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布瀬南公園のイチョウと子ども（平成29年1１月₅日撮影）

１２月 ４ 日～１０日は第70回人権週間です

みんなで築こう 人権の世紀
～考えよう 相手の気持ち
未来へつなげよう 違いを認め合う心～

１２月１０日は、
世界人権デーです。
日本では、１２月 ４ 日から１０日までの １ 週間を「人権週間」と定め、
広く人権思想の普及を図るさまざまな活動が行われています。

市民生活相談課

☎４４３－2045

啓発重点事項
◆ 女性の人権を守ろう
◆ 子どもの人権を守ろう
◆ 高齢者の人権を守ろう
◆ 障害を理由とする偏見や差別をなくそう
◆ 部落差別などの同和問題に関する偏見や差別をなくそう
◆ アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
◆ 外国人の人権を尊重しよう
◆ＨＩＶ感染者やハンセン病患者などに対する偏見や差別を
なくそう
◆ 刑を終えて出所した人に対する偏見や差別をなくそう
◆ 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
◆ インターネットを悪用した人権侵害をなくそう
◆北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
◆ ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
◆ 性的指向を理由とする偏見や差別をなくそう
◆ 性自認を理由とする偏見や差別をなくそう
◆ 人身取引をなくそう
◆ 東日本大震災に起因する偏見や差別をなくそう

人権についての困り事や悩み事がある場合は、
気軽に相談してください
（無料）
[相談窓口]

[あなたのまちの人権擁護委員]

●富山地方法務局人権擁護課(牛島新町)

法務大臣から委嘱を受けた人権擁護委員は、法務局や市役

みんなの人権１１０番

☎０５７０－００３－１１０

所などで人権相談を受けたり、人権啓発活動を行ったりして

子どもの人権１１０番

☎０１２０－００７－１１０

います。

女性の人権ホットライン

☎０５７０－０７０－８１０

●法務省インターネット相談
https://www.jinken.go.jp/

[市役所でも相談に応じています]
市民生活相談課（市役所 １ 階）では人権擁護委員による
「なやみごと人権相談」を開設しています。
日時：毎月第₂・第₄㈮ 13:00～16:00

現在、市では28人の委員が活動しており、身近な相談相手
として、さまざまな人権問題について幅広く相談に応じてい
ます。

人権啓発の活動について
人権啓発活動のさまざまな情報をホームページ
（http://www.moj.go.jp/jinkennet/toyama/toyama_index.
html）に掲載しています。ぜひご覧ください。

※詳細は、
広報とやま毎月20日号・相談日程のページで
確認してください。

１２月１０日～１６日は

北朝鮮人権侵害問題啓発週間です
拉致をはじめとした北朝鮮当局による人権侵害問
題への対処は、国際社会を挙げて取り組むべき課題
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◆北朝鮮による日本人拉致問題を考える展示会
期間 １２月10日㈪～１4日㈮ ８：３０～１７：１５
（10日は１１：００から、１4日は１３：００まで）
場所

市役所 １ 階多目的コーナー

内容

・拉致問題に関する経緯や県内の特定失踪者に
関する写真などのパネル展示

とされており、この問題についての関心と認識を深

・工作員が使用した水中スクーターの実物展示

めていくことが必要です。

・拉致問題啓発アニメ「めぐみ」の上映

－ 平成３０年（201８年）11月20日発行

12月は滞納整理強化月間です

納付金の納め忘れ はありませんか

債権管理対策課

☎４４３－2230

市税などの納付金を期限までに納めていただけない場合、督促状などの未納のお知らせを送付しています。

未納状態が続くと、
財産の差し押さえなどの法的措置を行うことになります。
お早めに、
納付または担当課に相談してください。

■ 担当課（電話番号）
はこちらです
市税
納税課 ４４３ー２０30
（市・県民税、固定資産税、 税務事務所税務課 465－3135
（ 大沢野、大山、八尾、婦中、山田、細入地域 ）
軽自動車税など）

保育所保育料

こども支援課 ４４３ー２１６５
各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野４６７ー５８３０ 大山４８３ー１２１４
八尾４５５ー２４６１ 婦中４６５ー２１１４

①介護保険料

①介護保険課 ４４３ー２０４３
②保険年金課 ４４３ー２０６６
③保険年金課 ４４３ー２０６３

②国民健康保険料

③後期高齢者医療保険料

各行政サービスセンター地域福祉課
大沢野４６７ー５８１１ 大山４８３ー１２１４
八尾４５５ー２４６１ 婦中４６５ー２１１４

■ 臨時の納付・相談窓口を開設します
［開設日時］12月₂日㈰₉：00～17：00
納付 ・ 相談内容
・市税（市・県民税、
固定資産税、
軽自動車税など）
・保育所保育料
・介護保険料
・国民健康保険料
・後期高齢者医療保険料

・市営住宅使用料、賃貸住宅使用料
・母子父子寡婦福祉資金貸付金
・市民病院診療費
・水道料金、下水道使用料
・下水道事業受益者負担金・分担金

市営住宅使用料
賃貸住宅使用料

市営住宅課 ４４３ー２０９７

母子父子寡婦福祉
資金貸付金

こども福祉課 ４４３ー２０５５

し尿収集手数料

環境センター管理課 ４２９ー５０１７

水道料金
下水道使用料

上下水道局料金課 ４３２ー８５12
東上下水道サービスセンター ４６７ー５８１６
（大沢野・大山・細入地域）
西上下水道サービスセンター ４６５ー２１６４
（八尾・婦中・山田地域）

下水道事業受益者
負担金・分担金

上下水道局下水道課 ４３２ー８７９２

市民病院診療費

市民病院医事課 ４２２ー１１１２

市役所本庁にお越しの際は…

開設場所

・ 市役所 納税課
・ 税務事務所税務課
（婦中行政サービスセンター）

・はじめに₁階市民ホールの
「総合受付」
へお寄りください。
・正面玄関・南玄関を利用してください
（北玄関は利用できません）
。
・車でお越しの方は、地下駐車場からエレベーターを利用して
ください。

・ 市役所 各担当課
・ 各行政サービスセンター
地域福祉課
（大沢野・大山・八尾・婦中）
・ 市役所 各担当課

口座振替、コンビニ納付が便利です
納付には、納期ごとに指定口座から自動的に振替納付
される
「口座振替」が便利です。また、以下のものは、納付
書₁枚の金額が３０万円以下の場合に、納付書裏面に記載
のコンビニでも納付できます。
●

・ 市役所 債権管理対策課

●
●

市・県民税
（普通徴収分）
軽自動車税
水道料金

～プラス１,０００歩富山市民運動～

+1,000 歩 チャレンジャー
いつまでもいきいきと過ごすため、“今より１,０００歩多く歩く生活”
に挑戦してみませんか。これからの寒い季節、室内ウオーキング施設
などの利用もおすすめです。
◆対象

市内に在住または通勤・通学している方

◆申込方法

・窓口で▶直接、各保健福祉センター、保健所地域健康課（蜷川）、

募集中

●
●
●

固定資産税・都市計画税

国民健康保険料
下水道使用料

1,000歩の目安は
約10分（700ｍ）
あるっクマ▶

保健所地域健康課

☎４２８－１１５３

Ｅ hokenjyotiiki-０１@city.toyama.lg.jp

◆チャレンジ内容

①日常の平均歩数を出し、それにプラス１,０００歩するこ
とを目標に９０日間チャレンジしましょう。

長寿福祉課（市役所₁階）、スポーツ健康課（市役所₃階）、活力

②毎日の歩数をダイアリーに記録し、左記の窓口へ提出し

・Ｅ メールで▶申込書を、保健所地域健康課へ。申込書は、市

③さらに６０日以上、プラス１,０００歩を達成できた方全員

都市推進課（市役所₆階）へ。

ホームページ
（
「あるっクマ」で検索）からダウンロードでき
ます。

てください。提出された方に参加賞をプレゼントします。
に修了証をお渡しします。また、抽選で素敵な賞品
をプレゼントします。
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地域ぐるみ の 除排雪 に

ご協力をお願いします

市では、冬に備えて除雪車を配備し、日常生活に支障が出ないよう、除排雪の体制を
整えています。お住まいの地域での除排雪に、皆さんのご協力をお願いします。

幹線道路を優先して除雪します。除雪作業にご理解をお願いします。
車道除雪は、幹線道路やバス路線を優先し、道幅が₆ｍ以上の市道を中心に行います。
積雪の状態により、昼夜を問わず除雪車を総動員して作業を行う場合もあります。ご迷惑をおかけすることもありますが、
ご理解をお願いします。

玄関先や歩道の除雪を
お願いします
除雪機械による歩道除雪は、
駅周辺の通勤・通学道路を
中心に行います。
玄関先や自宅前の歩道の除雪は、
住民の
皆さんでお願いします。
その際は、
周囲の迷惑にならない
場所に排雪をお願いします。
せん てい
また、生け垣などが除雪の妨げにならないよう、剪 定
などにもご協力をお願いします。

路上駐車はやめましょう
路上への車の放置は、除雪の障害や事故、交通渋滞の原因
になります。決められた場所への駐車をお願いします。

ごみ集積場周辺などの
除雪にご協力ください
収集作業をスムーズに行うために、ごみ集積場周辺や、
し尿くみとり口周辺などの除雪にご協力をお願いします。

消火栓や防火水槽周辺を除雪しましょう
万一の災害や火災発生に備え、消火栓や防火水槽など
の設備周辺の除雪にご協力をお願いします。

町内での雪置き場を確保しましょう
効率的で円滑な除雪作業を行うため、冬期間使用して
いない田畑や空き地などへの雪置きにご協力をお願い
します。

地域ぐるみの除排雪を支援します

・神通川右岸有沢橋下流（布瀬地先）
・神通川右岸萩浦橋上流（千原崎地先）

積雪量が50㎝以上の時に、地

・常願寺川右岸常盤橋上流（水橋常願寺地先）

域ぐるみ（町内会など）で市道

・常願寺川左岸大日橋上流（大島地先）

や生活道路の除排雪活動を行
う場合、除雪量や距離、運搬車

・熊野川右岸福沢橋下流（上今町地先）

両の台数などに応じて、除排雪

・白岩川左岸水橋西部地区センター東寄り（水橋大正町地先）

にかかる費用を補助します。

・大沢野運動公園付近（八木山地先）

詳細は、問い合わせてくだ

・井田川左岸新井田橋上流（八尾町福島地先）

さい。

・井田川左岸落合橋下流（婦中町羽根地先）

［問い合わせ］市民生活相談課

問

い

合わせ
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道路の排雪は下記の雪堆積場所へお願いします

☎ 443－2046

市道▶道路河川管理課（富山地域） ☎443－2092
土木事務所建設課 ☎468－13２8
（大沢野、大山、八尾、婦中、山田、細入地域）

－ 平成３０年（201８年）11月20日発行

・神通川左岸婦中大橋上流（婦中町上轡田地先）
※ごみ、土砂、石などが混入した雪を捨てることは違法です。
県道▶富山土木センター ☎444－4445
   立山土木事務所（水橋地区） ☎463－6169

富山市

就活応援フェス2020 in 東京

ら
るな
い！
職す
就
せな
で
は外
富山
ト
ン
イベ
この

費用
無料

富山市内で働く魅力やU I Jターン就職活動の進め方などをお伝えするセミナーや、

市内企業の若手社員と直接話せる交流会などを東京で行います。

日時

１２月２２日㈯1０：００～1７：00

U I Jターン就職セミナー
（１０：００～12：30）

秋葉原UDX

・映画監督の本木克英さんによる
スペシャルゲストトーク
「離れてわかる富山のありがたさ」

もと き かつひで

場所

（JR秋葉原駅直結徒歩₂分）

大学・大学院、短大、専門学校生
（平成3２年₃月に卒業見込みの方）
富山市での就職に関心のある方 など

対象
申込
方法

WEBサイト（http://pbs-prime.
co.jp/toyamasyukatu/）から
申し込んでください。

問い合わせ

商業労政課

・パネルディスカッション

U I J ターン就職をした市内企業若手社員

が、
「働く目的」をテーマに語ります。

▲本木克英さん

U I Jターン交流会
（１４：００～1７：００）
・市内企業15社の若手社員との交流会
▲WEBサイト

☎443－2073

シルバー人材センターからのお知らせ

・スイーツバイキング、抽選会

プライムビジネススタッフ㈱

☎442－0306

60歳からの自分にエールを！
                  

毛筆書き講習会

など

「生きがい見つけて輝こう」

シルバー人材センターでは、月に10日程度、短時間の

仕事に従事できる会員を募集しています。会員の方に
は、希望職種に応じて仕事を紹介します。

次第・演題書きなど、毛筆で美しく書くコツを学び

ます
（費用無料）
。

日時

12月₃日㈪、₄日㈫10：00～15：00

場所

西保健福祉センター（婦中町羽根）

対象

次の全てに該当する方

・シルバー人材センターに入会し、仕事を
したい方

定員

・書道経験がある方

持ち物

15人
（応募多数の場合抽選）

申込方法

習字道具一式、新聞紙

11月2９日㈭までに、電話またはＦＡＸで、
市シルバー人材センター本所へ。

［募集要件］

・市内在住のおおむね60歳以上で、健康で働く意欲の
ある方

・入会説明会に参加し、センターの趣旨に賛同いただける方
［入会説明会］

本所…毎月第₂・₄㈬13：30～ 支所…毎月第₁・₃㈬13：30～
※入会時に印鑑、顔写真、年会費2,500円が必要。
●大山・八尾連絡所の冬期業務時間変更
期間
時間

12月17日㈪～平成31年3月15日㈮
10：00～15：00

市シルバー人材センター（本所） ☎444－5535
FAX444－5521
大沢野支所

☎467－3468

婦中支所

☎46９－0777

平成３０年（201８年）11月20日発行 －
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開催日時

開催場所

内容

対象

お知らせ
重度身体障害者の寝具の洗濯など
市内在住の在宅で65歳未満の身体障
害者手帳₁・₂級を持ち、
寝たきりかそ
れに近い状態にある方
枚数 敷布団、
掛布団、
毛布各₁枚

（合計₃枚まで）
①乾燥、
消毒の場合…300円
②洗濯、
乾燥、
消毒の場合…500円
※①②のいずれかを選んでください。
訪問日 平成3１年₁月下旬～₂月下旬
（日程

は後日、
郵便か電話でお知らせします）
12月2１日㈮までに、障害福祉課（市役所
₁階）か各行政サービスセンター地域福

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

「通話録音装置」の無償貸出
振り込め詐欺や悪質な電話勧誘など

身体障害者寝具乾燥」で検索）からダウ
ンロードすることもできます。
障害福祉課 ☎443－2056

ホームページ

交流館
（CiC 3 階：新富町一丁目）
、各行
政サービスセンター地域福祉課へ。
※申請書は、受付窓口にあるほか、市

の被害を防ぐため、電話の「通話録音装

ホームページ（「子育て支援金」で検索）

置」
を無償で貸し出します。

からもダウンロードできます。
こども福祉課 ☎443－205５

［主な機能］
・警告メッセージ
・自動通話録音機能
※自宅の電話機につないで
使用します。

募

市内在住のおおむね65歳以上で、高齢

集

者世帯、日中は高齢者のみとなる世帯、

市職員採用試験（中級・助産師）

過去に特殊詐欺被害に遭われた方 など

採用予定日 平成31年₄月₁日

電話または直接、消費生活センター
（CiC₃階：新富町一丁目）へ。

採用予定人数 ₃人

昭和54年₄月₂日以降に

※受付時間１０：００～18：30（電話は ９：４５～）。 生まれた方（免許要件あり）
消費生活センター

☎４４３－2123

一次試験日 平成31年₁月13日㈰
一次試験場所 市民病院
（今泉北部町）

祉課にある申請書で申し込んでください。
※申請書は、市ホームページ（「ねたきり

ＥＥメール

ひとり親家庭を支援します
●高校卒業後の奨学資金
以下のすべてに該当する方

11月21日㈬～12月 4 日㈫に、郵送また
は直接、申込書を、市民病院経営管理課
（〒93９－８５１１ 今泉北部町₂－ １ ）へ。
※申込書は、11月2０日㈫から、市ホーム

各行政サービスセンター地域福祉課

・市内在住のひとり親家庭のお子さん

ページ（「職員採用」で検索）からダウン

大沢野☎467－5811

大山☎483－1214

・介護福祉士、看護師、保育士などの国家

ロードできます。また、11月21日㈬から、

八尾☎455－2461

婦中☎465－2114

資格取得を目指し、県内の大学などに

市民病院、市役所総合案内、職員課（市役

平成31年度入学予定の方

所 ８ 階）、各行政サービスセンター、各中

高齢者の寝具の洗濯など
市内在住の在宅で65歳以上の寝たき
り高齢者、または一人暮らしの高齢者
枚数 敷布団、
掛布団、
毛布各₁枚

・児童扶養手当全部支給の所得制限内

※詳細は、問い合わせてください。

である世帯の方
支給額 いずれも給付型
（返済不要）

・入学奨学資金

市民病院経営管理課

☎422－1112

上限100,000円

※平成31年度入学予定者のみ。
・学費奨学資金 上限170,000円（年額）

（合計₃枚まで）

核型地区センターなどで配布します。

①乾燥、
消毒の場合…300円

必要書類 申請書、
在学する学校長の

②洗濯、
乾燥、
消毒の場合…500円

推薦書、
合格通知書

など

富山外国語専門学校 平成3１年度入学
「専攻科」学生（一般入試 A・B）
募集定員 A・B 合計15人程度

※①②のいずれかを選んでください。

※申請書はこども福祉課（市役所₃階）

修業年限 ₁年
（昼間）

訪問日 平成3１年₁月下旬～₂月下旬

にあります。事前に相談してください。

出願資格 次の①、
②両方に該当する方

●子育て支援金

①英検₂級以上の資格を取得した方、または

（日程は後日、
郵便でお知らせします）
12月2１日㈮までに、長寿福祉課
（市役

以下のすべてに該当する方

所₁階）、各行政サービスセンター地域

・市内在住で、中学 3 年生までの児童を

福祉課、各中核型地区センターにある申

監護するひとり親（児童手当受給者）

請書で申し込んでください。

・申請時、
前年度までに富山市で賦課

これに相当する学力があると認められる方
②大学、短大、専門学校相当の学校を卒業
した方（平成3１年₃月卒業見込みを含む）
出願期間 ※郵送の場合、
期間内必着。

※申請書は、市ホームページ（「高齢者寝

された住民税を完納している方で、

[一般入試A]

具乾燥」で検索）からダウンロードする

前年度の住民税年額が20,000円以上

12月２５日㈫～平成3１年₁月₉日㈬

15０,000円未満の方

[一般入試B]

こともできます。
長寿福祉課 ☎443－2062

支給額 課税所得に応じ₁万円、
₂万円、

平成3１年₂月２８日㈭～₃月１１日㈪

各行政サービスセンター地域福祉課

₃万円
（年₁回）

試験日

大沢野☎467－5811

大山☎483－1214

必要書類 申請書、
平成29年度市・県民税

[一般入試A]平成３１年₁月16日㈬

八尾☎455－2461

婦中☎465－2114

の納税証明書、振込口座の通帳、印鑑

[一般入試B]平成３１年₃月1４日㈭

各中核型地区センター
山田☎457－2111

細入☎485－2111

（ゴム製の簡易印は不可）
平成31年 ３ 月３１日㈰までに、必要書
類を、直接、こども福祉課、とやま市民
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※両日₉：00～12：00頃
（受付₈：30～）
。
試験会場 富山外国語専門学校

（市民プラザ：大手町）

試験内容 リスニング、
ボキャブラリー、

英語による作文、
英文理解
（長文読解）
、
英語面接、
日本語面接、
出願書類により

冬休み体験＆短期水泳教室
[富山市民プール（荒川四丁目）]

総合的に選考

12月２５日㈫、２6日㈬（両日参加可）

出願書類 募集要項、
入学願書などは本

①1４：００～1５：００（未就学児）

校事務室で配布するほか、ホームペー

②1５：００～1６：００（小学生）

ジ（http://www.tcfl.ac.jp）
、電話、
FAX、
E

①₃歳～₆歳の未就学児 ②小学生

メールで請求することもできます。

各80人（申込順）

入学考査料 18,000円

各日1,000円

事前に、電話または直接、NPO富山

入学料 81,200円
（市外在住の方101,500円）
授業料 年額312,000円
（月額26,000円）

※別途テキスト代などが必要です。
富山外国語専門学校

☎491－5911

Ｅ

tcfl@tcfl.ac.jp

ＦＡＸ491－1349

講座・講演
男女共同参画法律講座
●相続に関する法律セミナー

スイミングクラブ（市民プール内）
へ。
NPO富山スイミングクラブ ☎4２５－１５６８
スポーツ健康課

☎４４３－２１４０

[東富山温水プール（米田）]

とやま市民交流館 学習室₅
（CiC₃階：新富町一丁目）
あずま ひろゆき

講師 東 博幸さん
（弁護士）

or.jp）から申し込んでください。
市体育協会 ☎4３２－１１１７

エコタウン学園 お正月企画
●新年を飾るおしゃれなミニ門松を作ろう！
12月１４日㈮13：30～15：30
エコタウン交流推進センター（岩瀬天池町）
やすらぎ

講師 安靖氷見共同作業所

３０人（申込順）

1,000円（材料費）

持ち物 花切ハサミ、
使い捨て手袋

12月２５日㈫～２７日㈭1４：００～1５：００

１２月 ４ 日㈫～ ７ 日㈮に、電話で、エコタウ

４ 歳～小学生

ン交流推進センターへ（受付₉：0０～1７：0０）。

３０人
（申込順）

エコタウン交流推進センター ☎438－2600

3,000円
事前に、電話または直接、NPO富山スイミ
ングクラブ東富山（東富山温水プール内）へ。
NPO富山スイミングクラブ東富山
スポーツ健康課

キルンワーク（初級）講座
電気炉を使って、フュージング（溶着）

☎4３８－５５３１

やスランピング（曲げ）の技法でガラス

☎４４３－２１４０

の器を制作します。

～配偶者の立場から考える～
12月２２日㈯1０：３0～１２：００

１２月1３日㈭までに、市体育協会ホー
ムページ（http://www.taikyou-toyama.

平成３１年₁月 ６ 日～₃月2４日の㈰

高齢期の健康体力つくり指導者講習会

₉：0０～12：0０（全12回）
富山ガラス工房第₂工房（西金屋）

12月1５日㈯ ９：３0～12：40

18歳以上で、全ての回を受講できる方

体育文化センター（友杉）

₆人（応募多数の場合抽選）

市内在住か通勤・通学している方

テーマ フレイル問題における運動器の

３5,４２０円（保険料、材料費含む）

30人
（申込順）

機能改善について

12月12日㈬（必着）までに、往復ハガ

無料

しの だ くにひこ

12月１７日㈪（必着）までに、往復ハガキ、 講師 篠田邦彦さん（新潟大学名誉教授・医学博士）

キで、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話

（公財）日本スポーツ協会公認スポーツ

番号、講座名を、
富山ガラス工房
（〒930

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

指導者、スポーツ推進委員、高齢者の運

込む方）を、男女共同参画推進センター

動指導を行っている指導者

（〒930－0002 新富町一丁目₂－₃）へ。

Ｅ

５０人
（申込順）

など

１１月２７日㈫から、市体育協会ホーム

☎４３３－１７６０ ＦＡＸ433－1761

ページ
（http://www.taikyou-toyama.or.jp）
から申し込んでください。
市体育協会 ☎4３２－１１１７

こどものプールおためし教室
12月₈日、
１５日㈯13：30～14：30
12月１８日㈫1７：30～1８：30
12月２２日㈯１０：００～１１：００
八尾B＆G海洋センタープール
（八尾町福島）
年少～小学₂年生

各1,020円

古沢152）へ。
富山ガラス工房

☎436－2600

２００円

男女共同参画推進センター
suishin-01@city.toyama.lg.jp

－0151

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。
１２月１４日㈮1４：００～１６：００（受付１３：３０～）

子 ど も ス キ ー 教 室
歩くスキーを体験し、スキーのスムー
ズな上達を目指します。

ボルファートとやま₄階（奥田新町）
テーマ 介護職場でのコミュニケーシ

ョン“風通しの良い職場づくり”
市内介護事業所の管理者・職員

平成3１年 １ 月１２日㈯ ７：００～１７：００

５０人（申込順）

子どもの村、牛岳温泉スキー場

事前に、電話かFAXで、
（公財）介護労働安

集合・解散場所 市総合体育館
（湊入船町）

無料

定センターへ。

各日1０人程度（申込順）※最少催行₃人。

小学₃～₆年生のスキー初心者、初級者

（公財）介護労働安定センター

11月2５日㈰13：00から、
電話または直

３０人
（応募多数の場合抽選）

☎4４４－０４８１

接、八尾B＆G海洋センタープールへ。
※複数回の参加も可。
八尾B＆G海洋センタープール ☎455－9000

8,０００円（リフト代、昼食代、保険料含む）

℻4４４－０４２５

介護保険課 ☎443－20４１

※スキーをレンタルする場合、レンタ
ル料が別途必要。
平成３０年（201８年）11月20日発行 －
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開催日時

開催場所

内容

対象

産後のママを応援します
●子育て教室

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

幼 児 自 然 体 験 活 動
親子で楽しむ自然の森パート 2
スノーチューブそり遊び、雪上ハイク、ス

助産師から育児に関する話を聞い

ノーキャンドルづくりなどを体験します。

たり、ママ同士の交流を図ります。

ＥＥメール

ホームページ

出演 桐朋アカデミー木管五重奏団
た なか さ

き

すず き

田 中 紗 貴さん（フルート）、鈴 木 かなでさん
あたらし りょう ま

（オーボエ）、新 竜馬さん（クラリネット）、
き むら たく み

むらはし あや か

木 村 卓 巳 さん（ファゴット）、村 橋郁 香 さん
（ホルン）

１2月 4 日、11日、
18日、
25日の㈫

平成3１年₁月１９日㈯～２０日㈰（₁泊₂日）

曲目 モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハ

10：00～12：00、13：30～15：30

野外教育活動センター「子どもの村」

トムジーク、クリスマスメドレー ほか

まちなか総合ケアセンター₃階

平成24年₄月₂日～平成25年₄月₁日

ママ＆ベビー体操、
ママカフェ

生まれのお子さんとその保護者

おおむね産後₄カ月までのお母さん

場合があります。
※椅子の設置数には限りがあります。

20組40人
（申込順）

文化国際課

☎443－2040

大人4,500円、子ども3,000円

とその子ども
各10組
（申込順）

※出演者の事情により、変更・中止する

（山田赤目谷）

産後ケア応援室
（総曲輪四丁目）

800円

11月24日㈯～12月 ７ 日㈮に、電話で、

11月2７日㈫から、
電話で、産後ケア

子どもの村へ。
※11月2５日㈰、
12月 ３ 日㈪は休所日。

応援室へ。
産後ケア応援室

☎461－３５４１

子どもの村

☎457－2311

●子育て交流広場「ままのわ」

温かい鍋物や汁物などを販売します。
12月 9 日㈰1１：００～1５：００
富山駅南口周辺

子育てしているママの交流の場です。
１2月 ７ 日、１４日、2１日の㈮10：00～11：30

にぎ

まちなかイルミネーションウオーク

まちなか総合ケアセンター₁階

富山駅周辺賑わいづくり実行委員会
（富山駅周辺地区整備課内） ☎4４３－２０１６

光で彩られたまちなかの景色や自然を

まちなかサロン

楽しみながら歩きます。

おおむね産後 5 カ月～₁年までのお
母さんとその子ども

ゴール後、市総合体育館 2 階から、環水
公園で行われる花火を見ることもできます。

・ 不要

12月２２日㈯1６：３０～1７：４０（当日受付16：００～）

医療介護連携室

富山駅あったかおもてなしDAY

☎461－３６１８

催し・イベント
文 化 発 表 会（英 語 劇）

集合場所 市総合体育館前
（湊入船町）

第29回神通川マラソン大会
平成3１年 3 月17日㈰₈：45～
コース 県営五福公園陸上競技場～神通川河畔周辺

₂㎞（小学生）、₃㎞（中学生）、

小学生以上（小・中学生は保護者同伴）

₅㎞・10㎞・ハーフ（高校生以上）

１００人

ハーフのみ定員300人（申込順）

200円（保険料含む）

※開催の有無は、当日1４：３０以降に、市

高校生以下1,500円、一般3,000円

総合体育館
（☎432－８８０５）へ問い合わ

12月₁日㈯正午～平成3１年₁月31日㈭
に、
ホームページ
（http://runnet.jp/）か

せてください。
市体育協会

☎432－1117

ら申し込んでください。

富山外国語専門学校の学生が、授業
で取り組んできた英語劇を上演します。
12月 ７ 日㈮18：3０～20：3０
（開場18：1０）
市民プラザ₄階（大手町）
富山外国語専門学校

神通川マラソン大会実行委員会

市民ホールスペシャルミニコンサート

・ 不要

☎491－5911

（市体育協会内） ☎432－1117

12月１３日㈭12：20～12：50
市役所₂階市民ホール

年にいちどの写真のお祭り

日時／11月24日㈯１１：００～１８：００
11月25日㈰１０：３０～１６：００

会場／グランドプラザ
（総曲輪三丁目）

参加無料
・
申込不要

11月25日㈰のイベント
「ディスカバー富山！」をテーマに市民の皆さ
んから募集した富山の魅力あふれる写真を、会場
いっぱいに展示します。
25日㈰には、展示とあわせて写真のワークショップ
なども行いますので、気軽に参加してください。
広報課
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☎４４３－2018

・写真のワークショップ（１０：３０～１３：１５）

やまぐち

・トークショー テラウチマサト×ハービー山口（１３：３０～１４：３０）
テラウチマサトさん（市政策参与）とハービー山口さんの、
₂人の写真家による対談です。

・表彰式（１５：００～１６：００）

施設行事

◆科学教室「モーターをつくろう」

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

科学博物館
㈪～㈮

１０：００
１１：１５
１２：３０
１３：３０
１４：３０

ＨＯＲＩＺＯＮ

15：45

ＨＯＲＩＺＯＮ

12月１５日㈯13：30～15：00

12月1６日㈰10：00～12：00

未就学児とその保護者、
小学生以上

小学₄～₆年生

クリスマス会

10人
（応募多数の場合抽選）

無料

12月 9 日㈰（必着）までに、往復ハガ

入館料のみ

不要

◆12月のプラネタリウム
開始時刻

モーターを作り、仕組みを理解します。

キで、行事名、住所、参加者全員の氏名、

※以下の催しで記載のないものは

㈯㈷

㈰

ティラノサウルス
ちびまる子ちゃん
ＨＯＲＩＺＯＮ
ティラノサウルス
ちびまる子ちゃん
★オーロラ

学芸員と
星空さんぽ

ホライズン

[HORIZON]HORIZON～宇宙の果てにあるもの

12月₇日㈮1０：3０～1１：１５
未就学児とその保護者
抱っこ・おんぶ講座

博物館（〒939－8084 西中野町一丁目

◆大沢野
（高内）
☎４６８－３７３７

₈－31）へ。ホームページ（http://www.

12月１３日㈭１0：３０～１１：３０

tsm.toyama.toyama.jp）か ら 申 し 込 む

未就学児とその保護者

こともできます。

クリスマスコンサート
◆大久保
（下大久保）
☎４６７－１０４３
12月１９日㈬１0：3０～１1：3０

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

◆企画展「干支の動物集合 !!」
干支の動物が図柄に取り入れられて

[ちびまる子ちゃん]プラネタリウム

期間 １１月２８日㈬～平成3１年₂月１３日㈬

ちびまる子ちゃん 星にねがいを

※12月28日㈮～平成3１年₁月₄日㈮は休館。
売薬資料館

美しい映像を通して、オーロラにまつわる

親子でリトミック
◆婦中中央
（婦中町速星）
☎４６６－３０１１
₃歳以上とその保護者、
小学生
100人

いる版画を展示します。

★特別番組[オーロラ]オーロラ 生命の輝き

未就学児とその保護者

12月1６日㈰10：３０～12：00

え と

最強恐竜 進化の謎

言い伝えや、発生メカニズムを紹介します。

◆東部
（石金一丁目）
☎４２１－４２１２

年齢、電話番号、返信用連絡先を、科学

[ティラノサウルス] ティラノサウルス

いのち

◆水橋
（水橋中村町）☎４７８－０４７８

クリスマス会

※12月 ７ 日㈮～1５日㈯に要申込。
◆神保（婦中町上吉川）☎４６９－４６４８
12月₂日㈰1０：００～１１：30

売薬資料館

☎433－2866

◆いろりを囲むおはなし

小学生

クリスマス会

◆山田
（山田中瀬）☎４５７－２０８０

12月～平成31年 1 月の㈯㈷

12月₈日㈯13：30～14：３０

12月 ８ 日㈯10：00～11：3０

15：45～16：３０ ※12月23日㈷は除く。

第 1 話「めんめんかいぶつ息子」

未就学児とその保護者、
小学生以上

242人
（先着順）

第₂話「キツネの小判」

15人

◆スペシャルプラネタリウム
「学芸員と星空さんぽ」

第₃話「孝行猿」
おく い えつ こ

え と

い ま い え せつ こ

ご みょう

語り手 奥 井 悦 子 さん、
今 家節 子 さん、後 明

冬の夜空に輝く星座やすばるなど、
見頃の天体について紹介します。
テーマ とことん！冬の星空解説

し

ず

こ

◆12月のサイエンスライブ
開催日

内

容

干支の土鈴に絵付けをしよう
※12月₁日㈯～₆日㈭に要申込。

志津子さん
（とやま語りの会のみなさん）
民芸合掌館

・ 不要

民芸合掌館

☎431－8156

12月の毎週㈰15：45～16：３０
242人
（先着順）
※12月23日㈷は除く。

300円

児 童 館
◆五福
（五福）☎４３２－９７５０

国・県などからのお知らせ
平成30年分確定申告会場の変更
富山税務署の確定申告会場が、昨年の

１ 日㈯・２ 日㈰ 体験！石材から化石を見つけよう

12月１７日㈪15：３０～16：0０

富山県民会館から、地鉄ビル（桜町一丁

１５日㈯・1６日㈰ 観察！動物さがし

小学生以上

目）に変更になります。

２２日㈯・２３日㈷ 観察！草や木でつくった昔の道具
2４日㉁

解説！偏光のはなし

サンタをさがそう

◆北部
（蓮町一丁目）
☎４３７－４００６
12月 ３ 日㈪１５：３０～１６：３０

※時間は１０：４５、１３：００、１５：１５（各回１５分程度）。

小学生以上

※内容を変更する場合があります。

雪の結晶オーナメント

◆実験講座
「寒さをふきとばせ！

◆山室
（高屋敷）
☎４９２－１３７７
12月1０日㈪１5：3０～１6：3０

富大生と一緒にカイロや空気砲を作ります。

小学生以上

12月 ８ 日㈯・９ 日㈰10：00～1６：00

10人

クリスマス★クラフト
※12月₁日㈯～₈日㈯に要申込。

市内小学生による作品展を行います。 ◆蜷川
（下堀）
☎４９１－２６１８
12月15日㈯～平成31年 1 月20日㈰

12月１９日㈬15：30～16：00
小学生以上

受付時間 ₉：00～16：00

富山税務署

わくわくドッキリサイエンス」

◆企画展
「第26回 私の身近な自然展」

開設期間 平成31年₂月１８日㈪～₃月15日㈮

プレゼントをさがそう

☎432－4191

街角クリーン活動
今月の実施は、
11月30日㈮です。
みんなで、富山駅前や城址公園周
辺の美化活動に参加しましょう。
詳細は、市ホームページ（
「街角
クリーン活動」で検索）を見てね。
環境センター業務課 ☎429－7366
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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
城址大通りを彩る約₁㎞の樹木イルミネーションや、
富山駅南口駅前広場、城址公園南側広場のイルミネー
ションなど、
幻想的な光の空間をお楽しみください。

期間

12月₄日㈫～平成3１年₂月1４日㈭

時間

17：00～22：30（₂月は17：30～22：30）
日時
場所

点灯式
カ ラ フ ル

12月₄日㈫17：00 ～ 17：30
CiC₁階アトリウム（新富町一丁目）

ハ ー ト

観光政策課
市観光協会

☎４４３－2072
☎439－0800

カウントダウンイベント2019
日時

12月31日㈪23：59～翌₀：10

場所

城址公園南側広場

“ひとり一灯運動”
にご協力をお願いします
[期間]12月15日㈯まで

[費用]₁口1,000 円

[受付場所] まちなか観光案内所
（城址公園内）
、富山テレビ
放送
（新根塚町）
、富山商工会議所₃階産業振興部
（総曲輪二
、観光政策課（市役所₇階）
丁目）
※㈯㈰㈷はまちなか観光案内所でのみ受付。

♥ Colorful Heart に参加しませんか

イルミネーションゲートにハート型のスパンコール
を取り付け、
ゲートを華やかに彩りませんか。

♥インスタ映えスポットが登場

展望塔

駐車場（1 時間無料）

12月₇日～平成31年₂月₉日 21：00まで
22：00まで
延長開放
の㈮㈯、12月24日㉁、25日㈫
₆：00～₉：00
₆：00～10：00
平成31年₁月₁日㈷
特別開放

ア メ イ ジ ン グ

富山駅南口駅前広場のAMAZING
ヤ

期間中、
市役所展望塔を延長
（特別）
開放します。
延長（特別）開放日

ば

ト

市役所展望塔からイルミネーションを楽しめます

マ

TOYAMAオブジェクトをフラッシュ
撮影すると、ハートの模様が浮かび
上がります。
※詳細は、
市観光協会ホームページ
（http://www.
toyamashi-kankoukyoukai.jp）
をご覧ください。

※平日は₉：00から、
㈯㈰㈷㉁は10：00から開放します。
（延長開放日以外は18：00 まで）
※12月29日㈯～31日㈪、平成31年₁月₂日㈬、₃日㈭は休止。

管財課

ママとキッズのなかよし広場
ハ

グ

ハ

グ

HUG HUG すまいる
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

冬のファンタジックフェスタ

201８ to 201９

クリスマスやバレンタインなど、季節に合わせて写真
撮影が楽しめるディスプレイが登場します。週末には、
ワークショップなどのイベントが盛りだくさんです。
期間／12月₂日㈰～平成3１年₂月14日㈭
☆期間中、
イルミネーションが点灯します。

オープニングイベント
「珍しいキノコ舞踊団」による、明る
日時／12月₂日㈰15:00～
場所／₂階アトリウム
出演／珍しいキノコ舞踊団

親子一緒に暖かい室内で遊べます。
●ワークショップ「パパ（ママ）と一緒にあそぼう♪」
親子で一緒に楽しく遊ぶコツを紹介します。
時間／1３：３0～1４：１５

定員／30人（申込順）

費用／500円
●ワークショップ「愛情たっぷり♡スタイを作ろう！」
時間／①1０：３0～1１：３０ ②1３：３0～1４：３０
定員／各₆人（申込順）

費用／1,000円

※ワークショップは、空きがあれば当日参加も可。
「HUG HUG すまいる」
に参加の方は、
地下駐車場の料金が
₁時間無料になります。

観覧無料

今年度最後のスゴ技ショーをお楽しみください。
日時／１１月２５日㈰11：00～16：00 場所／ １ 階エントランス
Photo :Yohta Kataoka

出演／コンプレッサーさん（マジシャン）、
けんざん

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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入場無料

日時／12月 ８ 日㈯10：00～15：00 場所／₂階アトリウム

超絶！ザ・スゴ技ショー

く楽しいダンスをお楽しみください。

☎４４３－2117

健山さん（パフォーマー）、パットくん（ピエロ）

冬 の各種教室に参加しませんか
ユースピア ₁月～ 3 月教養教室
教室名

生け花
料
抹

理
茶

曜日

㈪

㈪㈬㈭㈮

アートパステル
書

㈪

㈭

道

㈫

着付け

㈫

ペン字
和

開始時間

裁

ヨーガ

定員

18：30

１５人

18：30

１５人

８回

3，2００円

８回

18：30

20人

８回

20人
１５人
１0人

19：00

㈯

4，0００円

１５人

18：30

㈭

40人

10：30

40人

８回
８回
８回

８回

ズンバ

㈰

10：00

40人

８回

英会話

㈯

10：00

20人

８回

パン＆おかし

㈰

10：00

1２人

₄回

フラワーデザイン
陶

芸

㈬

18：30

㈮

８，８００円

８回

18：30

18：30

㈬

８回

●冬休みわくわくキッズ教室

会費

[Aコース]手作り“はたおり機”～毛糸で小物をおろう～

18：30 各2０人 各 ８ 回 5，6００円

18：30

㈬

回数

市民学習センター教室

１0人

19：00

20人

3回

８回

しっぽうやき

[Bコース]たのしい七宝焼

4，８００円

日時／Aコース：12月25日㈫10：00～12：00

3，2００円

場所／市民学習センター₃階（市民プラザ：大手町）

Bコース：12月26日㈬10：00～12：00

2，4００円

対象／市内在住の₅歳～小学₃年生（保護者同伴）

2，4００円

定員／各コース20組（応募多数の場合抽選）

2，4００円

※抽選結果は12月11日㈫までに通知します。

2，4００円

はなおかさだひこ

講師／Aコース：花岡貞彦さん
（どんぐり工房主宰）

2，4００円

おか べ や

2，4００円
4，8００円

持ち物／Aコース：筆記用具、定規（長さ20～30ｃｍ）
Bコース：ポケットティッシュ₁袋

場所／勤労青少年ホーム
「ユースピア」
（山室）

申込方法／12月₂日㈰から、
会費を持参の上、
直接、
ユースピアへ。
※今年度の新規利用者は、
別途5００円
（友の会年会費）が必要。

常願寺ハイツ 冬の特別教室

で、希望コース、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番
民学習センター（〒930－0084 大手町₆－14）へ。

申込受付時間／ 9：00～21：00 ※㈯㈰㈷㉁は16：30まで。
ユースピア

申込方法／12月₄日㈫（必着）までに、往復ハガキ

号、学校名（幼稚園・保育所名）、返信用連絡先を、市

※申込順。

☎４92－1256

市民学習センター

☎493－3500

常願寺ハイツスポーツ公園（立山町泊新）

☎４62－1164

開催日
時間
12月1４日㈮、2１日㈮、平成3１年₁月1６日㈬、
₆カ月～₃歳の
① 親子ふれあいプール教室
3０日 ㈬、₂月１３日 ㈬、2７日 ㈬、₃月 １ 日 ㈮、10：15～12：15
お子さん₁人と保護者
６ 日㈬、1５日㈮、2０日㈬

② 冬の短期水泳教室201８

③ 女性限定 短期水泳教室
④

中高年からの
らくらく短期水泳教室

⑤ 成人短期水泳教室

対象

₃歳～小学生

１８歳以上の女性で
水泳初心者
中高年の水泳初心者

ちょきん

12月2２日㈯、
2３日㈷、
2４日㉁

⑦ 貯筋運動教室

おおむね６０歳以上の方

女性限定 正月明け
⑧
シェイプアップ教室

18歳～60歳の女性

申込方法／12月₃日㈪１３：３０から、
電話で、

定員
各日
20組

₈：50～10：00

40人

平成3１年₁月 ７ 日～ 3 月18日の㈪（全₉回）13：30～14：45

１0人

平成3１年₁月16日～₃月20日の㈬（全₉回）
平成3１年₁月17日～₃月14日の㈭（全₉回）

13：30～14：45

１８歳以上の水泳初心者 平成3１年₁月₇日～₃月18日の㈪（全₉回）19：15～20：30

ジュニア 年少～小学生
スイミング
⑥
スクール体験 大人
１８歳以上

こ

費用／Aコース：３００円、Bコース：450円

3,000円

対象／39歳までの勤労青少年

教室名

ほ

Bコース：岡部八穂子さん
（シニアライフ講座 七宝焼講師）

6,900円

開催日時など詳細は、
問い合わせてください。
平成3１年₁月₇日～₃月18日の㈪（全₉回）1０：００～１１：１５

平成3１年₁月１７日～ 3 月１４日の㈭（全₉回）１３：４5～１５：００
平成3１年₁月１２日～ 3 月２３日の㈯（全₉回）１９：１5～２０：３０

常願寺ハイツスポーツ公園へ
（申込順）。

各１0人

受講料
各日₁組
1,０8０円【※₁】
4,320円

各12,96０円
【※₁】

１0人
各日
₂人程度

各日1,０8０円
【※₁】

各１0人

各12,96０円【※₂】
両方参加1９,４４０円

１５人

各12,96０円【※₂】

【※₁】毎回、プール利用料（大人380円、子ども110円）が別途必要。
【※₂】毎回、施設利用料（430円）が別途必要。
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12月の健康カレンダー
集団がん検診
●全て予約制です。

対象者には ５ 月に受診券を送付しました。受診期限

は、
12月28日㈮までです。事前に、受診券に添付のハガ
キまたは電話で予約し、受診券を持参して、会場へお
越しください。
※健康診査とがん検診の内容や指定医療機関一覧など
は、広報とやま 5 月 5 日号別冊に掲載しています。

実施する検診
胃…胃がん検診 肺…肺がん検診 大…大腸がん検診
子…子宮がん検診 乳…乳がん検診
受診券が届かない場合や、健康保険の変更などで新たに
対象となった場合は、保健所地域健康課
（☎428－1153）へ
問い合わせてください。

対

胃がん・肺がん・大腸がん検診…４０歳以上の国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など
子宮がん検診…20歳以上の女性で国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など

象

（２０歳～３９歳の方は医療機関のみでの受診となります）
乳がん検診…４０歳以上の女性で国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の家族など
※子宮、乳がん検診は₂年に₁回偶数年齢の方が対象です。

★全会場で託児サービスを利用できます
（右記参照）。

●富山地域

中央・北保健福祉センター
保健所地域健康課

＜検診時の託児サービス（予約制）について＞
保護者が検診車に乗車している間、託児サービ
スを行います（費用無料）。

実施する検診
会 場
子・乳
中央保健福祉センター

対象／おおむね₃歳未満の乳幼児をつれて検診を

胃・肺・子・乳

予約方法／各検診日の₅日前までに、電話で、保

開催日

受付時間

₈㈯

8：3０～ 9：30

16㈰

8：3０～ 9：30 胃・肺・子・乳

北保健福祉センター
保健所

受ける保護者
健所地域健康課へ。
※お子さんに必要なおむつや飲み物などは、各自

●婦中地域
開催日
₁㈯

西保健福祉センター

で準備してきてください。

受付時間
実施する検診
会 場
8：30～ 9：30 胃・肺・大・子・乳 西保健福祉センター

保健所地域健康課

糖尿病相談

イ ン フ ル エ ンザを予防しましょう

糖尿病予防、改善のための取り組みを、専門スタッフが

インフルエンザは、感染した人の
咳やくしゃみに含まれるウイルス
を、周りの人が吸い込むことで感染
します。
高齢者や子どもは重症化すること
もあるので、特に注意が必要です。

サポートします。
日程
11㈫

・外出時にはマスクをつけ、帰宅時は手洗いをしっかり
行いましょう。
・周りの人にうつさないように、咳・くしゃみをすると
きは、ティッシュなどで口と鼻をおさえましょう。
・ワクチン接種は、重症化の予防に大変効果的です。
予防接種を受けましょう。

保健所保健予防課
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☎428－1153

☎428－1152

12㈬

時間
9：００～12：00

場所
北保健福祉センター
八尾保健福祉センター

対象／糖尿病治療中の方や糖尿病予防に関心のある方
またはその家族など
費用／無料
申込方法／事前に、電話で、
各保健福祉センターへ。
北保健福祉センター
八尾保健福祉センター

けんこう

母 子 の 教 室・相 談 、健 康 診 査

まち な か 健 幸 カ レ ッ ジ
◆ふれあい健康講座

「予約制」の講座・教室は、事前に問い合わせ先へ予約が必要です。

※費用・申込不要。

時間／１4：00～１4：3０
場所／まちなか総合ケアセンター
（総曲輪四丁目）
講師／市民病院の医師、
看護師、
管理栄養士など
開催日

テーマ

3㈪

肺炎予防は食事から ～食事の工夫で誤えんを防ぐ～

4㈫

慢性腎臓病について

₅㈬

10分間でできる膝の体操

₆㈭

お口と健康

10㈪

すい炎について

11㈫

診療費について

12㈬

日常のスキンケア③ ～オムツ（失禁パット）まわり～

13㈭

こどものいのちを救う技 ～心肺蘇生を体験しよう～

17㈪

知っておきたい薬の知識

18㈫

災害時に起こる病気について ～準備と対策～

19㈬

乳がんと遺伝

20㈭

血管検査のお話 ～首の血管～

25㈫

救急受診のハンドブック

26㈬

放射線治療について

27㈭

地域で支える認知症

容

☎４22－1112

よい歯
づくり
講座
［予約制］

フッ素塗布
［予約制］

●

赤ちゃん
教室
［予約制］

※費用・申込不要。

個別相談 12月₇日、
14日、
21日の㈮13：00～14：00
健康、
子育て、
介護などに関する相談
※21日㈮は、
乳がん体験者との座談会もあります。
ミニ講座

14：00～15：00

開催日

テーマ

₇㈮ 産後ケア応援室の見学や交流 ※妊婦の方対象
14㈮
21㈮

楽しく身体を動かそう
おおはしかず こ

講師/大橋和子さん
（運動指導員）
音楽を楽しもう
みちしたかず み

講師/道下和美さん
（音楽療法士）

まちなか総合ケアセンター

☎４61－3618

対

象

₇㈮１3：００～１３：３０
西保健福祉センター
14㈮１3：００～１３：３０
南保健福祉センター

中
フッ素塗布を 西
希望する 1 ～
3 歳児とその
南
保護者

21㈮１3：００～１３：３０
北保健福祉センター

北

₃㈪１3：００～１4：００
中央保健福祉センター

中

₇㈮１4：００～１5：0０
西保健福祉センター
14㈮１4：００～１5：0０
南保健福祉センター

よい歯づくり 西
講座を受けた
１ ～ ３ 歳児
南

21㈮１4：００～１5：0０
北保健福祉センター

場所／まちなか総合ケアセンター₁階 まちなかサロン
●

開催日・当日の受付時間・開催場所
₃㈪₉：００～₉：３０
中央保健福祉センター

パパママ
セミナー
［予約制］

市民病院看護部
◆まちなか保健室

内

₂㈰ 9：00～ 9：30
中央保健福祉センター
22㈯ 9：00～ 9：30
西保健福祉センター

おおむね妊娠 中
5 ～ 8 か月頃
の妊婦とその夫 西

12㈬ 9：00～ 9：30
北保健福祉センター

北

20㈭ 9：00～ 9：30
南保健福祉センター

4 ～ ６ か月児 南

26㈬ ９：００～ 9：30
大庄地区コミュニティセンター

大山

13㈭・25㈫ ９：００～１１：００
中央保健福祉センター

中

₄㈫・18㈫ ９：００～１１：００
南保健福祉センター

南

₇㈮・21㈮ ９：００～１１：００
北保健福祉センター
乳幼児
健康相談

北

乳幼児と
その保護者

北

₄㈫・18㈫ ９：００～１１：００
大沢
大沢野生涯学習センター ※最寄りの会場
を利用して
₇㈮・21㈮ ９：００～１１：００
大山
ください。
大庄地区コミュニティセンター
₄㈫・18㈫ ９：００～１１：００
八尾保健福祉センター

八

₄㈫・18㈫ ９：００～１１：００
西保健福祉センター

西

４ か月児・１ 歳 ６ か月児（ １ 歳 ６ ～ ８ か月児）
・３ 歳児（ ３ 歳 ７ ～
８ か月児）健康診査は個人通知します。詳細は、問い合わせ先へ。
※保健福祉センターは、
「子育て世代包括支援センター」
の役割を担っています。気軽に相談してください。

街頭献血
日程

時間

場所

₂㈰

10：00～17：00

₃㈪

12：30～16：00 大山行政サービスセンター（上滝）

ファボーレ
（婦中町下轡田）
16㈰、24㉁、
10：00～16：30
29㈯

保健所地域健康課 ☎４２８－１１５５
富山県赤十字血液センター ☎４５１－５５５５

・問い合わせ先一覧・
中…中央保健福祉センター
（星井町二丁目）
南…南保健福祉センター
（蜷川）
北…北保健福祉センター
（岩瀬文化町）
大沢…大沢野保健福祉センター
（高内）

大山…大山保健福祉センター
（上滝）
八…八尾保健福祉センター
（八尾町福島）
西…西保健福祉センター
（婦中町羽根）

☎4２2－1172
☎4２８－1156
☎4２6－0050
☎467－5812
☎4８3－1727
☎455－2474
☎469－0770
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12 月 の 相 談 日 程

年末の休業日についての詳細は、
それぞれの
問い合わせ先へ確認してください。

～ 法 律・行 政 な ど の 相 談 ～

日
₄日・₆日・11日
13日・１8日
20日・27日

時

問 い 合 わ せ・申 込 先
予約制
（開催日の前日₈：３０～）
１３：００～１６：１０ 市民生活相談課
（市役所₁階） ※定員になり次第締め切ります。
☎４４３－２０４５
予約制
（開催日の前日₉：３０～）
１３：3０～１6：0０ 総合社会福祉センター（今泉）
☎４２２－3414
呉羽会館
（呉羽町）
予約制☎４３６－５１７１

14日・21日
₆日

場

１3日
弁護士法律相談

弁護士による
夫婦・男女に関する法律相談

岩瀬公民館
（岩瀬御蔵町）

司法書士登記・法律相談

予約制☎４３７－９７１５

20日

水橋西部公民館
（水橋辻ヶ堂） 予約制☎４７８－１１３１
１３：３０～１５：３０ 大沢野健康福祉センター（春日） 社会福祉協議会大沢野支所
17日
予約制☎４６７－１２９４
社会福祉協議会大山支所
₄日
大山地域市民センター（上滝）
予約制☎４８３－４１１１
八尾健康福祉総合センター
社会福祉協議会八尾支所
12日
（八尾町福島）
予約制☎４５４－２３９０
婦中行政サービスセンター
婦中行政サービスセンター市民生活課
１３：３０～１６：３０
₇日
予約制☎465－2155
（婦中町速星）
男女共同参画推進センター
予約制
（12月₃日の１０：００～）
１３：３０～15：３０
21日
（CiC₃階：新富町一丁目）
☎４３３－１７６０ 
₅日・12日・19日・26日
市民生活相談課
（市役所₁階） ☎４４３－２０４５
11日
１３：００～１６：００ 大沢野生涯学習センター（高内） 大沢野行政サービスセンター市民生活課☎４６７－５８１０
17日

行政相談

所

大山地域市民センター（上滝） 大山行政サービスセンター市民生活課☎４８３－１２１２

₃日

１３：３０～１５：３０ 八尾健康福祉総合センター（八尾町福島） 八尾行政サービスセンター市民生活課☎4５４－３１１４
１３：００～１５：００ 西保健福祉センター（婦中町羽根） 婦中行政サービスセンター市民生活課☎465－2155

２0日

１３：３０～１５：００ 山田公民館
（山田湯）

山田中核型地区センター☎４５７－２１１1

13：00～15：00 細入公民館（楡原）

細入中核型地区センター☎485－2111

19日

21日
10日

土地家屋調査士表示登記相談 10日
公証相談
21日

１３：００～１６：００ 市民生活相談課
（市役所₁階） ☎４４３－２０４５

行政書士法務相談（遺言相続・事業手続等） ₃日
社会保険労務士総合労働相談 19日

㈬（㈷㉁は除く）

１３：００～１６：００

中小企業経営相談

消費生活センター
（CiC₃階：新富町一丁目）
㈪㈫㈭㈮（㈷㉁は除く） １０：００～１6：45 商業労政課
（市役所₇階）

創業・経営相談

㈪㈭

₉：００～１７：００ 新産業支援センター
（下野）

多重債務相談

日

～特別無料相談～
時

場
所
１０：００～１２：００ 富山県税理士会館
１３：３０～１６：００ （中野新町二丁目）

税金相談

₄日

総合労働相談
年金相談

㈪～㈯（㈷㉁は除く） １０：００～20：00 富山県社会保険労務士会
１３：３０～１6：0０ （千歳町一丁目）
₆日・20日

予約制☎４１１－６１３１

問 い 合 わ せ・申 込 先
北陸税理士会富山支部
予約制☎422－4034※初めての方優先。
富山県社会保険労務士会
予約制☎441－０432

１０：００～13：00

全日富山会館
（堤町通り二丁目）

（公社）全日本不動産協会富山県本部
☎421－1633

11日・25日

１３：00～１6：0０

富山県不動産会館
（元町二丁目）

（公社）
富山県宅地建物取引業協会
☎425－5514

㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：3０～１7：００

富山県防災センター
（花園町）

犯罪・事故などの被害に関する相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） 10：0０～１6：００ 電話相談
弁護士による犯罪（殺人・傷害など
19日
の身体への被害）に関する法律相談
①不動産・会社法人の登記相談
②借金・訴訟・成年後見などの相談
③司法書士無料法律相談
④多重債務・遺言・相続無料法律相談
⑤交通事故無料法律相談
⑥高齢者障害者向け無料法律相談

☎４４３－２０７０

₇日・14日・21日
不動産相談

暴力団に関する困りごと相談

☎４４３－２０４７（予約可）

㈪～㈮（㈷㉁は除く）
₈日
㈪㈫㈮（㈷㉁は除く）
㈪㈭（㈷㉁は除く）
㈭（㈷㉁は除く）
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１０：００～１２：００

富山県暴力追放運動推進センター
☎4２1－8930
（公社）
とやま被害者支援センター
☎413－7830

とやま被害者支援センター （公社）
とやま被害者支援センター
（牛島町）
予約制☎４１３－７８２０

10：0０～１２：００
電話相談
１３：００～１６：００

富山県司法書士会
①☎445－1576 ②☎445－1577
１３：００～1６：00 ボルファートとやま10階（奥田新町） ③予約制☎4４５－１６２０
１３：３０～１５：３０ 富山県弁護士会館
富山県弁護士会事務局
１4：0０～１６：3０ （長柄町三丁目）
④⑤予約制☎4２１－４８１１
⑥☎０１２０－０６５－２１７
１０：３０～1２：３0 電話相談

～ 生 活・人 権・教 育 な ど の 相 談 ～

一般相談
消費生活相談

心配ごと相談

なやみごと人権相談
特設人権相談
小・中学生および
乳幼児の子育て相談
健康相談
離乳食相談
子育てセミナー
幼児ことばの相談
すくすく相談
小・中学生および
幼児の教育相談

日
時
場
所
問 い 合 わ せ・申 込 先
（市役所₁階）
☎４４３－２０４５
㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３０～１７：１５ 市民生活相談課
消費生活センター
毎日
10：00～１8：30
☎４４３－2047
（CiC₃階：新富町一丁目）
総合社会福祉センター（今泉）
☎４２２－3414
㈪㈬㈮（㈷㉁は除く）
ご意見・ご質問などは、
₆日
呉羽会館
（呉羽町）
☎４３６－５１７１
市社会福祉協議会本所
₉：3０～１５：３０
１3日
岩瀬公民館
（岩瀬御蔵町）
☎４３７－９７１５ （☎４２２－3414）へ。
２0日
水橋西部公民館
（水橋辻ヶ堂）
☎４７８－１１３１
₆日・２0日
大沢野健康福祉センター
（春日） 社会福祉協議会大沢野支所☎４６７－１２９４
14日・28日
大山地域市民センター（上滝）
社会福祉協議会大山支所☎４８３－４１１１
１３：３０～１５：３０
₅日・26日
八尾健康福祉総合センター（八尾町福島） 社会福祉協議会八尾支所☎４５４－２３９０
₃日・17日
西保健福祉センター（婦中町羽根） 社会福祉協議会婦中支所☎４６９－０７７５
14日
１３：００～１６：００ 市民生活相談課
（市役所₁階）
☎４４３－２０４５
13：00～16：00 大沢野生涯学習センター
（高内） 大沢野行政サービスセンター市民生活課☎４６７－５８１０
11日
10日
13：00～16：00 大山地域市民センター
（上滝）
大山行政サービスセンター市民生活課☎483－1212
10日
13：00～16：00 婦中行政サービスセンター（婦中町速星） 婦中行政サービスセンター市民生活課☎４６５－２１５５
21日
13：00～1５：00 細入公民館（楡原）
細入中核型地区センター☎485－2111
１０：００～１７：００
面談相談 毎日
☎444－1110
※㈯㈰㈷㉁も相談を受け付けます。
電話相談 毎日
２４時間
子育て支援センター
₄日
１０：００～１１：３０ （CiC₄階：新富町一丁目）
☎444－1110
27日
１０：００～１１：３０
※こどもひろば
（１0：0０～１８：００）の
１０：３０～１１：３０
20日
利用時間を次のとおり変更します。
㈪㈫㈭㈮
10：15～17：00
予約制☎444－1110
・12月₆日、２0日…１２：３０～１８：００
㈯㈰
10：15～12：00
１1日
13：45～15：15
㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３０～1７：00
教育センター
（八人町）
₈日
₉：００～1２：00
☎4３１－４４３４
₅日・12日・19日
₉：００～1２：00 豊田適応指導教室（豊若町三丁目） 来所の場合は予約制
婦中適応指導教室
₄日・11日・18日
₉：００～1２：00
（婦中ふれあい館内：婦中町砂子田）
㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３０～１７：００ 教育センター
（八人町）
☎４３１－００９９
㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３０～１７：１５ 少年指導センター（八人町）
☎４４４－３５５５
予約制
（開催日の₂日前まで）
₈日
10：００～12：００
☎４３３－１７６０（受付は１０：００～）
男女共同参画推進センター
（CiC₃階：新富町一丁目）
㈪～㈮（㈷㉁は除く）
☎４３３－２２１０（受付は１０：００～１７：３０）
１０：００～１８：１５
土曜特別相談：₈日
原則として、
来所の場合は予約制

こどもいじめテレホン相談
青少年悩みごと相談
女性臨床心理士による
夫婦・男女に関する悩み相談
DV（配偶者・パートナー
からの暴力）相談
女性悩みごと相談
こども福祉課
（市役所₃階）
㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：30～17：15
ひとり親相談
家庭児童相談員による養育相談
こども育成健康課（市役所₃階）
専門家による成年後見相談 １1日
13：００～15：30 総合社会福祉センター（今泉）
無料職業紹介所
「JOB活とやま」
職業紹介・就労相談
㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：30～17：15
（市役所₇階）
スーパーシニア活躍促進人材バンク
㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：30～17：15
（市役所₇階）
高齢者の就労・雇用相談
登録相談会 19日
10：００～12：００ 市役所₂階 202会議室

～年金の相談～
場

所

・富山年金事務所（牛島新町）
㈪～㈮
（㈷㉁は除く）
・街角の年金相談センター富山
（アピアショッピングセンター₂階：稲荷元町）
₈日

日
時
₈：３０～１７：１５
※㈪は１９：００まで延長。
㈪が㈷㉁であれば翌日。
₉：３０～１6：0０

☎４４３－２０５５
☎４４３－２０３８
予約制☎422－3414
☎４43－2231

［問い合わせ先］富山年金事務所☎４４１－３９２６

場
所
大沢野行政サービスセンター 14日
八尾健康福祉総合センター

₅日

婦中行政サービスセンター

21日

日

時
１０：００～１５：００

～ 医 療・保 健 関 係 の 相 談 ～
HIV・エイズ相談、性感染症相談、 ₄日・11日
抗体検査
１8日・25日
HIV・エイズ相談、抗体迅速検査
２0日
（予約制：名前は伺いません）
肝炎ウイルス相談・検査 ₇日・14日
（予約制）
21日・28日
遺伝相談（予約制）

日

時
₉：００～１１：００

精神保健福祉相談
（精神科医師）

㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈：３０～１７：１５
▲

場所・問い合わせ・申込先 保健所保健予防課☎428－1152
不安や悩みの電話相談はハート SOS ダイヤル☎428－2033へ。
㈪～㈮（㈷㉁は除く）₈：３０～１７：１５

所

保健所保健予防課

日

時
問い合わせ・申込先
１4：0０
予約制
20日
～１6：0０ ☎428－１１５２

南保健福祉センター 14日

₉：００～１１：００
₉：００～１１：００

場

心の相談
（臨床心理士など）

10代20代30代
精神科
のための
医師
心の相談

☎４２８－１１５６

北保健福祉センター ２0日 ₉：00
☎４２６－００５０
～１1
：
３０
大沢野保健福祉センター ₅日
☎467－5812
八尾保健福祉センター ２6日

☎４５５－２４７４

中央保健福祉センター １3日

13：30
予約制
～１5：３０ ☎428－１１５２
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冬もやっぱり！
ファミリーパーク
10月30日㈫に、入園者数900万人を達成しました。

これからの季節も、たくさんの動物に会いに来てください。
［問い合わせ］
ファミリーパーク

アムールトラの「ヤマト」▶
冬に向けて毛が伸び、

とてもきれいな色になるよ。

☎４34－1234

［入園料］
大人500円、
中学生以下無料

期間／12月₁日㈯～平成3１年₂月28日㈭

※12月28日㈮～平成3１年₁月₄日㈮は休園。

時間／10：00～15：30
（入園は15：00まで）

★毎日先着100人におしるこなどをふるまいます。
★期間中に 3 回来園すると、
オリジナル缶バッジや
ソフトクリームをプレゼントします。
の ま うま

※きりん食堂は冬期休業し、暖房完備の休憩所として
開放します。

■ミクロ探検隊
「ヤギの胃袋を探検しよう」
はんすう

12月 １ 日㈯～24日㉁は、クリスマス

観察し、消化器の進化を体感します（費用無料）。

には「野間馬ソリ」になります。

期間 12月₁日㈯～平成3１年₂月24日㈰
の㈯㈰㈷㉁
時間 1０：００～1２：００、
13：30～15：00
場所 乗馬広場周辺
費用 ₁人500円 ※ 3 歳未満無料（保護者同伴）。

時間 12月 ９ 日㈰1０：００～1１：３0
場所 自然体験センター自然実験室
対象 小学₃年生以上（中学生以下保護者同伴）
定員 10組（申込順）
申込方法 11月25日㈰1０：００～、電話で、ファミリーパークへ。

●大山図書館のイベント

図書館のイベント
図書館本館
（西町） ☎４６１－３２００

セミナー「対岸道路をたどる」

tosyokan-01@city.toyama.lg.jp

あわ す

上滝～中地山～小見～粟巣野～立山と続く、常願寺川

●本館のイベント

左岸道路の魅力を紹介します（費用・申込不要）。
たけしましん じ

竹島慎二さん
（富山近代史研究会長）
大山図書館（上滝） ☎483－0012

などを行います（費用・申込不要）。

●婦中図書館のイベント

₀～₂歳児とその保護者

ワークショップ
「今日から君もジャグラーさ！ジャグリング体験」

健康講座「限りあるあなたの心臓を守るために」

ボールやバルーンなどさまざまな道具を使い、富山大学

心臓の働きや心疾患の予防法についてわかりやすく

の学生とジャグリングを楽しみます（費用無料）。

解説します（費用・申込不要）。

日時

日時

対象

1２月１５日㈯①1０：00～1２：１５ ②1４：00～1６：１５
小学生とその保護者

申込方法

定員

各10人
（申込順）

1２月１３日㈭までに、電話、Ｅメール（件名「ジャ

グリング申込」）または直接、氏名、年齢、電話番号、希望時間
を、図書館本館へ。

講師

1２月₁日㈯1４：00～1５：00
いし せ ひさなり

石瀬久也さん
（富山西総合病院副院長）
婦中図書館（婦中町砂子田） ☎4６５－４４９３

富山市の人口・世帯数（対前月比）
【平成３０年10月31日現在】  人口…417,５０９人（－116人） 世帯…17８,５０７世帯（＋４０世帯）
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。

http://www.city.toyama.toyama.jp/

対象

１２月₂日㈰1０：３0～1１：00

ホームページ

絵本の読み聞かせや、親子で楽しめるわらべうたあそび

講師

1２月１日㈯1１：00～1２：00

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

日時

₀・₁・₂ポケット

日時

の

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）

の飾りつけになります。また、積雪時

Ｅ

す

ヤギのような反芻動物の胃の中に棲む微生物を

発行
編集

■冬の野間馬馬車

・ウサギ・モルモットとのふれあい
（こどもどうぶつえん）
㈪～㈮10：30～11：30、13：30～14：30
㈯㈰㈷㉁10：30～11：30、13：30～15：00
・ゆらゆら乗馬（乗馬広場）10：00～1２：００、13：30～15：００
・遊園地（㈯㈰㈷㉁のみ）10：00～15：30
・かふぇムー 10：00～15：30

平成３０年11月20日号

【イベント・施設の営業時間の変更】

【冬の開園情報】

