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ヒマワリと子どもたち
（₇月13日撮影）
市が開催している「花いっぱいコンクール」で、
モデル花壇金賞に毎年選出されている八尾園ふれあ
い花壇では、
可愛らしいヒマワリが咲いていました。

日㈭

₃

越中八尾

日㈪～

３０

₁

おわら風の盆

月

２０

月 日㈯～ 日 ㈪

前夜祭
₈

₉

輪踊り・町流し
日時／₉月₁日㈯・₂日㈰１５：００～２３：００、
₃日㈪１９：００～２３：００
場所／各町内の踊り場
※天候により演技を中断することがあります。
※フラッシュ撮影は控えてください。

おわら演舞場
日時／₉月₁日㈯～₃日㈪１９：００～２0：55
場所／八尾小学校グラウンド（八尾町下笹原）
チケット／指定席 ３,600円、
自由席 ２,1００円
＜チケット購入方法＞
①店頭での購入（ 8 月30日㈭まで）
全国のローソンチケットまたはチケットぴあで直接購入してください。
②電話・インターネットでの購入（ 8 月28日㈫まで）
詳細は、越中八尾観光協会ホームページ（ http://www.yatsuo.net/kazenobon）
をご覧ください。
※公演が雨天中止となった場合は、チケット購入店舗で払い戻しを行います。

前夜祭
日時／ ８ 月２０日㈪～３０日㈭
２０：００～２２：００
前夜祭の期間中は、11ある町内が順番に
輪踊りや町流しを開催します。皆さんも踊
りの輪に入って楽しむことができます。

開催日
２０日㈪
２１日㈫
２2日㈬
２3日㈭
２4日㈮
２5日㈯

出演町内
東新町
東町
下新町
西新町
今町
上新町

２6日㈰ 福島
２7日㈪ 諏訪町

※天候により演技を中断することがあります。 ２8日㈫ 西町
※フラッシュ撮影は控えてください。

29日㈬ 鏡町
３０日㈭ 天満町

会場
若宮八幡社
東町通り
下新町通り
西新町通り
今町通り
上新町通り
ふれあい広場
駅前通り
諏訪町通り
西町通り
鏡町通り
天満町通り

●おわら前夜祭ステージ
日時／₈月２０日㈪～３０日㈭１８：３０～１９：５０
場所／八尾曳山展示館（八尾町上新町）
内容／おわら踊り鑑賞、おわらの踊り方解説
パンフレットは、開催当日、越中八尾駅や

チケット／１,５００円

＜チケット購入方法＞

駐車場などに置いてあります。

①店頭での購入（各開催日の₂日前まで）

い合わせるか、ホームページをご覧ください。

②電話・インターネットでの購入（各開催日の₄日前まで）

おわら風の盆についての詳細は、下記へ問

問 越中八尾観光協会 ☎４５４－５１３８
問 富山市八尾山田商工会 ☎４５５－３１８１
問 観光政策課 ☎443－2072
HP http://www.yatsuo.net/kazenobon
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全国のローソンチケットまたはチケットぴあで直接購入してください。
詳細は、越中八尾観光協会ホームページをご覧ください。
※販売状況に余裕がある場合、開催日に八尾曳山展示館で当日券を販売します。

●おわら のど自慢コンクール（入場無料）
日時／₈月26日㈰１０：００～

場所／八尾曳山展示館

9 月 １ 日～ ３ 日の交通規制など
◎交通規制について

期間／₉月₁日㈯、
₂日㈰ １５：００～翌日 １：００
₉月₃日㈪            １８：００～翌日 １：００
※城ヶ山公園内は、8 月20日㈪～ 9 月 4 日㈫、終日車両通行禁止。
※十三石橋は架替工事中のため、
人も通行できません。

◎駐車場について

一般車・マイクロバスは、八尾スポーツアリーナ（八
尾町井田）駐車場、八尾ゆめの森テニスコート（八尾町下
笹原）
駐車場に駐車してください。
駐車料金／一般車１,０００円、
マイクロバス１０,０００円
※町内は全て駐車禁止です。

◎シャトルバスを運行します（₁人500円）
各駐車場

シャトルバス乗降所
（八尾町梅苑町）

運行時間 1 日、２ 日 1５：００～２１：００
３ 日          17：００～２１：００

シャトルバス乗降所
（八尾町梅苑町）

運行時間 1 日～ 3 日

各駐車場
23：00まで

◎公共交通機関の臨時便が運行されます

ＪＲ高山本線や地鉄バスの臨時列車・バスが運行されま
す。当日は混雑が予想されますので、公共交通機関を利用
してください。

！

危険防止のため、無人航空機（ドローンなど）
の飛行は禁止されています。

◎会場付近の施設を臨時休館します
次の施設は、₉月₁日㈯～₃日㈪まで臨時休館します。
詳細は、各施設へ問い合わせてください。
施設名
八尾スポーツアリーナ
八尾B＆G海洋センタープール
八尾コミュニティセンター
八尾図書館ほんの森
八尾東町分館

電話番号
455－1222
455－9000
454－6555
454－6846

８ 月20日～３０日の交通規制など
◎駐車場は町民ひろば
（八尾町福島）
を利用してください。
行事運営協力金として、
₁台につき一般車１,０００円、バス５,０００円をお願いしています。
◎前夜祭の会場となる町内は19：30～２２：３０の間、交通規制を行います。
◎前夜祭の会場となる町内およびその付近での路上駐車・バスの乗り入れは禁止です。
◎前夜祭期間中、
JR 越中八尾駅から曳山展示館まで臨時バスが運行されます。

国指定重要無形民俗文化財

越中の稚児舞

第26回 安田城月見の宴

３００年の歴史を持ち、
「富山県の祭り百選」にも選
定された古式ゆかしい稚児の舞をご覧ください。

国指定史跡の安田城跡で、多彩な演目を華やかに行います。
１,０００を超えるちょうちんが堀の水面に映える光景や、夜空
を彩る盛大な花火をお楽しみください。

日時／₈月25日㈯１７：００～
場所／熊野神社
（婦中町中名）

日時／₈月25日㈯１７：２０～２１：００
場所／安田城跡歴史の広場（婦中町安田）
内容／少年少女武者行列、
剣詩舞、大正琴演奏、
民謡と踊りの夕べ、
YOSAKOI in 婦中祭、
越中おわら輪踊り、
花火

熊野神社稚児舞保存会
（齊藤宅）
婦中教育行政センター

☎４66－3320
☎４６５－２７０３

など

安田城月見の宴実行委員会（朝日公民館内）☎４６９－２４９５
平成30年（2018年）₈月₅日発行 －

3

後期高齢者医療制度のお知らせ

人間ドック・脳ドック費用助成のご案内
対象

富山県後期高齢者医療制度に加入している方
（７５歳以上の方、または６５歳以上で一定の障害のある方。ただし、保険料を滞納していない方。）
※₅月中旬に案内した後期高齢者の健康診査を受診する方は、人間ドック・脳ドックの助成を受けることはでき
ません。

費用の₂分の₁（１５,０００円を上限とします）

助成額

〔例〕
人間ドック費用が４０,０００円の場合、
助成額が１５,０００円（上限額）、自己負担額が２５,０００円となります。
※人間ドック・脳ドックの助成は、
ドックの種類を問わず年度内に₁回のみとなります。
〔人間ドック・脳ドックの両方のドックを希望された場合でも、助成はどちらか一方のドックのみが対象となり、
もう一方のドックは全額自己負担となります。〕

①対象医療機関に希望日時を予約してください。

申請
方法

受診
方法

②予約後、
ドックを受診する日の１４日前までに、次の場所で申請してください。
申請場所：保険年金課（市役所₁階）、各行政サービスセンター地域福祉課
申請に必要なもの：後期高齢者医療被保険者証、印鑑、後期高齢者の健康診査受診券［※］
［※］
昭
 和18年₄月～₇月生まれの方は₈月下旬に発送予定です。
①申請後、₁週間ほどで富山県後期高齢者医療広域連合から「承認証」が届きます。
②届いた「承認証」を持って、予約した医療機関でドックを受診してください。
③受診当日、助成額を差し引いた費用を医療機関に支払ってください。

市内対象医療機関
医療機関名

ドックの内容、費用、受付人数などは医療機関により異なります。
詳細は、各医療機関へ問い合わせてください。
所在地

電話番号

予約受付時間

富山県健康増進センター

蜷川３７３

４２９－７５７８

₉：００～１７：００

高重記念クリニック
予防医療センター

元町二丁目₃－２０

４２０－６６８２

₉：００～１７：００

北陸予防医学協会
健康管理センター

西二俣２７７－₃

４３６－１２44

₈：３０～１７：００

富山市医師会
健康管理センター

経堂四丁目₁－３６

４２２－４８１１

₉：００～１６：３０

富山西総合病院

婦中町下轡田1019

461－7700

₉：3０～１６：0０

富山市民病院

今泉北部町₂－₁

４２２－0726

１４：００～１6：3０

済生会富山病院

楠木33－ 1

437－1133

14:00～17:00

西能みなみ病院

秋ヶ島145－₁

428－2373

₈：３０～11：３０
13：３０～15：３０

塚本脳神経外科

住吉町₁－₅

422－2050

₉：00～１7：0０

受診できるドック

人間ドック

人間ドック
・
脳ドック

脳ドック

※富山市以外の対象医療機関については、
富山県後期高齢者医療広域連合または保険年金課へ問い合わせてください。
※ペ ースメーカー使用の方、閉所恐怖症の方、手術などで体内に金属片・金属の粉が入っている方（入れ墨、アートメイク
（眉・アイライン）などを含む）、脳疾患（脳梗塞や脳出血など）で治療中の方などは、脳ドックを受けることができません。

問い合わせ
4

富山県後期高齢者医療広域連合
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☎４６５－７５０4

保険年金課

☎４４３－２０６３

高額医療・高額介護
合算療養費制度の申請

保険年金課

☎443－2064

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用し、平成２9年

対象／₇月３１日時点で、富山市国民健康保険に加入して

₈月₁日～平成30年₇月３１日の₁年間の自己負担額が下記

いる世帯の中に、介護保険サービスを利用している方が

の算定基準額を超えた場合、申請することで、超えた分が払

おり、医療と介護の両方に保険適用となった自己負担の

い戻されます。※５００円未満の場合は支給されません。

ある世帯

＜算定基準額
（年額）
＞

※世帯の範囲は医療保険上の世帯をいいます。
※医療保険分として合算できる額は、月々の高額療養費
の対象となる自己負担額までです。

負担区分

７０歳未満

７０～７４歳

所得区分ア

212万円

所得区分イ

141万円

67万円
（現役並み所得者）

所得区分ウ

67万円

所得区分エ

60万円

所得区分オ

34万円

56万円
（一般）
低Ⅱ

31万円

低Ⅰ

19万円

申請に必要なもの／
①富山市国民健康保険被保険者証
②介護保険被保険者証

※平成30年 ７ 月３１日時点で加入している医療保険での高額療養費
自己負担限度額の負担区分を適用します。

平成30年度後期
（１０月～平成31年 ３ 月）

受講者
募 集

機能訓練・
スポーツ・
教養教室

障害者福祉センター ☎４２８－０１１３・ＦＡＸ428－0114
［受付時間］
㈫～㈯₉：００～１７：００ ※㈷ ㉁を除く。
対象／市内に在宅で生活をしており、障害者手帳など
をお持ちで、
主治医の許可を得られる方
＜教室ごとの対象者＞
①障害者手帳などをお持ちで、
リハビリおよび個別指導対象の方
②身体障害者手帳をお持ちで、
₃～１２歳の、
集団での活動が可能な方
③療育 B 判定手帳をお持ちで、
₃～１２歳の、
集団での活動が可能な方
④障害者手帳などをお持ちで、
１８歳以上の、
集団での活動が可能な方
⑤療育手帳をお持ちで、
１８歳以上の、
集団での活動が可能な方
費用／無料
（教材費が別途必要な教室があります）
申込方法／₈月21日㈫～31日㈮に、
電話または直接、
障
害者福祉センター
（障害者福祉プラザ内：蜷川）
へ。
※聴覚障害や言語障害で、電話での申し込みができな
い方は、ＦＡＸ
（希望の教室名、住所、氏名、年齢、ＦＡＸ番号、
障害名、
障害等級を明記）
での申し込みも可。
※平成30年度前期教室を受講していない方を優先し
ます
（申込順）
。応募多数の場合は、継続受講希望者
内で抽選します。また、定員に達しない講座は、申込
期間以降も随時受け付けます。

※他の医療保険に加入していた場合や、富山市以外の介
護保険被保険者証を使って介護サービスを利用した
場合などは、問い合わせてください。

④国民健康保険加入世帯の世帯主名義の振込先がわかるもの
⑤介護サービスを利用している方名義の振込先がわかるもの

対象

教室名

日時

言語訓練（個別）
［小学生以上］

第₁㈯午後（３０分程度）

₄人

第₁・₂・₃・₄㈬ 13：45～15：15 ₄人

いきいきリハビリ教室
にこにこマシン教室
水中訓練
水泳・水中運動［₃歳以上］
（個別：予約制）

② スイミング☆キッズ
③ ウオーター☆キッズ

定員

㈫～㈯で週₁回（30分程度） １５人

機能訓練（個別）

①

③印鑑

㈫

10：00～11：30 約₄人

㈭

13：45～15：15 約₄人

第₁・₃㈯

午前（30分程度） ₃人

第₂㈬

10：30～12：00 ₁～₂人

㈬で月₁回

１４：４５～１6：４５
₅人
（うち₁時間）

第₁㈬

１５：４５～１６：４５ ₅人

初心者

第₂・₄㈯

１０：００～１１：００ ₅人

経験者

第₂・₄㈯

１１：００～１２：００ １５人

初級

㈭

１０：００～１0：4０ １５人

中級

㈭

１0：45～１1：25 １５人

上級

㈮

１０：００～１0：4０ １５人

㈮

１0：45～１1：25 １５人

初級

㈭

１４：４５～１５：４５ ₆人

初級

㈭

１３：４５～１４：４５ ₆人

中級

㈬

１３：４５～１４：４５ ₆人

水中ウオーキング
エンジョイ・アクア
背泳ぎ
クロール

ボッチャ（ボールを転がす競技） 第₂・₄㈫

④ のびのびチューブトレーニング

13：45～15：15 １５人

第₁・₃㈬

１０：００～１１：３０ １５人

第₂・₄㈬

１０：００～１１：３０ ２０人

初級

第₁・₃㈮

１３：４５～１５：１５ ２０人

中級

第₂・₄㈮

１３：４５～１５：１５ ２０人

お花教室（フリースタイル）

第₂㈫

１３：４５～１５：１５ 約１０人

料理教室

第₂㈭

１０：３０～１３：３０ １２人

お茶教室（裏千家）

第₃㈭

１３：４５～１５：１５ １５人

ミュージック・フレンド

第₄㈬

１０：３０～１１：３０ ２０人

第₄㈭

１３：４５～１５：１５ １２人

第₁・₃㈯

１０：００～１１：３０ １５人

フライングディスク
らくらく
ストレッチヨガ

ちぎり絵教室

⑤ ハッスル☆マッスル（軽運動）

平成30年（2018年）₈月₅日発行 －
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平成31年₄月₁日採用

職員課 ☎４４３－２０１３
市民病院経営管理課 ☎４２２－１１１２
消防局総務課 ☎４９３－４１４１
上下水道局経営企画課 ☎４３２－８５８０

市職員採用試験

［中級・初級・初級（身体障害者対象）
・労務］

区分

中

級

職種

採用予定数

受験資格

設備
（電気・機械）

₂人程度 平成₉年₄月₂日～平成11年₄月₁日生まれの方

精神保健福祉士

₂人程度 平成元年₄月₂日以降に生まれた方（資格要件有り）

臨床検査技師

₄人程度 平成元年₄月₂日以降に生まれた方（免許要件有り）

理学療法士

₂人程度 平成元年₄月₂日以降に生まれた方（免許要件有り）

保育士

28人程度 平成元年₄月₂日以降に生まれた方（資格要件有り）

保育士
（任期付）
【注】 ₈人程度 昭和36年₄月₂日以降に生まれた方（資格、実務経験要件有り）

初

級

一般事務

₄人程度 平成10年₄月₂日～平成１3年₄月₁日生まれの方

消防

₂人程度 平成₉年₄月₂日～平成１3年₄月₁日生まれの方（身体要件有り）

初 級
一般事務
（身体障害者対象）
清掃業務職員

労

務

①平成₄年₄月₂日～平成13年₄月₁日生まれの方
右記の全て
②身体障害者手帳の交付を受けていること
₅人程度 の要件を満
③活字印刷文による出題に対応可能であること
たす方
④介助者なしに職務遂行が可能であること
₄人程度

工手（下水道施設・道路・

右記の全て ①昭和54年₄月₂日～平成１3年₄月₁日生まれの方
の要件を満 ②普 通 自 動 車 運 転 免 許（平成31年₃月３１日までに取得
₅人程度
たす方
見込みを含む）をお持ちの方

調理員

₁人程度 昭和54年₄月₂日～平成１3年₄月₁日生まれの方

街灯の維持管理、水道管
修繕などの現場作業）

【注】任用期間は平成31年₄月₁日から₃年間。
●第₁次試験の日・場所

●受験案内・申込書／₈月₅日㈰から、市ホームページ

・一般事務…………₉月23日㈷・市役所
・消防………………₉月15日㈯・市民球場
（アルペンスタジアム）
               　　　　　　　　　

16日㈰・富山大学
（五福キャンパス）

・上記以外の職種…₉月16日㈰・富山大学
（五福キャンパス）
●受験申込受付期間／₈月₆日㈪～17日㈮

（「職員採用」で検索）からダウンロードできます。
また、
₈月₆日㈪から、市役所総合案内、職員課（市役
所₈階）、各行政サービスセンター、各中核型地区セン
ター、各地区センター、市民病院
（今泉北部町）
、消防局
（今泉）、上下水道局（牛島本町）などで配布します。

受けましょう！健康診査・がん検診
健康診査について

対象者には₅月に受診券を送付しています。

対象者／特定健康診査…40～74歳の富山市国民健康保険加入者
後期高齢者の健康診査…後期高齢者医療制度加入者
※昭和18年₄月～₇月生まれの方には、
₈月下旬頃に後期高齢者
の健康診査の受診券を送付します。

受診期限／12月28日㈮まで
集団検診会場（がん検診のみ）
※集団検診の日程は地区により異なります。
詳細は、広報とやま毎月20日号をご覧ください。

対象者／富山市国民健康保険の被保険者や
健康保険加入者の家族など

料金／検診により異なります。

○胃・肺・大腸がん検診

○肝炎ウイルス検診

○乳がん検診

○骨粗しょう症検診

○子宮がん検診

○歯周疾患検診・口腔がん検診

○前立腺がん検診

  
○緑内障検診

保険年金課（特定健康診査）

こうくう
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健康づくりに取り組みましょう。
受診先／市内の指定医療機関

がん検診・節目検診について

6

自分の健康状態を確認するため、
積極的に受診して、

  

☎443ー2064

（後期高齢者の健康診査） ☎443ー2063
保健所地域健康課（がん・節目検診） ☎428ー1153

お盆期間の長岡墓地周辺 交通規制のご案内
交通規制日時

８ 月１2日㈰～１4日㈫ ５：００～１９：００
８ 月１5日㈬ ５：００～１２：００

※上の図の駐車指定エリア以外での駐車はご遠慮ください。特に路上駐車は大変危険です。

市営墓地を使用する皆さんへ
◆ お墓 の 手続きはお済みですか

◆ 墓地 の 環境美化 にご協力を

次の場合には手続きが必要です。市営墓地に関す
る手続きについては、
環境保全課
（市役所₂階）へ。

・清掃を心がけ、美観を損なわないようにしましょう。

・お墓の使用者が亡くなったとき

・献花・お供物は、風で飛んだり、カラスが散らかした

・使用者の住所が変わったとき

・ごみは持ち帰るか、所定のくずかごに入れましょう。
りするので、持ち帰りましょう。

・お墓を新設・改修・撤去するとき
・お骨を納骨するとき
・お骨を別の墓地に移すとき

問い合わせ

環境保全課

☎４４３－２０86

・墓地を市へ返還したいとき

平成30年（2018年）₈月₅日発行 －
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開催日時

開催場所

内容

対象

お知らせ
臨時納税相談窓口の開設

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

夜間上下水道料金支払窓口の開設
上下水道局（牛島本町二丁目）₁階の料

有機質肥料を販売しています
野菜や花の栽培に最適な肥料を販売します。
8：３０～１７：００

₈月の開設日 20日㈪、23日㈭、28日㈫

富山地区広域圏衛生センター

平日の夜間や休日に納税相談窓口を

税務事務所税務課（婦中行政サービス

上下水道局料金課

☎４３２－８５１２

［夜間（平日）
納税相談窓口］
₈月20日㈪、
21日㈫、
23日㈭、
₉月10日㈪、

（上市町稗田）
富山地区広域圏衛生センター

古沢資源物ステーション 臨時休業

☎４72－2294
企画調整課

環境センター管理課

☎429－5017

［休日納税相談窓口］
※夜間（１８：００以降）および休日に市役

有害鳥獣の侵入対策への支援

所へお越しの際は、
時間外窓口
（庁舎北

鳥獣被害から農作物を守るための電

側地下₁階）へ。車でお越しの方は、事

気柵などを設置する際、資材導入への

前に納税課へ連絡してください。

支援があります。

納税課

☎４４３－２０３０

主な要件

税務事務所税務課

☎465－3135

・出荷する農作物を守るためのもので
あること

戦災死者名簿の閲覧

・集落単位での取り組みであること
（受益者が ３ 戸以上） など

富山大空襲で亡くなられた方々の

※支援を受けるには、原則市または農

「戦災死者名簿」
の閲覧を、
₁年を通し

業共済組合による被害調査が必要とな

て行っています。

りますので、下記へ相談してください。

閲覧場所 ・社会福祉課
（市役所₃階）

《富山地域》

・富山地域の各地区センター
戦災で亡くなられた方の遺族
社会福祉課

☎４４３－２１６４

☎443－2010

古沢資源物ステーション
（ファミリーパーク第₂駐車場）

11日㈫の１９：００まで
₈月19日㈰₉：００～１2：００

※㈯㈰㈷㉁を除く。

販売価格 １ 袋
（１５㎏）200円

休業日 8 月26日㈰

センター₂階）

ホームページ

金課窓口を１９：００まで延長して開設します。

開設します。
電話での相談も可能です。
開設場所 納税課
（市役所₂階）

ＥＥメール

森林政策課

☎443－2019

《大沢野・大山・八尾・婦中・山田・細入地域》
農林事務所農地林務課 ☎468－2171

「富 山 市 地 域 福 祉 計 画」
策定に係る地域懇談会の開催
富山市地域福祉計画の策定にあたり、
市民の皆さんのご意見をお聞きします
（費用・申込不要）。
日時

会場

定員

八尾コミュニティセンター
50人
₈月２2日㈬ （八尾町井田）
１４：００～
細入公民館
（楡原）
30人
₈月23日㈭ 岩瀬カナル会館（岩瀬天神町） 100人
１４：００～
大山地域市民センター（上滝） 50人
₈月24日㈮
山田公民館
（山田湯）
１４：００～

30人

₈月28日㈫
保健所
（蜷川）
１４：００～

100人

₈月29日㈬ 婦中ふれあい館
１9：００～ （婦中町砂子田）

100人

₈月30日㈭ 大久保ふれあい
１４：００～
センター（下大久保）

80人

₈月30日㈭ まちなか総合ケアセンター
100人
１9：００～ （総曲輪四丁目）

社会福祉課

☎４４３－2164

ねんりんピックは、60歳以上の方々を中心とした
健康と福祉の祭典で、今年は富山県で開催されます。

ねんりんピック推進室 ☎４65－２106

http://www.nenrin2018-toyamacity.jp/

富山市開催競技₇種目を
シリーズで紹介③

ボウリング交流大会
高得点狙って頑張ります！

日時

11月₄日㈰₉：30～16：40、11月₅日㈪₉：30～13：00

会場

富山地鉄ゴールデンボウル（千歳町一丁目）

ねんりんピックのボウリングは、₃ゲームの合計得点を競う個人戦
と、12ゲームの合計得点を競う₂人チーム戦があります。
ボウリングは、ルールは単純ですが、レーン上の保護用オイルが
ボールの曲がりに大きく作用することから、レーンの状態を把握し、
どう攻略するかが高得点獲得につながる、奥の深い競技です。
本大会では、
₁ゲーム 200点を超えるハイレベルなシニアボウラー
たちが入賞争いを繰り広げます。
ピンが弾ける快音が響き渡る会場で、

富山県代表のみなさん

8
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緻密に計算された選手の一投一投に熱い声援をお願いします。

除雪機械を無料で貸し出します
地域の皆さんと連

中小企業・小規模事業者が、生産性向

携し、
協力して除雪を

し出します。

8 月31日㈮までに、
オーバード・ホール
ホームページ（http://www.aubade.or.
jp）から申し込んでください。
☎445－5610

市民文化事業団

上のために新たに先端設備などを導入

行うため、
大型・小型
除雪機械を無料で貸

生産性向上特別措置法に基づく
先端設備等導入計画の受付

▲小型除雪機械
（ハンドガイド式）

貸出期間 １２月中旬～翌年₂月末

する際、税制支援や金融支援などの優
遇措置を受けることができます。
計画は、工業政策課
（市役所 ７ 階）で

とやまマリッジサポートセンター
お 見 合 い 会 員
結婚を誠実に希望している20歳以上

貸出機械

受け付けています。

①大型除雪機械

※固定資産税の軽減措置については、

の独身の方を対象に「お見合い会員」
を

平成33年₃月31日までに取得した先端

募集しています。素敵な出会いを求め

設備などに限ります。

て登録してみませんか。

（スノーローダ１．3㎥、
０．６㎥程度）
※スノーローダ１．3㎥は大型特殊免許、
０．６㎥は普通自動車免許が必要で、そ

※詳細は、
市ホームページ
（
「生産性向上

れぞれ機械ごとに技能講習を受ける

特別措置法」で検索）または中小企業庁

必要があります。

のホームページをご覧ください。

②小型除雪機械
（ハンドガイド式）

工業政策課

☎443－2166

とやまマリッジサポートセンター
（大同生命富山ビル₇階：本町）
受付時間 ㈪～㈯10：0０～１8：００

※㈷㉁および年末年始を除く。

※①②とも台数に制限があります。

入会登録料 10,000円
（₂年間有効）

貸出要件

※詳細は、
ホームページ (https://www.

募

・町内会やPTAなどの団体であること
（原則₁団体₁台）
・貸出除雪機械を保管できる場所があること
・地域で運転手が確保できること
・市道などの除雪を行うこと
・除雪路線を明確にすること
・小型除雪機械については運転者保険
に加入すること

集

緑のカーテンコンテスト応募者

とやまマリッジサポートセンター
☎471－6510
男女参画・市民協働課

☎443－2051

エコで快適な緑のカーテンを作って、
コンテストに応募してみませんか。
市内の個人または団体

くらしの情報あれこれ

募集部門

・除雪機械運転日報に使用状況を記録し、 ・家庭部門（居住している個人住宅）
市へ提出すること

・事業所部門（事業所、店舗、工場など）

₉月₅日㈬までに、申込書を、直接、

・公共施設部門（学校、保育所など）

道路河川管理課（市役所 ６ 階）
、土木事

₉月₇日 ㈮（必 着）ま で に、郵 送、Ｅ

務所建設課
（大沢野行政サービスセン

メ ー ル ま た は 直 接、応 募 用 紙 に 緑 の

ター 3 階）
または各地区センターへ。
申

カーテン設置状況がわかる写真を添付

込書は、
申込先で配布しています。

し、環境政策課（〒930－8510

☎４４３－２０９２

₇－38：市役所₂階）へ。

土木事務所建設課

☎４68－1328

※応募用紙は、チームとやましホーム
ページ
（https://www.team-toyama.jp）

台風の被害を防ぐ備えや対策を
台風の発生が多い季節です。
被害を防

からダウンロードできます。
環境政策課 ☎443－2053
Ｅ

kankyousei-01@city.toyama.lg.jp

ぐため、
備えや対策を万全にしましょう。
●普段から、
屋根などの点検・補強を
自宅の屋根・壁の点検、補強など、日
頃から備えましょう。
また、
近隣の建物
や道路も確認しましょう。
●接近前には、
家の周りの再点検を

ダークマスター2019TOYAMA
美 術 製 作 ス タ ッ フ
オ ー バ ー ド

AUBADE小劇場
「ダークマスター」
の舞台美術製作スタッフを募集します。

台風情報を入手し、家の周りや窓、雨

活動期間 10月～₃月までの㈯㈰㈷
（不定期）

戸の再点検をしっかりと行いましょう。

高校生以上で、演劇・舞台美術に興味

●接近したら、
外出は控える
用水路・河川・海岸の見回りや屋外の
作業は危険です。
外出は控えましょう。
☎443－2181

のある方

など

15人程度（応募多数の場合抽選）
いな だ

み

ち

こ

講師 稲田美智子さん
（舞台美術家）

無料

コードや配線器具の
事故が多発しています。
電気製品は正しく安全
に使用しましょう。

新桜町

道路河川管理課

防災対策課

msc-toyama.jp/) をご覧ください。

［事故例］
・掃除機のコードの根元から出火
コードを無理に曲げたり、引っ
張ったりしないようにしましょう。
・たこ足配線による出火
表示されている定格電流（最大
容量）を守りましょう。
・トラッキング現象による出火
トラッキング現象とは、電源プラ
グに付いたホコリに水分が付着す
ることで発火する現象です。電源
プラグは定期的に掃除しましょう。
［相談受付時間］
㈯㈰㈷を含む毎日10：00～18：30
（年末年始、CiC休館日は除く）
消費生活センター

☎443－2047

平成30年（2018年）₈月₅日発行 －
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開催日時

開催場所

内容

対象

富

山

市

民

大

学

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

技法

固めてアクセサリーを
作ります。

11月13日の㈫13：30～16：00（全₅回）

やすい職場を目指して～法律の視点
から考える～］

① カット（切子）＆サンドブラスト
② バーナーワーク＆カット（切子）

婦中ふれあい館
（婦中町砂子田）
ご とう ち ゆ り

域交流センター（CiC₃階：新富町一丁目）

₈月24日㈮までに、往復ハガキで、

講師 彼 谷 環 さん
（富山国際大学子ども

用 連 絡 先 を、市 民 学 習 セ ン タ ー 分 室
（〒930－0026

八人町₅－17）へ。

市民学習センター分室 ☎431－9655

プ レ イ ス

2,500円（別途材料費5,600円程度必要）
市内在住か通勤している方

傾聴ボランティア養成講座

12人
（応募多数の場合抽選）
₈月24日㈮までに、
往復ハガキで、
講

や

たまき

育成学部教授）
市内に在住か通勤・通学している方
30人（申込順）

無料

₉月₃日㈪（必着）までに、往復ハガキ、
FAX、E メールで、講座名、郵便番号、住所、
氏名、年齢、電話番号、FAX番号（FAXで申し

☎433－1760
Ｅ

19日㈬ 9：00～12：00
市総合社会福祉センター（今泉）

用連絡先を、市民学習センター
（〒930
☎493－3500

男女共同参画推進センター
FAX433－1761

suishin-01@city.toyama.lg.jp

₉月18日㈫10：00～16：００

（勤務先）、電話番号、緊急連絡先、返信
大手町₆－14）
へ。

（〒930－0002 新富町一丁目₂－₃）へ。

傾 聴 の コ ツ を 身 に 付 け て、ボ ラ ン
ティアを始めてみませんか。

座名、
住所、
氏名
（ふりがな）
、
年齢、
職業

市民学習センター

か

込む方）を、男女共同参画推進センター

主宰）
「ONE PLACE」

－0084

9 月 8 日㈯10：30～12：00
富山国際学園サテライト・オフィス地

③ サンドブラスト＆バーナーワーク

（勤務先）
、電話番号、緊急連絡先、返信

講師 後藤千百合さん
（アクセサリー工房

男女共同参画サテライト講座
［男女がともに輝くために 女性が働き

可）
、住所、氏名（ふりがな）、年齢、職業

₉月11日、
25日、10月₉日、
23日、

ホームページ

A ㈫ 10：00～15：00

講座名、
希望コース（第₂希望まで記載

銀粘土アクセサリー▶

ＥＥメール

Ｂ ㈬ 10：00～15：00
Ｃ ㈭ 10：00～15：00

銀粘土を形成後、
焼き

ン

申込方法

て選択
（例：Ａ①など）してください。

⑴手作り銀粘土アクセサリー
（後期）

ワ

費用

※希望するコースと技法を組み合わせ
コース

講座・講演

定員

むら かみ

みつる

講師 村 上 満 さん
（富山国際大学子ども

演題 認知症を知り、
予防しよう

市内在住か通勤している方
40人
（応募多数の場合抽選）

₂種類の技法を選択してガラス作品

₉月₆日㈭１4：００～15：00（受付13：30～）
大山地域市民センター（上滝）

育成学部教授）

⑵ガラス工芸
（後期）

心の健康づくり講座

無料

こ ばやし とし お

講師 小林寿夫さん
（医療法人社団白雲会

₉月₅日㈬までに、電話、ハガキ、FAX

呉陽病院理事長）

期間 10月～平成31年₁月
（各全10回）

で、
講座名、郵便番号、住所、氏名、年齢、

市内在住の方

市民学習センター分室（八人町）

電話番号を、市ボランティアセンター

を作ります。

2,500円（別途材料費10,000円程度必要） （〒939－8640
市内在住か通勤している方

今泉83－₁）へ。

市ボランティアセンター ☎422－2456

各コース21人（技法ごとに₇人）

無料

₈月₆日㈪から、電話で、
大山保健福
祉センターへ。
大山保健福祉センター ☎483－1727

FAX422－2684

※応募多数の場合、受講経験の少ない
方を優先して抽選。

大家さん、
アパートやマンションにお住まいの皆さんへ

私設メーター（子メーター）の
有効期限切れにご注意を！
私設メーター
（子メーター）とは、集合住宅やテナント
ビルなどの管理者または所有者が、電気・ガス・水道の使
用料金を各部屋の使用量に応じて配分するために用いる
メーターのことです。このメーターには計量法で検定の
有効期間が定められています。
期限切れのメーターを使用して料金を算定することは、
計量法違反であり、
罰則の対象となります。
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▲ガスメーター ▲電気メーター
【有効期間１０年】 【有効期間１０年】
※一部を除く。

※一部を除く。

▲水道メーター
【有効期間₈年】

※上の表示の場合、平成３４年
５ 月が有効期限です。

見方がわからない時や、
期限が過ぎていた場合の対応など、
不明な点については問い合わせてください。

消費生活センター ☎４４３－２１２３
［電気メーターについて］
中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局 ☎４３２－５５８９

初 秋 ト レ ッ キ ン グ

催し・イベント

一足早い秋を感じながら、初秋の極楽

ジョイフルコンサートVol.59
8 月23日㈭11：50～12：50
市民プラザ
（大手町）
さか い ゆ か

・ 不要
ますやま り え

（ソプラノ）
出演 酒井由香さん
、増 山理恵さん
しぶ や

ゆ

坂山頂周辺をトレッキングしませんか。

山の上から打ち上げられる、県内で
は珍しい花火大会です。
₈月18日㈯１9：2０～（荒天順延）

9 月₁日㈯ 9：00～１４：０0頃
集合場所 大山農山村交流センター
（原）

旧猿倉山スキー場
（舟倉）

コース 極楽坂コース

大沢野花火大会実行委員会
（富山市
南商工会大沢野細入支部センター内）

小学生以上

か

（フルート）、渋 谷 優 花さん（バイオリン）、

☎４67－1963

80人
（応募多数の場合抽選）

し みずかお り

清水 香里さん（ピアノ）

市民生活相談課

一般3,000円、小学生2,500円

曲目「ウエストサイド物語」
よりアメリカ、

☎445－5610

8 月22日㈬
（必着）までに、往復ハガ
キで、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話

２０１8華街道 くれは祭り 夢・感動９０８
₈月18日㈯１２：００～２０：００

番号、
イベント名を、
立山山麓トレッキ

夏休み梨狩り体験と
ファミリーパーク散策の集い

原５５）
へ。
立山山麓トレッキングイベント実行委員会
（大山観光開発㈱内） ☎４８２－１３１１

※中止の場合は₈月23日㈭に延期。
駐車場に停車の「呉羽いきいきバス」

森林セラピー全国一斉ウオーキング

（オレンジ色）
に集合

ガールズ

み

ラ イ ブ

ジャンボじゃんけん大会、お楽しみ大
抽選会、うまいもの楽市 など
華街道くれは祭り実行委員会
（富山市北商工会呉羽支部）
☎４３６－０１３５
市民生活相談課

₉月₉日㈰₉：0０～13：30頃

一般２,５００円、
中学生以下１,０００円

☎４４３－２０４6

集合場所 大山農山村交流センター
（原）

※梨₁袋、
昼食、
飲み物代など含む。

小学生以上

₈月12日㈰
（必着）までに、ハガキか

50人
（応募多数の場合抽選）

FAXで、住所、参加者全員の氏名
（ふりが

一般2,500円、小学生2,000円

な）
、
年齢、
電話番号
（日中連絡先）
を、
㈲

（セラピー弁当、お茶代含む）

まちづくり公社呉羽
（〒９３０－０１４２

く

グレース＆未 来 LIVE、市消防音楽隊、

地を歩きます。

30人程度
（応募多数の場合抽選）

吉

作３２６４－₈）
へ。

ごみ出しのルール
ペットボトルは、キャップとラ

₈月30日㈭（必着）までに、往復ハガキ

ベルを外し、軽く水洗いをしてか

で、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号、

㈲まちづくり公社呉羽
（富山市北

イベント名を、立山山麓セラピー基地推進

商工会呉羽支所内） ☎４３６－１７７２

事業実行委員会
（〒９３０－１４５４ 原５５）
へ。

FAX４３６－５０９３

立山山麓セラピー基地推進事業実行委員会

☎４４３－２１９５

（大山観光開発㈱内） ☎４８２－１３１１

平成30年度 シニアライフ講座

短期集中講座 受講生募集
対象／市内在住の60歳以上の方
申込方法／₈月₆日㈪～23日㈭に、
以下のいずれかの
方法で申し込んでください。
[直接]
胡弓を希望する方
…長寿福祉課
（市役所 １ 階）
または奥田公民館
太極拳を希望する方
…長寿福祉課または細入中核型地区センター
[郵送またはFAX]
申込書を、
長寿福祉課
（〒930－8510 新桜町₇－38）
へ。
※申込書は長寿福祉課にあります。
また、
市ホームペー
ジ
（
「シニアライフ講座受講申込」
で検索）
からもダウン
ロードできます。
●

●

長寿福祉課

地元の保育所・幼稚園、小・中学校、高
校の演奏、呉羽高校書道 girls、ハニー

立山信仰をテーマに森林セラピー基

保護者同伴で参加できる方

交通政策課

市民芸術創造センターパーク広場（呉羽町）

ングイベント実行委員会
（〒９３０－１４５４

₈月21日㈫１０：００～１４：００頃
集合場所 ファミリーパーク
（古沢）西口

☎４４３－２０４6

（弁当、お茶、リフト代含む）

トゥナイト、
中国の太鼓、
椰子の実 ほか
市民文化事業団

大 沢 野 花 火 大 会

☎４４３－2061・FAX４４３－2180

らつぶして出してね。
外したキャップとラベルは、
「プ
ラスチック製容器包装」だよ。
環境センター管理課 ☎４２９－５０１７

・各講座は、お住まいの地域に関係なく受講できます。
・受講決定は₉月中旬に案内します。
・人数が少ない場合は開講しないことがあります。
・受講後の途中キャンセルについては、返金しません。

胡弓

日時／10～12月の㈫14：00～（全10回）
場所／奥田公民館（奥田新町）
わかばやし み

ち

こ

講師／若林美智子さん（若林流胡弓奏者）

太極拳 日時／10～12月の㈭14：00～（全10回）
場所／細入総合福祉センター（楡原）
おかざきかず お

講師／岡﨑和夫さん（日本武術太極拳連盟公認Ａ級指導員）
[共通項目]
定員／１０人程度（応募多数の場合抽選）
受講料／2,000円（教材費別途）
※胡弓をお持ちでない方は、レンタル料月額5,400円が必要。
平成30年（2018年）₈月₅日発行 －
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開催日時

開催場所

内容

対象

定員

入館料のみ

・ 不要

第₂話
「いとしい幽霊」
ほしばあたけ」
第₃話「ほしじいたけ、
第₄話
「貧乏になれなかった男」
ぬの め けい こ

くま の

は、プレゼントがあります。

のみなさん）

期間 ₈月31日㈮まで

なが もり のぶ こ

民芸合掌館

☎431－8156

◆悠久の森2018ワークショップ

「神話でたどる夏の星座」

「牛人さんの渇筆画に挑戦」

※博物館は19：00まで開館します
（入館

かっぴつ が

たかむらぎゅうじん

篁 牛人さんの絵を鑑賞後、墨で渇筆

画に挑戦します。
₈月25日㈯、26日㈰10：00～11：30
篁牛人記念美術館
※汚れてもよい服装で参加してください。

は18：00まで）
。
◆ロビー展
「苔写真展」
コケ植物やその風景の写真を展示します。
せんたい

入館料のみ

◆標本の名前を調べる会＆
自由研究のまとめ方相談会
標本の名前や自由研究のまとめ方、
科学に関する質問にお答えします。

☎4３3－9215

北 代 縄 文 広 場（北代）

北代縄文広場☎４３６－３６６４
埋蔵文化財センター☎465－2146

◆縄文土器・縄文グッズ・コースターづくり
縄文グッズは１０分～２５分、麻縄を編

8 月19日㈰１0：00～１6：00
（随時）

んだ縄文コースターは約 1 時間ででき、
どちらもそのまま持ち帰れます。

☎４３３－８２７０ ℻４３３－８３７０（管理センター）
村の単館観覧料：大人１００円、高校生以下無料

開催日 休館日を除く希望日

（いずれも野焼き代含む）

受講料2,700円、材料費2,600円
（道具

8 月１１日㈷、12日㈰、25日㈯は、２１：00まで
延長開園します（入園は２０：３０まで）。

普段は入れないカモシカ園で、カモ
ついて解説します（所要時間約20分）
。
8 月１１日㈷、1２日㈰、2５日㈯（雨天中止）
19：00～、19：30～、20：00～
※開始時間の15分前から受付。
カモシカ園
入園料のみ

20人（先着順）

◆夜の動物スポットガイド
夜の動物の様子について解説します。

各動物舎

◆土器の野焼き

※雨天順延。

₈月19日㈰₈：００～12：００頃

入園料のみ

不要

国・県などからのお知らせ

希望日の １ 週間前までに、電話で、
北代縄文広場へ。

富山地区広域圏事務組合 職員募集
職種・採用数 電気・₁人程度

のある方
各クラス24人
（応募多数の場合抽選）

ナイトズー201８

19：00～20：45

縄文コースター▶100円

市内在住か通勤している、陶芸経験

・ 不要

縄文土器▶一般７００円、小・中学生５００円

期間 ₉月～11月
（全14回）

民俗民芸村管理センター

₈月20日㈪11：00～11：30
自然体験センター

8 月１１日㈷、１２日㈰、２５日㈯

縄文グッズ▶一般３００円、小・中学生１００円

［午後クラス］13：00～15：00

◆里ノ助とあそぼう「昆虫カードさがし」

北代縄文広場体験工房

◆陶芸教室
（中級コース）
クラス［午前クラス］
₉：30～11：30

不要

シカの痕跡を探しながら、その生態に

無料

民 俗 民 芸 村（安養坊）

入園料のみ

◆カモシカの森ナイトツアー

不要

篁牛人記念美術館

（撮影者：日本蘇苔類学会会員）
期間 ₈月24日㈮～₉月₉日㈰

園内 ５ カ所のクイズに答えて、里ノ
助の好きな遊びを当てます。正解者に

こ

◆イブニングプラネタリウム

242人
（先着順）

し

◆クロスワードクイズ「里ノ助に挑戦！」

津 子さん、永 森 信 子さん（とやま語りの会
不要

8 月18日㈯１8：00～１8：45

ホームページ

語り手 奥 井 悦 子 さん、
布 目 惠 子 さん、熊 野 志
ず

夏の星座を神話とともに紹介します。

ＥＥメール

ファミリーパーク（古沢）
☎４3４－1234 ℻434－1208
大人50０円、
中学生以下無料

第₁話
「栂野彦八翁の話」

おく い えつ こ

※以下の催しで記載のないものは

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

とが の ひこはちおう

科 学 博 物 館（西中野町一丁目）

科学博物館

申込方法

民芸合掌館

施設行事
☎４９１－２１２５
大人５２０円、高校生以下無料
㈯はカップル無料

費用

猪 谷 関 所 館（猪谷）

が必要な方は別途4,000円程度が必要）

☎４８４－１００７ ℻４８４－１８４５
大人１５０円、
高校生以下無料

₈月20日㈪
（必着）までに、受講申込

◆特別企画 円空仏木彫教室

受験資格 昭和５8年₄月₂日～平成₉年

４ 月₁日生まれの方（大卒程度・学歴要
件有り）
採用予定日 平成31年 ４ 月 １ 日

書と返信用切手82円を、郵送または直

円空仏の魅力を木彫りで表現します。

試験の日・場所 １０月１4日㈰・富山地区広域

接、民俗民芸村管理センター（〒930－

₉月₈日㈯、₉日㈰

圏クリーンセンター

0881

₉：30～11：30（全₂回）

受験申込受付期間 ８ 月２０日㈪～ ９ 月１２日㈬

講師 森清映仁さん
（木彫作家）

受験案内・申込書請求先 富山地区広域圏事

安養坊1118－₁）
へ。

※募集要項と受講申込書は、民俗民芸
村管理センター、
各館にあります。
ホー
ムページ
（ https://www.city.toyama.to
yama.jp/etc/minzokumingei/）からダ
ウンロードすることもできます。
◆いろりを囲むお話
₈月18日㈯13：30～14：30
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もり せ えいじん

15人
（申込順）

務組合（〒９３０－０２４７  立山町末三賀１０３

200円

－₃：クリーンセンター₂階）

※材料費別途必要。

持ち物 金づち、
筆記用具

※企画調整課（市役所 ５ 階）でも配布します。

₉月₅日㈬までに、
電話か℻で、
住所、

富山地区広域圏事務組合

氏名、
年齢、電話番号を、
猪谷関所館へ。

☎０７６－４６２－８３１１

自

衛

官

募

集

自衛官になって、
助けを待つ人のた
めに活動してみませんか。

10月20日㈯、21日㈰ 9：00～16：30

募集職種 陸・海・空 自衛官候補生

市民プラザ（大手町）

応募資格 18歳以上27歳未満の男女

●富山県発明とくふう展作品募集

受付期間 随時

・県内の小・中学校、高校の児童・学生

給与 167,700円～

・県内在住か通勤している方

※学歴・経験により異なります。
休日 週休₂日制、
祝日、夏季・年末年始

休暇、
年次休暇など
毎日₉：30～18：30
（予約制）
※詳細は、
問い合わせてください。
自衛隊富山募集案内所 ☎４４１－８７８２

奥田瑛二さんによる演劇集団

奥田塾 の 塾生募集
「奥田塾」
は、
月₂回程度、
映画監督で俳優
の奥田瑛二さん
（市政策参与）
が直接、
指導
を行い、
舞台公演や映像制作を目指し、
活動
しています。 ※参加無料。

●富山県未来の科学の夢絵画展作品募集

オーディション ₈月25日㈯

県内在住の小学生

応募条件

［共通事項］

［制度説明会開催中］

おく だ えい じ

富山県発明とくふう展
富山県未来の科学の夢絵画展

申込書に必要事項を記入し、富山県
発明とくふう展事務局
（〒933－0981
高岡市二上町150）へ。申込書は、ホーム
ページ
（http://www.toyama-hatsumei.

・中学生から３0歳までの方
・市内在住か通勤、通学している方
・たくさんの人の前で演じてみたい方
※演劇・舞台などの経験不問

com/）からダウンロードすることがで

放送大学10月入学生募集

きます。
富山県発明とくふう展事務局

放送大学は、
自宅のテレビやインター

（富山県発明協会内）

ネットで授業を視聴し、
自分のペースで

☎0766－27－1150

学べる通信制の大学です。資料請求は、
下記へ問い合わせてください。

募集人数：若干名

応募方法
₈月20日㈪（必着）までに、エントリー
シートに住所、氏名、応募動機、自己ＰＲ
などを記入して、写真と一緒にＥメール
で応募してください。エントリーシート
は、奥田塾ホームページ
（https://okudaj
uku.jp）からダウンロードできます。
奥田塾運営委員会事務局
（広報課内）
☎443－2018
Ｅ okudajuku@city.toyama.toyama.jp

募集期限 ₉月20日㈭まで

放送大学富山学習センター
☎0766－56－9230

富山市民プラザ☆

コンテンポラリーダンス部
市民プラザ
（〒９３０－００８４ 大手町₆－１４）
http://www.siminplaza.co.jp
☎４９３－１３１３
Ｅ info@siminplaza.co.jp
ＦＡＸ４９３－１３１７

in2018

た ばた ま

き

コンテンポラリーダンサーの田 畑 真 希 さんによる、
ダンスワークショップを開催します。体を動かすのが
苦手な人から上級者まで楽しめるクラスを開講します。

クラシック“逆引き”音楽事典 2018

～くらぶれば～ 違いで楽しむ！クラシック音楽
今回のテーマは
「比較」です。同じ楽曲でも、演奏す
る人などが異なれば、さまざまな違いに気づくこと
ができます。
クラシック音楽のポイントを色々な視点から
「比較」
し、
その違いから生まれる個性を紹介します。

[ワークショップ]
①体験入部クラス（初級）
日時／₉月₁日㈯14：00～15：00
日時／₉月₁日㈯17：00～18：30

場所／ ３ 階マルチスタジオ

日時／₉月₂日㈰₉：00～10：00

[共通項目]

なかがわよし み

場所／₂階ギャラリーＤ ほか

中川佳美さん（ピアノ）

料金／1,500円

対象／小学生以上

料金／500円
（要予約）
※全席自由。
（先着順）
。
※一部座席は机付き
定員／70人程度
（申込順）

料金／500円

④熱血指導クラス（上級）

ひろ せ だい ご

出演／廣瀬大悟さん（トロンボーン、語り）

料金／1,000円

③朝のすこやかゆったりクラス（初級）

日時／₉月₂日㈰10：30～12：30

日時／ ９ 月 １ 日㈯14：00～16：00

料金／500円

②みんなでおどろうクラス（中級）

定員／各20人（申込順）
ワークショップの様子▶
▲廣瀬大悟さん

詳細は、
ホームページをご覧になるか、
問い合わせてください。
平成30年（2018年）₈月₅日発行 －
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カターレ富山 市町村サンクスデー

「富山市の日」開催
日

時

富山市出身の選手を紹介します
さ

₈月 25 日㈯

対戦相手

チケット

チーム一丸となっ
て戦います！スタジ
アムでお待ちしてい
ます！
ⒸKATALLER TOYAMA

県総合運動公園陸上競技場（南中田）

スタジアムで
福島ユナイテッドＦＣ（福島県） カターレ富山に
熱い声援を送
ろう！
＜市内在住か通勤・通学している方は特別価格＞
メイン
自由席

大人700円 中学生・高校生300円

ゴール裏
自由席

大人500円 中学生・高校生100円

★小学生以下無料

小学生は、カターレ富山のホームゲーム全試合が無料で
観戦できる
「ジュニアドリームパス」の申し込みが必要
です。
会場で申し込み、
その場ですぐに発行します。

チケット
購入方法

当日、
チケット売り場で市内在住か通勤・通学を示すもの
（免許証、
名刺、
学生証など）
を提示の上、
購入してください。

スポーツ健康課 ☎443－2141
カターレ富山 ☎461－5200

イベント情報
開設67周年記念富山競輪
「瑞峰立山賞争奪戦ＧⅢ」
が開催されます。
【場所】ドリームスタジアムとやま(富山競輪場)ファミリーコーナー【時間】10：00 ～ 16：00

記念競輪にあわせてイベントを実施しますので、
ぜひご家族でご来場ください。

２ （日）

イベントの詳細は
コチラから▼

（富山競輪場観覧無料
：岩瀬池田町）

イベント内容
①12：35～
●キャラクターショー
②15：00～

イ

１ （土）

公営競技事務所 ☎４３８－３４００
http://www.toyama-keirin.com

仮面ライダービルドショ
開催
日程

時間

子どもたちに大人気のヒーローたちのショーです
（各日12：35～、
15：00～）。
今回はこの6人が出撃だ！

₉月₁日㈯ … 仮面ライダービルドショー

₂日㈰ … 快盗戦隊ルパンレンジャーお笑いライブ
vs 警察戦隊パトレンジャーショー
お笑いライブ

あの感動をもう一度！？
●お笑いライブ

●ドリスタ遊園地
生ゆず
れない

ＢＫＢ！ヒィーア！
人気のお笑い芸人によるライブです。

バイク川崎バイク
おもしろ自転車、
パドルボートなどで遊べます。

①11：40～
競輪選手の様子をVR
（バーチャル・
リアリティ）
で体験できます。
●富山競輪ＶＲ
①11：40～
時間
●パンプトラック講習会 BMXコースを体験できます。
②14：05～
②15：15～
※天候などにより、イベント内容が変更になる場合があります。
よさこいショー
キッズケイリン (バンク内)

有紀ミ ニス テ ー ジ
Rey華繚乱
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間

Ⓒ2008KATALLER

関連イベント

日時 ₈月30日㈭
～₉月₂日㈰ 10：00～16：00
ルドショー
怪盗ルパンレンジャー
vs警察戦隊パトレンジャーショー
場所 ドリームスタジアムとやま

間

MF

市民の皆さんへ一言

★ハーフタイムには花火が上がります。

場

き よう じ

背番号 ７

開場16：30（予定）
キックオフ１8：30
会

さ

佐々木陽次選手 (26)

11：15～

オールスターいわき平（GⅠ）場外… 8 月15日㈬～19日㈰

観覧無料 8 月23日㈭～25日㈯

富山競輪
（ＦⅠ）…

小田原記念（ＧⅢ）場外… 8 月25日㈯～28日㈫
富山記念
（G Ⅲ）…

8 月30日㈭～ 9 月 2 日㈰

名古屋（ＦⅠ）場外…

9 月₃日㈪～ 5 日㈬

時間

岐阜記念（ GⅢ）場外… 9 月₆日㈭～ 9 日㈰

9 月10日㈪～12日㈬
①12：35～
9 月10日㈪～12日㈬
②15：00～
共同通信社杯高知（ＧⅡ）場外… 9 月14日㈮～17日㈷
富山競輪
（ＦⅡ）…
広島
（ＦⅠ）場外…

お笑いラ

Sports
Seminar

スポーツセミナー

◆第17回富山市民スポーツ・レクリエーション祭
健康増進を目指し、スポーツを楽しみます（費用無料）。
開催日 10月14日㈰
対象 市内在住の方
直接、
各校区の体育協会へ。
申込方法／以下の期日までに、
・パークゴルフ・・・９ 月14日㈮
・グラウンド・ゴルフ、ビーチボール・・・９ 月２1日㈮
・フレッシュテニス・・・９ 月２7日㈭
競技種目

会場

開始時間

神通川緑地公園
（婦中町上轡田）

パークゴルフ
グラウンド・ゴルフ
ビーチボール
フレッシュテニス

富山南総合公園（友杉）
市総合体育館（湊入船町）

₈：３０
₈：３０
₈：５０
₉：4０

市体育協会 ☎432－1117

◆はじめてのストレッチ体操セミナー
（秋期）

◆ジュニア期のアスリート塾
運動スキル（走・跳・投・泳）の向上を目指します。

日時
場所

₉月₃日～12月10日の㈪㈬17：30～19：00
（全18 回）
㈪…市民プール
（荒川四丁目）
㈬…市総合体育館
（湊入船町）
対象 アスリートを目指しており、
バタ足で₃m泳げる小学₁～₄年生
講師 市体育協会指導員 ほか
定員 20人
（応募多数の場合抽選）
費用 12,000円
（18回分前納）
※新規入会者は別途2,000円が必要。
申込方法 ₈月19日㈰までに、市体育協会ホームページ
（http://www.taikyou-toyama.or.jp）から申し込んでください。
スポーツクラブ富山

☎444ー4649

◆ジュニア期のアスリート塾
（親子セミナー）
スポーツパフォーマンスを支える基礎を学びます。

日時 ₉月₅日～11月21日の㈬17：30～18：30
（全10 回）
場所 市総合体育館 軽運動室
対象 年長児、
小学₁年生とその保護者
講師 市体育協会指導員 ほか
定員 15組
（応募多数の場合抽選）
費用 5,000円
（10回分前納）
申込方法 ₈月19日㈰までに、
市体育協会ホームページ
から申し込んでください。
スポーツクラブ富山

☎444ー4649

◆とびばこセミナー
基本動作を身に付け、一段上のとびばこに挑戦します。

日時 ₈月29日㈬～31日㈮13：15～14：45
（全₃回）
場所 市総合体育館
対象 小学₁～₃年生
定員 25人
（応募多数の場合抽選）
費用 2,000円
（₃回分前納）
申込方法 ₈月12日㈰までに、
市体育協会ホームページ
から申し込んでください。
スポーツクラブ富山

☎444ー4649

ストレッチ体操を通して、
柔軟な体つくりを目指します。
日時
場所
対象

₉月₆日～11月₈日の㈭14：00～15：00（全10回）
大山総合体育センター（花崎）
50歳以上の男女
ますかたとも み

講師 升方智美さん（スポールおおやまクラブ講師）
定員 20人
（応募多数の場合抽選し、
当選者にのみ通知）
費用 4,000円（10回分前納）
申込方法 ₈月17日㈮までに、市体育協会ホームページ
から申し込んでください。
スポールおおやまクラブ ☎483－0059

◆おやこで運動あそび
日時 ₉月₁日㈯₉：30～10：30
場所 2000年体育館（天正寺）
対象 小学₁・₂年生とその保護者
講師 市体育協会スポーツ指導員
定員 20組
（応募多数の場合抽選し、
当選者にのみ通知）
費用 200円
申込方法 ₈月20日㈪までに、市体育協会ホームページ
から申し込んでください。
2000年体育館 ☎420－2000

◆高齢期の健康体力つくり指導者講習会
ロコモ予防のための機能改善体操を学ぶ
～楽しく心地よく歩くための方法～
日時 ₉月₈日㈯13：00～16：10
場所 体育文化センター（友杉）
対象 （公財）日本スポーツ協会公認スポーツ指導者、
スポーツ推進委員、高齢者の運動指導者 ほか
お かげ ゆ み こ

講師 尾陰由美子さん
（NPO法人いきいき・のびのび健康づくり協会 会長）
定員 50人
（申込順）
費用 200円
申込方法 ₈月12日㈰から、市体育協会ホームページから
申し込んでください。
市体育協会 ☎432－1117
平成30年（2018年）₈月₅日発行 －

15

16 － 平成30年（2018年）₈月₅日発行

平成30年（2018年）₈月₅日発行 －

17

ほ っ と・エ ッ セ イ ○
152

避暑地などの夏の思い出にまつわる作品は楽曲にも映画にも
たけ うち
数多くある。僕の好みで勝手にあげてみるのだが、例えば竹内ま
りやの「グッドバイ・サマーブリーズ」は名作だと思う。大好きな
まつとう や ゆ み
曲の一つだ。松任谷由実の「真夏の夜の夢」の場合にはテキーラみ
お だ かずまさ
たいなキスというフレーズにやられてしまった。小田和正が歌う
「真夏の恋」の恋心も切なさが深いと思う。サザンオールスターズ
の名曲「夏の日のドラマ」もありがちな季節限定の恋心を軽めの
タッチでメロディアスに歌う。若い人は誰も知らないと思うが、
「避暑地の恋」というチェリッシュのヒット曲もあったよね。
映画で言えば、何と言っても「太陽がいっぱい」の全編にわた
るイタリアの輝ける海の美しさがまさに名シーンだと思う。古
いアメリカの映画で「避暑地の出来事」というのもあったな。な
によりも僕が名作中の名作だと思うニコラス・スパークス原作
の映画「きみに読む物語」も避暑地の出会いからラブストー
リーが始まる構成となっている。ちなみにこの「きみに読む物
語」は全ての人に薦めたい傑作映画である。観たことのない人
ぜ ひ
は是非ともこの機会に鑑賞してほしいと思う。
もちろん僕自身には、
「避暑地の恋」も「真夏の夜の夢」も縁が
なく経験も記憶もないけれど、
「太陽がいっぱい」な海の思い出
は幾つもある。本稿では、数多くある海の思い出の中から１０代
ぼうけんだん

前半の少年時代の小冒険譚を紹介してみたいと思う。
輪島市内、とは言え、市中心部から海岸線を東に向かって２０
そ そ ぎ
キロくらい車を走らせる位置にある曽々 木 海岸がその舞台。
曽々木海岸と言ってもおそらく誰も知らない地名だと思う。で

富山市長 森

雅志

「太陽がいっぱい」
津幡駅から輪島駅まで七尾線で移動した。子どもだけの小旅行
なのだから当然のことだが、すべて各駅停車の旅だった。何時
間ほどの旅程だったのかは覚えていないが、とにかく輪島駅に
たどり着いた。そこから目的地の曽々木海岸まではバスによる
き ちん やど
移動であった。海岸沿いにあったほとんど木賃宿のような簡易
き れい
な旅館に泊めてもらった記憶がある。透明度の高い綺麗な海で
泳いで翌日には帰ってきた。滞在時間より移動時間の方が長い
め ちゃ く ちゃ
という滅茶苦茶な海水浴だったのである。面白いのは翌年も同
じ旅程で出かけたことである。何がそうさせたのかは分からな
いけれど、綺麗な海の魅力だけじゃなく移動そのものが面白
かったのだと思う。中学生だけで夏休みにチョットした冒険の
旅に出たということだ。痩せて坊主頭だった思春期の記憶であ
る。もっとも、最初の年に出会った一人の少女の面影が₂年目
につながったという側面を否定はできないのだけれども…。さ
あぶ
らに言うと、中学生の₃年間毎年氷見の虻が島にも通った。こ
れも鉄道とバスの旅だった。よせばいいのに島から泳いで帰ろ
うと思いたち、途中でおぼれそうになったこともあった。これ
もまた思春期の酸っぱい記憶。
もちろんアラン・ドロンの「太陽がいっぱい」とは比ぶべくも
ないけれど、自分の中ではいつまでも色あせない「太陽がいっ
ぱい」な貴重な夏の思い出なのである。
書き出しのトーンの割にはつまらないエッセイになってし
まったが、加齢にあわせながらも、いつまでもロマンを忘れな
いことが大切だと言いたかったのである。思えば本稿が広報に
掲載されてお盆が来たなら、僕も６６歳になることとなる。いつ

も、僕には懐かしい場所なのである。
   中学₁年生の夏休みのことだ、何かの雑誌で曽々木海岸の風
までも若さを発信できる６６歳でいたいものだと思う。お互いに
景を見て無性に行ってみたくなった僕は近所の友人₂人を
良い夏となりますように祈る次第。
（くれぐれも熱中症にご注
誘って出かけたのだった。呉羽駅から津幡駅まで北陸線に乗り、 意召されますように。）
TOYAMA キラリ

図書館本館のイベント
本を通じた青年同士の交流の場に参加してみませんか。
もりさわあき お

課題本

森沢明夫

著

『夏美のホタル』
（角川文庫）㈱KADOKAWA
しん ご

なつ み

写真家志望の大学生・慎吾と彼女の夏美
は、山里でヤスばあちゃんと息子の”地蔵
さん” に出会う。彼らとの交流を通して、
誰かを想うこと、誰かの幸せを願うこと
を描いた切なくあたたかい物語。
日時／₈月23日㈭19：00～20：45
場所／ CiC₃階 会議室
（新富町一丁目）
定員／30人程度
（申込順）
対象／おおむね２０～４０歳で、市内在住か、市内で勤務・活動している方
費用／無料
（課題本の購入は自己負担）
申込方法／₈月21日㈫までに、ホームページからメンバー登
録を経て申し込んでください。
ホームページから申し込みで
きない場合は、
男女参画・市民協働課に問い合わせてください
（メンバー登録用紙をお送りします）
。
男女参画・市民協働課 ☎４４３－２０５１
https://www.toyama-tsukiichi-dokugakubu.jp
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図書館本館（西町） ☎461－3200
http://www.library.toyama.toyama.jp/

おおきなおはなしポケット
絵本の読み聞かせとフェルトシアター「三枚の
お札」を行います。
日時／₈月25日㈯ [午前の部]10：30～11：15
[午後の部]14：00～14：45
対象／₃歳以上 ※費用・申込不要。
はじめての起業・創業セミナー

「わたしらしいはたらきかたはじめよう。
」
テーマ／ SNSの活用で認知度アップ
日時／₉月₂日㈰14：00～16：00
まえ だ たかゆき

講師／前田崇之さん
（BASE㈱マーケットディベロップメント）
対象／創業や起業をお考えの方、創業して間もない方 など
定員／100人（申込順） 費用／無料
申込方法／₈月30日㈭までに、
電話で、
（公財）富山県新世
紀産業機構内富山県よろず支援拠点
（☎444－5605）
へ。
ホームページ（http://www.tonio.or.jp/semi/20180902-y/）
から申し込むこともできます。

ふるさと富山美化大作戦

県民一斉防災訓練

シェイクアウトとやま
9 月 1 日は防災の日です。
市では県と合同で、
地震発生直
後の安全確保行動を身につけるための訓練を実施します。
じっと し て

隠れて

しゃが ん で

訓練
内容

！！

！！

！！

実施期間／₉月₅日㈬10：00～
※防災週間
（₈月30日㈭～₉月₅日㈬）
に実施も可。
実施場所・内容／各自の自宅・学校・職場で、
₃つの安全確
保行動を実施してください。
※訓練に参加いただける方は、訓練への参加登録をお願
いします。詳細は、富山県防災・危機管理課へ問い合わ
せてください。
ヤ

フ

ー

※
「Yahoo! 防 災 速 報」登 録 者 や、
「富 山 市 の 防 災 情 報
ツイッター
「Twitter アラート」の設定をしてい
Twitter」において
る方には、
同日同時刻に訓練通知を配信します。
防災対策課 ☎４４３－２１20
富山県防災・危機管理課 ☎４４4－3187

駅ナカ deクールシェア !
日時

₈月18日㈯10：00～16：00

場所

富山駅南北自由通路 ※費用・申込不要。

日時

₈月19日㈰₇：００～₉：００

※小雨決行。

全国に誇れる美しいまち
「ふるさと富山」を目指し、
市内全域で一斉に美化清掃活動を行います。皆さんも、
ぜひ参加してください。
各校区
（地区）での清掃活動のほか、市内に重点清掃
場所を設けて実施します。
重点清掃場所
富山地域

富山駅周辺、
中心市街地

大沢野地域

猿倉山森林公園芝生広場

大山地域

県道富山上滝立山線
（地方鉄道上滝駅周辺～大川寺駅間）

八尾地域

越中八尾駅から八尾地区市街地への幹線道路

婦中地域

速星駅周辺、国道３５９号線、県道婦中・平岡線、
速星停車場線

山田地域

山田中核型地区センター、
山田公民館周辺

細入地域

国道41号線沿線、細入中核型地区センター周辺

生活安全交通課

クールシェアとは？

みんなで１つの場所に集まる
ことで、エアコンなどのエネル
ギー消費を減らし、地球温暖化
を防止するクールチョイスのひ
とつです。

チームとやましメンバー募集中

・エコグッズが当たる！

地球温暖化防止に取り組む

コンパスのエコじゃんけん大会

内容

「チームとやまし」のメンバーを
募集しています。

・シュッとひと吹き冷感！
アロマミスト作り

メ ン バ ー 登 録 な ど 詳 細 は、

コンパス

ホームページ
（http://www.team-

・地球温暖化VR
（バーチャル・リアリティ）映像体験

toyama.jp/）
をご覧ください。

・ガラスのトンボ玉アクセサリー制作体験
・あいの風とやま鉄道模型展示

環境政策課

みんなで１つの場所に集まり、
エネルギー消費を減らす取り組み
「クール〇〇〇」
を始めてみませんか。

○〇○に入る文字は？

答「クール〇〇〇」

ハガキかＥメールで、答と郵便番号、住所、氏名、年齢、連
絡先
（電話番号かメールアドレス）
と
「広報クイズ応募」と書
いて、広報課（〒９３０－８５１０ 新桜町₇－38）
へ (₁人₁通 )。
広報とやまに対する意見・感想もお待ちしております。
締め切り▶₈月17日㈮（必着） Ｅ kouhou-01@city.toyama.lg.jp
賞
品▶５００円分の図書カード
（抽選で₅人）
当選発表▶賞品の発送で代えさせていただきます。
前月の答え ₃

☎４４３－２０５２

前月の応募総数225件（正解数219件）

☎443－2053

今月の
放送日

₈月19日㈰１1：4５～

放送局

KNB 北日本放送
（₁ch）

テーマ 「人と環境にやさしいまち 未来都市とやま」
地球環境を守るため、
身近な
暮らしの中で私たちができる
こと、
市の取り組みについて紹
介します。
緑のカーテン▶

市ホームページ（まちづくり・市政⇒インフォメーション⇒とやま情報局）
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現代ガラス芸術の国際公募展
「富山ガラス大賞展
2018」の入賞作品が決定しました。
入賞作品を含む入選作品54点は、
₉月15日㈯より
ガラス美術館で展示します。

［問い合わせ］富山ガラス大賞展実行委員会事務局
（ガラス美術館内）

富山ガラス大賞展2018 入賞者一覧
大賞
金賞

ビョルク・アエサ（ノルウェー）
ふじかけ さ ち

藤掛 幸智
（日本）

広垣 彩子
（日本）
こ じま

ゆ

か こ

小島 有香子（日本）
チェミンスカ・バル・マルゼナ（ポーランド ）

シ ー ル ド ツー

プロコップ・トーマシュ（チェコ共和国）

「Shield Ⅱ」

つ もり ひでのり

津守 秀憲（日本）

ビョルク・アエサ作
◆

Sound:
Thorsteinsdóttir Tinna
Technical assistant:
Kopel Josh and
Einarsdóttir Nanna
2018
Photo: Okamura Kichiro

富山ガラス大賞展2018

会 期 ₉月15日㈯ ～11月25日㈰
場

所

観覧料

ガラス美術館₂・₃階 展示室₁～₃（西町）
一般1,000円、
大学生800円

※高校生以下無料。

※展覧会の詳細は、
広報とやま 9 月 5 日号でお知らせします。

「扇田克也 － 光のカタチ」展 ギャラリートーク

◆

［問い合わせ］ガラス美術館（西町） ☎461－3100

開催中の企画展
（会期：₉月₃日㈪まで）の作家による作品解説と公開制作を行います。
日時／₈月11日㈷14：00～
場所／ガラス美術館₂階 展示室₁・₂、ロビー
※費用・申込不要（ただし、展示室の入場には本展観覧券の当日券が必要）。
広報とやまは環境に配慮し、
古紙パルプ配合率80％の紙と植物油インキを使用しています。

ホームページ http://www.city.toyama.toyama.jp/

ひろがき あや こ

広報とやま、富山市公式Facebook、Twitter、Instagramはこちら→

銀賞

大賞

☎461－3100

［ホームページ］http://www.toyama-glass.jp/

富山市 〒９３０‐８５１０ 富山市新桜町 ７ 番38号
企画管理部広報課
☎０７６（４３１）６１１１（代表）

富山ガラス大賞展 2018
入賞作品決定

