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
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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
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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 －

11

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

12 － 平成30年（2018年）₈月₅日発行

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。
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