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ソーシャルディスタンス

ありそドームの貯筋体操では、お互いに十分な距離をとって汗を
流しています。
Ⓒ魚津市体育協会 うおづスポラ

「

総務課防災係

１･０７８

把握しましょう

ハザードマップ

避難場所

マスク・食料・水など

必要なものをご持参ください

」

必要品の持参を

避難場所に向かう際は

災害リスク・避難場所を

□ 携帯電話、モバイルバッテリー
□懐中電灯、ヘルメット
□携帯ラジオ、電池
□薬
□生活用品
□非常食、水
□携帯トイレ
□身分証明書
□現金、通帳・印鑑
□体温計
□マスク（ない方はハンカチ・タオル類）
□ 消毒液、ウェットティッシュ など

避難する際の持ち物（例）

避難時に持ち出す最低限のものをリュックなどに入
れ、すぐに持ち出せる場所に用意しておきましょう。

「

☎

豪雨による河川のはん濫や土砂災害の危険性
が高まる時期です。災害の危険が迫ったら迷わ
ず避難しましょう。地震や洪水などの災害が起
きた場合に備え、事前の準備や災害時の対応に
ついて各家庭で考えておきましょう。
問

避難所滞在中の注意点

避難所では感染防止対策に

」
ご協力をお願いします

より』

①避難所担当職員の指示に従い、検温を行い、健康状
態を申告する。
②手洗い、咳エチケ
ットなど基本的な感
染予防の励行。
③３密を避けるた
め、極力人と人との
間隔を空け、定期的
に換気を行う。

『出典：内閣府
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新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた

平時より災害リスクや
避難場所などの確認を

安全な場所は

２

▼避難所内で発熱や体調不良などの症状が出た場合に
は、避難所担当職員に早めにお申し出ください。

３

災害時の避難について

「
」

避難所だけではありません
①居住地域の災害リスク・避難場所を把握しましょう。

お住いの場所の災害リスクや近隣の避難場所につい
て、日頃からハザードマップなどでご確認ください。
②安全な場所に留まることも「避難」です。
「避難」とは「難」を「避」けることです。今いる
場所が安全なのであれば、そこに留まることも避難で
す。避難所への移動だけが避難ではありません。
ただし、新型コロナウイルス感染症流行下でも、災
害の危険が迫り、自宅での安全確保が困難な場合は、
“迷わず”避難してください。
③親戚や知人の家への避難についてもご検討ください。

避難先は避難所だけではありません。安全な場所に
住んでいて、身を寄せられる親戚や知人がいる場合は
その方の家などへの避難をご検討ください。
災害時に避難所に行く必要があるかどうか、次ペー
ジの避難行動判定フロー（内閣府作成）でご確認くだ
さい。

HP

１

『出典：内閣府HPより』
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いいえ

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
→医療給付費分、介護納付金分が引き上げられます。

項目

現行

令和２年度

医療給付費分

61万円

63万円

後期高齢者支援金等分

（後期高齢者支援金等分は据え置きです）

介護納付金分

19万円
16万円

17万円

■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２年度

５割

33万円＋28万円×被保 33万円＋28.5万円×被
険者及び特定同一世帯 保険者及び特定同一世
所属者の数
帯所属者の数

２割

33万円＋51万円×被保 33万円＋52万円×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、左記の表に示す金
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８割軽減に該当する方は、７割軽減に変更します。
→②均等割額の8.5割軽減に該当する方は、7.75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。
→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２年度

５割

33万円＋28万円×被保 33万円＋28.5万円×被
険者数
保険者数

２割

33万円＋51万円×被保 33万円＋52万円×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15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。

項目

現行

令和２年度

均等割額

43,800円

46,800円

所得割額

8.60%

8.82%

賦課限度額

62万円

64万円

※同一世帯の被保険者及び世帯主の総所得金額など
の合計額が左記の表に示す金額以下の場合、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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新型コロナウ
イルス感染症
への対応は
６ページ

全額免除・一部納付（一部免除）・猶予制度

国民年金保険料免除（猶予）制度

本人・配偶者・世帯主の前年所得が所得基準以下である場合、申請が承認されると保険料が免除（猶予）さ
れます。承認期間は今年７月から翌年６月までです。

！

令和２年度 国民年金保険料 月額

免除区分

16,540円

所得基準

年金額への
影響

(扶養親族等の数＋１)×35万円
＋22万円

承認期間は
1/2が
反映される

保険料
月額

0円

４分の３
を免除

4,140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

8,270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

12,410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

(扶養親族等の数＋１)×35万円
＋22万円

反映しない

半額免除
４分の１
を免除
納付猶予
※50歳未満
が対象

0円

※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。

問

全額免除

そのほかの免除制度等

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

７月
15日

国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料

発送

納税通知書（納付書）を発送します

㈬

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15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

介護保険料

５
3
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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。

１期 納期限：７月31日㈮

第

問

▶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。

３

税務課住民税係（⑭番窓口）
☎23-1009

新型コロナウイルス感染症への対応
国民健康保険税・介護保険料・
後期高齢者医療保険料の減免

問

主たる生計維持者の方が重篤な傷病を負った世
帯のほか、前年に比べて事業収入などの減少が10
分の３以上見込まれる世帯などについて、保険税
（保険料）を減免できる場合がありますのでご相
談ください。
税務課住民税係（⑭番窓口）☎23-1009

国民年金保険料の免除申請

魚津年金事務所

☎24-5153（音声案内②→②）

国民健康保険の被保険者である被用者のうち、
次に該当する場合に傷病手当金を支給します。
▶対象者
国民健康保険の被保険者である被用者（給与の
支払いを受けている方に限る）で、療養のため仕
事ができなくなった方（新型コロナウイルス感染
症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が
疑われる場合に限る）。
▶支給期間
仕事ができなくなった日から起算して３日間連
続して仕事を休み、４日目以降から、仕事ができ
なかった期間。（４日目が令和２年１月１日から
９月30日までの間に属すること）
▶支給額
「直近の継続した３ヶ月間の給与収入の合計額
を就労日数で除した金額」×2/3×日数
▶適用期間
令和２年１月１日から９月30日までの間で療養
のため仕事ができなかった期間。（ただし、入院
が継続する場合等は健康保険と同様、最長１年６
ヶ月まで）
※後期高齢者医療保険においても、同様の傷病手
当金が支給されます。
問

問

収入源となる業務の喪失や売り上げの減少など
が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨
時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた
簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が
可能となりました。
▶対象者（次の①②いずれも満たす方）
①令和２年２月以降、新型コロナウイルス感染症
の影響により業務が失われたなどにより収入が減
少した。
②令和２年２月以降の所得状況からみて、当年中
の所得見込額が、５ページ表の所得基準になるこ
とが見込まれる。
▶対象となる期間
令和２年２月分から６月分まで（※令和２年７月
分以降は、改めて申請が必要です）
※申請に必要なものなど、詳細はお問い合わせく
ださい。

傷病手当金の支給

市民課医療保険係（③番窓口）☎23-1011

魚津市ホームページ で

高齢者健康・暮らし相談電話

関連情報 を
お 知 らせしています

☎23-1096

高齢者を対象としています。健康への不安や、
自粛生活の過ごし方などご相談ください。
問

出所不明の情報に惑わされることなく、国、
県、市が発信する正しい情報に基づいて、冷静な
行動をお願いします。

９:00～16:00（平日）

地域包括支援センター（⑥番窓口）☎23-1093

2020-7
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新型コロナウイルス感染症対策への

ご寄付ありがとうございました
有限会社 魚津鈑金 （吉島）
株式会社 関口塗料 （本町）
▶フェイスシールド 20個
遼寧億通宝生物科技有限公司
（中国）
▶マスク 10,000枚
オーアイ工業 株式会社（本江）
▶マスク（自社製品）10,000枚
▶手作りマスク用ゴム    20,000セット
パナソニック・タワージャズ
セミコンダクター 株式会社
（東山）
▶クリーンウェア 50着
▶クリーンフード 50枚
▶ヘアキャップ 800枚
▶ビニール手袋 3,000枚
株式会社 石﨑建材社（横枕）
▶マスク 6,000枚
株式会社 ATTRACTIVE
（高岡市）
▶メディカルキャップ 1,200枚

県外で頑張る学生を応援！
ふるさと便「うおづの詰め合わせ」をお届けします
新型コロナウイルス感染症の影響により、帰省が困難になるなど、親元を
離れ県外で頑張っている魚津市出身の学生に、ふるさとを感じていただける
魚津市の特産品を送ります。
▶対象者：県外に住む魚津市出身の学生で次の条件を満たす方
①県外の大学、大学院、短大、専修学校、予備校などに在学している方
②保護者の住民登録が魚津市の方
③市から年３回程度発信されるUターン、就職支援、イベント情報を受け
取っていただける方
※学生本人の住民登録の所在地は問いません。
※ふるさと便の送付先は、学生の住所とします。
▶受付締切：７月31日㈮

※申し込み後14日以内を目安に発送します。
▶詰め合わせの内容：いずれかのセットからお選びください。
①バラエティセット…農産物や海産物がバランスよく盛り込まれたセット
②ガッツリセット…主食となるラーメンや米を多めに盛り込まれたセット
③フルーツセット…市内の果実加工品を中心に盛り込まれたセット
▶申込方法：いずれかの方法でお申込みください。
①市HP内の入力フォーム
②市HPからダウンロードした申込書
及び地域協働課、図書館、市観光
案内所に設置された申込チラシに
記入のうえ、郵送、持参もしくは
ＦＡＸしてください。
※申込は、学生、保護者どちらでも可能
（１人の学生につき、１回のみ）
▶申込み・問合せ
地域協働課定住応援室

株式会社 Ｃ４（川縁）
▶マスク 2,000枚
株式会社 スギノマシン （本江）
▶フェイスシールド 230個
第一生命保険 株式会社 富山支社
（富山市）
▶消毒液（アルコール系）30本
公益社団法人 新川青年会議所
（友道）
▶マスク 850枚 他

▲イメージです
☎23-1095

FAX23-1051

魚津市救援おつかいタクシー

買い物代行サービス

令和

２年
31日

８月

まで

「魚津市救援おつかいタクシー」をご存じですか？
新型コロナウイルス感染症の影響で、買い物などに支障がある方への支援
を目的とした、タクシー事業者が行う「買い物代行サービス」です。
▶対象者：魚津市にお住まいの方

小西 勝己（相木）
▶フェイスシールド

600個

魚津地域職業技能開発協会
▶網戸 20枚
新川学びの森天神山交流館 練習室に
設置

※敬称略
７
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【利用者負担】サービス利用が１時間以内の場合500円
（１時間を超える場合、10分毎に500円追加）
※利用者がタクシーに乗ることはできませんのでご注意ください。
（魚津市救援おつかいタクシー事業補助金を活用しています）
▶申込み・問合せ
魚津交通㈱ ☎22-0640

㈱金閣自動車商会

☎22-1030

YouTube

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

不法投棄は犯罪です

美しいうおづをいつまでも

５年以下の懲役または
1,000万円以下の罰金
（法人の場合は３億円
以下）の犯罪です。

草刈り×ポイ捨てをしない×害虫駆除
１

空き地などの草刈りをお願いします

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。

くと…
放ってお
☑不法投棄される場所になる
☑害虫の発生場所になる
☑交差点などの角地では見通しが悪くなり、
交通事故につながる。
☑雑草の花粉によるアレルギーの原因になる。
☑枯れ草などが火災の原因になる。
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。

問

環境安全課環境政策係（⑫番窓口）☎23-1004

ゴミのポイ捨てや不法投棄を
やめてください

２

ゴミのポイ捨てや不法投棄が後を絶ちません。一部
の心無い人が捨てたゴミを、ボランティアの方々が大
変苦労しながら回収しています。
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。不法投棄は刑罰の対象となる犯罪です。

地区清掃についてお願い

３

地区で実施されている、用水路、道路側溝の清掃で
出た泥は市で回収して処理していますが、ゴミや草が
混じっていると処理が困難になりますので回収できま
せん。
ゴミ、草、泥は必ず分けて集めてください。「ゴミ
拾いトング」を使うと安全に作業できます。ご協力を
お願いします。

害虫駆除しましょう

４

▶ハチ
ハチの巣は身近にあります。スズメバチに刺された
場合ショックにより死亡することもあります。
ハチの巣を取り除く際は危険を伴いますので、専門
業者（有料）に依頼することをお勧めします。専門業
者は環境安全課へ問い合わせください。
▶毛虫(アメリカシロヒトリ)
私有地の樹木に発生した毛虫の駆除は個人で対応す
るか、駆除や造園の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。

Let's COOL CHOICE ! レッツクールチョイス

賢い選択でエコに夏を乗り切ろう
ク ー ル

チ

ョ

イ

今日から実践！夏のCOOL CHOICE
①

１つの部屋で一家団らん。エアコン稼働も１台に。

②

適度な薄着で温度調節。見た目も涼しく夏の装い。

ス

「C OOL C HOICE」は、2030年度の温室効果ガ
ス排出量を2013年度比で26％削減するため、地球
温暖化対策に貢献する「賢い選択」をしようとい
う運動のことです。夏は、冷
房の使用などでエネルギー消
費が増大します。一人一人が
「COOL CHOICE」で夏をエコ
に乗り切りましょう！
問

環境安全課環境政策係（⑫番窓口）☎23-1004

③

④

⑤

グリーンカーテン（ヘチマなどのつる植物）で部
屋を涼しい木陰に変身。
夏野菜やかき氷を食べて体内からクールダウン。
図書館などの公共施設で冷房をシェア。自宅で過
ごすより省エネ。

2020-7
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都市計画道路 北鬼江吉島線

お知らせ

i nfo 道路改良工事に伴う交通規制

拡大

ありそ
ドーム

迂回路
道下小

北鬼江地区の各一部について、都市計画道路 北鬼
江吉島線道路改良工事に伴う片側交互通行の規制をお
こないます。なお、現地の天候等により実際の規制状
況と異なる場合があります。
▶期間：７月６日㈪～から12月25日㈮まで（予定）
▶時間：終日（土日・祝祭日を含む）
▶場所：北鬼江一丁目交差点付近
※大型車迂回路の詳細はＨＰへ
▶問合せ：都市計画課係まちづくり係 ☎23-1026

マイナンバーカード

お知らせ

i nfo 臨時申請・受け取り窓口を開設
魚津市役所

秋口より
車両通交止

お知らせ

工事完了まで 終日 片側交互交通

市役所

交通規制箇所

工事完了まで
終日 車両通交止

ご協力よろしくお願いいたします

i nfo 健康長寿と暮らしの意識調査

市民課 市民係（②番窓口）

７月11日㈯ ９:00 ～ 正午

お送りする封筒

▶カードの受け取りを希望される方（申請済みの方）
送付した「個人番号カード交付のお知らせ」で必要
書類をご確認の上、お越しください。
▶マイナンバーカードの申請を希望される方
必要な書類：・通知カード
・本人確認書類（次の①、②のどちらか）
・住民基本台帳カード（お持ちの方のみ）
①運転免許証、パスポート、障がい者手帳などの顔写
真の入った公的な身分証明書から１点
②健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証などから２点
※その場で顔写真を撮影します。
無料
▶電子証明書の更新
電子証明書の有効期限のおよそ３か月前にご自宅に
届く「電子証明書の有効期限通知書」で必要書類をご
確認の上、お越しください。
▶問合せ：市民課市民係（②番窓口）☎23-1075
９
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魚津市高齢者保健福祉計画や高齢者の生活支援、介
護保険サービスなどの施策の基礎となる大切な調査で
す。調査票が届いた際には、ご協力をお願いします。
▶対象者：魚津市内に住む60歳以上の方から無作為抽出
した約12,000名（要介護１以上の方を除く）
▶調査方法：郵送
▶時期：７月中旬～８月上旬予定
▶内容：健康と生活面、社会活動などについて
▶問合せ：社会福祉課高齢福祉係（⑥番窓口）☎23-1007

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

上村木１-１-５ 74,000円/㎡

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

▼青島団地…１戸（４階）

▼道下団地…１戸（３階）
▼六郎丸団地…２戸

（１階・４階）
▼川の瀬団地…２戸
（１階・３階）
▼天王団地…１戸（４階）
※いず れ も ３ Ｄ Ｋ （ 川 の 瀬 団
地１階のみ２ＬＤＫ）
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）
※いず れ も ３ Ｄ Ｋ 、 駐 車 場 ２
台分つき、家賃６万円
▼上野方団地…３戸
１階３ＤＫ、家賃６万２千円
２階１ＤＫ、家賃３万５千円
２階２ＤＫ、家賃４万５千円
※いずれも駐車場１台分つき
●申込期間 ７月１日㈬～
日㈮

31

23

く ら し

46,200円/㎡

ラジコンヘリによる
農薬散布を行います

新宿７-11

魚津市農協営農販売課
☎ ９･９２３

29,200円/㎡

令和２年 地価公示

本町１-４-38

24

１･０８９

43,600円/㎡

☎

吉島２-８-20

建設課業務係

28,000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

2131番５外

害虫による農作物被害
を防ぎましょう

大光寺字石割

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。

価格

農林水産課農産振興係
☎ 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。

標準地

23

23

―７月の無料相談会日程―
相談会

日時

会場

人権相談

３日㈮ 13時半～16時

市役所１階市民相談室

行政相談

９日㈭・16日㈭ 13時～16時

市役所３階第５会議室

高齢者向け法律相談（要予約３枠）
※市内在住65歳以上の方又はその家族

認知症相談（要予約）
※ケアマネジャーの同伴可

生活・就労相談
住宅相談
※増改築、屋根工事に関するご相談

総合労働相談
※労働者、事業主を問わず相談可能

28日㈫

13時～16時

市役所１階福祉相談室

21日㈫ 14時～15時

市役所１階福祉相談室

９日㈭ 10時～11時半

市役所１階福祉相談室

随時

市役所３階 都市計画課

16日㈭ 13時半～16時

市役所３階 ミーティングルームＡ

予約・問合せ
富山地方法務局魚津支局
☎22-0461
市民課市民係
☎23-1003
社会福祉課高齢福祉係
☎23-1007
魚津市地域包括支援センター
☎23-1093
富山県東部生活自立支援センター
☎24-2255
都市計画課建築住宅係
☎23-1031
富山県社会保険労務士会
☎076-441-0432

※法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な差別、偏見、
いじめ等の被害に遭った方からの人権相談を受
け付けています。困った時は一人で悩まず、相談してください。

▶みんなの人権110番 ☎0570-003-110 ▶子どもの人権110番 ☎0120-007-110 ▶女性の人権ホットライン ☎0570-070-810
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。 2020-7
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第１期
第１期
第１期
第２期

寄付者

住所

健康友の会 沖田 崇寛

六郎丸

金額等

3,000円

（社会福祉協議会）☎22-8388

▼善意銀行へ
寄付者

（故）堀 健太郎

住所

金額等

吉島

100,000円

滑川市

60,000円

住吉

10,000円

匿名希望

本江

未使用切手                                             

匿名希望

黒部市

匿名希望
魚津にじいろこども園
職員一同

65

27

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６日㈭…東部
地区、８月７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

▼社会福祉基金へ

②対象 者 と 歳 以 上 の 方 の み
の世帯
●申込締切 ７月 日㈪

ご寄付ありがとうございました

お知らせ

i nfo

衣類

1
2

寝具の無料クリーニング

10

▶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

認知症介護者サロン

7

社会福祉課高齢福祉係
（⑥番窓口）☎ １･００７

７月31日㈮

期限：

地域包括支援センター
（⑥番窓口）☎ １･０９３

認知症の方を介護している
ご家族を対象に、日頃の悩み
や思いを話し合います。
●日時
月 日㈮
午後１時半～３時半
●会場 おあしすみどり（魚
津緑ヶ丘病院敷地内）
●参加費 百円
※参加 希 望 者 は 事 前 に ご 連 絡
ください。また、マスクの
着用をお願いします。

市税等納期限のご案内

23

23

今月の啓発キャンペーン

問

「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、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする運動
です。
本運動を推進するには、保護司会などの更生保護団体
はもとより、地域の関係機関、団体の皆様、そして住民
の皆様のご支援、ご理解が欠かせないものとなります。
皆様のご協力をよろしくお願いします。
  市民課市民係 ☎23-1003

富山

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。
オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）
▶日時：７月２日㈭ 10:00～15:00
▶利用料：300円
▶日時：７月20日㈪ 13:30～16:00

11
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「夏の青少年の非行・被害防止に取り組む運動」推進期間
青少年が健やかに成長できる社会を築くため、家庭・
学校・地域が一体となって青少年の健全育成推進に取り
組みましょう。
７月～８月にかけて、市内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

介護家族の集い

問

つむぎ倶楽部

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様により定期的に清掃が行
われています。しかし、捨てられるゴミは後を絶ちませ
ん。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。
  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

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

13:00～13:45

高齢

月～金 ８:30～９:30

13:00～13:45

一般
違反等

高岡運転免許更新
センター
警察署※

優良

月～金 ８:30～９:00

13:00～13:30

一般

月～金 10:00～10:30

14:30～15:00

高齢

月～金 10:30～11:00

14:00～14:30

高齢

月～金 ９:30～11:30

13:30～15:30

課程
（教育期間１年）

―

職務内容

航空課程

23

第九管区海上保安本部総務部人事課
☎0120-444-576
受験資格

受付・試験

巡視船などに乗組み、領海警備、海難救助、海上犯罪
の取締りなどの業務のほか、船舶の運航・整備（航海コ
ース）、機関の運転・整備（機関コース）、経理・補
給・庶務・調理（主計コース）の業務に従事します。

①

2020（令和２）

年４月１日において
高等学校又は中等教
育学校を卒業した日

（教育期間１年）

夏の交通安全県民運動

船舶運航システム

20

環境安全課生活交通係
（⑫番窓口）☎ １･０４８

課程

11

問

海上保安学校学生採用試験

「さわやかに 夏を走ろう 北
陸路」をスローガンに、交通
安全の普及や、交通マナーの
の習慣づけを図り、交通事故
防止の徹底を目指します。
夏季は、暑さから運転に対
する集中力が欠如し、事故が
多発する傾向にあります。交
通ルールの遵守とマナー向上
に努めましょう。
●期間 ７月 日㈯～ 日㈪

23

魚津市立地適正化計画の
公表について

都市計画課まちづくり係
☎ １･０２６

都市再生とコンパクトシテ

ィ・プラス・ネットワークの考

え方を基にした持続可能なまち

づくりを目的として、「魚津市

項に

立地適正化計画」を令和２年３

条第

18

月に策定し、７月１日㈬に都市

再生特別措置法第

基づく公表を行いました。これ

により、指定された区域におい

て一定の開発行為又は建築行為

などを行おうとする場合には、

届出が必要になります。

―

81

月～木 13:45～14:15

運転免許証
更新等業務の再開

月～木 ８:30～９:30

運転免許センター
☎０７６ ４･４１ ２･２１１

優良

一部休止していた運転免許
証の更新等業務について、６
月から、運転免許センターの
受付日及び時間を変更し段階
的に再開しています。
また、①入場者数を制限、
②当分の間、日曜日の更新業
務を休止しています。

運転免許センター

受付時間

※変更となる場合がありますので

区分

詳しくはお問い合わせください。

※富山北、富山中央、高岡を除く

場所

一定期間の研修を受けた後、飛行機又はヘリコプタ
ーの操縦士として、領海警備、海難救助、海上犯罪の
取締りなどの業務に従事します。

巡視船などに乗組み、領海警備、海難救助、海上犯
情報システム課程 罪の取締りなどの業務や通信機器の運用管理の業務に
（教育期間２年） 従事したり、海上保安部などに勤務し、航路標識の管
理運営などの業務に従事したりします。

の翌日から起算して
12年を経過していな
い者及び2021（令和

【受付期間】

７月21日㈫～
30日㈭

※申込みは、イ

３）年３月までに高

ンターネットに

等学校又は中等教育

より行ってくだ

学校を卒業する見込

さい。

みの者
②

高等専門学校の

第３学年の課程を

【第１次試験】

９月27日㈰

修了した者であって、
主に、運用管制官として、海上交通センターなどに

募集人員など詳

2020（令和２）年４

おいて、航行船舶の動静を把握し、船舶の安全な航行

しくは海上保安

月１日において当該

（教育期間２年） に必要な情報の提供や、大型船の航路入航間隔の調整

庁ホームページ

課程を修了した日の

https://www.

翌日から起算して12

kaiho.mlit.go.jp/

年を経過していない

をご覧ください

管制課程

などを行う業務に従事します。

もの等人事院が１に
海洋科学課程

本庁、管区本部などに勤務し、海洋観測、測量、海

（教育期間１年） 図の作成などの業務に従事します。

掲げる者と同等の資
格があると認める者

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。 2020-7
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松倉もちより市 毎週㈰ ８時半～
山の駅

毎週㈯・㈰

もくもく野菜市 ８時半～

上町１区会館
経田漁港
旧観音ゴルフ

魚津の朝市実行委員会

蜃気楼

毎月第３㈰

Denでんパーク

バザール

10時～15時

（電鉄魚津駅前）

社会福祉協議会
☎22-8388
魚津漁協経田支所
☎22-1105
稗苗清吉事務所
☎33-9880
もくもくホール
☎22-0909
蜃気楼バザール
実行委員会（村上）

広報うおづ
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☎090-1312-3664

郊外ルート運休日

７月23日㈭・24日㈮は祝日となります
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。

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：８月１日㈯～31日㈪
※保護者同伴で乗車される場合のみ。

問

※各市は臨時休業する場合がありますが、ご了承ください。

13

７月23日㈭・24日㈮は

☎22-1200

駐車場内
もくもくホール

市民バスからのお知らせ

問合せ

（島澤） ☎33-9413

13

催 し 物

毎週㈬ 10時半～

―

募 集

13時40分～14時半

29 27 13

※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。

毎週㈮

24

魚津市美術協会
第 回会員小作品展

わいわい市

毎週㈮ 15時～

銀座通り商店街

15

求職者支援訓練 受 講 者 募 集

経田漁港

毎週㈬ 10時半～

12

サマーナイトテニス
スクール受講生募集

上口マルシェ

６時半～９時半

10

会場
海の駅蜃気楼

28

魚津市美術協会（三浦）
☎０８０ ６･３５３ ２･９０９

銀座ワイワイ市

毎月第２･第４㈰

０･０７７

魚津の朝市

☎

地場産品の販売情報
開催日時

28

会員の作品を展示します。
お気軽にご覧ください。
●会期
７月２日㈭～ 日㈪
書部門
写真部門 ７月 日㈬～ 日㈪
彫刻・工芸部門 ７月 日㈬
～８月 日 （月 ・祝）
絵画部門 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

７･９８０

―

10

31

新 型 コロ ナ ウ イ ル ス
感 染 症 予 防 の た め
中 止

☎
24

第 回富山県下消防団
消防操法大会（中止）

魚津消防署

長引野ユリ見本園（中止）

※切花と球根付生花の販売も中止

農林水産課農産振興係
☎ １･０３４
23

71

→

22

ポリテクセンター富山
☎０７６６ ･ ６･９００

経済産業省 特設ページ

40

【ＷＥＢクリエイター科】
●対象 ハローワークで求職
中の方など
●訓練期間 ９月１日㈫～令
和３年１月 日㈭
●場所 株式会社スキル
●応募締切 ７月 日㈮
●受講料 無料
※テキスト代等別途

近年、プラスチックゴミによる環境被害
は深刻なものとなっています。今後、プラ
スチックの過剰な使用を抑制し、賢く利用
していく必要があります。
富山県では既に実施しておりましたが、
７月１日より全国でレジ袋の有料化を実施
する事となりました。
レジ袋全国有料化から生活スタイルを見
直し、エコバックを持ち歩くなど、できる
ことからプラスチックを賢く使
う工夫をしていきましょう。

桃山運動公園

レジ袋 有料化

レベルに合わせて協会員が
レッスンします。
●日時 ７月８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 。

7
スタ 月
ート

環境安全課生活交通係

☎23-1380

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

新川学びの森天神山交流館
９:00～22:00

（木曜休館）

☎31-7001

ミラージュランド
10:00～16:00

☎24-6999

（水曜休園）

スタインウェイ２Days ２Weeks

入園時のお願い

桜ホールのスタインウェイ・フルコンサートピアノを利
用することができます。（80分1,000円／名）
日時：７月11日㈯・12日㈰、18日㈯・19日㈰
①９:30～ ②11:00～ ③12:30～ ④14:00～
⑤15:30～ ⑥17:00～ ⑦18:30～ ⑧20:00～
※㈰は⑤の時間までとなります。
※１日２コマ、連日のご利用もOK。アンサンブル（上
限５名）は2,000円でご利用できます。
※小学生以下の方は、保護者の同意が必要です。
※事前予約など、詳しくは問合せください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、入場は正面ゲー
トのみとし、入場時に検温を実施します。また、お越し
の際は、マスクの着用にご協力ください。

ミラージュプールオープン！

第７回学びの森ピアノフェスティバル
日にち：９月６日㈰
場所：学びの森天神山交流館 桜ホール
対象：富山県在住またはゆかりのある方で、ピアノを学
んでいる小学生以上の方
参加料：大学・一般8,000円、高校生以下5,000円
使用楽器：スタインウェイ・フルコンサートピアノ
講評委員：山本二郎、中沖いくこ、大野由加
申込締切：７月31日㈮（申込順）
※演奏曲や申込方法など詳しくはHPをご覧ください。

７月の開館日と営業時間変更のお知らせ

期間：７月23日（木・祝）～８月31日㈪ 10:00～16:00
料金：高校生以上1,100円、小中学生330円、幼児100円
※付添いの場合も入場料金が必要です。

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、詳しくは問合せください。

７月23日（木・祝）… 開館（営業時間は通常どおり）
毎週月曜日 … 13:00～22:00
７月５日㈰、19日㈰ …９:00～17:00

歴史民俗博物館
10:00～16:30

魚津水族館
９:00～17:00

（入館16:30）

（入館16:00）

企画展「うおづ うおづら 魚面展」
「スマイル」「おもしろい」をキー
ワードに、笑顔に見える生き物の
「顔」を集め、生体展示や写真・標
本展示、映像展示をします。
期間：７月10日㈮～８月31日㈪

今回、新しく国登録文化財とな
った魚津浦の蜃気楼（御旅屋
跡）や東山円筒分水槽、平成29
年に登録された魚津高校講堂な
どを紹介します。
期間：７月３日㈮～10月11日㈰

魚津水族館公式ＳＮＳ
YouTube・Facebook・Instagram

ありそドーム
８:30～21:30

▲ Facebook

☎31-7045

企画展「魚津の登録文化財」展

☎24-4100

うおづら

▲ YouTube

（月曜休館）

入館無料

▲ Instagram

毎日更新している展示生物の様子のほか、生き物を間近
で見て解説を聞けるインスタライブ、アウトリーチ活動
の様子、うおすいドラマ「カメ子のおんがえし！（全５
話）」など、水族館内外の活動の様子をアップしていま
す。ぜひご覧ください。

（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12日㈰

17:00まで

25日㈯
17:30まで

23日（木・祝）

18:00まで

26日㈰

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

2020-7
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魚津市立図書館

休 館 日

開館時間

７月６日㈪、13日㈪、20日㈪、27日㈪

☎22-0462

９:00～21:00

※土・日・祝は17:00まで

※７月のおはなし会は中止します。

新着図書 『育ちすぎたタケノコでメンマを作ってみた。』（玉置標本／著）、『結婚させる家』（桂望実／著）、
『さよなら願いごと』（大崎梢／著）、『ダヤン、奇妙な夢をみる』（池田あきこ／著） ほか多数

話題の一冊

図書館シネマ倶楽部

『その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。』

幕末の蝦夷地を調査し、北海道と命名した松浦武四郎。

著／山本貴光、吉川浩満

アイヌ文化の豊かさや人々の優しさに共感していく。蝦

出版／筑摩書房

1900年ほど昔に奴隷の子として生ま

夷地を経営していた松前藩との戦いを経て、北海道が誕

れ、やがて開放されて哲学の教師に

生するまでの武四郎の波乱の人生を描いた物語です。

なるという数奇な人生を送ったエピ

日時：７月12日㈰

クテトス。彼の考え方に注目しなが

会費：図書館２階視聴覚室

ら、仕事や進路、人間関係の悩みに

作品：永遠のニシパ～北海道と名付けた男 松浦武四郎～

対話形式で分かりやすく答えます。

出演：松本潤、深田恭子

14:00～

ほか（本編88分）

前向きに生きる知恵がたくさん詰ま
った一冊です。

子どもリサイクルブックフェア

資料展「喜見城立つ」

児童図書、コミックなどを一人５冊まで無料提供します。

魚津浦の蜃気楼（御旅屋跡）が国の登録文化財になった

日時：８月１日㈯

ことを記念して、図書館の貴重な資料を紹介します。

場所：図書館２階視聴覚室

期間：７月３日㈮～９月23日㈬

※入場は入れ替え制です。詳細は館内掲示または図書館

場所：展示コーナー

HPをご覧ください。

魚津埋没林博物館
☎22-1049

開館時間

９:00～17:00（発券16:30まで） カフェKININAL（木曜定休） 10:00～17:00

企画展「喜見城立つ 殿様も見た
魚津浦の蜃気楼350年のあゆみ」
きけんじょうのず

夏の特別講演会
「日本と世界の蜃気楼と、空の不思議な現象」

江戸時代の蜃気楼絵図“喜見城之図”がやってくる！

気象予報士で空の探検家 武田康男 さんに、魚津や南極

期間：７月１日㈬～10月31日㈯

の蜃気楼をはじめ、世界の美しい空をご紹介いただきま

場所：テーマ館１階・３階（有料エリア内）

す。武田さんは「世界一受けたい授業」などにご出演さ

まいぼつりん寄席

れたほか、多くの著書が魚津市立図書館にもあります。

富山で活動する三十代の社会人落語家集団「イタチたち
の落語会」による寄席を開催します。
日時：７月11日㈯

11:00～12:00

してきて
スク
ね
マ

場所：埋没林博物館研修室
対象：小学生～一般
定員：30名（当日申込順）
参加費：一般500円、小中学生300円
（※KININALソフトクリーム付）

15

９:00～16:30

日時：７月23日（木・祝）

13:30～14:30

場所：ハイビジョンホール
対象：小学生～一般
定員：30名（要予約・申込順・要入館料）

ジオパーク普及講座
「魚津は黄金郷！砂金をコレクションしよう」
江戸時代、越中で最も金を産出した松倉金山。その下流
の角川に入って砂金を探そう！

ふれあい学習会「超簡単！３分工作で蜃気楼！」

日時：７月26日㈰

日時：７月19日㈰

場所：松倉公民館（現地集合）

10:00～12:00

10:00～12:00

場所：埋没林博物館研修室

対象：小学生～一般（※小学生は保護者同伴）

対象：小学生～一般

定員：20名（要予約・申込順）

※ハサミなどを使用します

定員：20名（要予約・申込順）

参加費：500円

参加費：300円

※長靴を持参してください。詳しくは問合せください。

広報うおづ
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※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載のイベント等につきましては、中止又は延期となる場合があります。

健診受診にあたってのお願い

休日当番医

み ん な の 保 健 室

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、受診当日は、事前にご自宅での

（９:00～17:00）

体温測定をお願いします。発熱や咳などの症状がある場合は、受診をお控えく
ださい。また、受診の際は、マスクの着用にご協力ください。

健康診査のご案内
集団がん検診
実施日
７/15㈬

持ち物：受診券、検診料金

会場
ありそドーム

大腸・乳房・子宮
13:00～14:00

検診日の５日前までに、申込書または電話で申し込みください。
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

がん検診案内書をご確認の上、予約してから受診してください。
胃内視鏡検診については、各医療機関にお問合せください。

肺がん・結核検診
実施日

７/７㈫

７/20㈪

７/19㈰

平野クリニック
本江
☎23-5230

7/23(木・祝)

大﨑クリニック
寿町
☎23-1001

7/24(金・祝)

青山内科
仏田
☎25-0250

７/26㈰

かごうら皮ふ科クリニック
吉島
☎23-6060

８/２㈰

みのう医科歯科クリニック
北鬼江
☎22-0500

場所：指定医療機関

○集団健診（予約不要）
会場
ありそドーム

歯科医
７/５㈰

やまざき歯科
滑川市田中新町 ☎076-475-8777

７/12㈰

小熊歯科医院
村木町
☎24-6567

７/19㈰

リプラスデンタルクリニック
上村木
☎33-4618

7/23(木・祝)

森本歯科医院
本町
☎22-8400

7/24(金・祝)

米田歯科医院
本江
☎23-0600

７/26㈰

谷川歯科医院
上村木
☎24-3540

８/２㈰

稲場歯科医院
文化町
☎22-0243

救急・時間外診療
魚津市急患センター
【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。

○医療機関健診（要予約）

新川医療圏小児急患センター
受付時間
８:30～10:00

特定健診にあわせて、次の検診も受けることができます。

風しん抗体検査

吉島内科クリニック
吉島
☎22-8825

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歳になる方または41歳以上で過
去に検診を受けていない方（検診料金無料）
昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれの
男性（要クーポン券、検査料金無料）

◆各健診の年齢は、令和２年４月～令和３年３月に達する年齢です。
◆生活保護世帯の方は自己負担金の事前手続きが必要です。
健診希望日の１週間前までに健康センターへご連絡ください。

【診療時間】
夜間（毎日） 19:00～22:00
※受付21:45まで
日曜・祝日（土曜除く）
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
７月28日㈫
肝がんの原因の約80％が肝炎ウ
イルスです。感染は検査を受け
ないと分かりません。一生に一
度は検査を受けましょう。
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魚津市健康センター……………………………………………２４・３９９９

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

肝炎ウイルス検診

７/12㈰

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）２４・３９９９

特定健診・長寿健診

前立腺がん検診

いなば小児科医院
本新町
☎22-8888

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……２４・０４１５

受付時間
９:30～９:50
10:20～10:40
11:10～11:30
13:30～13:50
14:20～14:50
９:20～９:40
10:10～10:30
11:00～11:20
13:30～13:50
14:20～15:00

40～64歳の方は肺がん検診のみ、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、受診券をご確認ください。

実施日
７/９㈭

７/５㈰

持ち物：受診券、検診料金

会場
東蔵集落センター
前東城公民館
奥東城公民館
鹿熊公民館
金山谷郷土文化保存伝習館
坪野コミュニティセンター
北山農村集落センター
稗畠公民館
道坂公民館
島尻第三公民館

期間：10月31日㈯まで

一般医

子育

―育児のお役立ち情報―

て

母
持ち物
会 場

インフォメーション

対

子育て支援センター
「にこにこ」

実施日

７/14㈫

受付時間

13:00～13:45

３歳児健診
対

会場

実施日

７/22㈬

受付時間

13:00～13:50

対

ひばり（六郎丸）
☎23-0500

つばめ（新金屋）
☎23-5133

実施日

７/17㈮

開始時間

10:00～（予約制）

たなばた

寒天遊び

14日㈫

さかなつり

９日㈭

さかなつり

20日㈪

色水遊び

21日㈫

スライム

16日㈭

遊戯室遊び

27日㈪

水遊び

28日㈫

色水遊び

30日㈭

シャボン玉

ふれあい遊び

13日㈪
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象

生後９～10か月児とその家族

実施日

７/10㈮

開始時間

10:00～（予約制）

※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

７/10㈮ → 中止

対

２歳または３歳になる児

象

実施日

７/30㈭ → 中止

なかよしさん♪

すずめ（北鬼江）
☎23-0522

７日㈫ ちょこっとシアター ２日㈭

６日㈪

離乳食を始めて１か月以内の児

フッ素塗布

科

親子で児童センターの「ひろば」へ参加しませんか？
未就学児とその保護者なら誰でも自由に参加できます。
開催時間 ９:30～12:30（各ひろば共通）
開催日
ひばり…月曜日 つばめ…火曜日 すずめ…木曜日

象

もぐもぐ教室（栄養相談）

歯

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ

平成28年11月生まれの児

ごっくんルーム（栄養相談）

市内指定医療機関（要予約）

◆４月に配布の「保健だより ママと赤ちゃんカレンダー」をご
覧ください。予診票、クーポン券が無い方は健康センターへご
連絡ください。

象

※事前に案内を送ります

予防接種
予診票、母子健康手帳、保険証

平成30年10月生まれの児
※事前に案内を送ります

対

持ち物

象

室

◆詳しくは、魚津市子育て応援サイト、かづみ認定こども園HPで
ご確認ください。

12:45～13:30

対

教

吉島132（☎23-2225）

受付時間

１歳６か月児健診

＜にこにこ広場＞
平日 ９:00～12:00、13:00～15:00
７月末までの行事は中止となりました。

（かづみ認定こども園内）

７/１㈬

査

吉島1165（☎24-0415）

実施日

診

＜のびのび広場＞
平日 ９:00～11:30、13:00～15:30
＜赤ちゃん広場＞
７月15日㈬に予定していましたが、
中止となりました。

（魚津市健康センター内）

健

満４か月児

康

開所時間等

象

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。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、参加人数を制限さ
せていただく場合があります。

子育て支援センター
「のびのび」

保

４か月児健診 股関節脱臼検診

子育て支援センター

名称・連絡先

子

母子健康手帳
健康センター

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。

10ヵ月
さなだ

眞田

４歳
ゆいと

結糸くん
わかな

和果奈ちゃん

「保健だより ママと赤ちゃんカレンダー」でご案内しておりました、７月21日㈫の「安産マタニティヨガでりらっく
す」は、中止となりました。

地域のイベント情報をお寄せください
23-1015 FAX 23-1076
info@city.uozu.lg.jp

６

力作ずらり！
１～ 埋没林博物館で蜃気楼写真展

Uozu News
５

―まちの出来事―

小菅沼ヤギの杜
24 今年の稲作アートは“ミラたん”

蜃気楼写真展が埋没林博物館で開催されていま

田植えの季節となり、小菅沼ヤギの杜では、有

す。魚津蜃気楼研究会会員のカメラマンが今年撮

志約25名による稲作アートの作業が行われまし

影した新作や過去の力作など、22点を館内に展示

た。あらかじめ線が引かれた田んぼに入り、線に

しています。同館の佐藤学芸員は「蜃気楼は肉眼
ではわかりにくいことも多いので、この機会にぜ
ひ迫力の写真を見てもらいたいです。蜃気楼ファ

沿って、稲株をひとつひとつ丁寧に手植えしまし
た。稲作アートは今年で11回目を迎え、今回はミ
ラたんとヤギが浮かび上がるよう作図したそうで
す。参加者は「長時間の手植え作業は大変でした

ンが一人でも増えてくれれば嬉しいです」と写真

が、きれいなアートに仕上がってほしいです」と

展への思いを話していました。

期待を寄せました。

６

市内小中学校へ
９ フェイスシールドを寄贈

６

障がい者スポーツを支援
２ パラスポーツ体験キット贈呈式

株式会社スギノマシンから市内小中学校へフェ

24時間テレビチャリティー委員会からパラスポ

イスシールドが寄贈されました。様々な現場で、

ーツ体験キットとして、ボッチャ競技の体験キッ

マスク不足などコロナ対策に悩む話を聞き、社員

トが寄贈されました。教育委員会で贈呈式が行わ

自らの提案で開発されたそうです。同社の三辺第

れ、北日本放送株式会社の二口事業局長より、目

一技術部長は「通気性が良くなるよう工夫し、負

録とともに贈呈されました。チャリティー委員会

担とならないよう軽い素材を用いました。コロナ

では、2014年から障がい者スポーツを支援する事

ウイルスの感染防止に役立ててほしいです」と話

業を全国的に展開され、今回の贈呈式も事業の一

されました。寄贈されたフェイスシールドは、翌

環となります。寄贈された体験キットは、市内の

日から、小中学校の授業で活用されています。

ボッチャ競技普及活動で活用されます。

掲載した内容の取材については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用や手指消毒の実施な
ど、感染防止策を講じた上で行っています。
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６

新型コロナウイルス感染症対策
１～ 学校や飲食店などで営業再開

▲学校

▲飲食店

▲ありそドーム

国や富山県の発表などを踏まえ

休業要請の対象となっていた飲食

ありそドームでは、入館時の検温

て、学校や飲食店などの各施設で

店でも営業を再開し、一杯楽しむお

や器具の利用制限などの対策がとら

は、続々と営業を再開しました。小 客の姿が見られました。魚津飲食業

れる中、トレーニングルームやラン

学校では、６月１日からマスク着用 組合の早川組合長は「お客様に安心

ニングコースで汗を流す利用者が見

などの対策を行った上で授業が行わ して来店いただけるように、組合と

られました。利用者は「再開を待っ

れています。約３か月ぶりの授業や しても対策を講じています。駅前に

ていました。マスクを外して、気持

友達との再会で、児童は「みんなと 以前のような賑わいが戻ることを願

ちよくトレーニングできる日々に戻

一緒に勉強できて毎日楽しい」と笑 い、様々な方法を考え、実践してい

ってほしいです」と期待を寄せてい

きたいです」と話されました。

顔を見せました。

る様子でした。

編集後記
意識せずワイシャツの袖を捲っている自分に気
づき、いよいよ夏がやってきたように感じます。
新しい生活様式やウィズコロナと言いつつも、い

いだ

ふみこ

ろんな夏の風物詩が今年は見聞きすることができ

伊田

ないと思うと、これが当たり前になってほしくな

（88歳・天神地区）

いなと、どうしても思ってしまいます。
さて、市では公式Twitterアカウントをはじめま
した。市政情報や災害などの緊急情
報を発信していきますので、アカウ
ントをお持ちの方はぜひフォローし
ていただければ幸いです。（ほ）

文子さん

「畑仕事に庭の手入れ、
水やりなど、まだまだ元
気に生活しとるよ」と伊
田さん。これまで大きな
病気もなく過ごせてきた
のは「普段から体動かし
たり、本読んだりして頭も使ってきたからかね」
とおっしゃいます。おでかけの話になると「車は

市の人口

年齢的に乗らんようにしとるけど、最近は孫がよ

住民基本台帳調べ（外国人含む）

く送り迎えしてくれて感謝しとるちゃ」とにっこ

（令和２年５月末現在） 前月比 前年比

男

20,199人

＋１

－181

女

21,261人

－８

－247

計

41,460人

－７

－428

＋６

＋70

世帯数 17,065世帯
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にいかわの守紙は、魚津の間伐材を活用
した紙です。今月号の広報（20ページ）に
よって間伐された森林面積は1,080㎡とな
ります。これは、テニスコート約４面となり
ます。

魚津産間伐材
有効活用量

４.0ｔ

り。毎月の広報も楽しみにしているそうで「まめ
なぁけに同級生が載っとる時もあって、昔を思い
出して懐かしい気持ちなるちゃ」と話されまし
た。これからもますますお元気で。

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

掲載した内容の取材については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスクの着用や手指消毒の実施な
ど、感染防止策を講じた上で行っています。

2020

№896

編み物サークル
さくらの会

月号

「木内さん、編み物教えてくれんけ？」
がきっかけで始まったボランティア活動。
そう話すのは、今回ご紹介する編み物サー
クルさくらの会（代表・木内美和子さん）
の皆さんです。
平成 年に設立して以降、村木公民館で
毎週２回、マフラーや手袋などの編み物作
りをされています。作った物は、障がい者
施設や福祉施設などへ寄付されているそう
で、これまでの活動を伺うと「会の設立当
初、東日本大震災が発生しました。私たち
も何かできないかと思い、作ったものを持
って宮城県へ慰問したり、近年では、希望
のあった県内の福祉施設などへ編み物の寄
付活動をしたりしています」とのこと。
コロナの影響で最近は、マスク作りに力
を注がれ「こういう状況だからこそ、お互
い協力の気持ちで、ひとつずつ心を込めて
作っています。愛着がわくように、デザイ
ンも男女や大小などで分けて工夫していま
す」と教えてくれました。完成した手作り
マスクも必要とする施設などへ届けている
そうです。活動の中で「訪問先で喜ばれる
ことに私たちも喜びを感じています」とや
りがいを感じている様子で、これからの活
動も「助け合いの精神で取り組んでいきま
す」と力強く話されました。
最後に「手芸教室の開催なども活動とし
て進めていますので、希望があればお気軽
にお声がけください」とPRしていただき
ました。これからの活躍に期待です。

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

りょうか

武隈

涼夏さん

６年生

たけくま
えいた

ぼくの将来の夢は恐竜の研究

私の将来の夢は漫画家になる

者になることです。ぼくは、

ことです。私は、学校の休み時

小さい頃から恐竜が大好きでし

間に自由帳に漫画や絵を描いた

た。日本で見つかった恐竜や、

り、キャラクターをデザインし

恐竜がどうやって繁栄して、ど

たりすることが大好きです。夢

うして絶滅してしまったのかに

をかなえることができたら、家

ついて調べました。恐竜博物館に行ったり、テレビ

族や友達だけでなく、世界中の人に私の描いた漫画

で恐竜に関する番組を見たりしてきました。今も変

を読んでもらいたいです。そして、「面白い！」と

わらず、恐竜のことが大好きです。そんな大好きな

感じてもらったり、ドキドキワクワクしてもらった

恐竜のことを調べつくして、将来、恐竜の謎を解き

りしたいです。自分の描いた漫画でたくさんの人た

明かしてみたいです。

ちが笑顔になってくれたらすごくうれしいです。

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/

すがい

瑛太くん

須貝

６年生

真心こめて
〝安心〟をお届け

7

23

▲マスクの袋詰めの様子

※個人情報保護の観点から、さくらの会への講師依頼などは、村木公民館（☎24-2478）を通じてお問合せください。

よつば小学校
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