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一般表彰51人・1 団体
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あさみ（27歳）

努（70歳）

光和（77歳）

萩浦地区自治振興会会
長等として、住民自治
の振興発展に貢献

髙﨑

憲邦（71歳）

大江

光（23歳）

スノーボード選手として、平昌
オリンピックに出場するなど、
スポーツの振興発展に貢献

中土

一雄（62歳）

富山地域交通安全活動推進 市消防団富山方面団方面
委員協議会会長等として、 副団長等として、安全な
地域住民の安全確保に貢献 地域社会の形成に貢献

宮崎

市民生活功労

市体育協会理事等とし
て、スポーツの振興発
展に貢献

広野

中田

市民生活功労

俊昭（68歳）

山邊

市民生活功労

西浦

俊宗（75歳）

市民生活功労

保彦（64歳）

図書館や保育所、小学校で
の読み聞かせを通じて、子
どもの健全育成に貢献

地方自治功労

塩井

ボラン テ ィ ア 功 労

堀川校下自治振興会会
長等として、住民自治
の振興発展に貢献

土多

八尾おはなしの会

市統計調査員として、 市統計調査員として、
正確迅速な統計調査の 正確迅速な統計調査の
推進に貢献
推進に貢献

市民生活功労

水橋安全運転管理者部
会長等として、地域住
民の安全確保に貢献

信一（77歳）

市民生活功労

清孝
（71歳）

大輝（17歳）

福田

スキー選手として、平昌パラ 市体育協会会長等とし
リンピックに出場するなど、 て、スポーツの振興発
スポーツの振興発展に貢献
展に貢献

市民生活功労

市民生活功労

新鞍

川除

賢司（67歳）

地方自治功労

重三
（65歳）

上滝地区自治振興会会
長等として、住民自治
の振興発展に貢献

高柳

水橋中部自治振興会会
長等として、住民自治
の振興発展に貢献

市民生活功労

金木

市消防団水橋方面団方面
副団長等として、安全な
地域社会の形成に貢献

丈夫（74歳）

市民生活功労

市民生活功労

長岡地区自治振興会会
長等として、住民自治
の振興発展に貢献

平井

市農業委員会委員と
して、農業農村振興に
貢献

地方自治功労

敏明
（77歳）

勝（73歳）

地方自治功労

地方自治功労

中山

北岡

東部校下自治振興会会
長等として、住民自治
の振興発展に貢献

征隆（74歳）

地方自治功労

美孝
（81歳）

山本

地方自治功労

地方自治功労

地方自治功労
秋本

堀川南自治振興会会長
等として、住民自治の
振興発展に貢献
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市政功労

秘書課

（敬称略・部門別・五十音順）

一般表彰

平成 30 年度の富山市表彰式を
１１月 8 日㈭、
ANAクラウンプラザ
ホテル富山で行います。
受彰者のご功績をたたえて表
彰状を贈呈します。

𠮷美（71歳）

村上

英士朗（23歳）

スノーボード選手として、平昌 市交通指導員等として、 ウエイトリフティング選手とし
オリンピックに出場するなど、 地域住民の安全確保に て、国民体育大会で優勝するな
スポーツの振興発展に貢献
貢献
ど、スポーツの振興発展に貢献

邦夫（75歳）

希則（81歳）

憲彦（72歳）

伸也（63歳）

藤木

郁子（79歳）

島﨑

勇紀夫（78歳）

市身体障害者協会副会
長等として、障害者福
祉の推進に貢献

山崎

哲雄（70歳）

富山プラスチック協会
会長等として、地域経
済の振興発展に貢献

髙岡

明夫（70歳）

森

俊偉（71歳）

市景観まちづくり審議会
会長等として、良好な景
観の形成や推進に貢献

堀田

宏（71歳）

市補導委員連絡協議会理 市補導委員連絡協議会会
事等として、安全で住み 長等として、安全で住み
よい社会づくりに貢献
よい社会づくりに貢献

砂森

光枝（71歳）

市保健推進員連絡協議
会副会長等として、保
健衛生の増進に貢献

𠮷崎

雅惠（72歳）

富山市保育連盟会長等
として、保育事業の振
興発展に貢献

髙野

修成（72歳）

八尾機械工業センター協
同組合理事長等として、地
域産業の振興発展に貢献

渡邊

史雄（64歳）

婦中鉄工業団地協同組
合理事長等として、地域
産業の振興発展に貢献

教育文化功労

市社会教育委員等とし
て、社会教育の振興に
貢献

浩二（71歳）

市身体障害者協会副会
長等として、障害者福
祉の推進に貢献

産業経済功労

溪良（72歳）

蓮池

秀子（83歳）

産業経済功労

市美術展実行委員等と
して、芸術文化の振興
発展に貢献

亀山

峰夫（61歳）

教育文化功労

敏治
（70歳）

大山猟友会会長等とし
て、鳥獣被害対策の体
制強化に貢献

杉山

あおば農業協同組合組 （一社）越中八尾観光協会
合長等として、農業の 会長等として、地域文
振興発展に貢献
化の発展に貢献

教育文化功労

一ノ谷

欣一（73歳）

教育文化功労

教育文化功労

市建築審査会会長等と
して、建築物の安全性
確保に貢献

中川

啓一（70歳）

産業経済功労

覺曉
（76歳）

県薬業連合会副会長等
として、医薬品産業の
振興発展に貢献

杉林

産業経済功労

竺

淳一（74歳）

産業経済功労

産業経済功労

市商店街連盟会長等と
して、地域産業の振興
発展に貢献

石黒

産業経済功労

隆信
（66歳）

産業経済功労

石井

産業経済功労

産業経済功労

総曲輪地区社会福祉協 新庄校下民生委員児童委 市食生活改善推進連絡協 富山市私立保育園協議
議会副会長等として、 員協議会会長等として、 議会地区理事等として、 会会長等として、保育
地域福祉の増進に貢献 地域福祉の増進に貢献
市民の健康増進に貢献
事業の振興発展に貢献

岩瀬

厚生功労

葊田

小島

富山市認定こども園協
議会会長等として、
保育
事業の振興発展に貢献

厚生功労

恭子
（77歳）

スキー選手として、平昌オ 市環境保健衛生連合会
リンピックに出場するなど、 会長等として、環境衛
スポーツの振興発展に貢献 生の推進に貢献

厚生功労

厚生功労

厚生功労

田中

紀長（64歳）

厚生功労

金井

麦島

厚生功労

美惠
（82歳）

市食生活改善推進連絡 市身体障害者協会副会
協議会副会長等として、 長等として、障害者福
市民の健康増進に貢献 祉の推進に貢献

豪（23歳）

厚生功労

岡本

厚生功労

厚生功労

市交通指導員等として、 富山南防犯協会副会長
地域住民の安全確保に 等として、安全で住み
貢献
よい地域づくりに貢献

山元

厚生功労

山口

環境功労

博明
（69歳）

市民生活功労

市民生活功労

市民生活功労
桃井

米澤

徹（72歳）

学校歯科医として、学
校保健の向上に貢献

平成３０年（20１８年）11月₅日発行 －
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特集
トラムと
「まち歩き」
を楽しもう
市では、トランジットモールをはじめ、トラム
（路面電車）
を中心としたにぎわいづくりの施策を進めています。

本特集では、トランジットモールの可能性や、トラムと

過ごすまち歩きの魅力を紹介します。

中心市街地活性化推進課 ☎443－2054
路面電車推進課 ☎443－2115

トランジットモールとは

トランジットモール化による歩行者空間の広がり

トランジットモールとは、一般車両の通行を制限し、
公共交通と歩行者のみが通行できる空間のことです。昨
年開催された大手モールフェスでは、車道エリアに多く
の店が並び、歩行者空間が大きく広がったことで、人々

₃回実施してきましたが、いずれも通常時と比較して大
幅に歩行者通行量が増加しました。
これは、
トランジット

クショップなど、魅力的なイベントが多数実施されたこ
とから、
その相乗効果によるものと考えられます。

歩行者通行量の大幅な増加
19,879 人

17,210 人

12,988 人

トランジット
モール
社会実験時

通常時の

9.2 倍

通常時

モールの実施に向け取り組んでいきます。

越中大手市場

～トランジットモール～

①H29 10.14

②H30₃. 25

今年は越中大手市場に合わせ、トランジットモールの
社会実験を₃月、₇月に行いました。

出店者の声

トランジットモールのイベントに

このイベントがきっかけで、多くの方に

来るのはこれで₃回目です。

お店を知ってもらうことができました。

子どもも大人も楽しめるので、と

普段とは違うお客様と接することがで

ても良いイベントだと思います。

きるので、
毎回新鮮な発見があります。

いけ だ
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③H30₇.29

(晴れ・最高気温19.1度） （晴れ・最高気温37.1度）

参加者の声

池田さんご家族

通常時の

6.6 倍

（晴れ・最高気温21.9度）

レポート

10.2 倍

通常時の

市は今後も、多くの方が新しい形のまち歩きを楽しめ
るよう、地域や関係機関と連携しながら、トランジット

歩道

歩行者の空間拡大

（１日あたりの通行量）

モールという安全で歩きやすい空間があったことに加
え、その空間を生かし、越中大手市場や音楽ライブ、ワー

車道

歩行者の空間拡大

になり、まちなかが大勢の人でにぎわいました。
昨年以降、市では、トランジットモールの社会実験を

車道

歩道

がより自由に店と店の間を行き交うことができるよう

レ イ バ ー

ラ

ボ

ラ

ト

リ

ー

で ぐち

LABOUR & LABORATORY 出口さん

インタビュー
トランジットモールの可能性やまち歩きの魅力について、お話を伺いました。
まちなかは「歩いて楽しむ」のが一番。
魅力あるお店をたくさん知ってほしい。
大手モールは、もともとトランジット

今後は、トランジットモールの開催

モール化を目指して作られており、歩道

時だけでなく、いかにその後の集客に

も広くとってあるので、その空間を生か

結び付け、普段のにぎわいにつなげら

したイベントに多くの方に来ていただけ

れるかが一番の目標であり課題です。

たことがとても良かったです。

まちなかは「歩いて楽しい」ことが一

また、
最近では、
おしゃれなものやこだ

番の魅力だと思いますので、ぜひ多く

わりがあるものを扱うお店も増えてき

の方にまちを歩いていただき、今まで

て、より幅広い層の方に楽しんでいただ

知らなかった魅力あるお店をたくさん

けるようになってきていると思います。

発見してほしいです。

大手モール振興会 会長
やま ぐち かず ひろ

山口 一弘さん
歩行者がゆっくり楽しく歩ける空間こそが、
まちのにぎわいをつくる。
ヨーロッパをはじめ、世界では、

トランジットモールのような、公共

トランジットモールによってまちな

交通を軸にしたまちの過ごし方は、ま

かに大きなにぎわいが生まれていま

ちににぎわいを生み出すだけでなく、

す。そういったことから、
「 まちのに

環境面や健康面でもメリットがありま

ぎわいに必要なのは、歩行者がゆっ

す。さらに、公共交通を利用している時

くり楽しく歩ける空間があること」

は、常に注意が必要な車の運転時とは

という考え方が広まってきました。

違い、心に“ゆとり”ができるのも大きな

富山で昨年から行われているト
ランジットモールのイベントでは、

メリットの一つではないでしょうか。
今後も、継続してトランジットモール

車道エリアに多くのお店が並ぶこ

の社会実験を行い、普段のにぎわいにつ

とで、歩行者空間が広く楽しいもの

なげることが大切だと思います。また、

になっています。まさに、
「 歩行者が

市民の方の意識も、まちに来る際は積極

ゆっくり楽しく歩ける空間」が創り

的に公共交通を使おうという方向に変

出されていると思います。

わっていけば、さらに良い循環になって
いくだろうと期待しています。

トラムと共に
豊かな時間を過ごしませんか

富山大学 副学長
なか がわ だい

中川 大さん
（専門分野：都市政策、交通政策）

トラムと一緒に、
まち歩きを楽しみましょう

トランジットモールによって、トラムと歩行者だけの自由な空間が作られ、
そこには新しいまち歩きの形が生まれています。また、平成32年₃月には、市内
電車と富山ライトレールをつなぐ路面電車南北接続に向けた工事が完了予定
です。これにより、トラムがより便利で、身近なものになると期待されます。
市民のみなさんも、ぜひ積極的にトラムを利用し、ゆっくり買い物やイベント
を楽しむ休日を過ごしてみてはいかがでしょうか。きっと普段とは違う、豊かな
時間を過ごせるはずです。
平成３０年（20１８年）11月₅日発行 －
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あなたのお家は大丈夫？

火 災 の備えは日頃から
これからの採暖期は、特に火災が起こりやすくなります。
火災の多くが、ちょっとした不注意や気のゆるみによる「うっかり火災」です。
日頃から防火チェックを行い、安心・安全な暮らしが送れるように家族みんな
で心掛けましょう。

消防局予防課 ☎４93－4141

平成30年度全国統一防火標語

平成30年の市内での火災状況（ ９ 月３０日現在）
火災発生件数 … 52件（うち、住宅からの火災が21件）

忘れてない？
サイフにスマホに
火の確認
住宅用火災警報器

市内での主な火災発生原因
₁位 たばこ……………………………………10件
₂位 配線器具…………………………………₄件
3 位 こんろ、電気機器、たき火、火入れ……各₃件

を設置しましょう

全ての住宅において、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
市内でも、住宅用火災警報器を設置していたことで火災を未然に防ぐこと
ができ、大事に至らずに済んだ事例があります。まだ設置していない場合
は、早急に設置してください。
設置済みの場合でも、定期的に作動確認や掃除を行い、10年を目安に取
り換えましょう。

消防・防災フェア2018

を開催します

消防活動に関連した体験型イベントなどに参加し、防火・防災への意識
を高めましょう。
日時

11月23日㈷10：00～14：00

場所

グランドプラザ
（総曲輪三丁目）

内容

レスキュー体験、はしご車試乗体験、大声体験、消火用ホース延長体
験、
消防士なりきり写真撮影、
お楽しみ抽選会

ステージ

▲レスキュー体験

など

●

富山市消防音楽隊による演奏

●

桜谷保育園・めぐみこども園の幼年消防クラブ員による演技

●

コンプレッサーさんによるマジックショー

●

mioさんによるバルーンショー

ミ オ

富山消防署査察課 ☎４93－4873
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▲消火用ホース延長体験

わが家の

防 火 チェック診断

次のチェック表で、
当てはまるものにチェックをつけ、自宅の状況を確認してみましょう。
チェックできなかった項目を改善することが、
火災予防につながります。

こんろ

たばこ

□ 周りに燃えやすいものを置いていない。
□ そばを離れるときは、
必ず火を消している。
□ こんろ周りやグリル内を定期的に掃除している。
□ そで口がゆったりした服装で調理をしていない。
□ Siセンサーなどの安全装置がついたこんろを
使用している。

□ 寝たばこはしていない。
□ 灰皿に火のついたたばこを放置していない。
□ くずかごに吸殻を捨てていない。
□ 灰皿に吸殻をためず、
こまめに捨てている。
□ 吸殻は水に濡らしてから捨てている。

放火

ストーブ

□ 家の周りに可燃物を置いていない。
□ 郵便ポストに新聞などをためていない。
□ 物置や車庫は施錠している。
□ ゴミは収集日の朝に出している。
□ 照明器具を取り付け、建物周囲を明るくしている。

□ 使いはじめるときに点検している。
□ 燃えやすいものを近くに置いていない。
□ 就寝前や外出時には火を消している。
□ 給油は、
火を消してから行っている。
□ 給油後、
タンクのふたは確実に閉めている。

電気
！

□ たこ足配線はしていない。
□ プラグなどにほこりがたまっていない。
□ コードを引っ張ってプラグを抜いていない。
□ コードを束ねたまま使用していない。
□ コードが家具などの下敷きになっていない。

電気機器による火災が増えています

◆電磁調理器
（IHクッキングヒーター）

スマートフォンやノートパソコンなどに使

思われがちですが、使用方法を誤る

われているリチウムイオン電池は、ショートす

と火災が発生することがあります。

ると激しく燃焼することがあります。

＜火災を防ぐポイント＞
● 電磁調理器に対応した調理器具を使用する。
●

◆リチウムイオン電池

電磁調理器は火災が起こらないと

＜火災を防ぐポイント＞
● 電池が膨らんでいる場合は交換する。

揚げ物などをする際には、少量の油で調理し

●

電池に衝撃を与えたり、強く押したりしない。

ない。

●

異常な発熱がある場合は、直ちに使用を中止する。

平成３０年（20１８年）11月₅日発行 －
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まちなか総合ケアセンター は
子育てや在宅医療を応援します

まちなか総合ケアセンター（総曲輪四丁目）では、

乳幼児から高齢者、障害者など、全ての方が安心して

暮らせるよう、さまざまなサポートを行っています。

まちなか総合ケアセンター ☎４61－3603

http://machinaka-care.city.toyama.lg.jp/

産後のママをサポート

働くパパ・ママをサポート

産後ケア応援室

病児保育室

「授乳がうまくいかない…」
「初めての育児で不安…」
そのような産後ママの心身の休養と体力回復を支

援し、
明るい気持ちで安心して子育てできるよう、助
産師がサポートします。

【ママ同士の交流の場 子育て教室】
助産師から育児に関す

る話を聞き、ママ同士の

交流を図る「子育て教室」
も開催しています。

「子どもが急に熱を出した」
「でも、仕事を休めない…」
こんな時に便利な
「病児保育」
をご存じですか。

病児保育室では、通常の病児保育に加え、お迎え型

の病児保育を実施しています。

【お迎え型病児保育とは】
保育所などでお子さんが急に体調を崩した時、仕

事の都合などで迎えに行けないご家族の代わりに、
スタッフがお子さんを迎えに行きます。かかりつけ

医を受診した後、病児保育室で保育看護を行います。

◀ママ＆ベビー体操

産後ケア応援室 利用者の声

お迎え型病児保育 利用者の声

●優しく温かい言葉をかけていただき、心も体も休
息できました。

●病院まで連れて行ってもらえるのは、非常にあり
がたいです。

●納得いくまで答えてくださる助産師の方に感謝し
ています。

●仕事を休まなければならない精神的ストレスから
解放されました。

産後ケア応援室

☎461－3541

☎461－4801

まちなか診療所

多世代の交流の場

「住み慣れた自宅で
最期まで自分らしく過ごしたい」

まちなかサロン

そのような患者さんやその

多世代にわたる市民の皆さんの交流の場として、自

主的な活動を行えるスペースを無料で開放しています。
【さまざまな場面で利用できます】

健康や医療、子育てな

どに関する情報を発信す

る講座や、地域のサーク
ル活動など、さまざまな
▲体操サークル活動

病児保育室

用途で利用可能です。

ご家族の思いを受け止め、在
宅療養をサポートします。

▲診療の様子

医療介護連携室
まちなか診療所

☎461－3618
☎461－3619

こども発達支援室
心身の発達が気になるお子さんに関する相談に応

じ、家庭での関わり方や遊び方などへの支援を通し
て、発達を促すサポートを行います。

まちスポとやま
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☎461－3332

こども発達支援室

☎461－５４７０

11月は「児童虐待防止推進月間」

ストップ！児童虐待
子どもを虐待から守るのはあなたです
つな

「未来へと 命を繋ぐ 189（いちはやく）
」
（平成30年度「児童虐待防止推進月間」標語）

子どもへの虐待とは

本来子どもを守るべき保護者（親や親に代わる養育者）

が、子どもの身体や心を傷つけることをいいます。

身体的 虐待
・なぐる、
ける、
首をしめる、
激しく揺さぶる
・やけどを負わせる、
溺れさせる
・戸外に閉め出す など

ネグレクト（養育保護義務の拒否・怠惰）
・食事を十分に与えない、
入浴させない
・極端に不潔な環境の中で生活させる
・病気になっても病院に連れて行かない
・家や自動車の中に放置して出かける など

心理的 虐待
・言葉による脅し、
脅迫や暴言
・無視したり、
拒否的な態度をとる
・目の前でDV
（ドメスティック・バイオレンス）
を見せる
・きょうだい間で差別的扱いをする など

性的 虐待
・性的ないたずらや、
性的行為を強要する

・わいせつな写真の被写体になることを強要する など

子どもを
虐待から守るためには
子どもの様子がおかしいなど
「虐待かも」と思ったら、
迷わずに連絡してください。

Q. もし、連絡した内容が間違っていたら？

責任を問われることはありません。あなたのその

連絡が、
子どもを救う手がかりになります。

Q. 連絡を受けたらどのような対応をするの？
市または児童相談所の職員が、対象となる子ども
の安全を確認するための調査を行い、保護者の相談
にも応じます。

子どもを健やかに育むために
～愛の鞭ゼロ作戦～
む ち

子育てでしつけと称してたたいたり怒鳴ったりすることは、
子どもの成長の助けにならないばかりか、悪影響を及ぼして
しまう可能性があります。最初は
「愛の鞭」のつもりでも、いつ
の間にか虐待へとエスカレートしてしまうこともあります。
【子どもを健やかに育むには】
子どもは、親に恐怖を持つと、SOS を伝えられなくなります。
イライラが爆発しそうなときは、一度その場を離れ、クールダ
ウンしましょう。また、子どもの気持ちに寄り添いながら、育
ちを応援しましょう。

子育てに悩んだり
することはありませんか？
子育ては楽しいことばかりではなく、
つらいことや大変なこともあります。
こども育成健康課
（市役所₃階）
、子育て支援センター、各保
健福祉センター、
民生委員・児童委員など、
あなたの周りには身
近な相談相手がたくさんいます。困ったときは、ひとりで悩ま
ず、
気軽に相談してください。

虐待かも
と
思ったら
お住まいの地域の児童相談所につながります。

※一部のIP電話からはつながりません。※通話料がかかります。

連絡は匿名で行うことも可能です。
連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。
こども育成健康課 ☎４４３－２０３８
各行政サービスセンター担当課
大沢野（細入）☎４６７－５８３０ 大山
☎４８３－１２１４
☎４５５－２４６１ 婦中（山田）☎４６５－２１１４
八尾
富山児童相談所

☎４２３－４０００
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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
平日の夜間や休日に納税相談窓口を
開設します。
電話での相談も可能です。

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

ＥＥメール

介護職場の就職説明・面談会

11月25日～12月 1 日は犯罪被害者週間
「犯罪被害者週間」は、犯罪被害者な

介護分野（介護職、看護職など）への就

どが置かれている状況や、名誉または

職を希望している方はぜひ参加してく

平穏な生活への配慮の重要性につい

ださい。経験や資格の有無は問いません。
11月14日㈬１４：００～15：3０

て、
理解を深めるための週間です。
犯罪被害にあうことの深刻さ、心の

県民共生センターサンフォルテ

開設場所 納税課
（市役所₂階）

傷の回復の困難さについて、ご理解を

（湊入船町）

税務事務所税務課（婦中行政サービス

お願いします。

・ 不要

センター₂階）

生活安全交通課

☎443－2052

12月₃日㈪、
₄日㈫、
11日㈫の１９：００まで

※次回以降の参加を希望される事業所
は、市ホームページ（「介護職場の就職

［夜間（平日）
納税相談窓口］
11月15日㈭、19日㈪、20日㈫、

ホームページ

説明・面談会」で検索）から申し込んで

運転免許自主返納支援事業

ください。

市内在住の満65歳以上の方で、有効期間

介護保険課

☎４４３－２０41

11月18日㈰₉：００～１2：００

内の全ての運転免許を自主的に返納した方

ハローワーク富山

☎４３１－９９６５

12月₂日㈰₉：００～１7：００

支援内容 公共交通機関などで利用でき

※夜間
（１８：００以降）および休日に市役

る 2 万円分の支援券（一人 1 回限り）

所へお越しの際は、
時間外窓口
（庁舎北

必要書類 運転免許の取消通知書の原本

側地下₁階）へ。車でお越しの方は、事

（免許を自主返納した時に発行）
、印鑑

前に納税課へ連絡してください。

（代理の場合、代理の方の印鑑も必要）

［休日納税相談窓口］

納税課

☎４４３－２０３０

※運転免許の返納については、富山県警察

税務事務所税務課

☎465－3135

本部運転免許センター（☎441－2211）へ。

市役所展望塔の休止
展望塔用エレベーターの点検整備の
ため、市役所展望塔を休止します。
休止日 11月25日㈰

管財課

☎443－2117

※希望者には、おでかけ定期券の取得

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
金課窓口を１９：００まで延長して開設します。
11月の開設日 19日㈪、
21日㈬、
27日㈫
上下水道局料金課

☎４３２－８５１２

費用
（1,000円）も支援します。希望する
場合は、おでかけ定期券の写し（両面）
と振込先口座のわかるものを持参して
ください。
申請窓口 生活安全交通課
（市役所 ３ 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

大山文化会館の閉館
平成31年 ３ 月末日に閉館します。
閉館
後は、
市内の文化施設をご利用ください。
大山文化会館

☎483－0001

「ジェネリック医薬品」
とは.
.
.
ジェネリック医薬品は、新薬の特許が切れた後に販売される薬です。
有効性や安全性、品質について、国が厳格な審査のうえ製造販売を承
認しています。開発コストが抑えられるため安価であり、自己負担額の
軽減、医療保険財政の改善につながります。

「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を11月末に送付します
富山市国民健康保険に加入されている方で、新薬からジェネリック
医薬品に切り替えた場合、自己負担額が一定額以上軽減できると見込
まれる方に
「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」を送付します。
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そ れ ら だ け を 透 明 な 袋 に 入 れ、
「燃やせないごみ」
の日に出してね。

☎443－2052

「ジェネリック医薬品」
をご存じですか

カセットボンベ・スプレー缶は、
全て使い切ったあと、穴をあけず、

平成31年度からは支援券を 1 万円
分に変更し、平成33年度には申請の
受付を終了します。
生活安全交通課

ごみ出しのルール

環境センター管理課
☎４２９－５０１７

国民健康保険中央会コールセンター
☎０１２０－５３－0006
保険年金課

☎443－2064

「ジェネリック医薬品」への変更を
希望の場合は医師・薬剤師に
相談してください
※疾病内容などから、
ジェネリック医薬品
を処方しない場合が
あります。

12月₁日は世界エイズデー
世界エイズデーに合わせて、夜間・休

・県内外での研修に参加できる方
は原則、市が負担します。

日の相談・抗体検査を行います。原則無

任期

料、
匿名で行います。

平成31年 ４ 月 １ 日～平成34年 ３ 月31日

※毎週㈫と第 3 ㈭の 9：00～11：00にも相

₇人程度（書類、面接により選考）

談・検査を実施しています（㈷を除く）。

１２月₃日㈪までに、応募用紙、応募の

［休日検査］

動機（４００字程度）を、直接、介護保険課

12月₂日㈰₉：００～11：００
保健所
（蜷川）

11月30日㈮17：00までに、
電話で、
保健

※募集要項、
応募用紙は介護保険課にあ
るほか、
市ホームページ
（
「介護保険課か

所保健予防課へ。

らのご案内」で検索）からもダウンロー

結果通知 同日13：00～15：00

ドできます。

［夜間検査］

介護保険課

考えてみませんか。
無料

ボルファートとやま（奥田新町）
●基調講演
「富山大学の地域包括ケアにおける役割」
やましろせい じ

☎４４３－２２０６

福祉サポートセンター長、総合診療部教授）
●特別講演「地域づくりで最期までハッピー」
なかむらしんいち

不要

結果通知 12月12日㈬17：00～19：00

※クラミジア・梅毒検査
（有料）
も実施。
保健所保健予防課

在宅医療・介護連携の推進について

講師 山 城 清 二さん
（富山大学附属病院医療

12月₅日㈬17：００～19：００
保健所

第 ９ 回東海北陸在宅医療
推進フォーラム in とやま

1２月₂日㈰13：30～16：00

（市役所 ３ 階）へ。

14人
（申込順）

講座・講演

※研修費、保険料など、活動に係る費用

☎428－1152

富山市立看護専門学校
平 成 31 年 度 入 学 生
募集定員 40人(推薦・社会人を含む)
出願資格 高校を卒業した方
（来年₃月

多重債務無料相談会
借金
（債務整理、
過払い金など）
に関す

卒業見込みを含む）、または18歳以上で
高校卒業と同等以上の学力があると認

講師 中村伸一さん
（名田庄診療所所長）

●シンポジウム「まちぐるみで住民が
地域で暮らし続けることを支える とやま」
市内在住の方、在宅医療や介護福祉
に関わる方
280人（申込順）
11月22日㈭までに、ハガキかＦＡＸで、氏名、

められる方

電話番号を、富山市医師会在宅医療支援セン

る相談を受け付けます。
秘密は厳守され

出願期間 11月26日㈪～12月₇日㈮

ター（〒939－8087  大泉町二丁目11ー20）へ。

ますので、
安心して相談してください。

試験日 平成31年₁月₉日㈬、
10日㈭

［司法書士による多重債務相談会］
毎週㈬13：00～16：00

※予約可。

（㈷、
年末年始、
CiC休館日を除く）
消費生活センター

☎421－3148

℻491－2859

選考方法 ①学科試験
（₁日目）
：国語総合

長寿福祉課

☎443－2255

（古文・漢文除く）、英語Ⅰ、数学（数学Ⅰ・
数学A）、小論文 ②面接試験（₂日目）

（CiC₃階：新富町一丁目）

出願書類 学生募集要項と出願書類は、

［消費生活相談員による多重債務相談］

富山市立看護専門学校にあります。郵

毎日10：00～18：30

富山市医師会在宅医療支援センター

試験会場 富山市立看護専門学校

※予約不要。

（年末年始、
CiC休館日を除く）
消費生活センター
消費生活センター

送を希望する方は、140円切手を貼った
角₂封筒を同封し、富山市立看護専門
学校
（〒939－8075

☎４４３－２０47

今泉308－₁）に請

求してください。
富山市立看護専門学校

募

集

富 山 市 介 護 相 談 員

☎425－2555

FIＢAバスケットボールワールドカップ
アジア地区 ２ 次予選 観戦希望者

介護保険施設を、月 ２・３ 日程度訪問し

アジア地区 ２ 次予選
（日本対カザフ

て、利用者や家族の相談相手として活動

スタン戦）の観戦を希望する小学生と

していただく介護相談員を募集します。

その保護者を募集します。

次の全てに該当する方

12月₃日㈪19：00～

無料

・市内在住の２０歳以上の方

市総合体育館（湊入船町）

・高齢者の医療・保健・福祉について理

小学生とその保護者（₂人₁組）

解と熱意がある方

25組50人（応募多数の場合抽選）

・自家用車で活動ができる方

※応募方法など詳細は、11月₅日㈪に、

・介護保険施設や介護保険サービス事

市ホームページへ掲載します。

業所を有する法人に属していない方

スポーツ健康課

☎443－2141

くらしの情報あれこれ
返済能力を超えた借金をして
しまう
「多重債務」に困った時は、
早めに相談しましょう。
［事例］
消費者金融から500万円を借り、
サイドビジネスを始めたが、儲
からず借金が返せなくなってし
まった。
誰に相談したらよいか。
［多重債務無料相談会のご利用を］
多重債務の法的解決方法（債務
整理）には、①任意整理、②特定
調停、③個人再生手続き、④自己
破産の ₄ つの方法があります。
どの債務整理が適切か、まずは
相談してみませんか。
［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

心の健康づくり講座
●こころゆったりバランスケア

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

インキュベータ交流事業
テーマ みんな起業家、
集まらんまいけ！

～幸せな人づきあいを呼ぶ思考法♪
内観プチ体験～

講演会、
₁分間企業PR、グループ相
談会、
交流懇親会などを開催します。

12月 ７ 日㈮14：00～1５：00（受付13：30～）

12月15日㈯13：00～18：20

八尾保健福祉センター
（八尾町福島）

富山大学工学部総合教育研究棟（下野）

ぬく い のぶ え

講師 貫井信恵さん

（北陸内観研修所 臨床心理士）
11月₉日㈮から、
電話で、
八尾保健福

働きやすい職場づくりセミナー
福祉・介護分野の職場環境改善のため、
介護事業所向けのセミナーを行います。
11月28日㈬1４：００～１６：００（受付１３：３０～）
テーマ 助成金を活用した職場定着と

人材育成について

者とその卒業生、起業家、学生、起業を

市内介護事業所の管理者・職員

目指している方など

５０人（申込順）

1,000円
（懇親会参加者のみ）
事前に、ホームページから申込書を

祉センターへ。

ホームページ

ボルファートとやま₄階（奥田新町）

県内のインキュベーション施設入居

無料

ＥＥメール

無料

事前に、電話かFAXで、
（公財）介護労働安
定センターへ。

ダウンロードし、
FAX（443－5731）または

（公財）介護労働安定センター

●心の病気の理解と対応について

E メール
（atsumaranmaike@isk-web.jp）

☎4４４－０４８１

～心の病気を持つ人も地域で共に

で、
申し込んでください。

八尾保健福祉センター ☎４55－2474

生活していくために～

※参加企業一覧（当日配布の冊子）への

12月 ７ 日㈮14：00～1５：00（受付13：30～）

企業情報の掲載は11月30日㈮までに要

南保健福祉センター
（蜷川）

申込。
詳細は、問い合わせてください。

よしもとひろあき

講師 吉本博昭さん
（アイ・クリニック院長）

新産業支援センター

無料

☎411－6131

http://www.toyama-sinsangyo.jp/

11月 ５ 日㈪から、
電話で、
南保健福祉
センターへ。
南保健福祉センター

☎４28－1156

まちぐるみ健康づくり交流会
健康づくりについての講演会や意見
交換を行います。
※費用・申込不要。
12月₇日㈮1３：３0～1５：０0
テーマ 笑顔・ふれあい・健康なまちづくり
なかばやし み

な

こ

講師 中林美奈子さん
（富山大学大学院 医学

薬学研究部地域看護学講座准教授）

富山市人権フォーラム
●すべてのものに心をこめて
「サザエさん」の
マスオ役などでおな
ますおかひろし

土人形の絵付け教室
干 支 の亥 に色をつけよう
え

と

いのしし

12月₃日㈪１３：30～１５：3０

じみの増岡弘さんに
よる、言葉の持つ力や
その大切さについて
の講演です。

神通川水辺プラザ自然ふれあい学習館
（八尾町城生）

11月28日㈬13：30～（開場13：00）
八尾コミュニティセンター

25人
（申込順）

（八尾町井田）

１,2００円
（材料費含む）

大沢野生涯学習センター
（高内）

℻4４４－０４２５

介護保険課 ☎443－20４１

講師 増岡 弘さん
（俳優・声優）

ふる かわ けい こ

講師 古川圭子さん
（土雛窯代表）

11月30日㈮までに、電話または直接、

・ 不要
生涯学習課

☎443－2137

神通川水辺プラザ自然ふれあい学習館へ。
神通川水辺プラザ自然ふれあい学習館

大沢野保健福祉センター

☎４５４－７１２１

☎467－5812

全国一斉の情報伝達訓練
ジェイ

アラート

全国瞬時警報システム
（ J －ALERT）
は、
地震・

津波や武力攻撃などの非常時に、国から送られ

てくる緊急情報を自動的に防災行政無線など
で放送するシステムです。

この J－ALERTと富山市防災情報ツイッター

訓練実施日
情報伝達手段

防災対策課

12 － 平成３０年（20１８年）11月₅日発行

☎443－2181

内容

※無線を使用して、以下のとおり放送します。
（₃回）▶
「チャイム音」▶ ▶「これはテストです。」
（市内230カ所） ▶
「こちらは、防災富山市です。」▶ ▶「チャイム音」

防災行政無線

を用いた情報伝達訓練を行います。

※特別な行動をとる必要はありません。
※災害などの発生により中止することがあります。

11月21日㈬11：00ごろ

ツイッター

Twitter

富 山 市 の 防 災 情 報 Twitterで「ツ イ ッ タ ー ア
ラート」の設定をしている方に対して、訓練通
知を配信します。
※防災情報 Twitter…@bousai_toyama

姿 勢 美 人 レ ッ ス ン
引き締めエクササイズで美しく歩く

クリスマスリース作り教室
12月₉日㈰10：00～12：00

新米パパママ離乳食セミナー
離乳食の進め方や作り方を、両親で

習慣を身に付けます。

勤労青少年ホーム「ユースピア」
（山室）

期間 12月10日～平成31年₃月18日の㈪

３９歳までの勤労青少年

12月₁日㈯₉：3０～１1：3０（受付₉：0０～）

2０人
（申込順）

南保健福祉センター（蜷川）

15：10～16：10
（全10回）
市総合体育館
（湊入船町）
おか むら さち こ

講師 岡村祥子さん

2,200円

11月28日㈬までに、受講会費を持参

（スポーツクラブ富山講師）

※今年度の新規利用者は、会費のほか

・調理実習

に友の会会費500円が必要です。

₄～₆カ月児を第一子に持つ父母

5,000円
（10回分前納）

ユースピア

☎492－1256

11月25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

☎444－4649

疲れにくい体づくりや最大限に身体
能力を引き出す方法を学びます。
12月₁日㈯

24組（申込順）

無料

11月20日㈫～22日㈭までに、電話で、

エ コ タ ウ ン 学 園

南保健福祉センターへ。
南保健福祉センター

☎428－1156

●クリスマススワッグを作ろう
11月28日㈬13：30～15：30

セルフコンディショニング講習会

・管理栄養士による講義
「パパとママの笑顔で進める離乳食」

の上、
直接、
ユースピアへ。

20人
（応募多数の場合抽選）

楽しく学びませんか。

エコタウン交流推進センター

［脳科学の視点による、家族関係をスムーズ

（岩瀬天池町）
30人
（申込順）

男女共同参画サテライト講座

1,000円（材料費）

持ち物 花切ハサミ、
リボン

にするコミュニケーション講座］
夫婦・親子間で、お互いの気持ちを

11月13日㈫～16日㈮に、電話で、
エコ

伝え、受け入れるためのコツを学びます。

①₉：00～12：00（生涯スポーツ指導者の部）

タウン交流推進センターへ（受付 9：00

11月18日㈰10：30～12：00

②13：00～15：00
（ジュニアアスリート・

～17：00）。

鵜坂公民館（婦中町上田島）

ジュニアアスリート指導者の部）

エコタウン交流推進センター

体育文化センター
（友杉）

☎438－2600

①スポーツ指導者、
②中学生以上の選手とその指導者
し

え

講師 有吉与志恵さん

企業向け妊娠・子育て応援シンポジウム

50人（先着順）

・ 不要

男女共同参画推進センター

子どもを生み育てやすい職場の環境

（（一社）日本コンディショニング協会会長）
各50人
（申込順）

（カウンセリング オフィス ラ・ヴニィール）
市内に在住か通勤・通学している方

健康運動実践指導者など
あり よし よ

おか だ ひろ こ

講師 岡田浩子さん

200円

づくりについて、考えてみませんか。
11月15日㈭13：30～15：30

無料

11月25日㈰までに、市体育協会ホーム

西保健福祉センター（婦中町羽根）

ページ（http://www.taikyou-toyama.or.

●基調講演「希望する時期での妊娠・

jp）から申し込んでください。
市体育協会

☎432－1117

出産の実現に向けて」

親子でさまざまな動きを体験し、楽
しく体を動かします。

エコドライブ講習会
燃費が向上し、地球温暖化対策にもな
るエコドライブを身につける講習会です。

くわ ま ただ し

講師 桑間直志さん

（富山赤十字病院 第₁産婦人科部長）

おやこで運動あそび

☎433－1760

●事例発表・意見交換
発表

お じま み わ

・尾島実和さん（㈲青青編集 はっぴーママ

11月は
エコドライブ
推進月間です

ＥＣＯ

11月28日㈬ 9：00～12：00

無料

㈻北日本自動車学校
（五福）

富山版編集長）
い い まさ こ

12月₂日㈰10：00～11：00

・伊井雅子さん
（㈱中部設計 総務部主任）

運転免許証をお持ちの方

大山総合体育センター
（花崎）

・山崎美和子さん（幼保連携型認定こども園

9 人（応募多数の場合抽選し、
当選者

年中・年長とその保護者
講師 市体育協会スポーツ指導員

15組30人（応 募 多 数 の 場 合 抽 選 し、
当選者にのみ通知）
₁組200円
11月22日㈭までに、市体育協会ホーム
ページ（http://www.taikyou-toyama.or.jp）

やまざき み わ こ

わかくさ保育園園長）

にのみ通知）

座長 桑間直志さん

11月16日㈮（必着）までに、
ハガキ、FAX、

企業の人事担当や労働安全衛生担当の方、
メンターや新入社員など若い世代の方 など
11月12日㈪までに、電話で、こども

募者全員の氏名・年齢、代表者の電話番
号を、環境政策課（〒930－8510

☎443－2248

環境政策課

から申し込んでください。
大山総合体育センター ☎483－0059

新桜

町 7 －38）へ。

育成健康課へ。
こども育成健康課

Eメールで、講座名、郵便番号、住所、応

☎443－2053
℻443－2122

Ｅ

kankyousei-01@city.toyama.lg.jp
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開催日時

開催場所

内容

対象

花で潤う街「フローラルとやま」創出事業
フラワーアレンジメント教室
クリスマスをテーマに作成します。
12月₁日㈯

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

消防ふれあいコンサート
北陸三県の消防音楽隊の合同演奏を
通して、火災予防を呼びかけます。
11月21日㈬11：00～11：40

第 1 回 9：30～、
第 2 回11：00～

・ 不要

曲目 ホール・ニュー・ワールド、
クリス

地場もん屋総本店（総曲輪三丁目）

マスソング

1 組500円
（₂人₁組）
で、郵便番号、住所、氏名、学年、電話番
号、希望の回を、フローラルとやま実行
委員会へ。

消防局通信指令課

☎493－4141

ジョイフルコンサートVol.60
11月15日㈭11：50～12：50
市民プラザ（大手町）
ひら え り え

・ 不要
よし だ ゆうすけ

（マリンバ）
出演 平永里恵さん
、吉田祐 介さん
ひろ せ あき え

☎443－2083

℻443－2185

nougyousuisan@city.toyama.lg.jp

曲目 ジ・エンターテイナー
（Ｓ.ジョプ

リ ン）
、剣 の 舞（ハ チ ャ ト ゥ リ ア ン）、
チャールダーシュ（モンティ） ほか

催し・イベント
花街道プロジェクト2018

げい

みず き しょうぞう

講師 水木省三さん
（日本民藝協会元常任理事）

10人（応募多数の場合抽選）
両日とも参加できる方
持ち物 染めたい物
（年賀状、カード、

1,510円（材料費含む）
で、
郵便番号、
住所、
氏名、
年齢、
電話番号
を、民俗民芸村管理センター
（〒930－

フローラルとやま実行委員会（農業水産課内） （サクソホン）
、廣瀨鏡絵さん（ピアノ）
Ｅ

民俗民芸村管理センター

11月20日㈫
（必着）
までに、
往復ハガキ

ほか

各回10組
（応募多数の場合抽選）
11月19日㈪までに、
電話、
FAX、
E メール

ホームページ

スカーフなど）、エプロン

富山駅南口駅前広場

第 3 回13：30～、
第 4 回15：00～
市内在住の小学生とその保護者

ＥＥメール

市民文化事業団

☎445－5610

0881 安養坊1118－₁）
へ。
◆陶芸教室受講者作品発表会
期間 11月27日㈫～30日㈮10：00～16：00

※30日㈮は12：00まで。
市役所₁階多目的コーナー

民俗民芸村管理センター ☎４33－8270
◆雪ん子になろう（衣装レンタル）
貸出用衣装は、大 人 用・子 ど も 用 が
あります（各₁着）。
期間 11月23日㈷～平成31年₂月24日㈰の

㈯㈰㈷㉁10：00～15：00

八尾ゆめの森 収穫祭
八尾地域の秋の味覚を味わえます。

※12月28日㈮～平成31年₁月₄日㈮を除く。
※ １ 人15分～30分程度。
◆いろりを囲むお話

花壇にチューリップの球根などを植

１１月２３日㈷１０：００～１４：００

11月17日㈯１３：３０～１4：30

えて、春の城址公園を花で彩りましょう。

八尾ゆめの森ゆうゆう館

民芸合掌館

１１月21日㈬１０：00～１１：00 ※小雨決行。

・ 不要

第₁話▶とっときのてんせき

（八尾町下笹原）

城址公園南側花壇（「大手町」交差点北側）

・地場農産物、特産加工品、郷土料理販売

第₂話▶ぼんぼしてくれま

・ 不要

・こども元気村クラフト教室、体験農園

第₃話▶三つの願いの神様

※作業しやすい服装で参加してください。

八尾ゆめの森ゆうゆう館

※シャベルを持参してください。

☎４５４－３３３０

ＮＰＯ法人花街道薬膳のまちを夢みる会
（㈲ゼフィール内）☎４４４－７０３３
公園緑地課

☎４４３－２１１０

11月19日㈪13：30～16：35

・ 不要

富山国際会議場（大手町）

富山市ポスターデザインコンペ優秀作品展
国公募）の平成28年度以降の応募作品

小説『あん』でハンセン病快復者の
人生を描いた意味
すけがわ

講師 ドリアン助川さん
（作家、詩の道化師）

・人権作文コンテスト表彰式・作品発表
（15：15～15：50）
・人権啓発映画の上映（16：00～16：35）
「風の匂い」

なかつぼ

文子さん
（とやま語りの会のみなさん）
民芸合掌館

☎４３１－８１５６

◆篁 牛人記念美術館臨時休館
11月15日㈭、16日㈮
◆篁牛人記念美術館蔵品展116
「水墨画の世界」

11月₉日㈮～12日㈪１０：００～１8：００

※12月28日 ㈮～平成31年₁月₄日 ㈮、

ガラス美術館₅階（西町）

₂月₈日㈮を除く。

薬業物産課

無料

☎４43－2071

篁牛人記念美術館
展示解説会 11月24日㈯１4：3０～

施設行事
民 俗 民 芸 村（安養坊）

☎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

◆染物
（型染め）教室
え

と

入館料のみ

不要

篁牛人記念美術館

☎4３3－9215

◆民俗民芸村解説サポーターによる
●

考古楽講座
「邪馬台国を探そう」
１1月23日㈷10：00～11：30

・ 不要

民俗民芸村管理センター
もり よし み

講師 森 喜美さん
（民俗民芸村解説サポーター）

「年賀状などに干支を染めよう」

※講座後、
考古資料館で関連展示の解説
会があります
（講座参加者は入館無料）
。

県県民生活課

☎444－9646

型作り：12月₄日㈫₉：30～12：00

市民生活相談課

☎443－2045

染 色  ：12月₆日㈭₉：30～12：00
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くま の し ず こ

約450点のうち、受賞作品を展示します。 期間 11月17日㈯～平成31年₂月17日㈰

・人権啓発講演会
（13：30～15：00）
演題 私たちはなぜ生まれてきたのか？

おく い えつ こ

語り部 奥井悦子さん、
熊野志津子さん、
中坪

ふみ こ

たかむら

富山市ポスターデザインコンペ（全

ヒューマンコミュニケーション
フェスタ・イン・とやま2018

無料

考古資料館

☎４３3－8634

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
http://www.toyama-familypark.jp

◆里山教室

科 学 博 物 館（西中野町一丁目）
☎４９１－２１２５
大人５２０円、
高校生以下無料
㈯はカップル無料

◆北代縄文考古楽講座「古代人の精神世界」
●

※以下の催しで記載のないものは

「クリスマスリースをつくろう」
園内のドングリなどを使ってクリス
マスリースを作ります。
11月18日㈰10：00～12：00
自然体験センター

科学博物館

入館料のみ

奈良・平安時代の遺跡から出土したまじ
不要

◆臨時休館
11月２6日㈪、27日㈫

講師 埋蔵文化財センター所長

11月10日㈯10：00～、電話で、ファミ

んだ縄文コースターは約 1 時間ででき、

星空のもと、気持ちよく眠るための
特別なプラネタリウムです
（枕の持ち

◆里ノ助とあそぼう

11月23日㈷10：00～10：45、

「どんぐりであそぼう」
11月19日㈪11：00～11：30
自然体験センター

・ 不要

◆パステルアート～勤労感謝の日の
メッセージカードづくり～
セラピー効果もあるパステルアート

どちらもそのまま持ち帰れます。
開催日 休館日を除く希望日

北代縄文広場体験工房

込み可）。

リーパークへ。

◆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

～プラネでやすまれ～

（サイズにより異なります）

縄文土器▶一般７００円、小・中学生５００円
（いずれも野焼き代含む）

12：30～13：15、15：45～16：30
※この時間の一般投影は休止します。
各242人（先着順）

縄文グッズ▶一般３００円、小・中学生１００円
縄文コースター▶100円

◆写真展
「第39回SSP展 自然を楽しむ

希望日の １ 週間前までに、電話で、

科学の眼 2018－2019」

北代縄文広場へ。

日本自然科学写真協会の会員が撮影

◆土器の野焼き

を 楽 し み な が ら、オ リ ジ ナ ル の メ ッ

した心に響く写真を展示します。

セージカードを作ります。

期間 １1月24日㈯～12月₉日㈰
テ

ピ

・ 不要

北代縄文広場体験工房

◆プラネタリウム休止
◆全国一斉熟睡プラ寝たリウム

500円～1,000円

ないの道具から、古代人の心を探ります。
11月17日㈯₉：３０～１0：30

11月30日㈮13：30～14：15、15：45～16：30

20人
（先着順）

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

※雨天順延。

11月25日㈰₈：3０～12：００頃

ア

◆TEPIA・科学博物館連携イベント
プログラミング体験広場
ロボットプログラミング教材などを
使って自由に体験できます。
11月23日㈷13：00～15：00
自然体験センター
200円   不要

①11月17日㈯13：00～１6：3０

豊橋（ＦⅠ）場外…

②11月18日㈰ 9：30～１6：0０

武雄西日本カップ（ＦⅠ）場外…11月16日㈮～18日㈰

講師 千沢千鶴さん
（パステルアートイン

岐阜（ＦⅠ）場外…

◆科学教室「正月かざりをつくろう」
ワラ縄を編み、実で作るツルやカメ、稲

ストラクター）

郷 土 博 物 館（本丸）
☎４３２－7911 ℻４３２－8060
大人21０円、高校生以下無料

11月16日㈮

※受付時間は①16：00まで、②15：30まで。 富山競輪（ＦⅡ）ガールズ有…11月17日㈯～19日㈪
小学生～高校生

せん ざわ ち づる

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

11月20日㈫～22日㈭

競輪祭小倉（GⅠ）場外… 11月20日㈫～25日㈰
高松（ＦⅠ）場外…

11月23日㈷～25日㈰

穂などを飾り付けます（ １ 家族 １ セット）。 四日市記念（GⅢ）場外… 12月₁日㈯～₄日㈫
広島記念（GⅢ）場外… 12月 ６ 日㈭～ ９ 日㈰
岐阜
（ＦⅠ）場外…

12月 ６ 日㈭～ 7 日㈮

伊東温泉記念（G Ⅲ）場外…12月13日㈭～16日㈰

◆企画展
「観て知ろう！武具にまつわる
エトセトラ」

国・県などからのお知らせ

武具から生まれたことわざや慣用句
について、
所蔵品と共に紹介します。
期間 11月17日㈯～平成31年 １ 月27日㈰

12月₉日㈰10：00～１2：0０

※12月12日㈬、12月28日㈮～平成31年

小学生以上（小学生は保護者同伴）

₁月₄日㈮を除く。

10組
（応募多数の場合抽選）

展示解説会 11月25日㈰、
12月₈日㈯、

11月29日㈭
（必着）までに、往復ハガキ

平成31年₁月27日㈰１4：0０～
入館料のみ

不要

無料

大長谷紅葉そばまつり
１１月18日㈰10：00～14：00
大長谷交流センター（八尾町内名）

で、行事名、住所、参加者氏名、年齢、電話

手打ちそば、岩魚、しし鍋などの販売

番 号、返 信 用 連 絡 先 を、科 学 博 物 館

大長谷交流センター運営委員会事務局

（〒939－8084 西中野町一丁目₈－31）
へ。

（大長谷地区センター） ☎４58－1400

ホームページ
（http://www.tsm.toyama.
toyama.jp/）
から申し込むこともできます。
平成３０年（20１８年）11月₅日発行 －
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11月10日～16日はアルコール関連問題啓発週間です

お酒と健康について考えてみませんか
このような心当たりはありませんか？

保健所保健予防課

☎４２８－１１５２

１ つでも当てはまった人は危険な飲酒かも…

飲む量を減らさなければと感じたことがある

飲酒について悪い・申し訳ないと感じたことがある

飲酒について非難されて気にさわったことがある

神経を落ち着かせたり、二日酔いを治すために
迎え酒をしたことがある

お酒と健康に関する講座

断酒会に参加しませんか
・お酒をやめたいのにやめられない…。

お酒をおいしく、健康的に

・家族にお酒をやめてもらうにはどうしたら…？

楽しむために、お酒と健康に

お酒について悩みのある方は、断酒会に参加してみま

ついて考えてみませんか。

せんか。健康な生活を取り戻した方たちの話を聞くこと
ができます。

▶テーマ
「お酒と健康～お酒が体に及ぼす影響～」

団体名

おぎ の ひでろう

講師／荻野英朗さん（おぎの内科医院 院長）
▶テーマ
「豊かな人生とお酒との付き合い方」
やま の しゅんいち

講師／山野俊一さん（アイ・クリニック臨床心理士）
日時／12月10日㈪19：00～20：30
（受付18：30～）
場所／中央保健福祉センター
（星井町二丁目）
定員／30人
（申込順）

時間

富山断酒
のぞみの会

毎週㈫
市総合社会福祉センター
（今泉）
19：00～20：30
星井町地区センター
毎週㈯
（西中野町二丁目）
19：00～20：30

富山断酒
永遠の会

豊田地区センター
（豊田本町一丁目）

水橋断酒
新生会

申込方法／事前に、
電話で、
保健所保健予防課へ。

活動場所

水橋ふるさと会館
（水橋舘町）

毎週㈬
19：00～20：30
毎週㈭
19：00～21：00

11月12日～25日は「女性に対する暴力をなくす運動」
期間です

配偶者・パートナーからの暴力に悩んでいませんか
配偶者や恋人からの
「暴力
（ＤＶ）
」
は、
体への暴力だけでなく
「大声で怒鳴る」
「行動を細かく監視する」
など種類はさまざまです。
一人で悩まずに、
身近な窓口に相談してください。
男女参画・市民協働課

男女共同参画推進センター（CiC 3 階：新富町一丁目）

［ 特別相談日 ］
１１月17日㈯１０：００～１８：１５（受付10：00～17：30）

※CiC休館日を除く。

日時／11月12日㈪～22日(木)
場所／ CiC 3 階：交流広場 ほか
日時／11月12日㈪～30日(金)
場所／ CiC 4 階：とやま駅南図書館
「ぶらり」

㈪～㈮₈：３０～１７：１５ ★

０５７０－００３－１１０

女性の人権ホットライン［※］
（富山地方法務局人権擁護課）

㈪～㈮₈：３０～１７：１５  ★

０５７０－０７０－８１０

来所：㈪～㈮ ８：３０～１７：１５ ★
富山県女性相談センター
（配偶者暴力相談支援センター） 電話：毎日 ８：３０～２２：００

４６５－６７２２

サンフォルテ相談室
（富山県民共生センター）

㈫～㈯₉：００～１６：００ ★

４３２－６６１１

女性悩みごと相談（こども福祉課） ㈪～㈮ 8：30～17：15  ★

４４３－２０55

なやみごと人権相談
（市民生活相談課）

第 ２ 、第₄㈮１３：００～１６：００  ★

な づな
㈪１０：００～１５：００、㈭１８：００～２１：００
女綱ホットライン
メール相談：naduna２０００@gmail.com
（グループ女綱～ストップＤＶとやま～）
※㉁は除く。

民間

● DV 関連図書ミニ展示

電話番号

常設相談所
（富山地方法務局人権擁護課）

市の機関

● DV 防止啓発パネル展示

受付日時

０５７０－０－５５２１０

県の機関

［ 通常相談日 ］
㈪～㈮ １０：００～１８：１５（受付10：00～17：30）

その他の相談窓口

全国統一ダイヤル「ＤＶ相談ナビ」
毎日２４時間
（内閣府男女共同参画局）

国の機関

DV相談専用電話 ☎４３３－２２１０

☎４４３－２０５1

ウィメンズカウンセリング富山
★…㈷㉁は除く。

㈪～㈮10：00～17：00  ★
※要予約、面接は有料。

４４３－２０４５
４９１－１０８１
０8０－3045－2176

［※］11月12日㈪～18日㈰の間は「女性の人権ホットライン」強化週間に合わせ、
㈪～㈮は₈：30～19：00に、㈯㈰は10：00～17：00に電話相談を受け付けます。
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中小企業や商店、自営業などで働く皆さんを応援します

加入すると、こんなサービスが利用できます
慶弔金の給付
結婚や出生、
勤続祝金などを給付します。

ゆ う

各種施設の利用料金やチケットの割引

会員募集

会員数 11,537 人（平成30年 9 月現在）
Ｕサポートとやまでは、中小企業や自営業などの皆さんを
対象に、
さまざまな福利厚生事業を行っています。
※事業主と従業員の皆さんが、一括して加入、または従業員
の皆さんで作る親睦会などの単位で加入できます。
※事業主が負担した会費は、税法上の損金や必要経費として
処理することができます。

会費 １人につき月額５００円

問い合わせ

入会金 不要

（公財）富山市勤労者福祉サービスセンター
（市民プラザ₃階：大手町） ☎493－1354

・市内文化施設、体育施設の利用料の割引
・コンサートのチケットや映画鑑賞前売り引換券
などを割引価格で提供
・各種入浴施設、ス キー場のリフトなどの利用
に対する助成

人間ドックなどの受診料補助
１泊・日帰りドック（PET、脳ドックを含む）
対象

補助額

自己負担額２０,０００円以上

5,0００円

自己負担額1０,０００円以上２０,０００円未満

2,0００円

施設の利用料補助
対象施設を「日帰り」または「宿泊」利用する際、
1,000円の補助が受けられます。
対象施設／呉羽ハイツ、八尾ゆめの森ゆうゆう館、
楽今日館、グリーンビュー立山 など

ふれんどるクラシック2018

第₂回
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

ぶ ゆうでん

サックス舞遊伝 ～新時代の花形～

０ 歳から大人まで、家族でゆったり楽しめるクラシック
コンサートです。
日時／11月11日㈰11：00～12：00（開場10：30～）
場所／₂階ふれんどる ※授乳室や親子トイレもあります。

みんな集まれ！
バックヤードツアー
市民プラザの裏側を探検して、普段は関係者しか
入れないエリアや舞台の裏側の仕組みに触れながら、
市民プラザの魅力を一緒に発見してみませんか。
日時／12月11日㈫ ①14：00～16：30、②18：00～20：30
集合場所／₁階エントランス
料金／₁人500円
（軽食付き）
定員／各20人（申込順）※定員に達しない場合、当日参加可。

料金／家族₁組につき1,000円
たにみちじつ こ

※申込不要。
なか の

ゆ り

出演／谷道実子さん
（サクソホン）、
中野悠里さん
（ピアノ）
、
べつもとひろ こ

別本裕子さん
（プロデュース、バイオリン）

富山アートマーケット2019
素敵な作品と作家たちとの刺激的な出会いを通じて、
ものづくりの魅力を楽しみませんか。
日時／平成31年 3 月23日㈯、24日㈰10：00～18：00
※24日は17：00まで。

アートマーケット 出展者募集
「アート＆デザイン」をテーマに、オリジナルグッズを
展示・販売していただける出展者を募集します。
募集数／100組程度（書類選考あり）
申込期限／12月17日㈪（必着）
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。

申込方法／市民プラザホームページから申し込んでください。
平成３０年（20１８年）11月₅日発行 －
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カラス の被害対策にご協力ください
市では、カラスの被害に対して、捕獲や追い払い、樹木の伐採などの対策を実施し
おり

てきましたが、被害はなかなか減少していません。そのため、捕獲のための檻 の増設
や巣の撤去を始めるなど、カラス対策を大幅に強化しています。
こうしたカラスの被害対策に対し、皆さんのご理解・ご協力をお願いします。
［問い合わせ］環境保全課

ごみ集積場のごみの散乱

農作物の被害
（踏み荒らし、
食害など）

人 間 が 出 す 生 ご み は、

カラスの格好のエサです。

田畑では、農作物の踏み

周 囲 に ご み が 散 ら ば り、

荒らしや食害などの被害

生活環境の悪化につなが

が発生しています。

ります。

フンによる悪臭・汚れ
市内でも、特に城址公園周辺では、カラス

の大群のフンによる悪臭や汚れがひどい状
況です。

！

☎443－2086

カラスの
主な被害

い かく

親鳥の威嚇行動による
人への危害
カラスが幼鳥を守ろうとして、人をおそう

などの危害を加えることがあります。

カラスの数や被害を減らすために、
餌となる食べ物の量を減らす対策をお願いします。

対策１

対策２

畑の野菜や果実などを、放置しない
カラスが食べないよう、
その都度、
収穫しましょう。

ごみ集積場の生ごみを見えないように管理する
農作物などのエサが特に不足する冬は、
生ごみが貴重なエサとなります。

カラスが生ごみを食べないよう、ごみ出しのルールを徹底し、ごみをネットで
ふた

覆ったり、蓋つきのごみボックスを設置したりするなど対策をしましょう。
※固定式・折りたたみ式・簡易式集積場を設置する際、
費用の一部を補助します。
詳細は、
環境センター業務課（☎429－7366）へ問い合わせてください。
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［問い合わせ］市民芸術創造センター
（呉羽町） ☎ 434－4100
［ホームページ］http://www.geisou-toyama.jp/
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富山市長 森

雅志

「９５歳の新車」

過日、父が新車を購入した。95歳の父が、おそらく彼の人生で
最後のことになるであろうが、新車を買ったのである。とは言
え、買ったのはいわゆるシニアカー、あるいは電動カートと言
われている電気で動く車椅子のようなものである。新車特有の
香りを発しながら今日もわが家の農作業場に静かに駐車して

道は走らず農道や昔からの生活道路を移動しているようで安
心した。オープンカー！なので冬は寒くて乗れないと思うが、
天気を選んで元気に乗り回してほしいものだ。

いる。95歳の父の新車だと思うとぞんざいにはできない。大切
に扱わなきゃ。
実のところ、95歳の父は最近まで自動車の運転をしていた。昨
年の94歳の誕生日の前には運転免許の更新手続きを軽々とこな
し新しい免許証を手にしていた。そんな父であるが、昨年の秋に
家族で話し合ったうえで乗用車の運転をあきらめてもらった。

言うべきか幸いにもと言うべきか、父は要介護認定を受けてい
ないので購入となったのだが、該当する人は利用してみたらど
うだろうか。リース料金は事業者によって違うようだが、本人
負担額が月額2,000円台からあるようだから必要な方は調べて

農作業に必要だから軽トラだけは運転していたいという本人の
希望を受け入れて今年の夏までは認めてきた。その一方で、栽培
している梨畑が自宅の隣接地だけになってきたことから軽トラ
さえ乗る機会が減っていた。そこで今年の収穫が終わった時期
に再度の話し合いを持ち、軽トラも手放すこととした。その際に
シニアカーを購入することを提案したところ納得してくれ、今
回の結果となった次第。つまり軽トラを下取りしてもらい新車
のシニアカーを購入するというかたちになったのだ。95歳に
うれ

なっていても新車に入れ替えることは嬉しいもののようで、納

さてこのシニアカー、要介護₂以上の認定を受けている人の
あい にく
場合に介護事業者からリースができるサービスがある。生憎と

みてほしい。
なか お
数年前に中尾ミエさんから招待してもらって「ザ・デイサー
ビス・ショウ」というミュージカルを見た。その内容は、デイ
サービス施設に集う高齢者が童謡ばかり歌わされている現状
に疑問を抱いた中尾さんが、高齢者でもロックンロールで盛り
ふゆ き
び とう
上がろうと利用者を鼓舞するというもの。モト冬樹さんや尾藤
イサオさんなどがロックンロールで盛り上がる高齢者を熱演
しょう じ はな え
するのである。なんとあの正司花江さんがエレキギターをかき
鳴 ら す の だ か ら 驚 い て し ま っ た。そ し て 高 齢 者 の こ と を
うな
ニュー・ビンテージと表現したことに唸らされてしまった。そ

車の日を今日か今日かと待っている風情が微笑ましかった。
新車はなかなかの優れものである。一回の充電で約25㎞も走
行可能で、約10°の坂道を楽に上ることができる。最高速度は時

うだよね。老人や高齢者と表現するよりニュー・ビンテージの
あふ
方が生き生きとしていて元気が溢れている感じがする。僕自身
もこれからもっと高齢になっていくのだが、常に新しいことに
挑戦していきたいと思わされるミュージカルであった。

速₆㎞だがハンドルを切ると自動的にスピードが落ちるよう
になっている。また下り坂では安全速度にスピードダウンされ
るので安心だ。僕も乗ってみたがなかなか快適であった。父も

今回の95歳の新車購入のエピソードに際してこのミュージ
カルのことを思い出していた。さすがにわが父にロックンロー
ルは無理だけれど、新車を楽しく運転する時間を持つことがで

気に入っているようで、天気の良い日には自宅を出てあちこち
たず
乗り回しているようである。今朝訊ねてみると、なるべく一般

きたことは良かったと思う。この際、思いっきり時速₆㎞で充
電切れまでぶっ飛ばせ！と言っておこう。

ほほ え

第３8回
第
３ 回

富山市民大学祭

展示発表（各日₉：３０～１６：３０）※12月₁日㈯は１６：００まで。

市民大学受講者による₁年間の学習成果の発表や、講演会
などを行います。
申し込みは不要です。

ステージ発表（11月30日㈮１4：00～１５：30）

開催日／１１月29日㈭～12月₁日㈯
会

合唱、オカリナ、リズム体操、富山の民話コースの発表
公開講座（11月29日㈭14：00～１5：30）

場／市民プラザ（大手町）
市民学習センター

市民大学各コースの学習成果パネルと作品の展示

☎４９３－３５００

演題／落語の楽しみ
さん ゆう てい りょう らく

講師／三遊亭良楽さん（落語家・市民大学講師）
特別講演会（12月₁日㈯１3：3０～１５：0０）
演題／体のリズムと薬物治療
とう ひで と

講師／藤 秀人さん
（富山大学大学院医学薬学研究部教授）
個人学習発表（11月30日㈮、12月₁日㈯１0：00～１2：00）
市民大学受講者による自主的な学びの成果発表
体験レッスンⅠ（11月29日㈭、30日㈮10：00～15：00）※受付₉：30～
【切り絵】
費用／４００円 【土人形の絵付け】
費用／6００円
※受付₉：30～₉：45
体験レッスンⅡ
（12月₁日㈯10：00～12：00）
てんこく

【篆刻】
費用／1,000円
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定員／15人（応募多数の場合抽選）

月イチ読学部×図書館との特別企画

読書会

15：00～16：30

あさくらたく や

浅倉卓弥 著

課題本 『四日間の奇蹟』

ミニコンサート＆読書会

  
（宝島社文庫）

～本の世界をピアノ演奏とともに～
開催日

脳に障害を負った少女・千織と

11月23日㈷

ピアニストの道を閉ざされた青

男女参画・市民協働課 ☎４４３－２０５１
https://www.toyama-tsukiichi-dokugakubu.jp

ミニコンサート

思議な出来事を描いた、癒しと再
生のファンタジー。
場所／TOYAMAキラリ₃階セミナールーム

14：00～14：45

き せき

年が、山奥の診療所で遭遇する不

定員／30人程度
（申込順）

ち おり

対象／おおむね18～40歳で、市内在住か、市内で勤務・

課題本
「四日間の奇蹟」の作中で千織が

活動している方

ピアノリサイタルで演奏した曲を中心と
したプログラムです。 ※費用・申込不要。

費用／無料（課題本の購入は自己負担）

場所／TOYAMAキラリ₂階ロビー
（西町）

バー登録を経て申し込んでください。
ホームページから

まるやま み

申込方法／11月21日㈬までに、ホームページからメン

ゆ き

出演／丸山美由紀さん（ピアノ）

申し込みできない場合は、男女参画・市民協働課に問い

曲目／ショパン
「別れの曲」 ほか

▲丸山美由紀さん

T OYAMA キラリ

合わせてください
（メンバー登録用紙をお送りします）
。

ライブラリーコンサートスペシャル

とやま室内楽フェスティバル2018
ロビーコンサート

図書館本館の
イベント

バイオリン、チェロ、ピアノによる三重奏のコン
サートです。 ※費用・申込不要。

図書館本館（西町） ☎461－3200
http://www.library.toyama.toyama.jp/

日時／11月16日㈮18：30～19：30
出演／スピカ・トリオ（ピアノ三重奏）
曲目／
「愛の挨拶」
「チャルダッシュ」 ほか

おはなし会

ライブラリージャズライブ

毎月開催する、
昔話の語りの会です。５ 歳くらいから
大人まで楽しめます。 ※費用・申込不要。
日時／11月18日㈰14：00～14：40

日曜の昼下がりに、ジャズをお楽しみください。
※費用・申込不要。
日時／11月25日㈰14：00～15：00

内容／「まめたろう」
「だめといわれてひっこむな」

出演／ジャズパル アヘッド
曲目／
「ラウンドミッドナイト」
「枯葉」 ほか

「三まいのお札」

〇〇〇と
「まち歩き」を
楽 し み、豊 か な 時 間 を 過
ごしませんか。
〇〇〇に入る文字は？

答 「 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▶11月15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 写真

前月の応募総数253件（正解数251件）

今月の
放送日

11月25日㈰１1：4５～

放送局

KNB 北日本放送
（₁ch）

テーマ
「富山市の橋と維持管理」
暮らしを支える橋の維持
管理について紹介します。

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）
平成３０年（20１８年）11月₅日発行 －
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“あなたの一灯で、とやまの冬をあたたかく”

とやまスノーピアード 2019

ホワイトイルミネーションとやま
ひとり一灯運動
幻想的な光が富山の冬を彩る
「ホワイトイルミネーション
とやま“ひとり一灯運動”」
へのご協力をお願いします。
美しい光の空間を演出します。

◆ 点灯場所

城址大通り など

◆ 点灯期間

１２月 4 日㈫～平成31年 2 月１4日㈭
日没～２２：３０

申込方法

☎４３９－０８００
☎４４３－２０７２

１ 口１,０００円から受け付けます。

▼下記の窓口に現金を持参し、申し込んでください。
［受付窓口］
・まちなか観光案内所（城址公園内）
・富山商工会議所₃階産業振興部（総曲輪二丁目）
・観光政策課（市役所₇階）
・富山テレビ放送（新根塚町）
※㈯㈰㈷㉁はまちなか観光案内所でのみ受け付けます。

発行
編集

１２月15日㈯まで

※１１月30日㈮までにお申し込みいただいた方で、
希望
される方は、
城址公園前に設置する看板に氏名を掲
載します。

富山ガラス造形研究所

アーティスト・イン・レジデンス

富山映像クランクイン

海外のガラス作家が富山に滞在し、制作活動する
「アーティ

映画やＣＭ制作の現場で活躍する講師陣によるトーク

スト・イン・レジデンス」。今回は、スコットランドのガラス作

ショーです。映像の楽しさや制作現場での裏話など、映像

家、カーリン・スザーランドさんの作品展覧会とアーティス

の世界をのぞいてみませんか（費用・申込不要）。

ト・トーク、
公開制作を開催します
（観覧無料・申込不要）
。

公開制作

日時
場所

11月23日㈷13：00～14：00
ガラス美術館 ６ 階 レクチャールーム
11月24日㈯14：00～16：00
富山ガラス工房第 ２ 工房
（西金屋）

時

１1月18日㈰13：00～16：00

場

所

TOYAMAキラリ₂階ロビー（西町）
講
い とうじゅん じ

伊東順二さん
げい

（市政策参与、
東京藝術大学特任教授、
富山水辺の映像祭総合プロデューサー）

もと き かつひで

本木克英さん
（市政策参与、
映画監督）

▲カーリン・スザーランドさん
◀作品「Scrabster」

富山ガラス造形研究所

☎４36－2973

師

なかじましん や

中島信也さん
（㈱東北新社
取締役、
CM
ディレクター）

富山水辺の映像祭運営事務局（中心市街地活性化推進課）
☎４４３－２054
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。

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

アーティスト・ 日時
場所
トーク

日

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

展覧会

会期 11月20日㈫～25日㈰₉：30～18：00
場所 ガラス美術館 ６ 階 レクチャールーム（西町）

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）

募集期間

平成30年11月₅日号

市観光協会
観光政策課

城址大通りの樹木イルミネーションや、光のオブジェが

