夏 か ら の 各 種 講 座・教 室 の ご 案 内

八 尾Ｂ＆Ｇ海洋センタープール お気軽レッスン
教室名

曜日 開始時間

開催期間

初級平泳ぎ・背泳ぎ

㈭

13：45

₇月₁日～₉月16日

初級平泳ぎ・バタフライ

㈯

13：30

₇月 3 日～₉月18日

初級クロール・背泳ぎ

㈰

13：45

₇月₄日～₉月12日

㈪

19：30

₇月₅日～₉月13日

㈫

13：30

₇月₆日～₉月14日

中級クロール・バタフライ

㈬

13：45

₇月₇日～₉月15日

上級₄泳法改善ドリル

㈪

13：45

₇月₅日～₉月13日

朝ヨーガ

㈪

₇月 5 日～₉月27日

からだメンテナンス

㈫

₇月 6 日～₉月28日

体ほぐしと貯筋体操

㈬

トータルバランス

㈭

₇月 1 日～₉月30日

② にっこり健康フラ

㈮

₇月 2 日～₉月24日

ひきしめエクササイズ

㈪

₇月₅日～₉月27日

脂肪燃焼エアロ

㈫

夜ヨーガ

㈭

癒しのヨーガ

㈮

①

中級₄泳法

10：30

19：30

定員
（申込順）

各15人

₇月 7 日～₉月29日

対象／１８歳以上の方
受講料／①₁回６4０円 ② １ 回８4０円
申込方法／
開催日の₃日前までに、電話または
直接、
八尾Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
へ。
※時間は、①は４５分、②は60分。
※定員に空きがあれば、
当日でも参加
できます
（最少催行人数₃人）
。
※申し込みは₁回ごとです。
※受講料は当日に支払ってください。
※ ㈷ お よ び₉月₁日 ㈬～₃日 ㈮ は
レッスンを行いません。

各20人

₇月₆日～₉月28日
₇月₁日～₉月30日
₇月₂日～₉月24日

職 業訓練センター 技能講座
コース番号

八尾Ｂ＆Ｇ海洋センタープール
（八尾町福島） ☎４５５－９０００

コース名

職業訓練センター

☎４５１－７５００

FAX４５１－0436

開催日（回数）

時間

定員 受講料 申込締切日

₉月₉日㈭、14日㈫、16日㈭、21日㈫、28日㈫

１８：３０～21：00

２０人 ４,５００円 ₈月23日㈪

TT－₄ 新人・若手社員フォローアップ研修 ₉月24日㈮

₉：３０～16：30

４０人 ４,０００円 ₉月₆日㈪

簿記₂級受験対策講座
TT－₈
7 月15日～１1月11日の㈫㈭
（全32回）
※簿記₃級を修了程度の知識がある方が対象。

１８：３０～21：00

15人 28,800円 ₆月24日㈭

TT－₉ Excel₃級受験講座（Excel2016） ₈月16日～₉月15日の㈪㈬㈮
（全14回）

１８：３０～21：00

1０人 12,600円 ₇月28日㈬

9：0０～12：00

1０人 9,000円 8 月 2 日㈪

１８：３０～21：00

1０人 6,000円 ₆月21日㈪

１８：３０～21：00

1０人 3,600円 ₇月₂日㈮

TT－₃ 社会保険実務講座

TT－10

ホームページ作成中級講座
₈月21日～10月23日の㈯
（全10回）
（Webクリエイター受験対策：ＨＴＭＬ5）

TT－１6 はじめてのホームページ作成講座

₇月₈日㈭、₉日㈮、12日㈪、13日㈫、15日㈭

TT－17 Excel活用による品質管理講座

7 月21日㈬、
28日㈬、
₈月₄日㈬

TT－18 情報セキュリティ講座
TT－19

PowerPoint入門講座（PowerPoint2016）
₉月17日㈮、
22日㈬、
24日㈮、
27日㈪、
29日㈬
（プレゼンテーション基礎）

TT－２0 デジカメ活用・画像処理入門講座
TT－２9 写真撮影入門講座
TT－30

₈月₅日㈭、
₆日㈮

₉月27日㈪～１０月₁日㈮
※デジカメを持参してください。
₇月₃日～12月₄日の㈯
（全11回）
※₈月21日㈯のみ₉：30～16：30。

着物着付け応用講座
₈月17日～11月16日の㈫
（全₈回）
※入門講座または着付けの経験がある方が対象。

TT－31 中国語入門講座

₈月21日～令和₄年₂月26日の㈯（全15回）

₅日：9：3０～16：30
1０人 3,600円 ₇月19日㈪
6 日：9：0０～12：00
１８：３０～21：00

1０人 6,000円 8 月31日㈫

１3：３０～16：30

1０人 6,000円 ₉月₇日㈫

１3：３０～16：30

1０人 14,400円 ₆月16日㈬

１3：３０～16：00

1０人 11,200円 ₇月30日㈮

１3：３０～15：30

10人 14,400円 ₈月₂日㈪

申込方法／各申込締切日までに、ハガキかFAXで、郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）
、電話番号、生年月日、性別、コース番号とコース
名を、職業訓練センター（〒９３０－０９１６

向新庄町一丁目１４－４０）へ。
市ホームページ（「職業訓練センター」で検索）

からも申し込みできます。
※応募多数の場合抽選
（TT－₃、
₄は申込順）
。
抽選結果は開講日の１４日ほど前までに郵送します。
※受講料には、
教材費や受験料は含まれません。
講座内容や教材費など詳細は、問い合わせてください。
◆市ホームページではパンフレットなども掲載しています。
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常 願寺ハイツ 夏の特別教室
教室名

対象
Ⅰ

夏の短期水泳
①
教室2021

常願寺ハイツスポーツ公園（立山町泊新）
☎４62－1164
開催日（回数）

₇月22日㈷～24日㈯
₃歳～小学生

Ⅱ

₇月29日㈭～31日㈯

時間

定員

A₈：50～10：00

40人
４,620円

B１０：10～11：20

各30人

C11：30～12：40
② 親子ふれあいプール教室

₆カ月～₃歳の
₇月 1 日㈭、₈日㈭、１5日㈭、₈月26日㈭、
10：15～12：15
お子さん₁人と保護者 ₉月 2 日㈭、9 日㈭、16日㈭、30日㈭

③ 女性限定 短期水泳教室

１８歳以上の女性で
水泳初心者

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
⑥

スイミングスクール
プール健康教室体験

中高年の水泳初心者

₇月₇日～₉月15日の㈬
（全₉回）

１0人

13：30～14：45

ジュニアコースは、₈月、
10月、
大人コースは、
₇～10月に開催します。
開催日など詳細は、問い合わせてください。

テニススクール はじめて～初級
１８歳以上
（成人）体験 中級～上級

⑨ 貯筋運動教室

１0人

一人で運動できる高齢者

₇～10月の㈯
₇～10月の㈪
₇～10月の㈮

各日₁組
1,10０円

13,200円

１0人

１８歳以上の水泳初心者 ₇月₅日～₉月27日の㈪
（全₉回） 19：15～20：30

⑦ テニススクール（ジュニア）体験 小学校低学年
⑧

各日20組

₇月₅日～₉月27日の㈪
（全₉回） 13：30～14：45

₇月₁日～₉月16日の㈭
（全₉回）

受講料

１0人
各日₂人程度

₈：００～₉：00

各日 1 人程度

1０：００～１１：２0

各日₂人程度

₇月 5 日～₉月27日の㈪
（全₉回） 1０：００～１１：15

１0人

₇月 1 日～₉月16日の㈭
（全₉回） 11：15～12：30

１0人

各日1,10０円
※₁人₁回のみ

各13,200円
※両方参加
19,800円

申 込 方 法／₆月18日 ㈮13：30か ら（①のⅠは₆月16日 ㈬１３：３０、Ⅱは₆月1７日㈭１３：３０から受付開始）、電 話 で、常 願 寺 ハ イ
ツスポーツ公園へ（申込順）。
※②⑥⑦⑧は参加当日、③④⑤⑨は教室開始日、①のⅠは₇月11日㈰、Ⅱは₇月18日㈰までに、常願寺ハイツ
フロントで受講料を支払ってください。
※②③④⑤⑥は、
プール利用料
（大人390円、
子ども110円）
が、
⑨は施設利用料
（4４0円）
が、
毎回、
別途必要です。

市 体育協会

スポーツ教室

市体育協会

おやこで運動あそび

バレーボール教室＆いのちの教室
前半は親子でAED
（自動体外式除細動器）の講習会を行
い、
後半は講師と一緒にバレーボールを楽しみます。

親子で楽しく運動あそびを行います。
日時／₇月 4 日㈰₉：30～10：45（受付₉：15～）

日時／₇月11日㈰10：00～12：30

場所／東富山体育館（米田）

場所／アイザック スポーツドーム
（八木山）

対象／年中・年長とその保護者

対象／小学₃～₆年生とその保護者
おお やま み

☎432－1117

講師／市体育協会スポーツ指導員

き

講師／大山未希さん（元バレーボール選手）

定員／20組40人（応募多数の場合抽選）
費用／₁組500円
申込期限／ 6 月25日㈮

定員／40組80人
（応募多数の場合抽選）
費用／₁組500円 申込期限／ 6 月30日㈬

ボールであそぼう！ジュニアボールうんどうセミナー
初めてでも出来るボールを使った基本運動やレクリエーションゲームなどを楽しみます。
日時／₇月 2 日～₈月₆日の㈮17：15～18：15
（全₅回）

定員／20人（応募多数の場合抽選）

場所／2000年体育館
（天正寺）

費用／5,000円（全₅回分）

対象／小学₁・₂年生

申込期限／ 6 月20日㈰

いし かわ な

な

こ

講師／石川菜奈子さん（2000年スポーツクラブ講師）
申込方法
（共通）
各申込期限までに、
市体育協会ホームページ
（https://www.taikyou-toyama.or.jp/）から申し込んでください。

新型コロナウイルス感染症の拡大などの状況により、
変更になる場合があります。

令和₃年（2021年）₆月₅日発行 －
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開催日時

開催場所

内容

対象

お知らせ
臨時納税相談窓口の開設

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

市・県民税の納税通知書の発送

ＥＥメール

ホームページ

されている事業所、または介護保険課
へ問い合わせてください。
介護保険課

₆月１1日㈮に、令和₃年度の市・県民

☎4４３－2193

税の納税通知書を発送します。
普通徴収の方の納期限は次のとおりです。

オーバード・ホール臨時休館

平日の夜間や休日に納税相談窓口を

・第₁期…₆月30日㈬

開設します。
電話での相談も可能です。

・第₂期…₈月31日㈫

₆月２1日㈪は、電気設備の定期点検の

開設場所 納税課
（市役所₂階）
、税務事

・第₃期…１1月₁日㈪

ため、臨時休館します。また、電話による

務所税務課
（婦 中 行 政 サ ー ビ ス セ ン

・第₄期…令和₄年₁月31日㈪

チケットの取り扱い業務も休止します。

ター₂階）
［夜間（平日）
納税相談窓口］

アスネットカウンター

しています。

₇月₅日㈪、
₉日㈮の１９：００まで

※市・県民税が給与から引き落とし
（特

※夜間（１８：００以降）および休日に市役

別徴収）
されている方の税額決定通知書

所へお越しの際は、
時間外窓口
（庁舎北

は、
₅月中旬に各事業所に発送しました。

側地下₁階）へ。車でお越しの方は、事

●今年度からの市・県民税の主な変更点

前に納税課へ連絡してください。
納税課

☎４４３－２０29

税務事務所税務課

☎465－3135

給与所得控除・公的年金等控除・基礎
控除が見直されました。
また、
ひとり親控除が創設され、寡婦

上下水道局
（牛島本町二丁目）
₁階の

☎445－5511

₆月２３日～２９日は「男女共同参画週間」
《令和₃年度全国統一キャッチフレーズ》
『女だから、男だから、ではなく、
私だから、の時代へ。』
男女がそれぞれの個性と能力を発揮

控除が見直されました。

夜間上下水道料金支払窓口の開設

☎445－5620

収）分にかかる回数割額の明細も記載

₆月21日㈪、
22日㈫、
24日㈭、

※ そ の 他 改 正 に つ い て の 詳 細 は、市

できる「男女共同参画社会」を実現する

ホームページ（「令和₃年度からの市税

ためには、一人一人の取り組みが必要

の変更」
で検索）をご覧ください。

です。男女のパートナーシップについ

料金課窓口を１９：００まで延長して開設

市民税課

します。

税務事務所税務課

₆月の開設日

オーバード・ホール（管理課）

※公的年金からの引き落とし
（特別徴

☎４４３－２０３２、２０３３、２０３１
☎４６5－3135

て、この機会に考えてみませんか。
●男女共同参画関連写真・啓発パネル展示
₆月２3日㈬～２9日㈫1０：００～１８：００

１7日㈭、
２3日㈬、
28日㈪

※新型コロナウイルス感染症の影響に
より、支払い猶予を希望する方の相談
は、随時受け付けています。
上下水道局料金課

☎４３２－８５１２

介護給付費通知書の送付
利用した介護サービスの内容や金額な

とやま駅南図書館（CiC₄階）
男女参画・市民協働課

男女共同参画推進センター

作成しているケアマネジャーや、記載

☎433－1760

新型コロナウイルス感染症に便乗した不審な電話や
☎443－2047

事例 1
保健所職員を名乗る人から「新型コロナウイルス
ワクチンが接種できる。後日全額返金されるので、す
ぐに10万円を振り込んでほしい」と電話があった。

事例₂
「新型コロナウイルスワクチン接種が優先的に
受 け ら れ る」と い う 内 容 で、URLが 記 載 さ れ た

メールなどが増えています。
アドバイス
・ワクチン接種を受ける際の費用は全額公費のため、無
料で受けられます。
・心当たりのない送信元からのメールなどには、対応しな
いようにしましょう。
・新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質な勧誘には、
耳を貸さないようにしましょう。不審に思った場合や
トラブルにあった場合は、消費生活センターに相談し
てください。

▶消費生活センター相談受付時間…㈯㈰㈷を含む毎日10：00～18：30（年末年始および CiC休館日は除く）
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☎443－2051

※記載内容については、ケアプランを

くらしの情報あれこれ

メールが届いた。

期間 ₆月１6日㈬～30日㈬

どをお知らせします（₆月中旬発送予定）。
※請求書や領収書とは異なります。

消費生活センター

CiC₃階交流広場（新富町一丁目）
●男女共同参画関連図書展示

腸管出血性大腸菌感染症（O１５７など）に気をつけましょう
保健所保健予防課

◆強い毒素を持つ腸管出血性大腸菌

◆予防しよう 腸管出血性大腸菌感染症

O26、O121、O157などの腸管出血性大腸菌は、腹痛・
下痢・血便の原因となる強い毒素（ベロ毒素）を腸管内でつ

加熱不足や生の食肉・レバー、二次汚染した食品、菌がついた
手などが感染の主な原因です。次のことに気をつけましょう。

くることがあります。
症状の程度は人によりさまざまですが、患者の₆～₇％
が、溶血性尿毒症症候群や脳症（けいれんや意識障害）など
の重症合併症を起こし、時には死亡することもあります。

◆抵抗力の弱い子どもや高齢者は特に注意
抵抗力の弱い子どもや高齢者は、溶血性尿毒症症候群
になる割合が高く、特に注意が必要です。強い腹痛・下
痢・発熱や吐き気などの症状がある場合は、早めに医療
機関にかかりましょう。
また、下痢の時はスポーツドリンクなどで水分補給し
て脱水症状を防ぎ、自己判断で下痢止めなどの市販薬を
飲まないようにしましょう。

◆感染してから症状が出るまで

感染

症状出現

潜伏期間
₃～₈日

☎428－1152

注意するポイント
肉の生食は避け、完全に火を通す

・中心部まで十分に火を通しましょう。
※腸管出血性大腸菌は熱に弱く、
７５℃以上で₁分間加熱すると死滅します。
※生肉を扱った箸と食べる箸は使い分けましょう。

食器・調理器具はいつも清潔に

・洗剤で十分に洗い、漂白剤や熱湯で消毒しましょう。
・包丁やまな板は、肉・魚用と野菜用を使い分けましょう。

しっかり手を洗いましょう

・調理・食事の前やトイレの後は、せっけんと
流水でしっかり手を洗いましょう。
・生肉を扱った手指は、他の食材や器具に
触る前にしっかり洗いましょう。
腸管出血性大腸菌感染症の発生状況

腹痛、水様性の下痢
（血便を伴うこともあります）

救急医療を守るため
一人一人のご協力をお願いします

富山県
うち富山市

平成２8年 平成２9年 平成３０年 令和元年 令和₂年
47人
32人
２６人
31人
28人
37人
13人
11人
14人
17人

富山市・医師会急患センター（夜間・休日）

☎４25－9999

福祉政策課

☎４４３－２１６４

症状に応じた医療機関での受診をお願いします
急な病気やけがなどに迅速・的確に対処するため、症状に応
じて初期・二次・三次と、各医療機関が役割分担して、救急医療

初期救急医療機関

（軽症患者対象）

体制を整えています。
しかし、かぜ、軽度の腹痛などの入院を必要としない病気や、
ちょっとしたけがでも二次救急医療機関で受診されるケース

二次救急医療機関

公的７病院

（入院や重症患者対象） による当番制

が増えており、
重症の方の治療に支障が出ています。
軽症と思われる方は、初期救急医療機関の富山市・医師会急
患センター（市民病院第₁駐車場内：今泉北部町）や地域の当
番医療機関を受診してください。

三次救急医療機関

（超重症患者対象）

救命救急
センター

医療機関を受診する際のお願い
・かかりつけ医をもちましょう
・なるべく通常の医療機関で、
診察時間内に受診しましょう
・夜 間・休日に急病で受診するときは、富山市・医師会急患
センターや地域の当番医療機関で受診しましょう
・救急車の安易な利用は避けましょう

夜間・休日の当番医療機関については

「とやま医療情報ガイド」
を活用してください
とやま医療情報ガイド
（https://www.qq.pref.toyama.
jp/）に、県内の夜間・休日に受診できる救急病院や診療
所などを掲載しています。

富山市の市外局番は（076）
です。

₆月₄日～10日は「歯と口の健康週間」
《令和₃年度標語》
『一生を 共に歩む

自分の歯』

細菌やウイルスは、手を介して鼻や

戦災で亡くなられた方の遺族
福祉政策課

☎４４３－２１６４

犯罪のない明るい社会に

口から体の中に入ってきます。
「手洗

₇月は「社会を明るくする運動」月間

い、
うがい、
歯みがき」
をして、
口腔環境

です。犯罪の防止と罪を犯した人たち

を整え、
毎日元気に過ごしましょう。

の更生について理解を深め、犯罪のな

こうくう

保健所地域健康課

☎４２８－1153

い明るい社会を築きましょう。
●街頭宣伝

新生児特別定額給付金の
申請はお済みですか
支給対象者がいる世帯の世帯主に、申

開催日

₇月₁日㈭

請書を送付しています。申請期限までに、
必要書類を同封の上、返送してください。

₃日㈯

令和₃年₁月₁日から令和₃年₄月

₄日㈰

₁日までに出生した新生児
申請期限 ₆月30日㈬
（消印有効）

₇日㈬

※振り込め詐欺や個人情報を聞き出

10日㈯

そうとする給付金詐欺に注意してく

25日㈰

ださい。
市民生活相談課

☎443－2046

珠泉地区における地区計画
（案）
につ
いて、次のとおり縦覧します。期間中、
意見書を提出することができます。

場所
JR 速星駅前
₇：００
JR 越中八尾駅前
₇：45 富山駅構内
アルビス八尾店（八尾
16：00 町 井 田）、フ ァ ボ ー レ
（婦中町下轡田）
ホームセンタームサシ
11：00
富山店
（中川原）
１3：0０ 富山駅北口
ミューズ水橋ショッピン
１0：0０
グセンター
（水橋市江）
北の森ショッピングセ
１0：0０
ンター
（森）
和合だらまつり（四方
10：００
西岩瀬）

☎４61－4706
福祉政策課

65

吉岡

熊野小学校

期間 ₆月18日㈮～₇月₂日㈮
縦覧場所・意見提出先 都市計画課
（市役所 6 階）

都市計画課

☎443－2105

がけ地の崩壊対策を支援します
土砂災害特別警戒区域（レッドゾー
ン）で居住されている建物を対象に、
土
砂災害の防止や軽減を図るための補助
制度があります。詳細は、問い合わせて
ください。
河川整備課

☎443－２１００

土木事務所建設課

☎468－1327

とやま市民交流館

☎444－0640

☎４４３－２1６4

●第５9回愛のバザー

富山大空襲で亡くなられた方々の

珠泉地区

悪王寺(北)

68

開始時間

富山市特別定額給付金コールセンター

戦災死者名簿の閲覧

188

土川

41
興南中学校

市保護司会（市総合社会福祉センター内）

☎443－2008

地 区 計 画（案）の 縦 覧

₇月18日㈰₉：0０～１1：００
市総合社会福祉センター（今泉）
市更生保護女性会（市総合社会福祉センター内）

「戦災死者名簿」の閲覧を、
₁年を通し
て行っています。

☎４32－3858
福祉政策課

☎４４３－２1６4

閲覧場所 ・福祉政策課
（市役所₃階）

・富山地域の各地区センター

とやま市民交流館（CiC₃階）では

毎日夜₈時まで 窓口業務を行っています
CiC 3 階 に あ る、と や ま 市 民 交 流 館
「市 民 サ ー ビ ス
コーナー」では、休館日を除く毎日夜₈時まで窓口業務
を行っています。
ぜひ利用してください。
受付時間
休 館 日

主な業務内容
・住民票、戸籍、印鑑証明、税に関する証明などの交付

10：00～20：00

・住民異動届、印鑑登録、戸籍届の受け付け

※業務内容によって受付時間が異なります。

・こども医療費助成など、こども福祉に関する手続き

毎月第₃火曜日
（₈・12月を除く）
12月29日～₁月₃日、
₂月16日

・国民健康保険、国民年金の異動に関する手続き
・おでかけ定期券の交付

など

※手続きの内容によって、受け付けできない場合や
※詳細は、とやま市民交流館に問い合わせるか、市ホーム
ページ
（
「とやま市民交流館」で検索）をご覧ください。

書類の預かりのみになる場合があります。

新型コロナウイルス感染症の拡大などの状況により、
変更になる場合があります。

令和₃年（2021年）₆月₅日発行 －

11

開催日時

開催場所

内容

対象

防 犯 ワ ン ポ イ ン ト

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

JOB活とやま（市役所 7 階）

の土地の所有者を対象に、アンケート

・相談者に適した職業の紹介
・求人情報の閲覧

昨年の市内での自転車盗難被害のうち、 調査を実施する予定です。

・自転車から離れるときは、短時間でも
鍵をかけましょう。
・備え付けの鍵以外に、
U字型やワイ

（ハローワークの求人情報も閲覧可）

平成24年₄月₁日以降に、相続・贈与・

・履歴書の作成や面接対策への助言

売買などによって新たに森林の土地の

※人材不足でお悩みの企業などの求人

所有者になった方は、届け出を行う必

情報も募集しています。登録方法など

要があります。

詳細は、問い合わせてください。

ヤー型などの丈夫な鍵も使い、ツー

※国土利用計画法に基づく届け出をさ

ロックを徹底しましょう。

れた方は不要。

・忘れずに防犯登録を行いましょう。
生活安全交通課

☎443－2052

必要書類

遊休農地発生防止・解消などの啓発

JOB活とやま

依

①森林の土地の所有者届出書

存

症

相

☎443－2231

談

③登記事項証明書（写し可）または、土地

員、保健所職員による相談会を開催し

の権利書
（写し）など権利を取得した

ます。

ことがわかる書類

● ギャンブル

のため、
農地の利用状況調査
（農地パト

※必要書類は、市ホームページ（「森林

₆月24日㈭14：00～16：00

ロール）
を行っています。

所有者届出制度」で検索）からダウン

保健所（蜷川）

[農地の適切な管理を]

ロードできます。

農地が適切に管理されていないと、
はん も

● 薬物

森林政策課
（〒930－8510 新桜町₇－38：

地へ重大な悪影響を及ぼすことが懸念

市役所₄階）または農林事務所農地林

されます。

務課
（〒93９－２２９３

農業委員会事務局

森林政策課

☎４４３－2019

［共通項目］
市内に在住または通勤する方
各₂人（申込順）

無料職業紹介所「JOB活とやま」
就職を希望する方などに、無料で職

無料
相談会前日までに、電話で、保健所保
健予防課へ。
保健所保健予防課 ☎428－1152

業紹介や就労相談を行っています。

な復旧のため、
森林の土地の所有者調査

開設時間 ㈪～㈮₈：30～17：15

を行っています。

※㈷㉁および年末年始を除く。

長 野 市

₈月23日㈪13：30～15：30
保健所（蜷川）

☎４４３－2129

適切な森林管理や、
山地災害時の迅速

● アルコール

高内３３３：大沢野行

農林事務所農地林務課 ☎４６８－21７１

森林の土地の所有者の方へ

中央保健福祉センター（星井町二丁目）

政サービスセンター内）へ。

伐採や病害虫の駆除など、適正な管理
をお願いします。

₇月26日㈪13：30～15：30

届出方法 必要書類を、
郵送または直接、

病害虫の発生など、
周辺農
雑草の繁茂、

耕作できない場合でも、
除草、
樹木の

会

依存症について、自助グループの会

②その森林の土地の位置を示す図面

農地パトロールの実施

ホームページ

今後、適切な管理が必要とされる森林

約₇割が無施錠で被害に遭っています。 ●森林所有者届出制度
［次のポイントに注意しましょう］

ＥＥメール

からのお知らせ

長野市観光振興課 ☎026－224－8316
富山市観光政策課 ☎443－2072

コロナ禍で思うように旅行ができない中、今後の旅行の参考に、おうちで旅行気分を味わいませんか。長野市の魅力が詰
まったホームページをぜひご覧ください。
セ

カ

ン

ド

ト リ ッ プ

ナ

ガ

ノ

◆動画で楽しむ、ながの旅

◆SECOND TRIP NAGANO

国宝善光寺や雄大な自然が広がる戸隠をはじめとす
る長野市内の四季折々の風景やグルメ、記憶に残る体験
などの動画を長野市ホームページで公開しています。

初めてでも、₂度目でも楽しい街、長野市を紹介するウェブ
ページです。果物・温泉・アウトドアなどのテーマごとに“ナガノ
旅”の魅力を紹介しています。

◀アクセスはこちら

◀アクセスはこちら

長野市と富山市は、平成24年10月に
「集客プロモーションパートナー都市協定」を締結し、交流人口の拡大と集客に取り
組んでいます。

12 － 令和₃年（2021年）₆月₅日発行

富山市の市外局番は（076）
です。

募

集

環 境 審 議 会 委 員
市の環境に関する事項について、
審

直接、参加申込書を、公園緑地課
（〒930
－8510 新桜町₇－38：市役所₆階）
へ。

市ホームページ（「公園緑地課からのご
案内」
で検索）からもダウンロードでき
ます。
公園緑地課

☎４４３－2258

任期 委嘱の日から₂年間

日中に行う会議に出席できる方
※市の審議会などの委員の方を除く。
₃人(書類選考)
₆月２3日 ㈬ (必着) ま で に、郵 送、ＦＡＸ、E

プ

ー

ル

監

視

員

【各プールへの申込方法】
申込期限までに、各問い合わせ先へ電話
連絡の上、履歴書を持参してください。

メールまたは直接、郵便番号、住所、氏名

※各プール、採用後にプール監視員講習あり。

(ふりがな)、年齢、電話番号、職業、応募の理

●大山B&G海洋センタープール（小見）

由および市の環境政策に対する意見(400～

プール監視、施設管理など

800字程度・様式自由) を環境政策課（〒930

期間 ₇月22日㈷～₈月29日㈰

－8510 新桜町₇－38：市役所₂階) へ。

勤務時間 ₉：15～16：00
（休憩45分）

環境政策課
Ｅ

☎443－2053

₅人程度

ＦＡＸ443－2122

高校生以上で健康な方

kankyousei-01@city.toyama.lg.jp

「花と緑のあふれる潤いのある街づ

☎443－2139

●婦中スポーツプラザプール（婦中町板倉）
プール監視、施設管理、窓口業務など

くり」を目指して花の植栽に取り組ん

期間 ₇月12日㈪～₈月29日㈰

でいる花壇などを募集します。

勤務時間 ₉：30～16：30
（休憩60分）

「学校」
、
募集部門「保育施設・幼稚園」
「一般
（個人）
」
「街角花壇」
、
「花の道」
、
市内にある保育施設・幼稚園、小・中学
校・高校、企業、個人、公共的な花壇を管理

₅人程度

18歳以上で健康な方
賃金 時給849円
（交通費など含む）
申込期限 ₇月₂日㈮

スポーツ健康課

☎443－2139

講座・講演
エ コ タ ウ ン 学 園
●ハーブクラフト「ローリエいっぱい
部屋に飾りながら料理にも使える
ハーブガーランドを作ります。
エコタウン交流推進センター
（岩瀬天池町）
かねまるはる み

講師 金丸晴美さん
（ハーブガーデン平田）

25人（申込順）
1,000円（材料代）

持ち物 ハサミ、
好みのリボンやひもなど

₆月15日㈫～１8日㈮に、電話で、エコ
タ ウ ン 交 流 推 進 セ ン タ ー（受 付 時 間
₉：00～17：00）へ。

18歳以上で健康な方
賃金 時給849円
（交通費など含む）

エコタウン交流推進センター
☎438－2600

申込期限 ₇月₂日㈮

している町内会や花作りをしている団体

婦中体育館

☎465－5501

₆月２5日㈮
（必着）
までに、
郵送または

スポーツ健康課

☎443－2139

熱中症

₅人程度

₆月29日㈫13：30～15：30

賃金 時給849円
（交通費など含む）

スポーツ健康課

勤務時間 ₉：30～16：00
（休憩60分）

のガーランドを作ろう！」

申込期限 7 月 2 日㈮

富山市花いっぱいコンクール

プール監視、施設管理など

※参加申込書は公園緑地課にあるほか、 期間 ₇月12日㈪～₈月29日㈰

議していただく委員を募集します。
市内在住の２０歳以上の方で、平日の

●猪谷プール（猪谷）

これからの季節、気温や湿度が高くなると、熱中症で体調を崩しやすく
なります。症状や対処法などを確認して、熱中症を予防しましょう。

に気をつけましょう

保健所地域健康課

☎４２８－１１５３

◆症状と対処法
軽度…めまい、
立ちくらみ、
筋肉痛、
大量の汗、
こむら返り など
・涼しい場所へ避難し、衣服を緩め、
体を冷やしましょう。
・水分・塩分を補給しましょう。

おう と

けんたい

中度…頭痛、吐き気・嘔吐、倦怠感、
力が入らない など
・軽度の場合の対処に加え、足を高くし、
水や氷で体を冷やしましょう。

◆熱中症予防のポイント
・日傘や帽子を利用し、
日差しを防ぐ ・涼しい服装を選ぶ
・暑いときは無理をして動かない

・こまめに水分、休息をとる

・室内では、
エアコンと扇風機を上手に利用する

など

新型コロナウイルス感染症の拡大などの状況により、
変更になる場合があります。

重度…意識が無くなる、
けいれん発作 など
・すぐに救急車を呼び、
涼しい場所
で体を冷やしましょう。

熱中症は室内でも多く発生しています。
のどの渇きを自覚しにくい高齢者や乳幼児
などは、特に注意しましょう。
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13

開催日時

開催場所

内容

対象

浴衣の着付け講習会
₇月₇日㈬、１4日㈬
（全₂回）
13：30～15：30

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

・小学₃～₆年生のクロールに挑戦
１1：0０～１1：5０
八尾 B＆G 海洋センタープール

（婦中町羽根）
2,400円
（₂回分）

・講義「お酒を飲むってほんとこわ

☎455－9000

体験談
・個別相談（先着₂人）
25人（申込順）

障害者福祉センターパソコン教室
パソコンの基本的な操作方法、エク

無料

₆月25日㈮までに、電話かFAX、Eメール
（件名「アルコールセミナー」）
で、
氏名、
電話番号を、
保健所保健予防課へ。

セルを使用した簡単な表計算、インター

₇月₈日～₉月16日の㈭
（全₈回）

₇月₆日㈫～17日㈯（全10回）

13：00～13：50、14：00～14：50

13：45～15：15

市民プール
（荒川四丁目）
18歳以上の方
き

・アルコール依存者本人や家族の

保健所保健予防課

ネットの利用方法などを学びます。

ストレッチも行います。

すが わら ま

いですよ」

八尾 B＆G 海洋センタープール

シルバー人材センター ☎444－5535

初心者向けの簡単なヨガを中心に、

₆月２6日㈯１４：００～１６：00（受付１3：3０～）

6 月20日㈰13:00から、電話または直

シルバー人材センターへ。

マ イ ペ ー ス ヨ ガ

アルコールセミナー

講師 吉本博昭さん
（アイ・クリニック院長）

接、
八尾 B＆G 海洋センタープールへ。

₆月28日㈪までに、
電話または直接、

ホームページ

よしもとひろあき

各１4人
（申込順）
１０,０００円
（₈回分前納）

10人
（申込順）

ＥＥメール

角川介護予防センター（星井町二丁目）

（八尾町福島）

シルバー人材センター婦中連絡所
女性

定員

☎４２８－１１５２
ＦＡＸ４２８－１１５０

Ｅ

hokenjyoyobo-01@city.toyama.lg.jp

※㈰㈪を除く。

障害者福祉センター
（障害者福祉プラザ：蜷川）

こ

講師 菅原真生子さん
（健康運動指導士）

市内在住で18歳以上の肢体不自由者・

各18人
（申込順）

内部障害者・聴覚障害者・音声言語機能

5,5００円
（₈回分前納）

障害者
（障害者手帳などをお持ちの方）

₆月１1日㈮10：00から、電話で、富山ス
イミングクラブへ申し込んでください。

₆人
（応募多数の場合抽選）

新型コロナウイルス感染症予防

無料
（別途テキスト代1,320円）

富山スイミングクラブ

₆月25日 ㈮ ま で に、電 話 か FAX で、住

☎４25－1568

所、氏名、年齢、電話番号、FAX番号（FAXで
申し込む方）を、
障害者福祉センターへ

小学生の夏休み短期水泳教室
₇月２6日～₈月19日の㈪㈭
（全₈回）
・小学₁・₂年生のバタ足に挑戦
10：0０～１0：5０

（受付は㈫～㈯の₉：00～17：00（㈷㉁を
除く）
）
。
※パソコンの持ち込みはできません。
障害者福祉センター

☎428－0113
FAX428－0114

火災から 命 を守る!!「住宅用火災警報器」
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。
右のグラフが示すとおり、住宅用火災警報器を設置することで、住宅火災に
よる死傷者を格段に少なくすることができます。
火災から大切な命を守るため、
必ず設置しましょう。

適切な維持管理を
◆定期的に点検ボタンを押すなどして、
正常に作動するか確認しましょう。
◆ほこりなどが入ると正常に作動しない場合があります。定期的に掃除を
行いましょう。
◆電子部品の寿命や電池切れなどで、
正常に火災を感知しなくなることが
あります。
10年を目安に取り換えましょう。
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消防局予防課

☎４93－4141

平成21年～令和₂年に市内で発生した
住宅火災による負傷者と死者の人数

100

86人

80
60
40
20
0

35人

28人
6人

富山市の市外局番は（076）
です。
とやまスローライフ・フィールド

催し・イベント

☎４11－4401
Ｅ

施設行事

いの ね やま

猪 根 山 を巡り、雄大な薬師岳や有峰
湖を望みながら歩きます。
₇月₃日㈯10：00～13：０0頃
※有峰林道は有料です。

slowlife@satoyama-club.org

民 俗 民 芸 村（安養坊）

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

◆いろりを囲むお話

コース 猪根山コース

時間 ₉：30～18：00
（㈮㈯は20：00まで）

※入場は閉場の30分前まで。
ガラス美術館₄階 展示室₄

有 峰 ト レ ッ キ ン グ

集合場所 有峰ビジターセンター駐車場（有峰）

FAX411－4402

会期 ₆月19日㈯～12月12日㈰

閉場日 第₁・₃㈬

※閉場日は変更する場合があります。
◆見どころトーク

たか はし よし ひこ

プ レ イ タ イ ム

企画展「高橋禎彦 playtime」
会期中最後の学芸員による展覧会
解説です。作家の作品制作の様子をス
ライドと映像で紹介します。

小学生以上
（小学生は保護者同伴）

₆月１9日㈯１３：３０～

₆月19日㈯１4：００～

100人
（応募多数の場合抽選）

民芸合掌館

ガラス美術館₂階 会議室₁・₂

2,500円
（弁当・お茶付き）

第₁話▶ハイカラ仁助さ

₆月25日㈮
（必着）までに、往復ハガ

第₂話▶つぶらが池

キで、イベント名、郵便番号、住所、参加
者全員の氏名、年齢、電話番号を、立山
山麓トレッキングイベント実行委員会

第₃話▶祖母田江
おく い えつ こ

くま の

・ 不要
※当日の展覧会観覧券が必要です。

し ず こ

やす もと

語り部 奥井悦子さん、
熊野志津子さん、安本

ひろ こ

洋子さん（とやま語りの会のみなさん）
30人
（申込順）

（〒９３０－１４５４ 原５５）
へ。
立山山麓トレッキングイベント実行委員会

無料

（大山観光開発㈱内） ☎４８２－１３１１

事前に、電話で、
申し込んでください。
民芸合掌館

ワイルドキャンプ in 子どもの村
野外炊飯、
テント泊、
キャンプファイ
ご

え

も

ん

☎４３１－８１５６

◆考古資料館企画展
いにしえ

「技あり！ 古 の装飾展」
動物の骨や貝、ヒスイや

こ はく

森遊びなどを行い
ヤー、五右衛門風呂、

琥 珀、ガラスなどで作られ

ます。

たアクセサリーと縄文土

開催日 ₇月２2日㈷～２5日㈰
（₃泊₄日）

野外教育活動センター子どもの村

平岡出土の石製
ペンダント
技術と美意識を紹介します。（縄文時代）

器から、古の人びとの高い

期間 ₆月１9日㈯～11月24日㈬

（山田赤目谷）
小学₅・₆年生

※₆月16日㈬～18日㈮は休館。

48人
（応募多数の場合抽選）

考古資料館
［記念講演会］

9,500円
₆月15日㈫～２5日㈮に、市体育協会
ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.taikyoutoyama.or.jp/）から申し込んでください。
子どもの村

☎４５７－２３１１

テーマ 富山県における弥生時代から古
たまつくり

墳時代の玉作遺跡
₇月10日㈯14：００～16：00
民俗民芸村管理センター講座室
たか はし こう じ

講師 髙橋浩二さん
（富山大学人文学部教授）

とやまスローライフ・フィールド
じゃがいも収穫体験
₇月₁日㈭～₄日㈰10：００～

・ 不要
※講演後、講師による展示解説があり
ます。
考古資料館

☎433－8634

（受付₉：３０～）
とやまスローライフ・フィールド（開ヶ丘）
100人
（応募多数の場合抽選）
800円
（₁人₃株まで）
₆月１6日㈬（必着）までに、ハガキ、FAX、

ガ ラ ス 美 術 館（西町）

☎461－3１00
常設展 一般・大学生２００円、高校生以下無料

◆コレクション展

E メールで、希望体験日、人数、代表者氏名、

富山ガラス大賞展に向かって

郵便番号、住所、年齢、電話番号を、とやま

富山ガラス大賞展2021の開催に合わ

スローライフ・フィールド「じゃがいも収穫

せ、歴代のガラス大賞展の優品と新規

体験」係（〒930－0157 開ヶ丘43－₁）へ。

収蔵作品を紹介します。

新型コロナウイルス感染症の拡大などの状況により、
変更になる場合があります。

ごみ出しのルール
自転車はそのまま捨てないで！
捨てるときは、
①防犯登録の抹消
②「ごみ・不要」と書いた貼り紙
を忘れないでね。
抹消の手続きが分からないとき
は、県警察本部生活安全企画課へ
問い合わせてね。
環境センター管理課 ☎４２９－５０１７
県警察本部生活安全企画課
☎４41－2211
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開催日時

開催場所

内容

対象

定員

猪 谷 関 所 館（猪谷）

☎４８４－１００７
大人１５０円、高校生以下無料

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

高知（FⅠ）場外………… ₆月２3日㈬～25日㈮

書館本館へ。ホームページからも申し

松阪（ FⅠ）場外……… ₆月２4日㈭～26日㈯

込みできます。

じゅん けん し

橋本家文書より～」

奈良ナイター（FⅠ）場外… ₆月２6日㈯～28日㈪
久留米記念（GⅢ）場外… ₆月２6日㈯～29日㈫

科 学 博 物 館（西中野町一丁目）
☎４９１－２１２５
大人５3０円、高校生以下無料 ㈯はカップル無料

江戸幕府が諸国の大名を監視する
ために派遣した巡見使が通過する際

ホームページ

₆月20日㈰から、電話または直接、
図

◆企画展「大変だぁ！！おらっちゃの村
に巡見使がやってくる！ ～関所番人

ＥＥメール

◆イブニングプラネタリウム

小松島記念（GⅢ）場外… ₇月₁日㈭～₄日㈰
富山競輪（FⅡ）ガールズ有…₇月₂日㈮～₄日㈰
名古屋（ FⅠ）場外…… ₇月₅日㈪～₇日㈬
静岡ナイター（FⅠ）場外… ₇月₆日㈫～₈日㈭

に、西猪谷関所が取った対応や村人た

「星とCDコンサート ～SF音楽～」

立川
（FⅠ）
場外……… ₇月₈日㈭～10日㈯

ちの慌てぶりを橋本家文書から読み

美しい星空や風景映像とともに音楽

福井記念（GⅢ）場外……₇月₈日㈭～11日㈰

をお楽しみください。

解きます。
期間 ₆月₅日㈯～₉月２6日㈰

₉：00～17：00
（入館は16：30まで）

佐世保ナイター（FⅠ）場外… ₇月₉日㈮～10日㈯

₆月１9日㈯18：00～18：45

玉野ナイター（FⅠ）場外… ₇月11日㈰～13日㈫

140人
（先着順）

富山競輪（ FⅠ）………₇月12日㈪～14日㈬

不要

※㈪、
㈷の翌日
（㈯㈰を除く）
は休館。

※当日は19：00まで開館します（入館

図 書 館 本 館

（西町）

は18：00まで）。

☎461－3200
https://www.library.toyama.toyama.jp/

新型コロナウイルス感染症予防

◆多様な性を生きる

～全ての人が暮らしやすい社会へ～

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

LGBTQなどの性的少数者の人々の
視点から見えてくる
「生きづらさ」や

高松宮記念杯岸和田（ＧⅠ）場外

「暮らしやすい社会」について話します。
₆月27日㈰14：00～15：００
はやし なつ お

講師 林 夏生さん
（富山大学人文学部准教授）

… ₆月１7日㈭～20日㈰
取手（ FⅠ）場外……… ₆月１8日㈮～20日㈰
富山競輪（ FⅡ）……… ₆月２0日㈰～２2日㈫

40人
（申込順）

名古屋
（FⅠ）
場外…… ₆月２1日㈪～２3日㈬

無料

小倉ナイター（FⅠ）場外… ₆月２1日㈪～23日㈬

市民プラザ
（〒９３０－００８４ 大手町₆－１４）
https://www.siminplaza.co.jp/
Ｅ info@siminplaza.co.jp

超絶！ザ・スゴ技ショー

入場無料

まちなかを舞台に、マジックや大道芸などが繰り広
げられます。驚くような「スゴ技」をお楽しみください。

［₆月のスゴ技ショー］

地場もん屋総本店

田村農園のとれたてタマゴの日

※買い物の金額に関わらず、プレゼントします
（無く

出演／コンプレッサーさん
（マジシャン）、
ピエロのパットくん

ほか
ピエロのパットくん

日時／₆月26日㈯10：00～18：30
場所／地場もん屋総本店
（総曲輪三丁目）
定員／50人
（先着順）

場所／グランドプラザ（総曲輪三丁目）

コンプレッサーさん

グランドパーキングに駐車し、地場もん屋総本店で
買い物した方に、田村農園の卵（₁パック₄個入り）を
プレゼントします。

日時／₆月27日㈰11：00～14：30

なり次第終了）
。
※会計時に、
駐車券を提示してください。
地場もん屋総本店

☎４81－6337

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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まちづくり事業部

☎４95－5900

