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で、ご家庭で過ごす時間が増えました。今後も、

（月・祝）

火災事故が発生しています

家庭からのごみの排出量が増加すると予想されま

16

すので、分別の徹底をお願いします。

15

ごみの捨て方を守りましょう

14

お盆期間のごみカレンダー

13

正しい捨て方 （火災原因となるごみ）

12

全国的にリチウムイオン電池が原因とみられる

スプレー缶・カセットボンベ・
ライター

①中身を使い切る。

11

火災が多発しています。
今年３月、宮沢清掃センターでごみ処理機の火災
ケ月間停止しました。施設の修理、他の

事故が発生しました。この火災によって、廃棄物の
処理が約

カレンダーどおり

※１：大町・経田常設資源物ステーションは８月10日（月・祝）休業します。
※２：お盆前のし尿の収集申し込みは、８月11日㈫が締切りです。

環境安全課環境政策係
（⑫番窓口）☎ １･００４

資源物、金物・粗大ごみ
の収集

問

カレンダーどおり

②スプレー缶・カセットボ
ンベは、火気のない所で
穴をあけてガスを抜く。

ごみカレンダー

燃やせないごみの収集

処理施設への運搬など、多額の費用は税収によって
賄われています。
ごみ処理業務の安全かつ円滑な遂行のためにも、

③指定袋でなくてもよいの
で、別の袋に入れて、
「スプレー缶」「カセット
ボンベ」「ライター」と
書いて出す。
充電式電池（リチウムイオン・
ニカド・ニッケル水素）
①機器から取り外し、金属部分にテープを貼る。
②携帯電話販売店や家電
量販店の充電式電池リ
サイクルボックスに
出す。

確認しましょう

カレンダーどおり

休み

通常営業

し尿の汲み取り ※２

ごみの収集日と分別を

燃やせるごみの収集

休み

通常営業

常設資源物ステーション
（市内６箇所）※１

ごみの分別

23

▲ライターによる火災
▲充電式電池の
リサイクルマーク
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ごみの捨て方をしっかり守りましょう。

過去には収集車の火災も発生しています

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

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

広島・長崎原爆写真ポスターから原爆被害の
実相を学び、核兵器の恐ろしさや平和の大切さ
への理解を深めましょう。

▶日時：８月６日㈭

10:30～

▶会場：新川文化ホール

小ホール

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マス
クの着用をお願いします。
※体調がすぐれない時は、ご遠慮くださるようお願
いします。

▶期間：７月31日㈮～８月28日㈮
▶会場：魚津市立図書館１階ロビー

問

問

企画政策課秘書係

８月１日
８月６日
８月９日
８月15日

☎23-1016

社会福祉課福祉係（⑧番窓口）☎23-1005

問

魚津市国民健康保険からのお知らせ
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
※

３
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後期高齢者医療

８月３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・マイナンバーを確認できるもの（写真付きマイナンバーカードなど）

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割負担で申請をされていない方、入院などで新規に必要となった方は、市民課
医療保険係までお問い合わせください。

広報うおづ

2020-8

うおづまちづくり

市の職員が

講座〉

魚津市総合計画から見た本市の将来設計

市政〈

ふれあい講座

「
」
講座

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”
魚津市の財政状況
議会の仕組み
ほか

福祉・健康〈

講座〉

よくわかる介護保険制度
介護予防講座
「食育」のすすめ
健康づくりあれこれ
ほか６講座

土木・都市整備〈５講座〉
空家・空地対策

ほか２講座

ほか３講座

都市計画の仕組みと市民主役のまち
づくり

産業〈４講座〉
魚津の観光資源

くらし〈９講座〉
移住・定住のすすめ！

魚津の漁業

知っておきたい住民税の仕組み
身近な消費生活相談
ほか５講座

防災・安全〈１講座〉
魚津市の防災対策（安全・安心なま
ちづくり）

子どもと本、そして図書館
神秘に満ちた蜃気楼
ほか４講座

文化・歴史・スポーツ〈３講座〉
魚津の遺跡探訪

環境〈５講座〉
ごみの減量化とリサイクル活動の推進

気軽に、楽しくニュースポーツ
ほか１講座

野生鳥獣との共生と有害鳥獣対策
ほか３講座

特別講座

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。

▶気軽に、楽しくニュースポーツ

詳しい講座内容は魚津市ＨＰまたは

公民館等に設置してあるリーフレット

をご覧ください。

【申込み・問合せ】

地域協働課協働推進係
☎ １･０１７

４
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教育と学習〈６講座〉

魚津市の男女共同参画社会への取組み

10

出前講座をおこないます

市民のみなさまが主催する会議など
へ市の職員が講師として出向き、魚津
市の事業や施策についてご説明する出
前講座です。ふれあい講座を通じて、
今後のまちづくりについてともに考
え、協働することを目指します。

活用方法の一例
①子どもが集まる行事で、ニュースポ
ーツの体験会を行いたい。
→「気軽に、楽しくニュースポーツ」
を活用
②調理実習イベントで、健康メニュー
の作り方を教えてほしい。
→「「食育」のすすめ」を活用
③地域住民で防災対策について学び、
地域の防災力を高めたい。
→「魚津市の防災対策」を活用
※新型コロナウイルス感染症拡大防止
のため、一部の講座は開催しない場合
があります。

23

14

出品作品募集！
第60回記念

魚津市美術展

▶会期：10月31日㈯～11月５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、出身、在勤、
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８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設置。
▶搬入：10月26日㈪ 12:00～18:00
▶申込み・問合せ：新川文化ホール ☎23-1123

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、重量60㌕以内
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（アクリル板不可）

※各部門１人２点までとし、未発表の作品に限る。
※平面作品は篆刻を除き、ガラスをつけない。
※額・パネルには必ず展示用のヒモを作品の裏につける。

令

和
１月 ３年
10日

魚津市成人式

実行委員会メンバーと広告主の募集

開催

成人式を企画・運営する実行委員会のメンバーと、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。

実行委員会メンバー
▶対象：①令和３年度成人となる方（平成12年４月２日～平成13年
４月１日生）②20代の方
▶締切：９月18日㈮

広告主
▶発行枚数：400枚程度
▶掲載金額：１枠10,000円

▶発行日： 10月上旬
▶申込締切：８月31日㈪
１枠：縦45mm×横70mm →

▶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

５
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市のHPからも
ご応募できます！

新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症対策

ご寄付ありがとうございました

ひとり親世帯臨時特別給付金

夏目 翔宇（文化町）
▶マスク 6,000枚

【基本給付】１世帯５万円（第２子以降１人につき３万円）

ＴＰＳＣｏ（東山）
▶マスク（布製） 10,000枚

▶対象：①～③のいずれか
① 令和２年６月分の児童扶養手当が支給される方
② 公的年金などを受給しており、令和２年６月分の児童扶養手当の
支給が全額停止される方（児童扶養手当の認定がなく、令和２年６月
分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されると推測される方
も含む）
③ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、
収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
▶申請：上記①に該当する方は申請不要（事前に案内します）
②③に該当する方は申請が必要
※関係書類は市ＨＰでダウンロードできます。
※対象児童は、18歳を迎えた後、最初の３月31日までの間にある者、
または障害の状態にある20歳未満の者

匿名
▶30,000円
轡田 昭雄、昭子（末広町）
▶電動噴霧器（100,000円）１台
▶50,000円
立正佼成会富山教会魚津道場
（本新）
▶マスク 500枚
※敬称略 届出順

特別定額給付金

【追加給付】１世帯５万円

申請手続きをお忘れなく

▶対象：上記、基本給付金対象の①または②に該当する方のうち、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減
少している方（要申請）
▶申請：魚津市こども課で申請書などをご提出ください。

給付金の申請は、令和２年８
月24日（消印有効）まで。お忘れ
のないようお願いいたします。
なお、申請書類が届いていな
い、または紛失したなどの場合
は、お問い合わせください。

男女共同参画地域推進員
「すべての男女が自分らしく、いきいきと暮らせ
るまち魚津」を目指して、男女共同参画に関連する
イベントなどを行います。

お気軽に、ご相談ください。

問

▶問合せ：「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
☎0120-400-903（無料 受付時間 平日９:00～18:00）
こども課子育て支援係 ☎23-1006

総務課特別定額給付金担当
☎23-1257

８月20日～９月20日
秋の農業用水路転落事故防止強化期間
農業用水路への

転落事故に気をつけて！
身近な末端水路でも、
事故が多く発生しています。

転

落

死

歳

亡
事
割 故
は

齢

上

65

約

８

氏名

地区

氏名

大町

山口 等

片貝

岩寺 満

村木

小林 智樹

加積

本田 陽一

事故にあわないための心がけ

下中島

多東 辰巳

道下

浦辺 誠一

上中島

山根 裕治

経田

経澤 友恵

松倉

林 恵美

天神

中島 美紀

上野方

本田 千賀子

西布施

平野 真紀子

▶慣れた道でも、水路沿いは、安全確認！
▶昼と夜では危険度が違う、暗いところは特に注意！
▶「自分は大丈夫」との認識を改め、
余裕を持った行動を！

本江

広瀬 沙織

問

地域協働課市民交流係

任期：令和４年３月まで
☎23-1131

問

地区

高

以

者

の

富山県農林水産部農村整備課
☎076-431-4111（代表）
2020-8
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自然災害に備えた

防災対策について

７月豪 年
義援金 雨災害
箱を設
置中
市民課
窓口 図
書館
埋没林
博物館
水族館

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、コロナ対策としてマ
スクや体温計など、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

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５日㈬

11:00～

そうなものは片付けておきましょう。
☑気 象情報に注意：テレビやラジオなどで最新の気
象情報を確認し、天候が変わり始めたら、海や河
川、がけ崩れのおそれがある斜面付近など、危険
な場所には近づかないようにしましょう。
☑避 難はみんなで協力を：市が発行している災害ハ
ザードマップで、危険な場所や避難場所を確認し
ておきましょう。また、家族や近所の人と、連絡
方法について相談しておきましょう。
ハザードマップ
一覧（市のHP）

問合せ：総務課防災係

市公式Twitter

☎23-1078

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。
フォローはこちらから

Twitter

▶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

いざという時のため

心肺蘇生法を身につけましょう

普通救命講習会
なった
、心肺停止と
然
突
が
人
大切な
か？
はどうします
場合にあなた
救急車は通報を受けてから現場に到着するまで
全国平均で約９分かかっています。その時に大切
な家族の命を助けるためには、救急車が来るまで
の救命処置が重要です。
魚津消防署では、一般市民の方を対象とした救
命講習を開催します。講習時間は３時間で、心肺
蘇生法（人工呼吸・胸骨圧迫）及びＡＥＤ（自動
体外式除細動器）の使用方法、大出血時の止血
法、喉に異物が詰まった場合の異物除去法につい
て講習します。
７
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日時：９月６日㈰

９:00～12:00

場所：魚津消防署
申込期限：９月４日㈮（受講定員15名）

第２回危険物取扱者試験
試験日：10月24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26日㈬～９月４日㈮
問合せ：魚津消防署

☎24-7980

※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。

市民ガイド「うおづ水守」と行く！

水の学び舎ツアー 参加者募集
魚津市には、特徴的な地形によりはぐくまれた豊かな自然環境と、そこにくらす人々の長い歴史が息づいていま
す。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、５～７月のツアーを中止しましたが、８月からはコロナ対策を講じ
た上で実施いたします。聞いて、体感しながら、楽しく「魚津の水循環」を学ぶことができます。

【第１回】

かつての生活の場、鴨川を訪ねて

各回ツアー内容（予定）

～上流から河口までの今昔物語～
鴨川の流れに沿って進みながら扇状地の地形や水の利
用についてを学ぶツアーです。かつて生活の中心であっ
た鴨川に思いを馳せてみませんか？
▶日時：８月22日㈯ ９:00～12:10頃（少雨決行）
▶定員：12名（申込順）小・中学生歓迎！（保護者同伴）
▶参加費：大人1,000円 中学生以下500円
（資料代、保険代、ガイド料）
▶申込期間：８月３日㈪～８月14日㈮
▶集合場所：埋没林博物館
※動きやすい服装でご参加ください。
※申込者数が５名に満たない場合中止。
▶申込方法：電話、FAX、メールのいずれかで、氏名
住所、電話番号をお知らせください。
後日詳しい案内を送付いたします。
▶申込み・問合せ：環境安全課環境政策係
☎23-1004 FAX23-1092
kankyoanzen@city.uozu.lg.jp

【第２回】

９月19日㈯

【第３回】

10月24日㈯

【第４回】

２月14日㈰

洞杉・沌滝 自然のふしぎ
～何度行っても再発見～

魚津に降った水の旅
片貝川扇状地を巡る 黒谷頭首工～海辺まで

歩くスキーで冬の片貝をまんきつ！
※第２回～第４回の募集は順次広報でお知らせします。
※新型コロナウイルス対策について（お願い）
・マスクの持参・着用をお願いします。
・参加日の朝に検温をお願いします。
・体調のすぐれない方は、参加をご遠慮ください。
・その他、感染拡大防止対策にご協力をいただきます。

※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。 2020-8
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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

市民課 市民係（②番窓口）

８月８日㈯ ９:00 ～12:00

▶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

お知らせ

マイナンバーカード取得はお早めに

i nfo マイナポイントでお得に買い物！
▶マイナポイントとは
マイナンバーカードをお持ちの方が、民間キャッ
シュレス決済サービス（QRコード決済、ICカードな
ど）を利用してチャージ又は購入すると、国からプレ
ミアム分として25％（上限5,000円）のマイナポイン
トが付与されます。
▶マイナポイントを取得するには
①マイナンバーカードをお持ちでない場合は申請
②マイナポイントの申込み
ご自宅のパソコンやマイナンバーカードの読み取り
に対応したスマートフォンからお申し込みください。
※マイナポイントの予約支援窓口（市民課市民係にお
いて開設中）
▶マイナポイントの取得・利用
９月から令和３年３月までのチャージ又は購入が対象

▶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

あなたの声を魚津の未来に

お知らせ

i nfo

魚津市民意識調査

これまで進めてきた市の施策に対する評価やご意見
をお聞きするため、魚津市民意識調査を実施します。
調査票を郵送しますので、記入後、同封の返信用封筒
に入れて提出してください。ご多用のこととは存じま
すが、ご協力をお願いいたします。
▶対象者：魚津市に住む18歳以上の方
▶対象数：1,000人
▶抽出方法：地区、年代、性別に偏りがないよう無作為に抽出
▶期間：８月17日㈪～９月４日㈮
▶問合せ：企画政策課広報広聴係 ☎23-1015
９

広報うおづ

2020-8

※詳しい手続などは、総務省のHPを
ご確認ください。
https://mynumbercard.point.soumu.go.jp/
▶問合せ：総務省マイナンバー総合フリーダイヤル
☎0120-95-0178

イベント

EVENT

山の駅もくもく

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12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、抽選会を
開催します。
▶問合せ：もくもくホール ☎22-0909

※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。

く ら し
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特別障害者手当等の申請
について

市役所３階 ミーティングルームＡ

社会福祉課福祉係

20日㈭ 13時半～16時

☎076-441-0432

市役所３階 都市計画課

富山県社会保険労務士会

随時

☎23-1031

住宅相談

都市計画課建築住宅係

市役所１階福祉相談室

管理料の納付
墓地利用者の皆さまへ案内
を郵送します。期限内の納付
をお願いします。
●納付期限 ８月 日㈪

魚津緑ケ丘病院

個別労働関係紛争の
「あっせん」制度
※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。

市営住宅・特公賃住宅の
空室情報
都市計画課建築住宅係

10時～12時

富山県労働委員会
☎０７６ ４･４４ ２･１７２
個々の労働者と事業主の間
に発生した労働条件等のトラ
ブル（個別労働関係紛争）の
簡易・迅速な解決をお手伝い
するための「あっせん」を行
っています。労使関係の悩み
等を抱えておられる場合は、
お気軽にご相談ください。

（⑧番窓口）☎ １･００５
精神（知的を含む）または身
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（児）
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、本人ま
た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２７，３５０円
障害児福祉手当（ 歳未満）
▼月額１４，８８０円

22日㈯

☎24-2255

６日㈭ 10時～11時半

※労働者、事業主を問わず相談可能

魚津神経サナトリウム

富山県東部生活自立支援センター

生活・就労相談

総合労働相談

☎ １･０３１
市営住宅
▼道下団地…２戸（４階）
▼ 六郎
 丸団地…２戸（１・４階）
▼ 川の瀬団地…３戸（１・４階）

22日㈯・23日㈰ 10時～16時

☎22-0318

10時～12時

※50人未満の事業場対象

職場でのトラブルにお困
りの方へ 無料労働相談

相続に関する電話相談会

魚津地域産業保健センター

８日㈯

心の健康相談（要予約）

富山県労働政策課
☎０７６ ４･４４ ３･２５６
労働問題全般について、労
働者、使用者及び関係者から
の相談に応じています。電話
や電子メールでの労働相談な
ども行っておりますので、お
気軽にご利用ください。
労働相談ダイヤル
☎０７６‐４４４‐９０００

市役所１階市民相談室

☎23-1093

市役所１階福祉相談室

☎076-431-9332

076-443-5041

富山県司法書士会

相談電話番号（当日限り）

６日㈭・20日㈭ 13時～16時

☎23-1003

行政相談

市民課市民係
市役所１階市民相談室

☎22-0461
７日㈮ 13時半～16時

富山地方法務局魚津支局

人権相談

魚津市地域包括支援センター

認知症相談（要予約）

23

20

20

31

23

▼天王団地…１戸（４階）
※いずれも３ＤＫ
駐車場１台分つき
特定公共賃貸住宅
市営住宅入居の基準所得を
超えている方が対象です。
▼ 天王
 団地…４戸（２・３・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…１戸
２階２ＤＫ、家賃４万５千円
※駐車場１台分つき
●申込期間 ８月３日㈪～
日㈪
31

予約・問合せ
会場
日時
相談会

宮津霊園からのお知らせ

時

10 12

18日㈫ 14時～15時

※ケアマネジャーの同伴可

都市計画課業務公園係
☎ １･０３０

日㈪ 午前

18

23

無縁塔法要
●日時 ８月 日㈫
午前 時～
●場所 無縁塔前
周辺道路の交通規制
道路の混雑緩和のため、交
通規制を行います。標識に従
い通行してください。
●期間 ８月 日㈬ 午後４時
～

10

17

―８月の無料相談会日程―

環境安全課環境政策係
（⑫番窓口）☎ １･００４
学校教育課学校教育係
（第一分庁舎）☎ １･０４４

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

野外焼却の禁止

ごみの野外焼却は法律によ

り、禁止されています。例外と

して七夕などの慣習上または地

域の行事として行われる廃棄物

の焼却などは認められています

が、このような場合でも、環境

安全課や消防署に連絡のうえ、

８月31日㈪

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

近所迷惑にならないようご配慮

願います 。

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
・小中学校
学校教育課 ☎
１･０４４

市税等納期限のご案内

23

▼社会福祉基金へ
3,000円

中央通り

50,000円

（社会福祉協議会）☎22-8388

▼善意銀行へ
寄付者

住所

金額等

中央通り

30,000円

入善町

5,000円

本町

10,000円

大海寺野

CD・本

代表 鈴木 久美子
魚津こども園職員一同
匿名希望
寄付者

魚津ライオンズクラブ

住所

金額等

市内小中学校
釈迦堂
校歌映像コンテンツ

問

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】 ※郵送で提出できます。
現況届・更新申請書…８月３日㈪～31日㈪
所得状況届…８月12日㈬～９月11日㈮
こども課子育て支援係（⑩番窓口）☎23-1006

つむぎ倶楽部

吉島511

☎22-6006

オレンジカフェつむぎ（認知症カフェ）

▶日時：８月６日㈭ 10:00～15:00
▶利用料：300円
介護家族の集い

11
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i nfo

20

10

23

22

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
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28日㈮～９月３日㈭ ８:30～19:00
※土曜・日曜は10:00～17:00
▶相談ダイヤル：0120-007-110
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㈭
※映画「人生をしまう時間」の会場にて個別相
談を受けます

お知らせ

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。

③午後６時半

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

14

②午後２時

▼魚津市へ

12

ドキュメンタリー映画
と き
「人生をしまう時間」

匿名希望

23

23

特定非営利活動法人
（ＮＰＯ法人）
つむぎ
☎ ６･００６

300,000円

近年、人生最期の時間を自
宅でむかえる「在宅死」への
関心が高まっています。「理
想の最期」を前に、ベテラン
医師が患者や家族とともに
様々な難問に向き合い、奔走
した命の記録です。
● 日 時 ８月 日㈭ ① 午 前

10,000円

北鬼江

時半

大海寺野

匿名希望

●場所 新川文化ホール
小ホール
●参加費 千円（前売のみ）

匿名希望

一般社団法人アトリエきらり

100,000円

１･０７９

本江

☎

匿名希望

小中学校・大町幼稚園

谷口 梅子

金額等

うら盆期間に伴 う 完 全 閉 庁

住所

六郎丸

・大町幼稚園
こども課

寄付者

健康友の会 沖田 崇寛

農林水産課水産振興係

☎23-1033

※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。

（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

募 集

【市民手話教室】
手話を学び、手話でお話し
ませんか？
入門課程 初めての方
●対象 職場などで、ろうあ
者と関わることがある方、ボ
ランティアに興味のある方
●期間 ８月 日～１月８日
までの毎週金曜日（元旦除く
全 回）午後７時～９時
●定員 各 名
※テキ ス ト 代 と し て ３ ，３ ０ ０
円が必要となります。
【共通事項】
●場所 障害者交流センター
●受講料 無料
●締切 ８月 日㈪

グリーンカーテンコンテ
ストの応募を募集
環境安全課環境政策係
（⑫番窓口）☎ １･００４

自衛隊魚津地域事務所 ☎24-1036
問

問

12
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足腰しっかり！貯筋教室
疾病予防運動施設スコール
☎ ５･１８０

富山県技術専門学院
令和３年度学生募集
富山県技術専門学院
☎０７６ ４･５１ ８･８４０
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㈮

音訳ボランティ ア 養 成 講 座
市民手話教室 受 講 生 募 集
魚津市障害者交流センター

グリーンカーテンとは、ゴ
ーヤなどのつる植物で建物の
窓を覆い、日差しを和らげる
エコ活動のことです。
コンテストの応募者全員に
記念品をプレゼントします。
●対象 市内に令和２年春以
降に設置されたもの

18歳以上33

９月５日㈯

※年間を通
じて行って
います

する者

候補生

20

●応募部門 部門ごとに最優
秀賞、優秀賞を授与します。
①家庭部門 ②団体部門 ↖

歳未満で日

各月試験日
の３日前

本国籍を有

自衛官

の１日現在

候補生

採用予定月

まで

１次：９月18日㈮
～20日㈰
２次：10月８日㈭
～15日㈭

９月10日㈭

一般曹

試験
願書受付
受験資格
試験区分

▶受験資格
【警察官Ａ】（大学卒）昭和60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３年３月までに卒業見込みの者
【警察官Ｂ】（大学卒以外）昭和60年４月２日か
ら平成15年４月１日までに生まれた者
【警察事務】（初級）平成11年４月２日から15年
４月１日までに生まれた者
▶願書受付期間
８月５日㈬～８月26日㈬
▶第一次試験実施日
【警察官】９月20日㈰
【警察事務】９月27日㈰
※詳しくは魚津警察署又は
交番・駐在所にお尋ねください

21

20

17

―
自衛官募集のご案内
―
富山県警察官・警察事務職員
採用試験

その他、自衛官の試験は、希望や適正に応じたコースの選択が
でき、職域や進路も多種多様です。上記以外の試験についても、
お気軽にご相談ください。

☎24-0110

●期間 ①８月 日㈪～ 月
日㈪ 毎週月曜（９月 日
は休み）② 月７日㈬～ 月
日㈬ 毎週水曜
①②ともに午後２時～３時半
●会場 疾病予防運動施設ス
コール
●対象者
歳以上で要支
援・要介護の認定がない方
●定員 各 名
●参加費 ３００円／回
●締切 ①②開始の二週間前
※送迎 希 望 の 方 は 相 談 く だ さ
い。また、定員を超えた場
合や身体状況によってはお
断りする場合があります。

福祉・介護の仕事相談

12 21 11

富山県健康・福祉人材センター
☎０７６ ４･３２ ６･１５６

24

☎ ５･２６０
【音訳ボランティア養成講座】
視覚に障がいのある方々
に、広報誌などの内容を音声
にして伝えるための技術を学
ぶ基礎講座です。
ボランティアに興味のある
方、初めての方大歓迎です。
●期間 ８月 日～ 月 日
までの隔週木曜日（全 回）
午前 時～正午
10

魚津警察署警務課

11 23

23

12

23

12 10

20

23

24

ハローワーク魚津内に「福
祉・介護のお仕事相談コーナ
ー」を開設します。キャリア
支援専門員が無料で相談を受
けます。お気軽にご利用くだ
さい。
●日時 毎月第１・３水曜日

10

10

65

10

16

23

●締切

９月３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。

求職者支援訓練
受講者募集
ポリテクセンター富山
☎０７６６ ･ ６･９００

『発明とくふう展』
作品募集
（一社）富山県発明協会
☎０７６６ ･ １･１５０

※ご利 用 希 望 日 の 前 月 初 日 か
ら１日前の正午までに、お
電話にてお申込みくださ
い。（１予約につき５名様
まで）

カノコユリ
フラワーポットの設置
農林水産課農産振興係
☎ １･０３４
魚津市の花「カノコユリ」
のフラワーポットを市内各所
に設置します。
●期間 ８月上旬～中旬
●場所 あいの風とやま鉄道
魚津駅前、市役所前ほか
※新型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症
拡大防止のため、球根の無
料配布は行いません。

稗苗清吉事務所

☎23-1380

問

環境安全課生活交通係

※臨時休業：銀座ワイワイ市…14日㈮、上口マルシェ…14日㈮
経田漁港わいわい市…12日㈬、松倉もちより市…16日㈰、
蜃気楼バザール…16日㈰ この他にも臨時休業する場合があります。

新しくて独創性に富む発明
くふう作品や産業製品を募集
します。
●応募資格
①県内の小・中学生、高校生
②県内の企業・労働者・一般
●応募締切 ９月 日㈮

催 し 物
立山黒部アルペンルート
富山県民キャンペーン

期間：８月13日㈭～15日㈯

☎090-1312-3664

（電鉄魚津駅前）

【ビジネスパソコン・簿記・
Ｗｅｂ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３年１月 日㈮
●場所 クレッセント株式会社
●応募締切 ８月 日㈭
●受講料 無料
※テキスト代等別途

立山黒部貫光㈱
☎０７６ ４･３２ ２･８１９

新 型 コロ ナ ウ イ ル ス
感 染 症 予 防 の た め
中 止

９･６２２

８月の歩こう会（中止）
魚津歩こう会
（明吉）☎

小川寺千光寺「御開帳」
一般参拝（中止）
楠

動に、ぜひ市民バスをご利用ください。

実行委員会（村上）

※8/23㈰(←8/16㈰
の代替日)

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

富山県民限定で、立山黒部
アルペンルートの乗り物がお
トクに利用できるキャンペー
ンを実施しています。（要事
前電話予約）
●期間
月 日㈯まで
●実施内容
①立山駅～黒部湖駅 往復
大人 ６千円（通常１１，５４０円）

奉賛会長

７･３９１

蜃気楼バザール

バザール

お盆期間中も、市民バスは通常通り運行

もくもくホール

しています。お墓参りに、ご親戚宅への移

☎22-0909

もくもく野菜市 ８時半～

お盆も市民バスは運行

☎33-9880

駐車場内

の代替日)

Denでんパーク

毎月第３㈰
10時～15時

蜃気楼

※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。
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こども ３千円（通常５，７７０円）

☎

10時半～

27

18

②富山地方鉄道各駅～立山駅
往復（大人、子ども５割引）

わいわい市

旧観音ゴルフ

毎週㈰ ８時半～
松倉もちより市 ※8/13㈭(←8/16㈰

運休します。

☎22-1105

野、中島、天神、経田－道下、片貝）は

魚津漁協経田支所

※毎週㈬

もくもくホール

毎週㈯・㈰

山の駅

13時40分～14時半

経田漁港

経田漁港

ので、郊外ルート（上野方、松倉、坪

☎22-8388

８月10日㈪は山の日で祝日となります

社会福祉協議会

上町１区会館

郊外ルート運休日

８月10日㈪
（島澤） ☎33-9413

※毎週㈮ 15時～

銀座通り商店街
毎週㈬ 10時半～

銀座ワイワイ市

☎22-1200
海の駅蜃気楼
６時半～９時半

市民バスからのお知らせ
問合せ
会場
開催日時

―
地場産品の販売情報
―

22

魚津の朝市実行委員会
毎月第２･第４㈰

魚津の朝市

※毎週㈮

上口マルシェ

31

28

30

27

（新川みどり野高校内）
☎ ４･００１
100

23

24

31

10

29

「人生 年時代 特別講座」
「地域課題学び活かし講座」
「ふるさと探究講座」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
をご覧ください。
HP

魚津水族館
９:00～17:00（入館16:30）

魚津埋没林博物館

☎24-4100

うおづら

▶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、映像展示をしています。
期間：８月31日㈪まで

☎22-1049

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

▶企画展トークイベント
「アマビエはイノシシの蜃気楼！？」

▶うおすいはイクメンを応援しています！
【イクメンの生き物紹介中！】
巣作りから子育てまでオスが行
うトミヨ、オスが口の中で卵を
守るジョーフィッシュなど、個
性的な子育てをするイクメンの
生き物６種を展示しています。
【赤ちゃん休憩室を増設！】
男性も女性も利用できる個室の赤ちゃん休憩室を増設し
ました。ママだけでなく、パパもおむつ替えやミルクを
あげられると好評です。

▶魚津水族館公式ＳＮＳ
YouTube・Facebook・Instagram

▲ YouTube

▲ Facebook

「アマビエ」と蜃気楼について、当館の佐藤学芸員が面
白い実験を交えて最新の話題をお届けします。
日時：８月15日㈯ 11:00～12:00
場所：埋没林博物館研修室
対象：小学生～一般
定員：30名（申込順）
参加料：入館料（一般640円、小中学生無料）

▶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」
パラパラ漫画で描かれた江戸時代の蜃気楼絵図「喜見城
之図」の実物展示は今月末までとなります。
期間：10月31日㈯まで
場所：テーマ館１階・３階（有料エリア内）

▲ 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。

歴史民俗博物館
10:00～16:30（入館16:00）（月曜休館）

入館無料
☎31-7045

▶企画展「魚津の登録文化財」展
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

ミラージュランド
10:00～16:00

（水曜休園）

☎24-6999

年に登録された魚津高校講堂な
どを紹介しています。
期間：10月11日㈰まで
▲絵図に描かれた御旅屋

▶アルバイト募集
職種：①プール清掃員
②遊具運転補助員
期間：①８月31日㈪まで
②11月30日㈪まで
勤務時間：いずれも８:30～17:00
資格：高校生以上
このほか、詳しくはお問合せください。

▶臨時休園のお知らせ
下記のとおり臨時休園します。
ミラージュランド
９月３日㈭
早月パークゴルフ場 ９月１日㈫・２日㈬

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（７月13日現在）
８月22日㈯

14:00まで

30日㈰

17:00まで

※14日㈮～16日㈰は17時までの短縮営業です。

※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。
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魚津市立図書館
☎22-0462

休 館 日

開館時間

８月３日㈪、17日㈪、24日㈪、
27日㈭、31日㈪

９:00～21:00

※土・日・祝は17:00まで

※８月のおはなし会は中止します。

新着図書 『桃のお菓子づくり』（今井ようこ・藤沢かえで／著）、『夜の向こうの蛹たち』（近藤史恵／著）、
『文豪の悪態』（山口謠司／著）、『えだまめ』（こがようこ／文・絵） ほか多数

▶話題の一冊

▶図書館シネマ倶楽部

『パパのはなよめさん』

終戦直後、亡くなった戦友の故郷「獄門島」を訪れた金

作／麻生かづこ

絵／垂石眞子

出版／ポプラ社

田一耕助は、島の実力者で本鬼頭家の美しい女性と奇抜

りみちゃんとパパは二人暮らし。り

な風体をした３姉妹に出会う。ある夜、末妹が姿を消す

みちゃんは二人のままでよかったの

…。封建的な島で繰り広げられる奇怪な連続殺人の謎に

に、パパが結婚することに。花嫁さ

金田一が挑みます。

んはまつげバサバサのみどりおば

日時：８月９日㈰

け！パパをめぐって、新しいママと

会費：図書館２階視聴覚室

の出会いをユーモラスに描いた、笑

作品：「獄門島」（本編119分）

いあり、涙ありの家族のお話です。

出演：長谷川博己、仲里依紗

14:00～

ほか

▶週末シネマ倶楽部
▶図書館の雑誌について

日時：８月７日㈮、21日㈮、28日㈮

18:30～

図書館では、一般書のほかに週刊誌、ファッション誌、

場所：図書館２階視聴覚室

文芸誌、スポーツ誌などの雑誌も数多く取り揃えており

作品：７日「或る夜の出来事」（105分）

ます。最新号以外は貸出しできますので、雑誌愛好家の

21日「打撃王」（128分）

方はぜひ図書館へお越しください。

28日「アニーよ銃をとれ」（107分）

新川学びの森天神山交流館

開館時間

９:00～22:00（木曜休館）

☎31-7001

▶学びの森音楽祭2020特別企画

×

ミュージック・ランチスペシャル
【芝居と音楽】
～詞（コトバ）から紡ぎだされる
音符のファンタジー～

日時：８月30日㈰

▲池辺晋一郎（作曲家）

▲篠井英介（俳優）

14:00～
場所：新川文化ホール 大ホール
定員：500名（座席の使用制限あり）
料金：一般／2,500円、高校生以下／1,500円
親子ペア券／3,000円（２階席限定）
※未就学児の入場不可
ミラージュホール・クルー／2,000円
※１会員１枚まで
予定曲：魔王／シューベルト、献呈／シューマン、
歌劇 天守物語／池辺晋一郎、
篠井英介による朗読や創作など
☎23-1123

※当日はマスクの着用をお願いします。
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▲山田武彦（ピアノ）

▶休開館日と営業時間変更のお知らせ

出演：右記のとおり

問合せ：新川文化ホール

▲平井香織（ソプラノ） ▲中鉢聡（テノール）

27日㈭

開館（９:00～22:00）

３日㈪、17日㈪、24日㈪、31日㈪

13:00～22:00

16日㈰、30日㈰

９:00～17:00

※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

（９:00～17:00）

健康診査のご案内
集団がん検診

一般医
みのう医科歯科クリニック
８/２㈰
北鬼江
☎22-0500

持ち物：受診券、検診料金

10月までに予定しているがん検診は、定員に達しました。11月以降の
日程は、折り込みチラシをご覧ください。
▶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。

肺がん・結核検診
検診日
８/28㈮

９/１㈫

持ち物：受診券、検診料金

会場
魚津市医師会館
※場所は下図のとおり
常徳寺
下中島公民館
大海寺野公民館
大海寺新公民館

時間
９:30～11:30
13:30～15:00
９:30～11:00
13:30～14:30
15:00～16:00

▶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。
魚津市
医師会館

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
○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
○集団健診（予約不要）
実施日
９/６㈰

会場
ありそドーム

受付時間
８:15～10:00

肝炎ウイルス検診
風しん抗体検査

ありそクリニック
北鬼江
☎25-0120

８/14㈮

こうちウィメンズクリニック
吉島
☎32-3323

８/15㈯

船﨑内科小児科医院
本町
☎22-3912

８/16㈰

浦田クリニック
本江
☎22-5053

８/23㈰

加納耳鼻咽喉科医院
吉島
☎23-1633

８/30㈰

羽田内科医院
新金屋
☎22-0642

９/６㈰

平井整形外科医院
末広町
☎22-0888

歯科医
稲場歯科医院
８/２㈰
文化町
☎22-0243

８/９㈰

河内歯科医院
下村木町 ☎23-1733

8/10(月・祝)

ふれんど歯科クリニック
住吉
☎23-5888

８/14㈮

みたむら歯科医院
吉島
☎23-0477

８/15㈯

江口おくがわ歯科医院
江口
☎22-2607

８/16㈰

みのう医科歯科クリニック
北鬼江
☎22-0500

８/23㈰

寺崎歯科医院
上口
☎22-3619

８/30㈰

奥川歯科医院
金浦町
☎22-0090

９/６㈰

奥村歯科医院
吉島
☎24-5757

救急・時間外診療
同日実施がん検診
肺・大腸・胃

▶特定健診にあわせて、次の検診も受けることができます。
前立腺がん検診

8/10(月・祝)

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。

▶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。

▶新川医療圏小児急患センター
【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

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、掲載の検診等につきましては、中止又は延期となる場合があります。
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魚津市健康センター……………………………………………☎２４・３９９９

特定健診・長寿健診

扇谷医院
友道
☎24-1355

親子ほっとステーション「あいあい」（健康センター内）☎２４・３９９９

大町幼

８/９㈰

子育て支援センター「のびのび」（健康センター内）……☎２４・０４１５

旧大町小
グラウンド

魚津市身体障害者
デイサービスセンター

船﨑医院

み ん なの 保 健 室

休日当番医

健診時の新型コロナウイルス感染症拡大防止対策は、折込をご覧ください。

子育

―育児のお役立ち情報―

て

母

インフォメーション

対

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

吉島1165（☎24-0415）

康

（魚津市健康センター内）

健

＜のびのび広場＞
平日 ９:00～11:30、13:00～15:30
＜赤ちゃん広場＞
８月19日㈬に予定していましたが、
中止となりました。

子育て支援センター
「のびのび」

査

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
※お盆休み ８月12日㈬～14日㈮

（かづみ認定こども園内）
吉島132（☎23-2225）

満４か月児
８/５㈬

受付時間

12:45～13:30

▶１歳６か月児健診
対

象

平成30年11月～12月５日生
まれの児
※事前に案内を送ります

実施日

８/４㈫

受付時間

13:00～13:45

象

平成28年12月～平成29年１
月10日生まれの児

予診票、母子健康手帳、保険証

▶会場

※事前に案内を送ります

市内指定医療機関（要予約）

室

◆医療機関で予約の上、お子様の体調の良い時に接種して下さい。
◆市外で接種を希望する場合は、健康センターへご相談下さい。

４日㈫

水遊び

すずめ（北鬼江）
☎23-0522
６日㈭ 小学生と遊ぼう

科

つばめ（新金屋）
☎23-5133

受付時間

13:00～13:50

対

象

離乳食を始めて１か月以内の児

実施日

８/21㈮

開始時間

10:00～（予約制）

対

歯

ひばり（六郎丸）
☎23-0500

８/26㈬

▶もぐもぐ教室（栄養相談）

◆児童センターの「ひろば」へどうぞ
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

実施日

▶ごっくんルーム（栄養相談）

教

魚津市では、すべて医療機関で実施します。母子健康手帳を確認し、夏
休みの間に予防接種を済ませましょう。

しゃぼん玉

象

実施日

対

予防接種

３日㈪

健

▶３歳児健診

◆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。

▶持ち物

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

持ち物 母子健康手帳
会 場 健康センター

象

生後９～10か月児とその家族

実施日

８/７㈮

開始時間

10:00～（予約制）

▶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

８/21㈮ → 中止

対

２歳または３歳になる児

17日㈪ 小学生と遊ぼう 18日㈫ 小学生と遊ぼう 20日㈭ チョークアート
24日㈪

魚つり

31日㈪

わなげ遊び

25日㈫

砂遊び
ー

たくさん遊ぼう♬

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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５歳
なんぶ

南部

みさき

美咲ちゃん

27日㈭

しゃぼん玉
ー

象

実施日

８/27㈭ → 中止

健康相談会
血圧・血糖・脂質異常など健診結果が気になる、見方が分からな
い方向けの相談会です。
日時：平日８:30～17:15（※予約制で、相談時間は30～60分です）
場所：健康センター
申込み：希望日時の前日までに申込み下さい。

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

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

７

メジャーデビュー
ち こ
１ ボーカリストCHIKOさん表敬訪問

Uozu News
６

―まちの出来事―

株式会社アイザックと
26 災害時の支援に関する協定を締結

デビューアルバムの発売に合わせて、魚津市出

株式会社アイザックと「災害時における物資の

身のボーカリスト・CHIKOさんが村椿市長を表敬

供給協力に関する協定」を締結しました。調印式

訪問しました。アルバムは、カバー曲とオリジナ

では、石﨑大 善代表取締役社長が「災害時に、避

ル曲で全９曲構成となっています。デビューの感
想を聞かれ、CHIKOさんは「これまで魚津のみな
さんに支えてもらったおかげです。レコーディン
グでは、全国のみなさんはじめましてという気持
ちを込めて歌いました」と笑顔で話されました。

７

駅前が歩行者天国！？
５ 魚津駅ホコ天飲み屋街を開催

ひろよし

難者が少しでも安心して過ごせるような環境づく
りに貢献したい」とあいさつしました。この協定
により、災害などで避難所を開設した際に、組立
式の段ボールベッドや、仕切りとなる段ボールの
パーテーションなど、必要物資を優先的に調達で
きるようになりました。

７

パナソニック株式会社企業スポーツセンター
１ 連携協力に関する協定書締結式

駅前に賑わいを取り戻そうと、飲食店有志によ

スポーツを通じた地域活性化を図るため、パナソ

る、えきてん～魚津駅ホコ天飲み屋街～が催され

ニック株式会社企業スポーツセンターと連携協力に

ました。店舗ごとに出 店形式で飲食物が販売され

関する協定を締結しました。出席した久保田 剛 所

ており、開始と同時に多くのお客さんが訪れまし

長は「様々な活動を通じて、魚津のみなさんに夢や

た。コロナ対策が行われた中での開催でしたが、

元気を届けたいです」とあいさつしました。同社で

久しぶりの一杯と歓談に、お客さんは「コロナで

は野球、バレーボール、ラグビーなどスポーツ文化

すっかり外に出ることも少なくなりましたが、す

の振興や普及に積極的に取り組んでいます。今後の

こしづつこのような活気が戻ってほしいと願って

活動展開として、魚津市でもプロ選手との交流会な

います」と期待している様子でした。

どの開催を検討中と話されました。

でみせ

たけし

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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攻 略ガイド

にいらっしゃると思います。そのような方でも、居

つくるＵＯＺＵV

ol.

3

今回は、つくるUOZUの取

住地やアマ・初心者を問わず、参加者をクリエイタ
ーとして受け入れるプロジェクトの趣旨に共感し、

いち

一 参加者として、そこに「クリエイターの居場所」

があると強く感じたため、魚津市を“新たな故郷”

り組みを通じて2019年に魚津

として選び、移住を決意しました。

市へ移住され、現在はプロジ

Ｑ.プロジェクトとの今後の関連について

ェクトのサポーターとしてご
かずあき

魚津市を救う「大きな産業」にできなくても「ク

協力いただいている佐藤一 陽

リエイターの居場所」として活かせるよう、積極的

さんをご紹介します。

Ｑ.つくるUOZU参加のきっかけは？
東京に住んでいましたが、インターネットのニュ

に関わっていきたいと考えています。
プロジェクトで誕生した魚津産オリジナルゲームをご紹介！

ースで当時のGAMEサミットが掲載されており、面

つくるUOZU GAMES

白そうと思ったことがきっかけです。

君と僕だけが知っているあの場所へ

Ｑ.魚津市移住の経緯は？
プロ指向のゲームや商業向けのゲームの制作を支
援するだけではなく、純粋に「ゲームを作ってみた
い」と志す人を幅広く受け入れてくれる環境が、つ
くるUOZUプロジェクトにはありました。例えば、地
方に住みながらゲーム開発に携わりたい方も潜在的

富山が消えた！？忘れら
れた富山を少女たちと探
す富山をテーマとしたク
イズノベルゲーム
（全年齢対象）
▶対 応 機 種 ／ PC
▶開 発 者 名 ／ 富 山 美 少 女 ゲ ー ム 部 Webサイト
▶販 売 価 格 ／ 5 0 0 円
BOOTHで販売中！

編集後記
梅雨が明けて夏の暑さが本格的になりました。
今年は夏休みの期間が短いので、子どもたちに
は、たくさん思い出を作ってほしいと思います。
新しい生活様式でマスクを着用していますが、
毎日暑いと、蒸れやかゆみに悩まされます。それ
以上に困ったエピソードが先日ありました。市役
所ロビーでマスク姿の方から声を掛けられました
が、私はすぐにどなたか分かりませんでした。困
っていると、マスクの上からでも分かる笑顔で名
乗っていただきました。マスクをしていなけれ
ば、すぐに分かったハズなのですが…。
梅雨明けの空のように、晴れ晴れとマスクを外
して過ごせる日々になればと思います。（山）

よこた

横田

はつえ

初枝さん

（96歳・経田地区）

元気いっぱいの横田さ
ん。普段の生活で楽しみ
にしていることをお聞き
すると「週１回のデイサ
ービスと漁港でやっとる
わいわい市に行くこと」
と話されます。また、老人クラブでは、長年にわ
たって精力的に活動されたとのことで、地区では

市の人口

「初枝さんを目標に頑張っとるんよ」と言われて

住民基本台帳調べ（外国人含む）

いるようです。５人の子育てと60年間の魚の行商

（令和２年６月末現在） 前月比 前年比

男

20,198人

－１

－172

女

21,249人

－12

－253

計

41,447人

－13

－425

－８

＋64

世帯数 17,057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

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

で、多忙な生活を送ってこられたそうですが「病
気にもならんと元気に過ごしとるちゃ」と当時を
思い出しながら、声高らかに教えてくれました。
これからもますますお元気で。

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。

中央通りを
楽しい空間に！
に

わ

2020 №897

丹羽

月号

たかゆき

貴行
さん

７月から、魚津市地域おこし協力隊に
新しい隊員が加わりました。「これまで
学んできた知識を活かしてまちづくりに
貢献したい」と話すのが、今回ご紹介す
る丹羽貴行隊員です。丹羽さんは東京都
出身で、この春大学院を卒業とともに魚
津市に着任されました。大学では建築学
を専攻し、建物の設計や改修などをされ
ていたそうです。
協力隊を志望したきっかけは「修士論
文の作成で、昨年、魚津市（中央通り）
の空き店舗のリノベーションを行う機会
がありました。空き家やまちづくりなど
の課題を聞く中で、自分の能力が活かせ
ると思い、志望しました」とのこと。
魚津へ来て一カ月ほど経ちますが、早
速、図面の作成をされているそうで、今
後の目標を聞くと「中央通りを人が滞留
するような空間にしたいです。そのため
の調査やテナント誘致などの方策も現在
検討中です」と構想を練っている様子で
した。また、魚津を知るために「たても
ん祭りや蝶六踊りなどの伝統行事にも積
極的に参加してみたいです」と魚津での
生活についても話されました。
最後に、魚津のみなさんへ「少しでも
魚津市を盛り上げていけるように頑張
りますので、どうぞよろしくお願いしま
す」と一言いただきました。丹羽隊員の
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

ん

すく解説しているのが特徴です。

な街だと言われてい

日々の生活においては、周囲の環境を知り、その

ますが、みなさんは

環境に適応することが必要不可欠です。魚津の自然

身の回りの自然を、

に特化した本誌をぜひご覧ください。

どの程度知っていま

【著書概要】

すか。北は富山湾か

B５版 520ページ

ら南の毛勝三山、あるいは三大奇観の蜃気楼、埋没

全ページカラー印刷

林、ホタルイカなど、たくさんの自然の恩恵を受け

販売価格 4,000円

ています。そんな魚津の自然を丸ごと一冊にまとめ

販売部数 1,000部

た“魚津市史 自然編”を、この度刊行しました。

販売場所

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/

魚津市は自然豊か

もできるように、たくさんの写真を用いて分かりや

Vol.2

魚津歴史民俗博物館 麻柄 一志

筆しながら準備してきました。図鑑のような使い方

魚津市史 自然編 を刊行！

員、専門家など総勢18名により、少しずつ原稿を執
おづも

う

魚津市地域おこし協力隊

8

▲任命式の様子（７/１）

市では、平成26年度から本市の自然に関する調査

魚津市役所総務課、魚津市教育委員会、魚津市立図

事業を開始し、翌年度に魚津市史編纂委員会を設置

書館、埋没林博物館、魚津水族館、歴史民俗博物

しています。著書の刊行に向けて、学芸員や市職

館、クニキ書店（中央通り）

20
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