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記念すべき第50回
じゃんとこい！魚津まつり
今年は記念すべき50回目の魚津まつりです。表紙は昭和45年の第１回目
の写真です。昔も今も変わらず、魚津の夏の夜を彩ります。

記念すべき

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。
・特別許可以外のドローン使用・飛
行は、安全上の観点から禁止して
おります。
魚津まつり実行委員会
（魚津商工会議所内） ☎22-1200

19:30

開会式

20:00

たてもん祭り
UO！JAZZ

海の駅蜃気楼

18:50‐21:50

うおづキャンドル
ロード2019

３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

中学生蝶六踊り街流し

18:30～21:30

せり込み蝶六踊り
街流し

18:00

経田七夕祭り

22ｍ通り

経田漁港

※海上花火大会は荒天の場合、５日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。
※経田七夕祭りは荒天時８日に順延、７・８日荒天の場合は中止
となります。
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駅と会場を往復
無料シャトルバス

18:00～18:30

実行委員会HP

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２日㈮ 午後７時～ 時
▼魚津駅（海側） 中央通
り（イベントホール前）
８月３日㈯ 午後４時～ 時
▼魚津駅（海側） 中央通
り（イベントホール前）、
大城眼科医院前

16:30～18:00

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

22

諏訪神社

15:00‐20:00

8/4㈰

8/7㈬

会場

魚津まつり

8/3㈯

イベント

せり込み蝶六踊り街流し
オープン参加者募集中！

8/2㈮

時間

初めての方でも当日参加、
大歓迎です。夏の思い出に、
一緒に街流しをしましょう！
出演時刻（予定）
８月４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（魚津
商工会議所内）
☎ ・１２００

日

広報うおづ

２

― クライマックスは花火とのコラボレーション ―

UO！JAZZ 2019 ８月３日㈯

15:00～20:00

＠海の駅蜃気楼（荒天時 海ブタ 魚津市港町８-１）

タイムテーブル
15:00～15:50 River Sounds Jazz Orchestra
16:10～17:20 海野俊輔Trio with CHIKO
17:40～18:40 TOKU & 小沼ようすけ
19:00～20:00 SUPER SESSION
（TOKU 小沼ようすけ 海野俊輔Trio
CHIKO and more...）

魚津の美しいサンセットとJAZZ！

美味しいフードを味わって心地よい時間を楽しもう！
埋没林博物館

飲食店出店者
お餅屋 源七、ホームキッチン、長岡酒店、トラ

花火大会開催時は午後９時まで、無料エリアを

ットリア ラ ルーチェ、インスパイア バル、うお

延長開館します。蜃気楼の丘で花火を見られ、博

づ応援隊、魚津の朝市定食、ジビエぎょうざ家、

物館駐車場⇔海の駅の通り抜けもできます。カフ

UO!UMA CLUB、魚津漁業協同組合、インディ

ェKININALも延長営業しますので、ぜひご利用く

ラ、とりキチ、亀山ベビーカステラ、３１３、M's

ださい。（時間中、駐車場の車の出入はできません）

One 、VIVA! JUICE WAGON、たこ三、REVEL、

※埋没林の展示館、映像ホール、屋上展望台は入

たからや、AINA

場できません。

たてもん祭り特別観覧席

販売中！

― みんなでつくろう あかりみち ―

8/2㈮

8/3㈯

料金

うおづキャンドルロード 2019

第１部

20:00～

20:30～

2,500円

第２部

20:40～

21:10～

2,000円

第３部

21:20～

21:50～

1,500円

８月３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

※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お越しださい。
※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、空席があれば当日も
受付けいたします。料金は現地でお支払いください。

申込み・問合せ：農林水産課水産振興係
３
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☎23-1033

問合せ：キャンドルロード実行委員会（地域協働課内）
☎23-1017

このあと、公共施設は
どうなるの？

-vol.3-

公共施設 を考える
◆公共施設の統合・集約を考えています

共施設が現在担っている機能を、将来にわたりできるかぎり維持していくためには、人口減少や財政状況を考

公

慮したうえで、統合や集約を図ることも必要になります。例えば、保育園では住吉保育園の令和２年度からの

民営化や西布施保育園の令和元年度末での廃止を行うほか、今後も小規模園については統合、その他の園については
民営化を検討していきます。また、博物館等やスポーツ施設においても、代替機能の確保に努めながら、統合・集約
を検討します。
人口あたり施設数の状況
市町村
合併

人口（人）

（出所：H27国勢調査及びH28公共施設状況調査）
保育園・

保育園・幼稚園

幼稚園数

数/１万人

児童館数

児童館数
/１万人

博物館数

博物館
/１万人

陸上競技場数

陸上競技場数
/１万人

魚津市

無

42,935

18

4.19

5

1.16

3

0.70

2

0.47

滑川市

無

32,755

12

3.66

1

0.31

1

0.31

1

0.31

黒部市

有

40,991

14

3.42

2

0.49

4

0.98

1

0.24

※人口はH27国勢調査、保育園・幼稚園数は私立を含む

津市と県内他市の公共施設などの数について比較すると、魚津市は児童館や博物館、スポーツ施設が充実した

魚

環境と言えます。

◆市民説明会を開催します
共施設の維持管理コスト縮減に関しては、今年の３月末から開催している「魚津市行財政改革推進委員会」や、

公

20代から40代の若い世代をメンバーとする「魚津２０４０会議」でもご意見をいただきながら検討を行ってきま

した。これまで検討を行ってきた財政健全化方策の内容を市民の皆様にお示しし、ご意見をいただく機会を設けるた
め、市民説明会を計２回開催します。説明会でお示しする具体案は、個別施設の存続・廃止の案や利用料の引上げ案
を含めた内容となるため、生活への影響も考えていただいたうえで、ご意見をいただければ幸いです。

【第１回】
日時：８月25日㈰

【第２回】

会場：新川文化ホール

14:00～
展示ホール

日時：８月29日㈭

19:00～

会場：ありそドーム

研修室

※いずれも、事前申込不要
【問合せ】公共施設再編推進室

☎23-1257

魚津市行革

検索

2019-8

広報うおづ

4

マドンナ

たちの

甲子園

第33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33回目となる今年は19チー
ム20大学が出場し、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

23日㈮

24日㈯

25日㈰

26日㈪

27日㈫

28日㈬

内

容

開会式
16:00～

１・２回戦

２回戦

準々決勝

準決勝

３位決定戦
決勝戦
閉会式

会

場

ありそドーム

天神山
桃山

天神山
桃山

桃山

桃山

桃山

出場大学（19チーム／20大学） ※富山国際大学と富山短期大学は合同チーム
大学名

所在地 出場回数

大学名

所在地 出場回数

園田学園女子大学

兵庫県

10

日本女子体育大学

東京都

18

愛知医療学院短期大学

愛知県

10

上智大学

東京都

30

大阪体育大学

大阪府

13

関西大学

大阪府

4

千葉商科大学

千葉県

21

富山大学

富山県

32

桜花学園大学

愛知県

16

武庫川女子大学

兵庫県

8

至学館大学

愛知県

21

大阪芸術大学

大阪府

22

富山国際大学
富山短期大学

富山県

14
26

皇學館大学

三重県

26

椙山女学園大学

愛知県

25

中京大学

愛知県

22

早稲田大学

東京都

24

日本体育大学

東京都

31

東京女子体育大学

東京都

27

年長児・小学生 求む！

野球教室参加者募集
参加大学監督・選手による野球教室を開催します。
教室後には交流事業も予定していますので、ぜひ大学
生たちと一緒に野球に挑戦してみましょう！

５

対象：年長・小学生（男女）

問合せ・申込み
全日本大学女子野球選手権大会
魚津市実行委員会 ☎23-6550
メール  w-baseball@spo-uozu.com

※前日までに申込みください

対戦表及び試合の開始時刻はこちらから

日時：８月24日㈯

16:00～18:00（受付15:30～）

会場：桃山運動公園

野球場

広報うおづ

2019-8

ミラたん健康ポイントがはじまります
８月１日㈭～12月31日㈫

期間：

ミラたん健康ポイントとは
運動や市民バスの利用などでポイントが付きます。

・市の健康教室への参加（１回で10ポイント）
・運動施設の利用（１日で５ポイント）
・自分で20分以上の運動（４日間で５ポイント）

問合せ：健康センター

24-3999

応募方法
①「わたしの健康目標」を宣言
②健康診断を受診
③ミラたん健康ポイントを集めて応募

・市民バスの乗車（４日間で５ポイント）

応募の中から抽選で素敵な記念品をプレゼント。

50ポイント集めて応募してください。

詳しくは、運動施設に設置の応募パンフレットをご

※１人３通まで応募可能です。

覧ください。

応募パンフレット・ポイントシール設置の運動施設
ありそドーム、総合体育館・室内温水プール、魚津総合公園（パークゴルフ場）、桃山運動公園、もくもくホール、スコール、
スポーツアカデミー魚津、センティア・インドア・テニススクールUOZU、Re:Body、カーブス魚津サンプラザ店、ホットヨガス
タジオ・センティア魚津スタジオ、アロマ＆ヨガ・ルブトン、ゴルフ練習場アンテロープ、いきいきゴルフ、にいかわスポーツ
ドーム、旧福祉センター百楽荘、旧経田福祉センター、地域包括支援センター（市社会福祉課内）、健康センター

ミラたん健康ポイント2019 協賛事業所

39事業所から記念品の協賛をいただきました

㈱アイザック、青山内科、㈱アンテロープ、石崎家具店、伊藤建設㈱、魚津印刷㈱、魚津交通㈱、魚津市農業協同組合、浦田ク
リニック/スコール、㈲大崎丸善、㈲大野商店、㈲尾崎商会、カーブス魚津サンプラザ店、㈱河内屋、㈱金閣自動車商会、㈱シ
キノハイテック、㈲商栄工芸、スカイホテル魚津、㈱スギノマシン、㈱関口組、㈱太陽スポーツ魚津店、太陽スポーツ販売㈱、
㈱富山銀行魚津支店、㈱富山第一銀行魚津支店、㈱新川インフォメーションセンター、にいかわ信用金庫、㈲仁右衛門家、日本
海電業㈱、㈱ハリタ冷蔵、広浜建材㈱、㈱北陸銀行魚津支店、北陸電力㈱新川支店、北陸労働金庫魚津支店、㈱本江うぇるね薬
局、㈱マツダ、㈱丸八、満天の湯、㈱山下ホーム、吉崎電設㈱

片貝地区
三ケ村花火・盆踊り大会

いさりび

第10回 魚津漁火まつり

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。
日時：８月15日㈭
花火 20:30～

海辺の風物詩“漁火”を再現します。
日時：８月31日㈯

盆踊り 21:00～

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
（澤﨑）☎090-2091-8738

14:00～21:00

会場：海の駅広場（雨天時は中止）
味自慢テント村
縁日コーナー
特別企画

魚津のＢ級グルメ大集合
ヨーヨー、おもちゃすくい

ほか

海外旅行が当たるビンゴ大会！

問合せ：忠鮮魚店（海の駅蜃気楼内）☎23-0079

2019-8
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いきいき百歳体操
１

～あなたの地区でも始めませんか？～

いきいき百歳体操ちゃ何け？

何歳になっても元気に生活するための体操で、全国で広まっています。手首や足首に重りをつけ、約30分
間、椅子に座って行います。現在市内では公民館など20か所で、約400人の方が百歳体操を行っています。

２

どんなところがイイがけ？

た

なっ
なく
れ
よ
を忘
曜日 気になる
元

生きる

力と若
さが
もらえ
ました
！

仲間ができた

楽しいオシャベリで
気分一新！

痛いところがあっても
楽しくみんなで
笑いながらできる

足がけつまずかなく
なりました
▲出前講座も行っています

３

始めるにはどうしたらいいが？

※まずはお気軽にご相談ください。

体操をする仲間を４人以上集め、次の条件が必要となります。

問合せ：地域包括支援センター（⑥番窓口）
23-1093

①週１回以上体操を継続できる場所があること
②背もたれ付の椅子、テレビ、DVDデッキをご用意できること

夏を元気に過ごしましょう
１

身体づくり

２

・こまめに水分（水やお茶）をとりましょう
・体調が悪い時は、無理せず休みましょう
・たんぱく質やエネルギーのあるものを食べましょう
・適度な活動をしましょう

熱中症予防
暮らしの知恵

・風通しの良い服装を心がけましょう
・帽子や日傘で日よけし、日陰を歩きましょう
・エアコンや扇風機を利用しましょう

！ こんな症状があるときは…
注意

７
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めまい、立ちくらみ、元気がない、筋肉のけいれん
汗がどんどん出てくる、うとうとしてくる

危険

だるい、頭痛、吐き気、おう吐

緊急事態

意識がない、呼吸が速い、手足が動かない
体温が高い、ひきつけを起こしている

2019-8

早めに受診を！

すぐに救急車を!

核兵器のおそろしさ 平和の大切さ
について考えてみませんか
ヒロシマ・ナガサキ
原爆写真ポスター展

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

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

平和の大切さへの理解を深めましょう。
期間：８月１日㈭～30日㈮

日時：８月８日㈭

会場：魚津市立図書館１階ロビー

会場：新川文化ホール

問合せ：企画政策課秘書係

☎23-1016

10:30～
小ホール

問合せ：社会福祉課福祉係（⑧番窓口）☎23-1005

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
国民健康保険及び後期高齢者医療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。

国民健康保険
受付開始日
対象者
持ち物
※

後期高齢者医療

８月１日㈭～
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

①１割負担の加入者で住民税非課税世帯の方
②３割負担の加入者で課税所得が145～689万円の方

保険証・印鑑・マイナンバーカード（マイナンバー通知カード）

後期高齢者医療の限度額適用認定証を以前に申請し、昨年度と負担割合が変わらなかった方は普通郵便で広
域連合から郵送されます。３割負担で申請がまだの方、入院などで新規に必要になった方は、市民課医療保
険係までお問い合わせください。
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防災対策について
自然災害に備えて
８月と９月は、台風などにより自然災害が発生し
やすい季節です。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。

Jアラート

全国一斉情報伝達試験

地震や津波、武力攻撃などの緊急時に、情報を確
実に皆さまへ伝えるため、全国一斉情報伝達試験を
実施します。市内の防災行政無線及び防災ラジオか
ら、次のとおり放送されますのでご確認ください。
【放送内容】
①上りチャイム
②「これは、Jアラートのテストです」×３回
③下りチャイム
日時：８月28日㈬

11:00～

☑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

北陸電力「災害・停電等情報」公式Twitter
災害発生時の注意喚起や町域単位での停電戸数、
復旧見込時間が確認できる北陸電力HP「停電情
報」へのリンクが案内されています。災害時に備え
てフォローしておくと便利です。

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。

フォローはこちらから

防災ハザードマップ一覧（市のHP）

問合せ：北陸電力株式会社 地域広報部
☎076-441-2511（代表）
［受付時間］平日９:00～17:00

問合せ：総務課防災係

23-1078

Twitter

消防からのお知らせ
普通救命講習会

第23回魚津市消防団消防操法大会

応急手当の目的・必要性のほか、基本的心肺蘇
生法（人工呼吸・胸骨圧迫）やＡＥＤ（自動体外
式除細動器）の使用方法及び止血法、異物除去法
を学びます。

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：９月８日㈰

日時：８月25日㈰

９:00～12:00

場所：魚津消防署
申込期限：９月６日㈮（受講定員20名）

第２回危険物取扱者試験
試験日：10月26日㈯
会場：ありそドーム
種別：甲種・丙種、乙種全類
受付期間：８月22日㈭～９月２日㈪
問合せ：魚津消防署

９
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☎24-7980

12:00開始

会場：魚津市消防合同庁舎

駐車場

令和２年１月12日㈰開催

市の
ご応 HPから
も
募で
きま
す！

成人式実行委員会
メンバー募集
成人式を企画・運営する実行委員会のメンバーを募
集します。お友達と誘い合ってご参加ください。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：①令和２年度成人となる方
（平成11年４月２日～平成12年４月1日生）
②20代の方
申込締切：９月20日㈮

成人式の広告主募集
新成人へ送付する案内状の「封筒」に掲載する広告
を募集します。詳しくは市HPをご覧ください。
発行枚数：400枚程度
発行日： 10月上旬
掲載面： 封筒表面（縦45mm×横70mm）
掲載金額：１枠10,000円
申込締切：８月30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

小中学校で働く臨時職員を募集します
放課後学習サポーター

学校司書

募集人数：若干名

募集人数：１名

応募資格：大学・短期大学等で教職課程を履修又は修了

応募資格：司書または司書補資格を持ち、令和元年９月

している方

から少なくとも半年は、週15～20時間程度勤務可能な方

勤務内容：中学生の学習支援（中学生が自習している際

勤務内容：図書の管理、学習支援（授業に関する図書の

の質問に答えるもの）

提供など）、児童の読書推進活動（読み聞かせなど）

勤務場所：西部中学校・東部中学校

勤務場所：市内小学校（特定の１校になります）

勤 務 日：毎週水・木曜日のおおむね15:30～17:30

賃

（１校あたり、２学期８回程度、３学期４回程度）
※来年度以降の実施は
未定です。
賃

金：時給1,500円

金：時給950円

申込方法：履歴書を学校教育課へ提出してください。
申込みは随時受け付けます。
申込締切：８月23日㈮
申込み・問合せ：学校教育課（第一分庁舎）
☎23-1044

2019-8

広報うおづ

10

く ら し
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。
※大町・経田常設資源物ステ
ーションは 日㈰、 日㈪も
休業します。

後期高齢者医療保険料
通知書の誤りについて

１･００９

特別障害者手当等の申請
について
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

教育総務課総務係
（第一分庁舎）

１･０４３

小中学校・大町幼稚園
うら盆期間中の完全閉庁

「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
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 富山市千歳町一丁目
６番 号 河口ビル 階
●開設時間 午前９時～午後
５時（土・日・祝日除く）

０７６ ４･３１ ３･７３０

社会福祉課福祉係
（⑧番窓口） １･００５
精神（知的を含む）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。
●支給額
特別障害者手当（ 歳以上）
▼月額２７，２００円
障害児福祉手当（ 歳未満）
▼月額１４，７９０円

野外焼却の禁止
環境安全課環境政策係
（⑫番窓口） １･００４
ごみの野外焼却は法律によ
り、禁止されています。例外

☎076-441-0432

※労働者、事業主を問わず相談可能

税務課住民税係
（⑭番窓口）
平成 年度後期高齢者医療
保険料通知書（特別徴収及び口
座振替者用）の内容に誤りがあ
りました。次のとおり訂正す
るとともに深くお詫び申し上
げます。
「◎ 年 金 か ら の徴 収 の方 でも、口
座振替に変更ができます」の文中
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富山県社会保険労務士会

市役所３階第４会議室

15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）

１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

20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

17日㈯

☎22-0318

魚津神経サナトリウム

※50人未満の事業場対象

10時～12時

魚津地域産業保健センター

10日㈯

心の健康相談（要予約）

☎23-1093

市役所１階福祉相談室

認知症相談（要予約）

☎076-431-9332

サンフォルテ 研修室307

魚津市地域包括支援センター

20日㈫ 14時～16時

※ケアマネジャーの同伴可

18

教職員の「働き方改革」の
一環として、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
活動も行いません。
●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

市役所１階市民相談室

☎22-0461
２日㈮ 13時半～16時

富山県司法書士会事務局

富山県民共生センター

10時～16時

18日㈰

相続相談（要予約）

14

市民課市民係

☎23-1003

８日㈭・15日㈭ 13時～16時

行政相談

富山地方法務局魚津支局

人権相談

16

23

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。

15

予約・問合せ
会場
日時
相談会

12

2

23

13

11

（誤）滑川市税務課
（正）魚津市税務課

23 23

23

11

23

20

20

23

16

31

―８月の無料相談会日程―

▼善意銀行へ

3,000円

住吉

100,000円

（社会福祉協議会）22-8388

寄付者

（故）紙尾 賢一

住所

金額等

魚津保育園職員一同

本町

8,000円

伊藤 三津夫

仏田

紙オムツ３袋

中田 大海

相木

衣類19点

▼魚津市安全安心まちづくり基金
寄付者

匿名

住所

―

金額等

30,000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㈭～30日㈮
所得状況届…８月９日㈮～９月11日㈬
問

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

29

24

info

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

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。
オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
日時：８月１日㈭ 10:00～15:00
利用料：300円
介護家族の集い

  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、毎年２月と８月は
「北方領土返還運動全国強調月間」です。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。
問

日時：８月20日㈫ 13:30～16:00

出張ハローワーク！
ひとり親全力サポート

10,000円

24

ハローワーク魚津

60,000円

富山市

31

 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㈭
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。

火の宮町

富山県移動商業組合

10

宮津霊園からのお知らせ

六郎丸

（故）吉﨑 むつ子

100,000円

23

都市計画課計画公園係

健康友の会 沖田 崇寛

金額等

20

●納付期限 ９月２日㈪
※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。

住所

10 12

魚津市障害者体育大会

▼社会福祉基金へ
東尾崎

魚津市障害者連合会
（石田） ４･６７０

第２期
第２期
第２期
第２期

ご寄付ありがとうございました
寄付者

 １･０３０
無縁塔法要
●日時 ８月 日㈫
午後１時半～
●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。

９月２日㈪

（故）佐々木 寛

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

17

期限：

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

●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。

市税等納期限のご案内

  農林水産課水産振興係

☎23-1033
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近年、農業用水路などへの
転落事故が多数発生していま
す。特に、降雨後は足場が滑
りやすく、流量も多いので危
険です。農業用水路付近を通
行する際には十分注意してく
ださい。

農林水産課農林整備係
 １･０３７

農業用水路への
転落事故防止について

【 ＷＥＢクリエーター科】
●対象 ハローワークで求職
中の方など
●訓練期間 ９月 日㈪～
令和２年２月 日㈮
●場所 ㈱スキル
●応募締切 ８月 日㈭
●受講料 無料
※テキスト代等別途

ポリテクセンター富山
０７６６ ･ ６･９００

求職者支援訓練 受 講 者 募 集

毛虫の防除について

環境安全課環境政策係
（⑫番窓口） １･００４

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報
都市計画課建築住宅係
 １･０３１
市営住宅
▼川の瀬団地…２戸（４階）
▼六郎丸団地…１戸（４階）
▼道下団地…２戸（４階）
▼天王団地…１戸（３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 … ４ 戸 （ ２ 階 ・ ３
階・４階）

▼上野方団地…１戸（１階）
※３Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 １ 台 分 つ
き、家賃６万２千円
●申込期間 ８月１日㈭～
８月 日㈮

生涯学習教室 特別講座
口笛カラオケ♪教室
生涯学習・スポーツ課
１･０４５

野中 健
  二さん
名（申込順）
８月 日㈪

県立の職業能力開発校で
す。２年制の普通課程では、
自動車整備科、メカトロニク
ス科、電子情報科の学生を募
集します。
●推薦選考日
月 日㈮
●一般選考日
月 日㈮

富山県技術専門学院
０７６ ４･５１ ８･８４０

富山県技術専門学院
令和２年度学生募集

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㈮

（一社）富山県発明協会
０７６６ ･ １･１５０

『発明とくふう展』
作品募集

13 18

27

20

（第一分庁舎）

口笛を吹けない人も、歌う
のが苦手な人もマイク片手に
楽しみながら上達できます。
市内在住、在勤の方であれば
どなたでも参加できます。
●日時 ８月 日㈫
午後２時～３時半
●会場 新川学びの森交流館
●講師
●定員
●締切

屋外広告物講習会
富山県建築住宅課

12 10

問

受験資格
【警察官Ａ】（大学卒）昭和59年４月２日以降に生まれた者
で、大学（短期大学を除く）を卒業した者又は令和２年３月
までに卒業見込みの者
【警察官Ｂ】（大学卒以外）昭和59年４月２日から平成14年
４月１日までに生まれた者
【警察事務】（初級）平成10年４月２日から14年４月１日ま
でに生まれた者
願書受付期間
８月７日㈬～８月28日㈬
第一次試験実施日
【警察官】９月22日㈰
【警察事務】９月29日㈰
※詳しくは魚津警察署又はお近くの
交番・駐在所にお尋ねください。

30

０７６ ４･４４ ３･３５５
屋外広告物の表示や設置に
ついて知識を修得できます。
●日時 ８月 日㈪
午前９時半～午後４時半
●会場 富山県民会館
７０１号室
●受講手数料 ３千円（富山
県収入証紙により納付）

2019-8
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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
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。近隣に被害が及
ぶ前に、早期駆除をお願いし
ます。

募 集

※いず れ も ３ Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 ２
台分つき、家賃６万円

富山県警察官・警察事務職員
採用試験

23

28

30

29

23

20

19

19

☎24-0110

魚津警察署警務課

15

28

23

23

▼ 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㈪

８月の歩こう会

※入場整理券が必要になりま
す。必要な方はお問い合わせ
ください。

女と男のパートナー会議

地域協働課市民交流係
 １･１３１

問

14
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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）
 ４･００１

HP

「人生 年時代 特別講
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

３･９４６

☎23-1034

農林水産課農産振興係

 時休業：銀座ワイワイ市…14日㈬・16日㈮、上口マルシェ…16日㈮
臨
経田漁港わいわい市…14日㈬・28日㈬、山の駅もくもく野菜市…10日㈯
※この他にも臨時休業する場合がありますが、ご了承ください。

うおづ歩こう会
（地﨑）

落語でお腹の底から笑って
ください！お笑いの中に、男
女共同参画についてふと考え
る瞬間があるかも。
●日時 ８月 日㈰
午後１時半～
●会場 あさひコミュニティ
ホール アゼリア
●ゲスト 三遊亭 良楽
（富山県出身）

福祉・介護の仕事相談

（電鉄魚津駅前）

をご覧ください。
●申込締切 ９月６日㈮
しんきろうロードを経由し
て経田漁港、石田浜方面へ歩
きます。帰りは、体力に応じ
て、地鉄経田駅または石田駅
から帰ります。
●日時 ８月 日㈰
午前７時 魚津市役所集合

富山県健康・福祉人材センター
０７６ ４･３２ ６･１５６

10時～15時

催 し 物
２０１９桃山チャレンジ
参加者募集
魚津桃山運動公園
 ０･０７７

認証 周年記念 公 開 講 演 会
「キトキト寄り道 番勝負」

バザール

2

国際ソロプチミスト富山 東０９０ ３
･２９５ ８･０６３

ハローワーク魚 津 内 に「福 祉 ・
介 護 のお仕 事 相 談 コーナー」を
開 設 し、キャリア支 援 専 門 員 が
無料で相談を受けます。
●日時 毎月第１・３水曜日
（祝日の場合は変更）
午前９時半～午後３時半
●会場 ハローワーク魚津

Denでんパーク

400

室井滋さんによる講演会を
開催します。司会・進行は鍋
田恭子さんです。
●日時 ９月７日㈯
午後１時半（開演）
●会場 新川文化ホール

毎月第３㈰

☎090-1312-3664

蜃気楼

実行委員会（村上）

８時半～

蜃気楼バザール

もくもく野菜市

☎22-0909

もくもくホール

魚津漁協経田支所

【ホームページアドレス】
https://www.uozu-kanko.jp/
basic/summer-fruits.html

毎週㈯・㈰

もくもくホール

山の駅

☎33-9880

駐車場内

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

13時40分～14時半

経田漁港

毎週㈬ 10時半～

経田漁港

☎22-8388

魚津の夏果樹（梨・ぶどう・桃）を
紹介したHPを公開しています。直売所
のマップも公開していますので、この
機会にぜひ足を運んでみてはいかがで
しょうか。

社会福祉協議会

上町１区会館

毎週㈮

上口マルシェ

毎週㈮ 15時～

銀座通り商店街 （島澤） ☎33-9413
毎週㈬ 10時半～

銀座ワイワイ市

☎22-1200
６時半～９時半

魚津の朝市実行委員会

海の駅蜃気楼
毎月第２･第４㈰

魚津の朝市

魚津の夏果樹園ガイド
問合せ
会場
開催日時

―
地場産品の販売情報
―

23

200

19

24
10

25

400

18

22

22

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８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
100

30

100

15

▼ Ｍ （未 就 学 児 ）、 Ｍ 、
１０００Ｍ（小学生～一般）
30

環境安全課からのお知らせ
SKY BUSに乗ってみませんか？
360°の大パノラマで魚津市内をグルッと周遊！

市民バス郊外ルートの運休
８月12日（月・振）は山の日の振替休日となりますの

１周30分で予約不要です。

で、市民バスの郊外ルート（上野方、松倉、坪野、中

期間：８月２日㈮まで

島、天神、経田－道下、片貝）は運休いたします。

出発時間：10:00 11:00 13:00 14:00 15:00

お盆の期間も通常運行します

運賃：大人800円 小人400円
※乗車時にお支払いください

８月13日㈫から15日㈭も、市民バスは通常どおり

コース：魚津水族館 → しんきろうロード → 北鬼江跨

運行します。お墓参りなど、お出かけの際は、ぜひ

線橋 → 魚津市役所 → しんきろうロード → 魚津水族館

市民バスをご利用ください。
問

※途中下車はできません

環境安全課生活交通係（⑫番窓口）23-1380

乗り場：魚津水族館
「貸切バス駐車場」

ク ー ル

チ ョ イ ス

COOL CHICE
問

賢い選択でエコに
富山地鉄テレホンセンター

076-432-3456

夏を乗り切ろう！

学びの森音楽祭2019 サマーセミナー（８月９日～18日）

講師による特別なコンサート
演奏家として、また指導者として第一線で活躍中の名手たちによ
る感動の演奏をお楽しみください。
ミュージック・ランチスペシャル ガラコンサート
～名手たちによる名曲の煌めき～
日時：８月12日（月・振） 15:00開演（開場14:30～）
会場：新川文化ホール 大ホール
入場料：1,000円（ミラージュホールクルーは500円、高校生以下無料）
出演：田村真寛（サクソフォン）、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）
マスターズコンサート
日時：８月16日㈮ 19:00開演（開場18:30～）
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）、鈴
木由紀子・大野由加・廣瀬鏡絵（ピアノ）
問合せ：新川学びの森天神山交流館

15
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☎31-7001

夏まつりの開催情報

イベント
EVENT

上村木七夕祭・かみのがたふれあい夏まつり

【上村木七夕祭】
毎年恒例の伝統行事、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、竹を持参のうえご参加ください。
日時：８月６日㈫・７日㈬

いずれも19:30～

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 22-3433

イベント

山の駅もくもく

EVENT

夏野菜祭り

毎週土日に行われている朝市「山の駅もくもく野菜
市」が、夏野菜祭りとして開催されます。新鮮で美味
しい地場産夏野菜や、大特価の盆花をぜひお買い求め
ください。
日時：８月11日㈰  ８:30～12:00
会場：もくもくホール
※1,000円以上お買い上げの方先着50名に、豪華景品が
もらえる抽選会を開催。
問合せ：もくもくホール ☎22-0909

【かみのがたふれあい夏まつり】
Ｋ（かみのがた）級グルメに、大好評の桃山クロー
バーＺによるお菓子まきや多彩なステージでお迎えし
ます。また、恒例の地区対抗企画や盆踊りなど、盛り
だくさんの企画ですので、ぜひお越しください。
日時：８月24日㈯  17:30～
会場：上野方公民館駐車場
※雨天時 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

募

グリーンカーテン

コンテスト応募受付中

今年の春以降に市内に設置したグリーンカーテンを
対象にコンテストを実施します。応募者全員に記念品
をプレゼントしますので、ぜひお申し込みください。
応募部門：①家庭、②店舗・事業所
③学校・保育施設・幼稚園
応募締切：９月12日㈭ 必着
※応募用紙は環境安全課の窓口のほか、市のHPからも
取得できます。
申込み・問合せ：環境安全課環境政策係
☎23-1004 メール kankyoanzen@city.uozu.lg.jp
2019-8
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魚津市の花

イベント
EVENT

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、市役所前や魚津駅前など市内

イベント
EVENT

めざせ☆ホールインワン！

親子でパークゴルフ

パークの日にコースを周り、親子でパークゴルフの
面白さを体験しよう！ニアピンコースでニアピン賞の

各所にプランターを設置します。ぜひご覧ください。

景品獲得にも挑戦。

球根をプレゼント

日時：８月９日㈮

展示終了後、球根を無料でお配りします。（申込制）
申込締切日：８月７日㈬
※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：農林水産課農産振興係 ☎23-1034

info

雨の日や真夏日でも安心
あ り そ

キ ッ ズ

ベ ー ス

Ariso Kids Base オープン

ありそドーム１階のキッズスペースが Ariso Kids
Base としてリニューアルオープンしました。これま
でより約16㎡広くなり、空調設備を効率よく使うため
にアクリル製の間仕切りも設置されました。また、新
たに図書コーナーや展示スペースも設けられました。
魚津市体育協会が運営する「うおづスポラ」の設立
15周年記念事業による改修で、施設の利用促進とスポ
ーツ振興への高い効果が期待されます。今後、体操教
室なども定期的に開かれる予定で、さらに、利用者か
らの意見を集め、遊具の導入も検討しています。
17
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12:00～15:00

会場：早月川パークゴルフ場（Cコース）
対象：小学生の親子（お孫さんでも可）
参加費：無料
定員：先着30組（１組４名まで）
問合せ：ミラージュハウス ☎24-6999

イベント

魚津市からもブース出展

EVENT

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、まちなかを彩ります。高校
生を中心に取り組む「絆プロジェクト」では１万個も
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!!」で会場を盛り上げます。
日時：８月11日㈰ 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

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

市民のためのクラシック講座 合唱の楽しみ方
～歌う、響く、調和するハーモニーの魅力
名曲から紐解く“音楽する”歓び～

夏の発光実験「マツカサウオの光を見よう！」

「ヒデさんの合唱塾」の講師陣に

なショーのあとにお見せします。

よる合唱の楽しみ方をユーモアあ

期間：８月10日㈯～15日㈭

ふれるお話とともにお送りしま

時間：10:30～、11:40～、13:10～、14:40～、15:40～

す。講師と塾受講生のミニコンサ

「泳げ！ぼくらがかいたさかな！」開催中

ートもお楽しみいただけます。

あなたが描いた生き物を富山湾大水槽で泳がせましょう！

魚津水族館が世界で初めて発見し
たマツカサウオの発光を、おさか

期間：８月20日㈫まで

日時：８月15日㈭
秀幸

14:00開演（13:30開場）
場所：桜ホール

10:00～、13:30～（200円／回）

「イクメンのさかな」開催中
オスが卵を守り子を産む姿から、シーポニー（タツノオ

入場料：500円（定員100名・全席自由）※予約制

トシゴの仲間）を「イクメンのさかな」として紹介！

出演：

期間：９月１日㈰まで

秀幸（声楽家・合唱指揮者）、大森智子（ソプ

ラノ歌手）、大野由加（ピアノ・ナビゲーター）

「おばけ展～うおスリラー～」開催中

※詳しくはコンサートチラシまたは学びの森ホームペー

スリル満点のいきものたちを紹介します。
期間：９月23日（月・祝）まで

ジをご覧ください。

「ゴマトーーク」開催中

開館・営業時間のお知らせ

給餌中に飼育員がアザラシの生態を楽しく説明します。

８月は、29日㈭の休館日を除き開館します。

期間：11月30日㈯までの土曜日・日曜日・祝日

ただし、25日㈰は17時までの開館となります。

時間：10:50～、14:20～
＼ 市内の中学生以下は入館無料 ／
受付で必要事項を記入すると入館料が無料となります。

夏季合宿利用などで練習室が大変混み合いますので、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

（入館16:30）

（月曜休館）

入館無料
☎31-7045

博物館探検と火おこし体験

ミラージュランド
９:00～17:00（遊具運転時間）

（17:30閉園）

入場無料
☎24-6999

サマーナイトゆうえんち

普段は見ることができない収蔵庫など博物館の裏側を見
学できます。収蔵品の土器や石器を実際に手に取り、感
触を体験してみよう。見学後には、火おこしに挑戦！
日時：８月24日㈯

９:30～11:30

対象：小学生以上（低学年の方は保護者同伴）
定員：15名程度（無料）

夜の遊園地を３日間限定で開放！キッチンカーや美味し

申込み：歴史民俗博物館まで

いビールなどフードやドリンクも充実！夏夜の遊園地で
思いっきり遊ぼう～♪
日時：８月10日㈯～12日（月・振） 18:00～21:00
料金：３才以上１人2,000円（アトラクション11機種フリーパス）

ありそドーム
８:30～21:30

（火曜休館）

※通常ののりもの券も販売します。

☎23-9800

ミラクルアイドルフェスタ
県内外で活躍するアイドルグループが大集合！

ランニングコースが使用できない日（７月13日現在）
８月３日㈯
４日㈰
10日㈯
11日㈰
12日（月・振）
15日㈭

17:30まで
17:30まで
17:30まで
17:00まで
17:00まで
終日

16日㈮
17日㈯
18日㈰
23日㈮
25日㈰
31日㈯

終日
終日
18:30まで
終日
終日
16:00まで

日時：９月１日㈰

11:00～17:00

場所：芝生広場及びステージ
料金：無料（一部エリア有料 1,000円/人）

ミラージュプールお客様感謝デー
日時：９月１日㈰

９:00～16:30

料金：高校生以上300円、小中学生100円、幼児無料
※遊園地遊具は通常料金となります。
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＜絵本の読み聞かせ＞
おはなしを楽しむ会
８月３日㈯、17日㈯、24日㈯、31日㈯ 10:30～
ひまわりの会
８月18日㈰ 10:30～

休 館 日

22-0462

８月５日㈪、19日㈪、22日㈭、26日㈪

魚津市立図書館

開館時間

９:00～21:00

※土・日・祝は17:00まで

新着図書 『メモの魔力』（前田裕二）、『黄色い実 紅雲町珈琲屋こよみ』（吉永南央）
『サリエルの命題』（楡周平）、『トクベツな日』（白矢三恵／作 スカイエマ／絵） ほか多数

話題の一冊

『本にまつわる世界のことば』

著／温又柔ほか
絵／長崎訓子

創元社

図書館シネマ倶楽部

フランス語では「本の虫」のこ

廃部寸前だった沖縄水産高校野球部を再建し、1990年と

とを「図書館のネズミ」とい

1991年の全国高等学校野球選手権大会で２年連続準優勝

う。そんな、世界中に存在する

に導いた監督の実話を基にした感動のドラマです。

本にまつわる言葉を、人気作家

日時：８月11日㈰

や翻訳家によるショートストー

作品：沖縄を変えた男（120分）

リー、エッセイとともに紹介す

出演：ゴリ（ガレッジセール）

るユニークな一冊です。

週末シネマ倶楽部

韓国おりがみ教室

日時：毎週金曜日

日時：８月21日㈬

場所：２階視聴覚室

10:00～

場所：２階視聴覚室

14:00～
ほか

作品：８月２日

18:30～
嵐が丘（105分）

参加費：1,000円（材料費）

８月９日

カサブランカ（102分）

対象：５歳～一般（小学生以下は保護者同伴）

８月16日

ゾラの生涯（116分）

定員：40名（申込不要）

８月23日

ブロードウェイ・メロディ（100分）

講師：慎

８月30日

ローマの休日（118分）

仙姫（シン・ソンヒ）先生

開館時間

魚津埋没林博物館

無料エリア９:00～19:00
有料エリア９:00～17:00（入館16:30）
カフェKININAL（木曜定休 ※8/15は営業）10:00～17:00 ☎22-1049

木になる愉快なサロン
木のぬくもりに触れながら、こどもと一緒におはなし劇

まいはくカフェ
「できる！作ろう！科学マジック」

や遊びを楽しみませんか？

今回は富山国際大学生（8/25）と新川みどり野高校生

日時：８月31日㈯

（8/31）による科学の話題をお届けします。

10:00～11:00

場所：木っずルーム（無料エリア内）
対象：乳幼児とその保護者（申込不要・参加無料）

11:00～12:00

８月31日㈯

10:00～11:00

場所：エントランス

問合せ：ボランティア『愉快なばぁば』

料金：200円（KININAL ソフトクリーム付）

（河村）☎090-5685-7276

魚津漁火まつり連携企画
「埋没林博物館de探検ナイトミュージアム」

夏休み自由研究相談室

漁火まつりの夜限定！普段と違う博物館を探検しよう！

学芸員の在館予定は博物館HPのカレンダーをチェック！

日時：８月31日㈯

期間：８月31日㈯まで

17:00～21:00

内容：イルミネーションの丘、夜の博物館探検
料金：高校生以上
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日時：８月25日㈰

200円、中学生以下

他

無料

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。

※映像ホールでの上映はありません。また、天候により

企画展「お天気としんきろう」開催中

イルミネーション等を中止する場合があります。

期間：10月31日㈭まで

「記念物100年」展

場所：３階企画展示室（有料エリア内）

“記念物”って何？国の記念物保護制度が始まって100

絵が飛び出る！？“３Dアートコーナー”が登場！

周年！記念物をもっとよく知ろう！

ある場所から絵を見ると・・・館内にふしぎな撮影スポ

期間：８月１日㈭～９月30日㈪（無料エリア内）

ットが出現！どこにあるかは、見てのお楽しみ！
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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

９/８㈰

ありそドーム

８:15～９:30

◆検診料金は「がん検診案内書」でご確認ください。
◆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

一般医

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。

８/12(月·振)
８/14㈬
８/15㈭

◆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

持ち物：受診票、検診料金

８/26㈪

受付時間

８/18㈰

魚津市医師会館

９:30～11:30

８/25㈰

常徳寺

13:30～15:00

本江公民館

９:30～11:30

大町公民館

13:30～15:30

ありそドーム

８:30～10:00

９/２㈪
９/８㈰

８/16㈮

会場

実施日

こうちウィメンズクリニック
☎32-3323
扇谷医院
友道
☎24-1355
鈴木産婦人科医院
双葉町 ☎24-8820
吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825
平野クリニック
本江
☎23-5230
大﨑クリニック
寿町
☎23-1001
羽田内科医院
新金屋 ☎22-0642
平井整形外科医院
末広町 ☎22-0888
深川病院
東尾崎 ☎31-6200

８/４㈰ 吉島
８/11㈰

◆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。

９/１㈰

歯科医
吉岡歯科医院

８/４㈰ 上市町横法音寺 ☎076-473-0515

◆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。
◆検診料金は、受診票でご確認ください。申込みは不要です。

加藤歯科医院

８/11㈰ 上市町法音寺 ☎076-473-1182

◆太枠の会場は、特定健診と大腸・乳・子宮がん検診も併せて行います。

川口歯科医院
８/12(月·振) 立山町前沢新町 ☎076-464-1166

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）

８/14㈬ 立山町前沢 ☎076-463-6480

特定健診

歯科Myクリニック

８/16㈮ 立山町草野 ☎076-463-0269

マキノ歯科医院

実施日

会場

受付時間

同日実施がん検診

９/８㈰

ありそドーム

８:30～10:00

肺・大腸・乳・子宮

○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。

風しん抗体検査

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
魚津市では、学校での集団接種は無く、すべて医療機関で実施します。
母子健康手帳を確認し、夏休みの期間中に予防接種を済ませましょう。
※市外の医療機関で接種したい場合は、健康センターへご相談ください。

医療法人社団佐伯歯科医院

８/18㈰ 上市町法音寺 ☎076-472-0330
山本歯科医院

８/25㈰ 上市町西中町 ☎076-472-0117
幾島歯科医院

９/１㈰ 立山町前沢 ☎076-463-1900

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
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魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

後期高齢者医療制度に加入の方
○集団健診（予約不要）

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

８/15㈭ 立山町宮路 ☎076-483-1118

肝炎ウイルス検診

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

岩峅歯科医院

対象：魚津市国民健康保険に加入の40歳以上の方

前立腺がん検診

み ん な の 保 健 室

集団がん検診

休日当番医
（診療時間9:00～17:00）

子育

―育児のお役立ち情報―

て

母 子 保 健
持ち物
会 場

インフォメーション

子育て支援センターへ遊びに行こう

康

名称・連絡先

健

お子様とご家族が、楽しく過ごせる場所を提供しています。また、専門
アドバイザーが育児相談に応じます。

開所時間等

診
査

〈のびのび広場〉
平日 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 ８/21㈬ ９:30～11:00
対象 生後６か月までの赤ちゃんとその家族

教

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）

つばめ

ひばり

すずめ

かもめ

（新金屋）

（六郎丸）

（北鬼江）

（浜経田）

☎23-5133

☎23-0500

☎23-0522

☎23-1777

スライム

ボウリング

小学生と遊ぼう

科

19日㈪

つばめ、ひばり、すずめ…毎週月曜日

学びの森音楽祭（場所：すずめ児童センター）

26日㈪ 小学生と遊ぼう

読み聞かせライブ
（場所：加積公民館）

ひろばは

水遊び

歯

５日㈪

●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 ８/30㈮
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 ８/23㈮
受付時間 10:00～10:25

親子で児童センターの「ひろば」へ参加しませんか？

８月

●１歳６か月児健診
対 象 平成30年１月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ８/６㈫
受付時間 13:00～13:30

室

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ

開催日

●４か月児健診 股関節脱臼検診
対 象 満４か月児
実施日 ８/７㈬、９/４㈬
受付時間 第１子
12:45～13:00
第２子以降 13:00～13:15

●３歳児健診
対 象 平成28年２月生まれの児
※事前に案内を送ります
実施日 ８/28㈬
受付時間 13:00～13:30

子育て支援センター「にこにこ」 〈にこにこ広場〉
平日 ９:00～12:00、13:00～15:00
（かづみ認定こども園内）
※お盆期間８/13㈫～16㈮はお休みです。
吉島132（☎23-2225）
◆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。

母子健康手帳
健康センター

お休み

●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 ８/23㈮
受付時間 13:00～13:30
対 象 ２歳または３歳になる児
実施日 ８/29㈭
受付時間 13:00～13:30

◆児童センターの「親子教室」も引続き募集中

健康相談会

つばめ・ひばり・すずめ児童センターでは、親子教室（会員制）を引き続
き募集しています。定員に達するまで年間を通じて受付しています。詳し
くは、各児童センターまでお問合せください。

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という方のための

おおきくなったよ！ ずりばいがブームです！

相談会です。
日時：毎週月曜日

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。
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９:00～11:00、13:00～16:00

毎週火曜日

９:00～11:00

毎週金曜日

13:00～16:00

（相談時間は30分～１時間程度です）
会場：健康センター

金和

申込み：前日までにお申込みください。

９ヶ月

２歳
かなわ

ひろと

大羽くん

むらやま

村山

あおと

碧仁ちゃん

参加無料、ミラたん健康ポイント10ポイント進呈

Uozu News
ゲーム産業の活性化を目指して
29・30 ＵＯＺＵゲームハッカソン 夏の陣

６

７

―まちの出来事―

防犯連絡所・こども110番の家
９ 委嘱状交付式

オリジナルのゲームを開発する１泊２日の合宿

市防犯協会では地域の安全や子どもが安心でき

型イベント「ＵＯＺＵゲームハッカソン  夏の陣」

る通学路の確保に向けて、防犯連絡所とこども110

が片貝公民館で開催されました。参加者42人が11

番の家を設置しています。今年度、新たに設置さ

チームに分かれ、実際のゲーム会社からの仮想の

れる防犯連絡所85カ所、こども110番の家11カ所に

依頼を題材に、ゲーム開発に取組みました。30日

委嘱状が手渡され、市内の連絡所は計269カ所、

は、各チームが開発したゲームを発表しました。

110番の家は503カ所となりました。

参加者は「ゲーム開発は今回が初めて。難しさ

村椿市長は「市の犯罪は減少傾向ですが、全国

も感じたが、勉強になったことも多く、ゲーム開

的にはまだまだ多い。地域全体で防犯や子どもた

発への意欲が刺激された」と話していました。

ちの安全確保に努めたい」とあいさつしました。

７

ＪＩＣＡ北陸 青年海外協力隊
11 カメルーンへ派遣前に訪問

７

藤井友里子選手と
13 ボッチャ交流体験会

魚津市在住の関口宗磨さんが、青年海外協力隊

ボッチャ競技の普及と東京2020オリパラを盛り上

として２年間、カメルーンへ派遣されることとな

げるために、魚津市と富山トヨタ自動車魚津店が連

り、市長を表敬訪問されました。３ヶ月間の語学

携してボッチャ体験交流会を行いました。

や文化などの研修を終え、現地では小学校教育に
携わります。

リオデジャネイロ・パラリンピックボッチャ競技
団体銀メダリストの藤井友里子選手が来店し「ボッ

「おもしろい教員に将来なりたい」と話す関口

チャを知り、楽しんでほしいです」とあいさつしま

さんは、海外での知識や新しい経験を得たいとい

した。小学生から大人まで幅広い年代が参加し、競

う思いで青年海外協力隊に志願し、今回の派遣に

技のルールやコツの説明を聞いたあと、実際にボッ

つながりました。

チャ競技を体験し交流しました。

2019-8
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地域のイベント情報をお寄せください

６

27

７

５

７

→

23-1015

FAX

23-1076

info@city.uozu.lg.jp

ふるさとを見る・知る・学ぶ
12 小学生が地域の産業を体験（地場産業体験学習推進事業）

▲ブルーベリー収穫体験（星の杜小）
６月27日、星の杜小学校３年生は

▲長引野ユリ見本園見学（清流小）

▲かまぼこ作り体験（経田小）

７月５日、清流小学校３年生が

７月12日、尾崎かまぼこ館に経田

吉野地内にある「むかいさんちの農 「長引野ユリ見本園」を訪問しまし

小学校３年生が訪れました。ビデオ

園」を訪れ、ブルーベリーの収穫体 た。園内で栽培されている約30品種

を見ながら、なじみのある巻かまぼ

験を行いました。園主の向中野芳和 のユリの色や咲き具合の違いを見比

こやお祝いなどで使われる細工かま

さんから、農園の概要やブルーベリ べました。

ぼこの作り方を学びました。

ーの栽培方法を学んだあと試食をし

「長引野花卉切花出荷組合」代表

見学後、工場長の内生蔵万吉さん

ました。大きさや味、色などをメモ の佐々木昌宏さんから、ユリ栽培が

から「迷わず書く！」とアドバイス

しながら、それぞれの品種の特徴を 始まった経緯や栽培する上でのポイ

を受けながら細工かまぼこ作りを体

比較して理解を深めました。

験しました。

ントなどを学びました。

編集後記
大相撲夏場所で朝乃山が優勝したり、バスケで
は八村選手がNBAドラフトで指名されたりと富山
県出身のスポーツ選手が世間の注目を集め、嬉し
い話題が多い１か月でした。スポーツで言えば、
来年開催される東京オリンピック・パラリンピッ

うちやま

内山

ことさん

（92歳・村木地区）

クの観戦チケットの抽選もありましたが、この機
会に申込みした方も多いのではないでしょうか。
私もこっそり申込みしましたが、結果は残念な
がらすべて落選。少しの期待と、もし当たってい
たら仕事を休まないと行けないしという葛藤もあ

明るい笑顔で迎えてく
れた内山さん。「わたし
が90歳になった時に孫が
花束くれてね。そこにめ
ざせ100歳って書いてあっ

りましたが、杞憂に終わりました。（ほ）

たちゃ」と少し照れなが
らもうれしそうに教えてくれました。10年ほど
前までは民謡やコーラス、健康体操など多様な

市の人口

ご趣味をお持ちでしたが「今はもうやめてしま

住民基本台帳調べ（外国人含む）

ったけどおかげさまで元気に暮らせとるちゃ」

（令和元年６月末現在） 前月比 前年比

男

20,370人

－10

－99

女

21,502人

－６

－211

計

41,872人

－16

－310

－２

＋145

世帯数 16,993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

とのこと。
最近は「週１回のデイサービスに行って、お
話したりお風呂入ったりすることが楽しい」と
話されます。これからも、ますますお元気で。

さん

魚津市に吉本の芸人がやってきた ７月
１日に市役所を訪れ、富山県住みます芸人
の就任会見を開いたのが今回ご紹介するノ
ビ山本さんです。吉本興業グループが地域
の活性化や魅力発信を目的に８年前から進
めている「あなたの街に〝住みます〟プロ
ジェクト」の一環で、先輩のフィッシュ＆
チップスとともに住みます芸人として活動
します。ノビさんは魚津市出身で、市の
魅力を発信しようと、住みます芸人の就
任と同時に「うおづノビのび隊（市長公
認？）」の隊長にも就任されました。
大学卒業後に上京し、ＮＳＣ（吉本が運
営する養成所）を経て、吉本興業所属の芸
人として約８年間、東京を中心に活動をさ
れました。芸人になろうと思ったきっかけ
は「大学卒業後に番組制作会社に就職して
裏方をしていました。でも、次第に自分が
表舞台に立ちたくなりました。それに、高
校生の時も実は芸人になりたいと思ってま
した」とのこと。
これからの活動で力を入れていきたいこ
とを伺うと「魚津市には豊かな自然やおい
しい食べ物がたくさんあります。前職で身
につけた編集技術も活用しながら、いろん
な場所や人、物を動画として発信し、若者
が集まる魚津市となるようＰＲしたいで
す」と熱く語りました。
一発ギャグが得意とのことですが、魚津
をお題に謎かけをお願いすると「蝶六とか
けてこれからの住みます芸人の活動と解
く」その心は「みなさんの心を躍らせるで
しょう」と急にも関わらず即興で答えてく
れました。お後がよろしいようで。
!?

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

るか

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/
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魚津の魅力を発信

№885

私の夢は、自分の服のお店を
出すことです。自分でデザイン
した服を作りたいと思っていま
す。日本人だけでなく、外国の
人にも気に入ってもらえるよう
な服をデザインしたいと思いま
す。だから、たくさんデザインの勉強をしていきた
いです。
また、外国の人とお話をしながら、自分の服をお
勧めしたいと思っています。そのためにも、英語を
たくさん勉強して、自分から外国の人にも服の話が
できるようになっていきたいです。

僕の夢は、釣りに関する仕事
をすることです。保育園のこ
ろ、お父さんが釣りに連れて行
ってくれました。とても楽しか
ったので、僕は、今でも釣りが
好きです。投げ釣りで、キスや
ヒラメなどが釣れたときはとてもうれしいです。
でも、釣りをしているとき、「もっとたくさん釣
りたいな」と思うことがあります。だから、僕は、
初めて釣りをする人でも簡単に釣ることができるよ
うな釣り道具を作りたいと思います。いろんな人が
釣りを楽しめるようになったらいいなと思います。

瑠香さん
とびせ

飛
６年生
たくみ

藤原

拓海くん
ふじわら

６年生

富山県住みます芸人
うおづノビのび隊

2019

ノビ山本

８ 月号

就任会見に村椿市長もかけ
つけ、エールを送りました

星の杜小学校

