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
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☎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。
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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。
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