館 14:20～15:00

奥東城公民館 11:10～11:30
◆40～64歳の方は肺がん検診のみ行います。
65歳以上の方は結核検診と肺がん検診を併せて行います。
◆※の会場は、特定健診・前立腺がん検診・大腸がん検診・肝炎ウイルス
検診・風しん抗体検査を受けることができます。
◆検診料金は、受診票でご確認ください。◆申込みは不要です。
持ち物：受診券、保険証、質問票、
クーポン券（風しん抗体検査対象の方）

対象：魚津市国民健康保険に加入の40歳以上の方、後期高齢者医療制度に加入の方
○集団健診（予約不要）
実施日

会場

受付時間

７/８㈪

新川文化ホール

８:45～10:00

○医療機関健診（要予約）
期間：10月31日㈭まで
場所：指定医療機関
◆特定健診に併せて前立腺がん検診、肝炎ウイルス検診、風しん抗体検査
を受けることができます。
50～74歳の男性
（集団検診料金500円、医療機関検診料金600円）
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）
40歳～47歳の男性（検査料金無料）

◆魚津市国民健康保険以外の健康保険組合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31年４月１日～令和２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。
検診希望日の１週間前までに健康センターへご連絡ください。

予防接種のご案内
４月に配布の「保健だより年間計画表」をご覧ください。
予診票、クーポン券がない方は健康センターへご相談ください。

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
※中学生以下の急病、乳幼児のケガは、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

世界肝炎デー（日本肝炎デー）
７月28日㈰
肝がんの原因の約80％は肝炎ウイル
スです。感染しているかは検査を受
けないと分かりません。一生に一度
は肝炎ウイルス検査をしましょう。
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魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

7/15(月·祝)

北山農村集落センター 10:10～10:30

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

弥忠田歯科医院
朝日町道下 ☎83-8550

上村木公民館 14:45～15:45

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

７/14㈰

坪野コミュニティセンター ９:20～９:40

風しん抗体検査

7/15(月·祝)

佐藤歯科医院
入善町入膳 ☎72-2003

13:00～14:00

肝炎ウイルス検診

沢口胃腸科クリニック
火の宮町 ☎22-1748

７/７㈰

蛇田公民館

前立腺がん検診

７/14㈰

金山谷郷土文化保存伝習館 14:20～14:50

10:45～11:15

特定健診

魚津病院
友道
☎24-7671

歯科医

出公民館

7/17㈬ 前東城公民館 10:20～10:40

７/７㈰

13:30～13:50

鹿熊公民館

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

健

子育て支援センターへ遊びに行こう

診

名称・連絡先

康

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

室

◆行事の案内などは、それぞれ魚津市子育て支援センター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
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）
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…毎週月曜日 かもめ…毎週火曜日

７月

つばめ

１日㈪

手形遊び

８日㈪

７月

かもめ

七夕かざりづくり 七夕かざりづくり

２日㈫

さかなつり

さかなつり ママカフェ（就園相談） 手作りおもちゃ

９日㈫

水遊び

16日㈫

色水遊び

22日㈪

ひばり

色水遊び

29日㈪ おやつづくり

すずめ

水遊び

さかなつり

しゃぼん玉

小学生と遊ぼう

23日㈫ ボディペイント

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 ７/３㈬、８/７㈬
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12月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ７/９㈫
受付時間 13:00～13:30
●３歳児健診
対 象 平成28年１月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ７/24㈬
受付時間 13:00～13:30

教

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

査

〈のびのび広場〉
平日 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）
身体測定や育児相談を行います
吉島1165（☎24-0415）
日時 ７/17㈬ ９:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族

母子健康手帳
健康センター

●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 ７/19㈮
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 ７/12㈮
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
実施日 ７/12㈮
受付時間 13:00～13:30
対 象 ２歳または３歳になる児
実施日 ７/18㈭
受付時間 13:00～13:30

安産マタニティヨガでりらっくす
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（妊娠中～後期で経過が順調な方）

◆児童センターの「親子教室」も引続き募集中

日時：７月16日㈫

児童センター親子教室（会員制）は3/11㈪から受付を開始していますが、

問合せ：親子ほっとステーションあいあい

定員に達するまで年間を通じて受付しています。

13:30～15:45

会場：健康センター（受付 13:15～）
（健康センター内

詳しくは広報うおづ３月号、または、各センターにお問い合わせください。

仲良くうつぶせ♡

☎24-3999）

乳幼児救急安全法講習会
お子様のけがや病気に備えて、対処法を一緒に
学びませんか

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。

児童センター
２1
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対象：乳幼児を持つ家族（先着20名）
日時：７月24日㈬
２歳
はまもと

濱元

かもめ

会場：健康センター（受付 10:00～）

６ヶ月
まみ

真実ちゃん

浜経田
23-1777

はまもと

濱元

10:15～11:30

ゆみ

結実ちゃん

つばめ

新金屋

23-5133

問合せ：子育て支援センター「のびのび」
（健康センター内

ひばり

六郎丸

23-0500

☎24-0415）

すずめ

北鬼江

23-0522

Uozu News
５

―まちの出来事―

“力”いっぱい、魚津が踊り出す。
19 第７回よっしゃ来い!!ＣＨＯＵＲＯＫＵまつり

▲最優秀グランプリ「コンテスト出ちゃったよ！」

「第７回よっしゃ来い!!CHOUROKUまつり」
が、魚津駅前通りなどで開催されました。今年
は、コンテスト部門やよさこい部門などで63チー
ムが参加し、魚津の街なかを盛り上げました。コ
ンテスト部門では、「コンテスト出ちゃったよ！
（東部中）」が最優秀グランプリに輝きました。
前日は、普段入れない夜のミラージュランドを
貸切にして、祭りの参加者を対象とした前夜祭が
開催され、遊具や屋台を楽しみました。

５

いざ出陣！
26 第28回うおづ戦国のろし祭り

５

NICE TV 開局20周年記念
22 感謝の寄附受領

松倉城入城の門広場で、28回目のうおづ戦国の

ケーブルテレビ局NICE TVは、今年11月１日を

ろし祭りが開催されました。開会セレモニーで

もって開局20周年の節目を迎えます。また、３月

は、城主と姫が入城し「出陣じゃ」のかけ声とと

末のサービス加入率が約70％に達しています。こ

もにのろしをあげました。

のことに対し、感謝の気持ちとして寄附の申し出

獅子舞や刀踊りなどの伝統芸能がステージで披

をいただきました。

露され、来場者は戦国時代の雰囲気を味わいまし

中尾哲雄 取締役会長は「20周年を迎えられた

た。戦国茶屋では旬の山菜を使ったおこわや草餅

のも、魚津市のみなさんのおかげです」と感謝を

などが販売され、歴史と自然に囲まれ、観て・食

伝え、市長は「市民のために使わせていただきま

べて・学べる一日となりました。

す」とお礼を述べました。

2019-7
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地域のイベント情報をお寄せください

６

23-1015

→

経田小学校５年生
14 タマネギ収穫で世代間交流

23-1076

FAX

６

info@city.uozu.lg.jp

日本郵便株式会社と
４ 広域包括連携協定を締結

経田小学校５年生の33人が同地区内にあるグル

日本郵便株式会社と滑川市、魚津市、黒部市、

ープホームしんきろうハウスを訪問し、タマネギ

入善町、朝日町の３市２町で広域包括連携協定を

の収穫を行いました。タマネギは昨年11月に４年

締結しました。日本郵便株式会社が複数の自治体

生だった児童が入所者と一緒に苗植えをしたもの

との包括連携協定を締結するのは全国初の事例と

で、児童は「苗の時は細かったけど、こんなに大

なります。この協定では、子育て、観光などの多

きくなってうれしい」と丸く実った新玉を持ち上

様な分野で日本郵便株式会社のネットワークを活

げて喜んでいました。

かし、各市町の連携強化を目指します。

収穫したタマネギは児童が２つずつ持ち帰り、
残りは入所者の食事などに使用されます。

村椿市長は「各市町の魅力を磨き、それぞれを結
びつける取組みをしていきたい」と述べました。

編集後記
時期らしからぬ晴天と窓を開ければさわやかな
風が吹きこむ中、編集を終えました。明日は外で
８月号の取材。天気予報は「雨」でした。（ほ）
えばた

江幡

訂正とお詫び
広報うおづ６月
号（№883）の23
頁、「市の人口」

市の人口

こうゆう

孝勇さん

（92歳・経田地区）

住民基本台帳調べ（外国人含む）

（平成31年４月末現在） 前月比 前年比

「掃除、洗濯、買い物
ほとんど一人でやっとる

において誤りがあ

男

20,402人

＋６

－53

りました。正しく

女

21,527人

－21

－194

は、右表のとおり

計

41,929人

－15

－247

いちゃ」と大変お元気な

＋53

＋171

江幡さん。若い頃は農業

です。訂正しお詫
び申し上げます。

世帯数 17,005世帯

し、今のところ体にあま
り不自由は感じとらんが

を営まれ、水稲と野菜栽培に汗を流したそうで
す。「今は息子と孫に田んぼ任せとるけど、用水

市の人口

の見回りや家庭菜園はまだやっとるし、全部ちゃ

住民基本台帳調べ（外国人含む）

任せられんちゃ」と笑われます。

（令和元年５月末現在） 前月比 前年比

男

20,380人

－22

－83

女

21,508人

－19

－206

計

41,888人

－41

－289

－10

＋155

世帯数 16,995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

時々散歩もされるとのことで、健康の秘訣を伺
うと「好き嫌いなく何でも食べることと、少しの
お酒を飲むことかね」と教えてくれました。これ
からも、ますますお元気で。

私の夢は、コックになることで
す。きっかけは、自分で作ったご
飯を家族で食べたときに、みんな
が「おいしい！」と笑顔で言っ
てくれたことです。その顔を見
たとき、もっと上手になって、
家族だけでなく世界中の人にも食べてほしいと思い
ました。そのために、ささいなことでもお手伝いし
たり、家庭科の学習に一生懸命取り組んだりしてい
きたいです。そして、食べた人みんなが笑顔になる
ような料理を作るコックを目指してがんばりたいで
す。

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

私の将来の夢は、洋服屋の店
員になることです。服がもとも
と好きで、服を販売する仕事に
つきたいと思ったのがきっかけ
です。私は、新しい服を着ると
うれしい気持ちになります。で
も、今の私は人前で話すことが苦手で、話すとはず
かしくなるので、積極的に周りの人に話しかけるよ
うにしています。
いつか、たくさんの人に新しい服を着てもらい、
たくさんの人を笑顔にしたいです。

凛音さん
柗山
６年生

りおん
まつやま
ゆずは
なかむら

柚葉さん
中村
６年生

〝魚津〟を探し
海へ山へ

さん

市内の風景写真をまとめた作品集〝美し
い魚津の風景〟が市へ寄贈されました。
「写真を市のＰＲのために自由に使ってほ
しい」と話すのが今回ご紹介する『田舎の
写真家』武隈和男さんです。
カメラをはじめたきっかけを伺うと「就
職したての頃に、何か新しい趣味を持ちた
いと思い、給料３か月分でカメラを購入し
たことがはじまり。そこからカメラとは約
年間ずっと相棒です」と当時を思い出し
ながら笑顔で答えてくれました。
休日になると、カメラを持っていろんな
場所へ出かけ、風景や人物など写真撮影に
明け暮れたそうです。日本最大級の公募展
「国展」にも数多く出展され「今まで９回
入選しましたが、初めて入選した時のこと
は今でも忘れられず、特にうれしかった」
とのこと。
現在の活動で力を入れていることを伺う
と「最近は市内のあちこちの風景を撮るこ
とです。国展に出す写真を撮影している時
は、入選を目指し神経を尖らして撮影して
いましたが、今は自由に撮影できる開放感
に楽しさを感じています。場所や時間帯を
変えながら撮っていくうちに、魚津にもた
くさんの魅力があるとあらためて気づきま
した」とうれしそうに話されます。
今後は、個展などで写真を展示する予定
で、多くの人に魚津の良さを知ってもらえ
るように、いろんな視点から〝魚津〟を撮
り続けたいと熱く語りました。これからま
すますの活躍が期待されます。

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

武隈さんから寄贈された写真集
市HPなどで活用予定です。

田舎の写真家
か ず お

和男

№884

たけくま

2019

武隈

７ 月号

40

よつば小学校

２4
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