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誰でも自由に演奏ができる
「ストリート
ピアノ」をまちなか₃カ所へ設置するにあ
たり、₈月11日にオープニング記念イベント
が行われました。
10人のゲスト演奏者たち
が美しい音色を奏でました。
※ストリートピアノは新型コロナウイルス感染症
の拡大防止のため、現在休止しています。
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₉月20日㈷は敬老の日

～これからも健康でいるために～

問 長寿福祉課

☎443－2061

心身ともに健康でいるために、
日頃からできる取り組みを紹介します。

水のみ運動
市では、平成21年度から高齢者を中心に
「地域で取り組む水のみ運動」を進めています。水分が不足すると、脳梗塞や認知
症のリスクも高くなります。
また、
脱水状態になると認知症の症状が悪化すると言われており、水分摂取が重要です。
※病気や薬などの関係で水分制限のある方は、
主治医の指示を守ってください。

ポイント
・₁日1,500mlを目安にしましょう。
・喉の渇きを感じる前に、
こまめに水分を取りましょう。
・お茶、牛乳などいろいろな種類の飲み物で、楽しみながら取りましょう。
・外出する時は、
飲み物を持って出掛けましょう。
・普段使用するコップ₁杯の量を把握して、
飲む量を意識しましょう。

食習慣と口腔ケア
食習慣と口腔ケアのポイントを押さえて実践し、
健康的な生活を心掛けましょう。

ポイント
・₃食欠かさず食べましょう。
・いろいろな食品をバランス良く食べましょう。
・毎食後と寝る前に歯磨きをしましょう。
・しっかりかんで食べる、
歌を歌う、
早口言葉を言うなど、
口の周りの筋肉を動かしましょう。
［そのほかの方法］
▶口を閉じたまま頬を膨らませたり、
すぼめたりする。
▶口を大きく開けて、
舌を出したり、
引っ込めたりする。
▶
「パ、
タ、
カ、
ラ」
と声を出して、
口や舌の体操をする。

口腔ケアサービス事業
口のケアやかむ力・飲み込む力を向上するトレーニングについて、歯科医院で指導を受けることができます。
対象／市内在住の65歳以上の方で、
次の①または②に該当する方
①要支援認定
（要支援₁・₂）
を受けている方
※要介護の方は対象となりません。
②次の₃項目のうち、
₂項目以上該当のある方
・半年前に比べて、
硬いものが食べにくくなった
・お茶や汁物などでむせることがある
・口の渇きが気になる
費用／₁回につき287円
（全₅回・おおむね₃カ月間）
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サービスの利用については、近くの地域
包括支援センターに相談してください。

あなたのまちの地域包括支援センター
地域包括支援センターでは、高齢者がいつまでも自分らしく、住み慣れた地域で安心して暮らしていくことができるよ
う、さまざまな取り組みを行っています。保健師や看護師、社会福祉士、主任介護支援専門相談員などが、高齢者の福祉や介
護の総合的な相談に対応しています。
センター名

所在地

電話番号

担当地区

センター名

所在地

電話番号

担当地区

水橋北

水橋辻ヶ堂

478－0311 水橋中部、水橋西部 柳町・清水町 清水町二丁目 492－6611 柳町、清水町

水橋南

水橋新堀

479－2299 水橋東部、三郷、上条 東部・山室

大広田・浜黒崎 横越

437－8022 大広田、浜黒崎

長江五丁目

藤ノ木・山室中部 大島三丁目

494－1220 東部、山室
492－3146 藤ノ木、山室中部

岩瀬・萩浦

高畠町一丁目 438－8483 岩瀬、
萩浦

堀川・光陽

今泉西部町

493－9111 堀川、光陽

和合

布目

435－0524 四方、
草島、倉垣

蜷川

蜷川

429－6602 蜷川

針原

小西

451－1200 針原

堀川南

本郷町

411－7373 堀川南

新庄

向新庄町四丁目 451－8014 新庄、
新庄北

太田

石屋

422－3283 太田

豊田

豊田町一丁目 433－7870 豊田

月岡

上千俵町

429－7151 月岡

栗山

429－6676 新保、熊野

広田

飯野

411－0231 広田

新保・熊野

奥田北

下新北町

433－8808 奥田北

大沢野・細入 下夕林

467－3590 大沢野、小羽、下夕、細入

奥田

永楽町

432－5762 奥田

大久保・船峅 下大久保

468－8180 大久保、船峅

百塚

石坂新

433－8266 桜谷、
八幡、長岡

大山

483－4188 大庄、福沢、上滝、大山

呉羽

吉作

436－2117

花崎
八尾町福島
八尾北・山田
四丁目

神明・五福

鵯島

433－8857 神明、
五福

八尾南

454－5506

呉羽、
寒江、古沢
老田、
池多

安野屋
愛宕・安野屋 牛島本町二丁目 433－2405 愛宕、
まちなか

西田地方町
二丁目

461－8151

4５４－６０６６ 保内、杉原、
山田

八尾、黒瀬谷、卯花、野積
室牧、仁歩、大長谷
速星、鵜坂
婦中町下轡田 466－0620
婦中熊野、
宮川
婦中町羽根
469－1050 朝日、古里、神保、音川
八尾町乗嶺

婦中東
総曲輪、西田地方
星井町、五番町、八人町 婦中西

高齢者向け 各種案内
老人クラブに加入しませんか
老 人 ク ラ ブ で は、高 齢 期 を 楽 し く、生 き が い を も っ て 安 心
し て 暮 ら す た め、ま ち の 美 化 活 動 や 介 護 予 防 な ど、さ ま ざ ま
な 活 動 を 行っ て い ま す。身 近 な 仲 間 と 支 え 合 い、住 み よ い
地域づくりに貢献しています。

問 市老人クラブ連合会

★ 60歳以上で、入会を希望される方は、お住ま
いの地域の老人クラブまたは市老人クラブ
連合会へ連絡してください。

シルバー人材センターで「生きがい」を見つけませんか
臨時や短期の仕事に従事していただける会員を募集しています。
作業内容／家事手伝い、洋服のお直し、賞状書き、空き家見守り
サポート など

☎422－3400

問 シルバー人材センター

☎444－5535

★市内在住でおおむね60歳以上の、健康で働く
意欲のある方なら、どなたでも入会できます。
詳細は、₈ページをご覧ください。

イベント案内
高齢者手作り作品展

問 長寿福祉課

☎443－2061

シニアライフ講座の受講生や老人クラブ会員、
シルバー人材センター会員が制作した手芸品や陶芸品などを展示します。
日時／11月18日㈭10：00～17：00、
19日㈮10：00～14：00
場所／市民プラザ アートギャラリーA・B・C、
アトリウム（大手町）
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）₉月₅日発行 －
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新型コロナウイルス感染症
まん延防止等重点措置について

保健所保健予防課

☎４２８－１１５２

₈月20日から富山市は
「まん延防止等重点措置」の対象区域とされました。一人一人の行動が、自分や大切な人の命を守る
ことにつながります。
市民の皆さん、
事業者の皆さんには、ご理解とご協力をお願いします。

期間

₈月20日㈮～₉月12日㈰
（24日間）

まん延防止等重点措置に係る主な対策について
対象

内容

市民の方

不要不急の外出・移動の自粛、
感染防止対策の徹底

事業者の方

在宅勤務などの活用による出勤者数の削減

飲食店等

午後₈時までの時短営業、
酒類提供の終日自粛

集客施設

午後₈時までの時短営業、大規模商業施設や百貨店地下食品売り場の入場制限

催し物（イベントなど）

参加人数の制限
（上限5,000人）

詳 細 は、県 の ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.pref.toyama.jp/120507/kurashi/seikatsu/seikatsueisei/0818manbou.html)
などをご確認ください。

新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ
新型コロナウイルスワクチンを接種することで、個人の発症・重症化予防や、社会全体での感染症の流行を防ぐことが期待
されています。
市では、12歳から19歳の方へ、
₉月₇日㈫に接種券を発送します。接種券が届かない場合は、予約・相談センター（相談ダイ
ヤル）
へ問い合わせてください。
※年度内に12歳に達する方には、
誕生日の属する月の上旬に接種券を発送します。

12歳から15歳のお子さんのワクチン接種について
ワクチン接種は強制ではなく、本人および保護者の同意がある場合のみ接種を行います。ワクチンの効果や副反応について
は、
接種券に同封している説明書や厚生労働省ホームページを確認し、お子さんと相談した上で判断してください。
※市内の小・中学校での集団接種は行いませんので、接種を希望する場合は、市の特設サイト掲載の「接種医療機関一覧表」
などを確認し、
予約してください。
※一覧にない医療機関でも接種を行っている場合がありますので、かかりつけ医に相談してください。

【接種の際の注意点】
・予診票の署名欄に保護者の署名が必要です。
署名がない場合、接種は受けられません。
・12～15歳のお子さんの接種の際には、
原則として保護者の同伴が必要です。
・保護者が同伴できない場合は、
お子さんの健康状態などをよく知る親族などが同伴してください。
※保護者からの委任状
（接種券に同封）
が必要。
・厚生労働省ホームページ
「新型コロナワクチンについて」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/
bunya/vaccine_00184.html
・富山市新型コロナワクチン接種特設サイト
https://city.toyama-vaccination.jp/
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問い合わせ
新型コロナウイルスワクチン接種実施本部

予約・相談センター（相談ダイヤル） ☎411－9064
受付時間／平日₉：00～18：00、㈯㈰㈷㉁₉：00～17：00
※番号を確認の上、間違いのないよう注意してください。

孫育てセミナー 受講者募集
祖父母の皆さん、こんなお悩みはありませんか？
「新しい子育て情報を知り、親の相談にのってあげたい」
「孫と一緒に楽しく過ごしたいが、どう関わればよいのかわからない」
「子育てを手伝いたいが、昔と子育て方法が違うこともあり、
不安だ」

孫育てセミナーでは、新しい育児方法や子育て情報、子育てサポートのポイントについて
学ぶことができます。

対象

市内在住の祖父母の方、これからお孫さんが生まれる予定の方
（現在お孫さんがいない方でも参加できます）
※令和₂年度に受講された方は受講できません。

時間

14：00～15：00

会場

CiC₃階 学習室₁～₃
（新富町一丁目）

定員

各回 15人
（申込順）

費用

無料

＜各回の講座内容＞
開催日
第₁回 10月₈日㈮

講座名
あっかり、気～楽、
きときと、ばんばん孫育て

講師
ひらき ひと し

開 仁志さん
（金沢星稜大学人間科学部こども学科教授）
え とうゆう こ

第 2 回 10月13日㈬ 絵本がはぐくむ子どもの育ち

江藤裕子さん
（富山福祉短期大学非常勤講師、富山県図書館を考える会代表）

孫育てのための
第 3 回 10月20日㈬
アンガーマネジメント

坂本美奈子さん
（道文心理研究所所長、りばてぃーOne代表）

さかもと み

な

こ

第₄回 10月２7日㈬ 生涯発達理論から見た孫育ての在り方

市子育て支援センター家庭教育専門相談員

「子ども達におしえてもらったこと」
第₅回 11月₄日㈭
～子育てを応援できる喜び～

くろ だ

申込方法
問い合わせ

ま

ゆ

み

黒田眞由美さん
（音楽教育推進協議会東海北陸支部顧問）

₉月27日㈪１０：００から、
電話で、
子育てほっとステーションへ。
申込時に受講したい講座名をお知らせください。 ※複数回の受講可。
子育てほっとステーション
（子育て支援センター内：CiC₄階） ☎４４４－１110

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）₉月₅日発行 －
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シルバー人材センターからのお知らせ
60歳からの自分にエールを！
「生きがい見つけて輝こう」

チエブクロー

■ シルバー人材センターの会員になりませんか
あなたも会員になって、
技能や経験を地域で生かしませんか。
月に数日、短時間の仕事から始めることもできます。

募集
要件

利用の流れ

・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

シルバー人材センター会員

・お仕事説明会に参加された方

仕事の提供

・本所（五福）
…毎月第 2・4 ㈬10：00～

報酬の支払い

お仕事 ※㈷の場合は翌日開催。
説明会 ※大沢野・婦中連絡所は、新型コロナウイルス感染

仕事に
従事

症拡大の影響により、休止しています。

・年会費2,500円
（₄月～翌年₃月分）

入会に ※₁～₃月に入会された場合、初年度は1,000円です。
必要な ・認め印
もの ・顔写真
（縦₃㎝×横2.5㎝）
・口座番号がわかるもの
（北陸銀行）

＜富山地域＞

●日時／ 9 月29日㈬10：00～12：00
場所／岩瀬カナル会館
₂階大ホール
（岩瀬天神町）
定員／48人
（申込順）
申込方法／事前に、
電話で、シルバー人材セン
ター本所へ。

★説明会終了後、
「生前整理講座」を開催します。

●日時／ 9 月30日㈭10：00～11：30
場所／新庄北公民館
大会議室
（新庄本町二丁目）
※申込不要。

シルバー
人材センター

仕事の発注

代金の支払い

仕事を頼みたい方

入場無料

■ 出張お仕事説明会を行います
＜大沢野地域＞

日時／10月28日㈭10：00～1１：30
場所／大久保ふれあいセンター
₂階研修室
（下大久保）
※申込不要。

＜婦中地域＞

日時／10月26日㈫10：00～11：30
場所／婦中ふれあい館
₂階視聴覚室
（婦中町砂子田）
※申込不要。

▶中止の可能性があるため、
事前に問い合わせてください。

問い合わせ
8
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シルバー人材センター本所

☎４44－5535

9 月１０日～１６日は自殺予防週間です

かけがえのない命を大切に。

保健所保健予防課

☎４２８－１１５２

新型コロナウイルス感染症の流行によって社会全体に不安やうつ病が広がり、若い世代や女性の自殺者数の増加が全国的
に危惧されています。自分自身や身近にいる人を思いやり、かけがえのない命を守りましょう。

自殺はさまざまな問題が絡み合い、
深刻化して起こります
「自殺が頭をよぎったことがある」人は、4 人に 1 人※と言われており、決して他人事ではありません。そのきっかけは誰
にでも起こり得る出来事です。 ※平成29年版
「自殺対策白書」
（厚生労働省）より。
問題
家庭の
「夫婦関係の不和」
「家族の将来を悲観」
など

問題
仕事の
「仕事疲れ」
「職場での人間関係」
など

問題

健康の

「うつ病」
「体の病気」
など

題
活の問
経済・生
「失業や事業不振」
「借金」
など

一人で抱え込まず、
相談しましょう
相談機関や専門家に早めに相談することが大切です。
◆ハートSOSダイヤル

相談すると…

㈪～㈮₈：30～17：15

☎４２８－2033
※㈷㉁を除く。

・心が軽くなる
共感してもらい心が落ち着くと、
気持ちも変わってきます。

◆精神科医などによる心の相談

・自分を客観視できる
感情的になっている自分の状況に気付くことができます。

よる心の相談を行っています。相談日時・場所

保健所や保健福祉センターで精神科医などに
など詳細は、問い合わせてください。

・解決法に気付ける
状況が整理できると、
問題解決の糸口を見つけやすくなります。

▶このほか、厚生労働省ホームページ「まもろうよ こころ（https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/）」でも、相談窓口など
を紹介しています。

市内在住の63歳以上の方対象

〈取り組み内容について〉
交通政策課 ☎443－2195

１年間地鉄乗り放題定期券を
新たな価格設定で販売します

〈定期券の購入について〉
富山地鉄テレホンセンター（平日₈：30～17：30）
☎432－3456

公共交通の利用促進と定額運賃
（サブスクリプション）政策の実現に向けて、地鉄定期券
（12カ月券）を新たな価格設定で
販売する社会実験を実施します。
販売期間／₉月21日㈫～令和₄年₃月31日㈭
購入方法／記入した申込用紙
（アンケートを含む）と購入時に
必要なものを持参の上、
直接、
各販売場所へ。
※申込用紙は各販売場所窓口にあります。

販売場所／・富山地鉄乗車券センター（桜町一丁目）
・富山地鉄西町乗車券センター（堤町通り一丁目）
・㈲富山呉西トラベル（射水市）
・最寄りの有人駅または自動車営業所

利用可能な交通機関／富山地方鉄道の鉄道線、市内電車、路線バス
※高速バス、季節運行バス、臨時バスなどの特殊路線および
コミュニティバスを除く。

※定期券の発行には、ecomycaを使用します。ecomyca
の新規購入時には、デポジット
（カード保証金）500円
が別途必要です。

販売券種
ゴールドパス
夫婦deゴールド
いきいきパス

対象
63歳以上の方

販売金額

エ コ マ イ カ

購入時必要なもの

（健康保険証や運転免許など）
定価69,500円 ⇒ 60,000円 本人確認書類

63歳以上の夫婦で、同時に同期間
定価49,500円 ⇒ 45,000円 本人確認書類と₂人の住所などが確認できる書類
のゴールドパスを購入する方
63歳以上で運転免許を自主返納
した方

定価59,500円 ⇒ 50,000円 本人確認書類と運転経歴証明書

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。
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認知症になっても
暮らしやすい地域づくり
長寿福祉課

☎４４３－2150

認知症は誰にでも起こりうる脳の病気です。現在65歳以上の約 7 人に 1 人が認知症であり、令和₇年には約 5 人に 1 人
が認知症になると見込まれています。
しかし、支えてくれる人や安心できる場所があれば、自分らしく地域で暮らしていくことができます。地域全体で認知症
の方を支え合い、
安心して生活できるまちを目指しましょう。

認知症の方やその家族をサポートしています
はいかい

◆認知症サポーター

◆認知症高齢者徘徊SOS緊急ダイヤル

認知症サポーターとは、認知症について正しく理解し、
認知症の方とその家族を見守る応援者のことです。

認知症による徘徊またはその恐れのある方を事前に登録
し、徘徊に気付いた時に専用ダイヤルに連絡すると、看護師
や専門スタッフが24時間365日体制で対応し、協力団体へ情

認知症サポーター養成講座を受けてみませんか
認知症に関する正しい知識や対応法を学んだ
「認知
症キャラバン・メイト」が、自治公民館や職場、学校など
に伺い、認知症について分かりや

◆認知症高齢者見守りネットワーク
認知症の方やその家族を理解し、地域で
あたたかく見守る団体や事業所が登録する

すく説明します。

ネットワークです。

詳細は、長寿福祉課またはお近

「富山市認知症高齢者見守りネットワーク

くの地域包括支援センターへ問
い合わせてください。

報を配信します。

認知症サポーターカード

ステッカー」は、登録している協力団体の目印
です。

認知症高齢者等おでかけあんしん損害保険事業 について
法律上の損害賠償責任を負う場合に備え、認知症の方
を被保険者とする個人賠償責任保険に市が保険契約者と
して加入するもので、自己負担額はありません。
要件や手続きなど詳細は、問い合わせてください。

認知症カフェについて
認知症カフェとは、認知症の方やその家族、地域の人々、
医療・介護の専門職など、誰もが気軽に集い、認知症の進行
予防や相互交流、
情報交換をする場です。
市内には約20カ所の認知症カフェがあります。開催日など
詳細は、
問い合わせてください。

認知症カフェ設立資金を助成します
【対象者】
新たに認知症カフェを設立する個人または団体など
【対象経費
（助成限度額₅万円）
】
認知症カフェの設立に要する経費
（人件費を除く会議費、
消耗品費、
物品購入費など）
※設立前に事前計画書の提出が必要です。要件や手続き、
提出書類など詳細は、
問い合わせてください。
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【対象者】
「認知症高齢者徘徊SOS緊急ダイヤル」登録者のうち
希望する方（別途申請が必要です）

認知症の早期対応をお手伝いします
富山市認知症初期集中支援チームが、認知症の方、または
その疑いがある方やその家族の自宅を訪問し、必要に応じて
医療機関の受診や介護保険サービスの利用につなげるため
の支援を行います。
【対象者】
40歳以上で自宅で生活しており、次のいずれかに該当する方
・認知症の医療サービスや介護サービスを受けていない、
または中断している方
・認知症による症状が強く、どのように対応したらよいか
困っている方
※認知症初期集中支援チームとは、認知症サポート医と
保健師、精神保健福祉士、社会福祉士などによる、医療・介
護の専門チームです。

成年後見制度をご存じですか
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が
十分でない方が安心して生活できるよう、
支援する制度です。

とやま福祉後見サポートセンター
（市社会福祉協議会内） ☎4２２－３４１４

成年後見人等が、本人の意思を尊重しながら、財産管理や契約の代理など
を行うことで、
本人の権利を保護します。

長寿福祉課

☎４４３－2150

障害福祉課

☎４４３－2２０７

◆主な支援内容
【財産管理】
現金や預貯金、不動産など本人の財産を管理し、医療費や公共料金などの各種支払いを行います。必要に応じて、
不動産の売買や遺産分割も行います。
【契約の代理や解除・履行確認】
生活や医療、介護などに関して本人に必要な契約の締結や変更を行い、必要がない場合は契約を解除します。また、
契約に基づいて適切な治療や介護を受けているかを確認します。
【公共機関での手続き】
確定申告や年金の請求、要介護認定の申請、各種障害者手帳の交付申請など、国や自治体に対する法律行為を本人
に代わって行います。
法廷代理人として訴訟を提起することもあります。
※家事の援助や介護が必要になった場合に、要介護認定の申請をしたり、介護サービスの契約を締結することが、成年後見
人等の仕事です。
たとえ身寄りのない方であっても、食事の世話や介護は成年後見人等の仕事にはあたりません。

◆成年後見制度には₂種類あります
判断能力が十分でない方は…

法定後見制度

判断能力はあるが、
将来が不安な方は…

任意後見制度

本人や家族などが家庭裁判所に申し立てることで、成年後見人等
（後見人・保佐人・補助人）の支援者を選任します。

本人の判断能力があるうちに、公証役場で「誰に」
「どのような」支援を
してもらうかについて定めた任意後見契約を結びます。
本人の判断能力が低下した時点で、家庭裁判所で任意後見監督人
が選任され、その監督の下、任意後見人が本人の支援を行います。

◆こんなときには、相談してください
・認知症で自分の名前を書けなくなった父の代わりに銀行で定期預金を解約しようとしたら、成年後見人等
が必要だと言われた。
・ １ 人暮らしの母が、訪問販売で使わない高価なものばかり購入しており、消費者被害に遭っていないか
心配だ。
・知的障害のある子どものために、
自分の死後も生活や財産管理を支援してくれる人がいてほしい。
・今は元気だが、
将来認知症になった時に身寄りがないので、財産の管理などが不安だ。
令和₃年₇月₈日から
「とやま福祉後見サポートセンター」の機能を拡充し、新たに本人や親族の成年後見制度の
申し立て手続きの支援なども行うようになりました。

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。
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健康診査・がん検診 を受診しましょう

受診期間…12月28日㈫まで

生活習慣病やがんなどの早期発見のため、指定医療機関または集団健診（検診）会場で受診してください。対象者には₅月
に受診券を送付しています。
届いていない場合は問い合わせてください。
健診・検診の種類

対象となる方

特定健康診査

国民健康保険
の被保険者

後期高齢者の健康診査

後期高齢者医療
制度の被保険者

胃・肺・大腸がん検診

問い合わせ
保険年金課（給付係）
40～74歳の人間ドック・脳ドック未受診の方
☎443－2064
75歳以上の方、または65歳以上で一定の障害の 保険年金課（高齢者医療係）
ある方
☎443－206３
40歳以上の方 ※胃内視鏡検診は、50歳以上の偶数年齢の方。

子宮がん検診

20歳以上の女性（年度内に偶数年齢になる方）

乳がん検診

国民健康保険
の被保険者や
健康保険加入
者の家族など

前立腺がん検診★
肝炎ウイルス検診★
骨粗しょう症検診
こうくう

40歳以上の女性（年度内に偶数年齢になる方）
50・55・60・65歳になる男性
４０・４５・５０・５５・６０歳の肝炎ウイルス検診未受診の方

保健所地域健康課
☎428－1153

40・50歳になる女性

歯周疾患検診・口腔がん検診

40・50・60・70歳になる方

緑内障検診

45・50・55歳になる方

★原則、
特定健康診査などと一緒に受診してください。
※対象年齢は、
令和₃年₄月₁日～令和₄年₃月31日に到達する年齢です。
※国民健康保険以外の健康保険（会社の健康保険組合など）に加入している方の特定健康診査は、加入先に問い合わせてください。
※詳細は、
市ホームページ
（
「健康診査・がん検診」
で検索）をご覧ください。

9 月はがん征圧月間です
（公財）日本対がん協会 2021年度征圧スローガン 「コロナでも 変わらぬ習慣 がん検診」
コロナ禍の影響で、がん検診の受診率が全国的に減少しています。がんは早期発見できれば、約 9 割は治すことが
できます。
がん検診を
「習慣」
にして受診し、
がんの早期発見・治療に努めましょう。
保健所地域健康課

☎４28－1153

特定健康診査・後期高齢者健康診査の集団健診を実施します
平日に医療機関などで受診できない方は、
ぜひこの機会に受診しましょう（費用無料）。
開催日・受付時間

場所

定員

申込期限

10月₉日㈯₈：30～１１：００

速星公民館
（婦中町砂子田）

10月17日㈰₈：００～１１：00

富山市医師会健康管理センター（経堂四丁目） １0０人 １０月₁日㈮

11月27日㈯₈：30～11：0０

水橋ふるさと会館
（水橋舘町）

12月₈日㈬₈：00～１2：00 ★ 富山流通会館
（問屋町一丁目）
12月１9日㈰₈：00～１１：00

富山市医師会健康管理センター

70人 ₉月24日㈮

保険年金課

☎４43－2064、2063

申込先
（受付時間：㈪～㈮₉：００～１６：００）

富山市医師会
健康管理センター

☎422－4811

30人 １１月２２日㈪ 北陸予防医学協会

☎436－１238

70人 11月12日㈮

１0０人 １2月₃日㈮ 富山市医師会健康管理センター ☎422－4811

対象／国民健康保険に加入している40歳以上の方、
または市内在住で後期高齢者医療制度に加入している方
受診時に必要なもの／国民健康保険被保険者証または後期高齢者医療被保険者証、受診券
申込方法／ 9 月₆日㈪から、
各申込期限までに、
電話で、
各申込先へ（申込順）。
※今年度、
特定健康診査・後期高齢者の健康診査または人間ドック・脳ドックを受診した方（受診予定の方）は対象外です。
★12月₈日㈬は、
がん検診
（子宮がん・乳がん）
も実施します。がん検診の予約は、
保健所地域健康課へ。

特定保健指導 を受けて生活習慣を改善しましょう

保険年金課

特定健康診査の結果、メタボリック症候群やその兆候があると判定された方には、
「特定保健指
導利用券」を送付します。保健師・管理栄養士などが、生活習慣改善のためのアドバイスを行います
ので、
ぜひ利用してください。
※糖尿病、
高血圧、
脂質異常症などの生活習慣病の治療を受けている場合は対象となりません。
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☎４43－2064

9 月は健康増進普及月間です

新しい生活様式に合わせた
健康づくりに取り組みましょう

保健所地域健康課

☎４２８－１１５３

市では、
「富山市健康プラン21
（第₂次）
」
に基づき「健康寿命の延伸」
「健康格差の縮小」を目指しています。
新しい生活様式に合わせて
「生活習慣の見直し」
「地域の健康づくり」に取り組みましょう。
※富山市健康プラン21の詳細は、
市ホームページ
（
「健康プラン」で検索）をご覧ください。

できることから取り組みましょう
【栄養・食生活】
主食

主菜

＋
ごはん、パン、麺類

副菜

⃝忙しい時は、市販の総菜や

＋
肉、魚、卵、大豆など

食事の取り方のコツ
レトルト食品なども活用
してみましょう。

野菜、きのこ、いも、海藻など

主食・主菜・副菜を組み合わせて食べることで、必要な栄養素をバランスよく摂取

⃝弁当や外食は、おかずの種
類が多い定食メニューが
おすすめです。

することができます。
₃食しっかり食べて、
免疫力を高めましょう。

【身体活動・運動】
意識的な運動
新型コロナウイルス感染症の影響により、自宅で過ごす時間が増え、体を動かす機会
が減っていませんか。隙間時間を見つけて、体を動かしましょう。
また、
日常生活において歩数を増やすことも、運動不足の解消につながります。

プラス

「＋1,000歩富山市民運動」
に参加しませんか
あるっクマ

“今より１,０００歩
（約10分）多く歩く生活”に挑戦してみませんか。申し込まれた方には、ダイアリー（歩数記録表）を
お渡しします。
対象／市内に在住か通勤・通学している方
申込方法／
直接、各保健福祉センター、保健所地域健康課
（蜷川）、
長寿福祉課（市役所₃階）、スポーツ健康課（市役所₇階）へ。
※Eメール（hokenjyotiiki-01@city.toyama.lg.jp）でも申し
込みできます。申込書は市ホームページ（「あるっクマ」
で検索）
からダウンロードできます。
チャレンジ内容／
・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す。
・毎日の歩数をダイアリーに記録し、
チャレンジ終了後、
申込窓口のいずれかへ提出してください。

★ダイアリーを提出した方には参加賞をプレゼント
★さらに60日以上プラス1,000歩を達成すると、抽選で
賞品をプレゼント
参加者の声
・ダイアリーのおかげで、意識的に歩いたり体を動かし
たりする大切さを感じました。もっと健康に気を付け
て、100歳まで健康寿命を伸ばしたいと思います。
・コロナ禍で外出する機会が減ってしまいましたが、
プラス1,000歩のために一人で景色を楽しみながら
ウオーキングしています。
・家の中にいる時間が長くなり、外出が面倒になりがち
ですが、プラス1,000歩のために外出しています。

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。
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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

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

資源物ステーション臨時休業
●古沢資源物ステーション

ＥＥメール

ホームページ

※手続きには約₁カ月半かかります。
※口座振替の登録後、同一税目で一定
期間にわたり振替実績がない口座は、

（ファミリーパーク第₂駐車場）

金融機関において振替できない場合が

休業日 ₉月18日㈯～20日㈷、
23日㈷

あるため、口座振替登録を取り消すこ

●水橋中部資源物ステーション

とがあります。

開設します。
電話での相談も可能です。

（水橋中部地区センター北側）

※振替口座を変更する場合や、口座振

開設場所 納税課
（市役所₂階）、税務事務所

休業日 ₉月18日㈯～20日㈷、
23日㈷

替を中止する場合も変更・取消の手続

税務課（婦中行政サービスセンター₂階）

●その他の資源物ステーション

きが必要です。

休業日 ₉月２3日㈷

※再振替はできません
（上下水道料金

［夜間（平日）
納税相談窓口］
₉月21日㈫、
10月11日㈪１９：００まで

環境センター管理課

☎４29－5017

₉月30日㈭、
10月₁日㈮20：００まで
［休日相談窓口］

替できません。

便利な口座振替はいかがですか

10月10日㈰₉：00～12：00
※夜間（１８：００以降）および休日に市役

市税などの納付には、納期ごとに自

所へお越しの際は、
時間外窓口
（庁舎北

動的に納付される口座振替が便利です。

側地下₁階）へ。車でお越しの方は、事

ぜひ利用してください。

前に納税課へ連絡してください。

を除く）
。また、納期を過ぎたものは振

［振替できるもの］

納税課

☎443－2027、
2028

税務事務所税務課

☎465－3135

富山城をオレンジ色にライトアップします
₉月2１日 の
「世 界 ア ル ツ ハ イ マ ー

納税課

☎４４３－２029

・個人市・県民税（普通徴収分）

デー」に合わせて、富山城を、認知症の

税務事務所税務課

☎465－3135

・固定資産税・都市計画税

方を支援するシンボルカラーのオレンジ

・軽自動車税
（種別割）

色にライトアップします。

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

・国民健康保険料

市内に本店または支店がある金融機
関
（イオ信用組合を含む。商工組合中央

16日㈭、
21日㈫、
２7日㈪

₉月の開設日

※新型コロナウイルス感染症の影響に

金庫を除く。）、ゆうちょ銀行・郵便局の
全国の店舗

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

長寿福祉課

☎443－21５０

［取扱金融機関］

料金課窓口を１９：００まで延長して開設
します。

₉月２０日㈷、２１日㈫日没～２２：00

・上下水道料金

指定避難所の一時使用停止について
船峅地区福祉センターは、₉月₄日㈯
から改修工事が完了するまでの間、指

「口座総合振替依頼書」に必要事項

定避難所として使用できなくなります。災

を記入・押印（通帳届出印）し、
取扱金融

害時には、船峅小学校などの使用可能

機関、
納税課
（市役所₂階）、
税務事務所

な施設へ避難してください。

税務課（婦中行政サービスセンター₂階）へ。

防災対策課

☎443－2120

市営住宅管理事務所

☎４71－52９1

「口座総合振替依頼書」は各申込窓口
にあります。

市営住宅 入居者募集
●今泉シルバーハウジング
（今泉北部町₁－₅）
入居予定日／10月16日㈯

バルコニー

和室６帖

DK

トイレ
洗面所
浴室

募集戸数
（広さ）
／
₁戸
（₂DK）

押入

物入

します。
共益費／月額5,000円

ホール
洋室５帖
玄関

家賃／２0,8００～40,800円
※家賃は収入に応じて決定

駐車場／現在空きなし
敷金／家賃の₃カ月分

14 － 令和₃年（20２1年）₉月₅日発行

申込受付期間／₉月₆日㈪～17日㈮
申込受付場所／市営住宅管理事務所
（新桜町：Toyama Sakuraビル₂階）
※申込書類などは、₉月₆日㈪以降に市営住宅管理事務所で配布します。
※応募多数の場合、公開抽選で決定します。
申込要件／自立して日常生活を営める世帯で、次の全てに該当する方
（₁）
市が定める住宅困窮要件に該当する方
（₂）継続的な収入が見込める方で、世帯の所得が市営住宅の入居
基準に見合う方
（₃）
高齢者夫婦世帯（夫婦いずれか一方が60歳以上）、高齢者（60歳
以上）のみからなる 2 人以上の世帯
（ ４ ）市税を滞納していない方
（ ５ ）市営住宅、その他市の規則で定める住宅などに係る家賃など
を滞納していない方
（ ６ ）暴力団員でない方

富山市の市外局番は（076）
です。

₉月２6日㈰は美化推進デー
［美化活動を実施しましょう］

50人（申込順）

試験日 １0月17日㈰

試験会場 県中小企業研修センター
（赤江町） ［共通項目］

₉月₆日㈪～24日㈮（消印有効）に、申

市内在住の方

込書を、郵送または直接、富山市民文化

無料

を行い、清潔で住みよいまちをつくり

事業団（〒930－0858 牛島町₉－28）へ。

₉月１7日 ㈮ ま で に、電 話、℻、
Eメ ー

ましょう。

※受験案内や申込書は、オーバード・

ルで、講座名、参加希望日、住所、氏名、

ホールや文化国際課（市役所₅階）で配布

電話番号、
FAX番号
（FAXで申し込む方）
を、

するほか、ホームページ（https://www.

障害福祉課へ。

自主的に身近な公園などの清掃活動

［喫煙マナーを守りましょう］
吸い殻のポイ捨てにつながる
「路上
喫煙」
「歩きたばこ」
はやめましょう。
生活安全交通課

☎443－2052

aubade.or.jp/）からもダウンロードで

集

富山外国語専門学校
半日体験入学参加者

☎445－5600

shogaifukusi-01@city.toyama.lg.jp

障害者福祉センター手話入門講座
初心者のための手話習得コースです。

富山外国語専門学校

10月₅日～令和₄年₃月15日の㈫
１０：００～１１：３０（全２０回）

・本校の概要についての説明

障害者福祉プラザ（蜷川）

・入学試験についての説明

市内在住の方

・外国人講師による模擬授業

12人
（応募多数の場合抽選）

高校₂年生以上で本校に関心のある方

3,３００円（テキスト代）

30人
（申込順）

Ｅ

講座・講演

₉月２5日㈯13：30～16：00（受付13：00～）
（市民プラザ₇階：大手町）

☎443－２０５６
℻4４３－２１４３

富山市民文化事業団

募

障害福祉課

きます。

９ 月18日㈯までに、電話か℻で、住所、

※応募多数の場合、初めての方や、高校

氏 名、年 齢、電 話 番 号 を、障 害 者 福 祉

₃年生を優先します。

センターへ。

₉月₆日㈪～22日㈬（必着）に、高校生
は在学する学校の進路指導担当の先生へ。
その他の方は、
郵便番号、
住所、
氏名
（フ

※受付時間は㈫～㈯の₉：00～17：00。
障害者福祉センター

☎428－0113

（障害者福祉プラザ内） ℻428－0114

リガナ）
、
電話番号、
学校名
（または職業
名）
、
希望学科
（実務英語科、
専攻科）
を、
電話、はがき、ＦＡＸ、
Eメールまたは直接、
富山外国語専門学校（〒９３０－0084 大手町
₆－14）
へ。

障害のある方へのサポート講座
●目が見えにくい方へのサポート講座
目が見えにくい方の不便さを、当事者

富山外国語専門学校
Ｅ

☎４91－5911

の話を聞き、実際に体験し、適切な支援

FAX491－1349

の方法を学びます。

tcfl@tcfl.ac.jp

10月 8 日㈮、15日㈮１３：３０～１６：００
市総合社会福祉センター（今泉）
たか しま ゆたか

富山市民文化事業団職員
職種・採用人数

一般事務
（企画・営業職）
・₂人程度
採用予定日 令和₄年 ４ 月 １ 日
受験資格 昭和61年 4 月 2 日から平成14年

講師 高島 豊さん
（富山県視覚障害者福祉

センター所長）
各日30人（申込順）
●聞こえのサポート講座
耳が聞こえにくい方の様子を知り、
適切なサポートの仕方を学びます。

₄月₁日生まれの方

10月19日㈫１３：３０～１6：0０

求める人材

障害者福祉センター（蜷川）
ふく むら かね よし

文化振興または文化芸術プロジェクト

講師 福村錦慶さん
（富山中途失聴者・難聴

の企画・マーケティングに関する業務に

者友の会理事長）、小 中 栄 一さん（市聾 唖

意欲があり、関連する専門的知識や経

福祉協会会長）、中 橋 露 子さん（富山中途

験・職歴を有する方

失聴者・難聴者友の会副理事長）

こ なか えい いち

なか はし つゆ こ

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。

ろう あ

くらしの情報あれこれ
身に覚えのないクレジットカード
の請求に注意しましょう。
銀行口座から代金の引き落とし
ができなくなり、カードの利用明
細書を確認すると、身に覚えのな
い高額な請求があったなど、第三
者にカードを不正利用されたとい
う相談が増加しています。
［アドバイス］
・利用明細書やウェブ明細は必ず
毎月確認しましょう。
・家族が利用している可能性もあ
るので、確認しましょう。
・不正利用が疑われる場合、すぐ
にクレジットカード会社に連絡
し、調査をしてもらいましょう。
［相談受付時間］
㈯㈰㈷㉁を含む毎日10：00～18：30
（年末年始、CiC休館日は除く）
消費生活センター

☎443－2047

令和₃年（20２1年）₉月₅日発行 －

15

開催日時

開催場所

内容

対象

認知症高齢者見守りネットワーク講演会
₉月22日㈬13：30～15：30

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

角川介護予防センター 各教室
●メタボリック教室

富山国際会議場 多目的会議室
・
「認知症について理解する ～認知
症の方が地域で過ごすために～」
ひろし

講師 松田 博さん
（さくら内科・脳神経

クリニック院長）
らせるまちづくりについて考える」
たん の とも ふみ

講師 丹野智文さん
（（一社）認知症当事者

ネットワークみやぎ代表理事）

営農サポートセンター（月岡町三丁目）

期間 10月₄日～12月２4日の㈪㈭または

市内で農業参入を検討している企業など

㈫㈮
（全24回）

2,100円
₉月30日㈭（必着）までに、はがき、
ＦＡＸ、

１３：３０～１５：３０、１８：３０～２０：３０

Eメールで、企業名、業種・所在地、電話

２５,１４０円

番号、
ＦＡＸ番号（ＦＡＸで申し込む方）、受講者

●ロコモ教室

の 氏 名、年 齢、性 別 を、営 農 サ ポ ー ト

加齢に伴う骨、筋肉などの衰えを改
善するための運動などを行います。
期間 10月₂日～12月２2日の㈬㈯
（全24回）

準備をお願いします。

おきたい基礎知識を学びます。

行います。

会場100人、オンライン100人（申込順）
アプリ「Zoom」を使用します。各自で

企業等農業参入講座

10月１3日㈬₉：30～15：00

市内在住の方
※オンライン参加の場合、ウェブ会議

ホームページ

予防するための運動や栄養指導などを

時間 １０：３０～１２：３０（㈫㈮のみ）、

・「本人の声から認知症になっても暮

ＥＥメール

企業などが農業参入する上で、知って

高血圧、糖尿病などの生活習慣病を

（大手町）

まつ だ

定員

センター
（〒939－8132

月岡町三丁目

101）へ。
営農サポートセンター ☎４29－4504

時間 １０：３０～１２：３０

FAX429－2449

２５,１４０円

Ｅ

einousapotosenta@city.toyama.lg.jp

●脳活性
（ライフキネティック）教室

無料

脳に刺激を与え、神経伝達機能の向

9 月15日㈬までに、電話で、長寿福

上を図り、認知機能の低下を予防する

おためしこども体育教室

祉課へ。

教室です。

※オンライン参加を希望する方は、電話

期間 10月₆日～12月22日の㈬
（全１２回）

を使った体育教室を開催し、お子さん

連絡の上、Eメールで、氏名、電話番号

時間 １3：３０～１4：３０

の心身の育成をサポートします。

を長寿福祉課へ。後日、
「Zoom」のURL
およびパスワードを送付します。
長寿福祉課
Ｅ

マット運動やボール、縄跳び、体育器具

14,６６０円

₉月24日㈮

［共通項目］

☎443－2150

tyojyufukusi-01@city.toyama.lg.jp

［年中・年長］17：00～18：00

角川介護予防センター（星井町二丁目）
４０歳以上の方

市民プール（荒川四丁目）

各教室20人（応募多数の場合抽選）

講師 カワイ体育教室所属専任指導員

₉月21日㈫までに、電話で、
角川介護
角川介護予防センター ☎４２２－１２２０

コース番号

コース名

TT－21 Word実務（中級）講座
Word・Excel連携講座
TT－２2
(Office2016)
ビジネスに役立つExcel
TT－２3
関数実務講座
TT－２4 Excel中級講座
データベース入門
TT－２5 Access基礎講座
（Access2016）

各12人（申込順）

500円

₉月23日㈷までに、電話または直接、

予防センターへ。

職業訓練センター技能講座

［小学₁～₃年生］18：00～19：00

市民プールへ。
市民プール

☎491－8899

スポーツ健康課

☎443－2141

職業訓練センター
開催日

☎４５１－７５００　　FAX４５１－0436

10月₄日㈪、₅日㈫、
₇日㈭、
₈日㈮、
12日㈫

₉：0０～12：00

時間

定員

11月25日㈭、26日㈮、29日㈪、30日㈫、12月 2 日㈭

１8：３０～21：00

1０人

6,000円

１１月 9 日㈫

１2月 6 日㈪、₇日㈫、9 日㈭、１0日㈮、
13日㈪

18：3０～21：00

1０人

6,000円

11月16日㈫

令和₄年₁月₆日㈭、
₇日㈮、
11日㈫、
13日㈭

13：3０～16：30

1０人

4,800円

１2月 9 日㈭

令 和₄年₁月17日 ㈪、
18日 ㈫、
20日 ㈭、
21日 ㈮、
18：3０～21：00
24日㈪、25日㈫

1０人

7,200円

１2月15日㈬

1０人

受講料

6,0００円

申込締切日
₉月１5日㈬

申込方法／各申込締切日（消印有効）までに、はがきかFAXで、郵便番号、住所、氏名（ふりがな）、電話番号、性別、生年月日、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。
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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富山市の市外局番は（076）
です。

初心者ランニング教室

※汚れてもよい服装で参加してください。 職業、参加方法（会場参加またはオンラ
エコタウン交流推進センター

イン参加）を、
環境政策課
（〒930－8510

☎438－2600

新桜町₇－38）へ。専用フォーム（https://

運動不足解消に、ウオーキングから
始め、ジョギングで 2 km走ることを目
指します。
₉月25日㈯18：00～20：00
ト

ヤ

マ

タ

ウ

ン

ト レ ッ キ ン グ

サ イ ト

TOYAMA TOWN TREKKING SITE
周辺
（湊入船町）
た なか す

み

shinsei.pref.toyama.lg.jp/BmJLZBqR）

地球温暖化で変わる富山の気象
～災害から命を守るために～
気象に関する講演や、災害時に障害者

こ

講師 田中寿美子さん

10人（応募多数の場合抽選）

要約筆記がつきます。

9 月22日㈬までに、電話で、㈱ 太 陽

市社会福祉協議会本所₃階 ホール

㈱太陽スポーツ富山店

☎425－1030

スポーツ健康課

☎443－2141

「地球温暖化がもたらす影響」
き

じ とも み

ノルディックウォーク教室
通常の運動よりも多くのカロリーが
消 費 で き、ダ イ エ ッ ト に 最 適 な ノ ル
₉月26日㈰、
10月 9 日㈯
ン

ト レ ッ キ ン グ

「昨今の自然災害と障がい者の対策」

sdgs-mirai-toyama@city.toyama.lg.jp

催し・イベント

サ イ ト

TOYAMA TOWN TREKKING SITE
周辺
（湊入船町）

各50人程度（応募多数の場合抽選）
※家族やグループでも参加できます。

30人程度（申込順）

800円（₁人₃株）

300円
（資料代）

₉月１5日㈬（必着）までに、
はがき、FAX、

事前に、電話かEメールで、住所、氏名、 Eメ ー ル で、希 望 体 験 日（第 一 希 望、

20人（応募多数の場合抽選）

Ｅ

500円

郵 便 番 号、住 所、年 齢、電 話 番 号 を、

☎080－3044－4360

とやまスローライフ・フィールド事務局

wari820owara@yahoo.co.jp

「さつまいも収穫体験」係
（〒９３０－０１５７

障害福祉課

☎443－2254

各開催日の₂日前までに、電話で、
☎425－1030

スポーツ健康課

☎443－2141

第二希望）、参加人数、代表者の氏名、

富山みみの会事務局

（ノルディックウォークインストラクター）

㈱太陽スポーツ富山店

10月₁日㈮～₃日㈰の１0：００～

木地智美 さん、民生児童委員、市防

講師 角川昌保さん

㈱太陽スポーツ富山店へ。

₉月23日㈷～２6日㈰、30日㈭、
とやまスローライフ・フィールド（開ヶ丘）

連絡先を、
富山みみの会事務局へ。

かど かわ まさ やす

さつまいも収穫体験

パネラー

災対策課職員

ディックウォークを学びます。

ウ

・パネルディスカッション

☎443－2053
℻443－2122

・基調講演
講師 木地智美さん
（気象予報士）

タ

環境政策課

（今泉）

スポーツ富山店へ。

マ

準備をお願いします。

Ｅ

₉月25日㈯14：00～15：30

ヤ

アプリ「Zoom」を使用します。各自で

意見交換を行います。当日は、手話通訳・

500円

ト

※オンライン参加の場合、ウェブ会議

が取り残されない社会作りについての

（ランニング学会公認指導者）

10：00～11：30

からも申し込みできます。

開ヶ丘４３－₁）へ。
とやまスローライフ・フィールド事務局
☎４１１－４４０１

エスディー ジ ー ズ

【企業向け】富山市 SDGs 推進
コミュニケーター養成講座

Ｅ

FAX４１１－４４０２

slowlife@satoyama-club.org

それぞれの地域やビジネスの場で

エ コ タ ウ ン 学 園
●カラフル染め講座
大判のバンダナに赤・青・黄色のカラ
フルな染料で模様を付けます。
₉月２8日㈫13：30～15：30
エコタウン交流推進センター
（岩瀬天池町）
なか だ とも こ

講師 中田朋子さん
（どみどみ工房）

20人
（申込順）
1,000円
持ち物

ゴム手袋、小型のバケツ、ビニール袋
₉月１4日㈫～16日㈭に、電話で、エコ

SDGs
（持続可能な開発目標）を広め、
自ら実践する
「SDGs推進コミュニケ
ーター」を養成します。
10月 6 日㈬13：30～16：30
まちなか総合ケアセンター（総曲輪四丁目）
てら しま よし とも

講師 寺島義智さん
（未来創造サポート代表・

（一社）日本あんしん生活協会代表理事）

ハローキティと富山市からのお願い

市内に在住か通勤・通学している高
校生以上のビジネスに関心のある方

’21 SANRIO APPR. NO. L627644

28人
（応募多数の場合抽選し、当選者
にのみ通知）
※オンライン参加可能
（ 8 人まで）
。
無料
9 月21日㈫
（消印有効）までに、はが

タウン交流推進センターへ
（受付 9：00

き、FAX、
Eメールで、講座名、郵便番号、

～17：00）
。

住所、
氏名（ふりがな）、年齢、電話番号、

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）₉月₅日発行 －
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開催日時

開催場所

内容

対象

紅葉の牛岳に出会う
紅葉を楽しみながら、
牛岳
（987ｍ）
を
登ります
（往復約12km）
。
10月２3日㈯₈：00～16：00
野外教育活動センター
「子どもの村」

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

立山信仰トレッキング

小学₃年生以上
50人
（応募多数の場合抽選）
※昼食は持参してください。

ホームページ

商品量目試買検査会

立山信仰にゆかりのある山で、山頂から

毎年11月₁日は「計量記念日」です。
皆 さ ん が 購 入 し た 商 品（肉 や 総 菜

₉月25日㈯₉：0０～13：００頃

など）の内容量表記が正しいか、はかり

集合場所 来拝山登山口駐車場

を使って検査します。

コース 来拝山コース

（中学生以下は保護者同伴）

ＥＥメール

称名滝、弥陀ヶ原、立山連峰を一望します。

（国立立山青少年自然の家手前：立山町）

（山田赤目谷）

500円

定員

11月₁日㈪13：15～16：00
CiC₃階 学習室 1 ～ 3（新富町一丁目）

小学生以上（小学生は保護者同伴）

市内在住で、20歳以上の方

10０人
（応募多数の場合抽選）

12人（応募多数の場合抽選）

2,500円（弁当、お茶、温泉割引券付き）

無料（検査対象商品の購入は自己負担）

₉月15日㈬～29日㈬に、市体育協会

₉月17日㈮（必着）までに、往復はがき

₉月30日㈭までに、電話で、
消費生活

ホ ー ム ペ ー ジ（https://www.taikyou-

で、イベント名、郵便番号、住所、参加者全員

toyama.or.jp/）から申し込んでください。

の 氏 名、年 齢、電 話 番 号 を、立 山 山 麓

子どもの村

☎457－2311

原５５）へ。

立山山麓トレッキングイベント実行委員会
（大山観光開発㈱内） ☎４８２－１３１１

森 林 散 策 や ヨ ガ な ど を 行 う ほ か、
セラピー御膳を味わいます。
₉月19日㈰₉：0０～13：0０
集合場所 大山農山村交流センター
（原）

小学生以上
（小学生は保護者同伴）
30人
（応募多数の場合抽選）

大

品

山

登

山

紅葉を楽しみながら山頂を目指す、
上級者向けの登山です。

新型コロナウイルス感染症の拡大防
「第17回富山市美術展2021」
（₇部門・
インスタレーション部門）を中止します。
次回の開催は令和₄年₉月です。
文化国際課☎443－2040

９ 月18日㈯ ８：00～１５：00頃

3,500円（セラピー御膳、温泉割引券付き）
₉月10日㈮（必着）までに、往復はがき

コース あわすの・瀬戸蔵・百間滑コース

ひゃっけんなめ

で、イベント名、
郵便番号、
住所、
参加者

中学生以上

全員の氏名、年齢、電話番号を、立山山麓

50人
（応募多数の場合抽選）

森林セラピー基地推進事業実行委員会

３,500円
（弁当・お茶付き）

原５５）
へ。

第17回富山市美術展20２１の中止
止のため、９月に開催を予定していた

集合場所 らいちょうバレー第一駐車場
（本宮）

（〒９３０－１４５４

消費生活センター ☎443－2123

トレッキングイベント実行委員会
（〒９３０－１４５４

森林セラピーウオーク＆ヨガ

センターへ。

₉月10日㈮（必着）までに、往復はが

立山山麓森林セラピー基地推進事業実行委員会

きで、
イベント名、郵便番号、住所、参加

（大山観光開発㈱内） ☎４８２－１３１１

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

森林セラピーウオーク＆温泉
紅葉の立山山麓を散策後、セラピー

（〒930－1454

原55）へ。

立山山麓トレッキングイベント実行委員会
（大山観光開発㈱内） ☎482－1311

御膳を食し、温泉に入って心身を癒や
します。
10月 2 日㈯₉：0０～13：0０
集合場所 大山農山村交流センター
（原）

小学生以上
（小学生は保護者同伴）

ワンハンドクリーンウオーク
まちなかのごみを拾いながらウオー
キングをします。

ハローキティと富山市からのお願い

50人
（応募多数の場合抽選）

₉月26日㈰ 9：00～10：00

3,000円
（セラピー御膳、
温泉券付き）

TOYAMA TOWN TREKKING SITE

₉月24日㈮（必着）までに、往復はがき

周辺
（湊入船町）

ト

ヤ

マ

タ

ウ

ン

ト レ ッ キ ン グ

サ イ ト

で、イベント名、
郵便番号、
住所、
参加者

無料

全員の氏名、年齢、電話番号を、立山山麓

9 月24日㈮までに、電話で、㈱ 太 陽

森林セラピー基地推進事業実行委員会
（〒９３０－１４５４

原５５）
へ。

立山山麓森林セラピー基地推進事業実行委員会
（大山観光開発㈱内） ☎４８２－１３１１

18 － 令和₃年（20２1年）₉月₅日発行

スポーツ富山店へ。
㈱太陽スポーツ富山店

☎425－1030

スポーツ健康課

☎443－2141
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富山市の市外局番は（076）
です。

総曲輪レガートスクエア文化祭

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
https://www.tsm.toyama.toyama.jp/

富山調理製菓専門学校の学生による
お菓子・お弁当の販売や、
市民サークル

※以下の催しで記載のないものは

の活動展示などを行います。
９ 月26日㈰10：00～１6：00

科学博物館

観覧料のみ

不要

「秋の星空と虫の声」

（総曲輪四丁目）
※各種イベントの詳細は、総曲輪レガート

秋の夜長に鳴く虫の音とともに、星空

スクエアホームページ
（https://www.

を眺めてみませんか。富山に生息する鳴

legato-sogawa.org/）
をご覧ください。

く虫や鳴き方の違いなども紹介します。
9 月18日㈯18：00～18：45

総曲輪レガートスクエア協議会
（まちスポとやま） ☎461－3332

※当日は19：00まで開館（入館は18：00
140人
（先着順）

☎461－3603

ぞ

ら

駅

望遠鏡や双眼鏡で月の観察をします。

道

富山駅周辺の新たな日常の創出に向

9 月23日㈷
（必着）までに、往復はが
年齢、電話番号、返信用連絡先を、科学
博物館（〒939－8084 西中野町一丁目
₈－３１）へ。ホームページからも申し込
みできます。

ファミリーパーク（古沢）
☎４3４－1234
大人50０円、
中学生以下無料
入園料のみ

◆特別観察会「中秋の名月を見よう」

よ

20人（応募多数の場合抽選）

※以下の催しで記載のないものは

まで）。

まちなか総合ケアセンター

小学₄年生～中学生

きで、行事名、住所、参加者全員の氏名、

◆イブニングプラネタリウム

総曲輪レガートスクエア

10月₃日㈰13：00～16：00

不要

◆国際レッサーパンダデーイベント
₉月第₃土曜日の「国際

₉月21日㈫

レッサーパンダデー」に合わ

19：30～20：10、20：20～21：00

せて、さまざまなイベント

けて、夜間景観に彩られた自然豊かな

城南公園（科学博物館前）

を開催します。

会場で、飲食店やキッチンカーなどが

各20人（申込順）

①パネル展

無料

事前に、ホームページから申し込ん

提供する食と音楽と夜空を楽しむイベ

でください。窓口で直接申し込むこと

ントです。

「知ってる？レッサーパンダのひみつ」
レッサーパンダの野生下での現状や

₉月24日㈮17：30～21：00

もできます。

動 物 園 で の 取 り 組 み、体 の 特 徴 な ど

富 山 駅 南 北 自 由 通 路、駅 北 ブ ー ル

※雨天曇天時は、解説会のみ行います。

をパネルで紹介します。

◆オンライン観察会「中継！中秋の名月」

期間 ₉月18日㈯～26日㈰

バール広場
活力都市推進課

☎443－2179

ユ

科学博物館屋上から中秋の名月を
ー チューブ

YouTubeチ ャ ン ネ ル（https://www.

施設行事
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
※企画展は展覧会ごとに観覧料が異なります。

◆見どころトーク・イブニングトーク
学芸員が展覧会の見どころを分かり
やすく紹介します。

⃝企画展
「富山ガラス大賞展2021」

₉月19日㈰、
10月₃日㈰１4：00～

⃝常設展
「コレクション展 富山ガラス
大賞展に向かって」

youtube.com/channel/UCbsq7pLVvag
3bzjgXmJHw3g）で生中継します。
₉月21日㈫18：00～19：00
◆自動車技術会・科学博物館連携イベント
「親 子 で 改 造！風 に 向 か っ て 走 る
ウインドカー工作」
風に向かって走る車を組み立て、速さ
を競います。
₉月25日㈯
10：00～12：00、13：30～15：30

下での取り組みについて話します。
₉月18日㈯11：30～12：00
レッサーパンダ舎
③特別ごっくんタイム
「レッサーパンダ博士になろう！」
レッサーパンダの生態などを解説し、
採食の様子を観察します。

各₉組（応募多数の場合抽選）

14：00～14：20

9 月19日㈰
（必着）までに、往復はが
きで、
行事名、住所、参加者全員の氏名、

10月₁日㈮１8：00～

博物館
（〒939－8084 西中野町一丁目

※当日の展覧会観覧券が必要です。

レッサーパンダの野生下での現状
と生息数が減少した経緯、保護や飼育

₉月18日㈯～26日㈰の㈯㈰㈷

年齢、電話番号、返信用連絡先を、科学

・ 不要

「レッサーパンダ」

小学₃～₆年生とその保護者

₉月18日㈯１4：00～
［共通項目］

レッサーパンダ舎
②希少どうぶつを知ろう！

₈－３１）へ。ホームページからも申し込

レッサーパンダ舎
◆里ノ助とあそぼうスペシャル
「里ノ助の運動会」
障害物競争や玉入れなどで自由に遊
べます。

みできます。

₉月18日㈯～20日㈷11：0０～14：00

◆中部科学技術センター連携イベント

六せん広場

いきものワークショップ「動物学者入門」

無料

野生動物の調査について調査道具や
動物標本を使って学び、動物学者という
職業を体験します。
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。
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開催日時

開催場所

内容

対象

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

定員

費用

申込方法

問い合わせ ☎電話 ℻ファクス

図 書 館 本 館（西町）

展示替えのため、
臨時休館します。

発泡スチロールで作った「家」ととも
むら かみ さとし

休館日

に、国内外を移動する村 上 慧 さんが、

₉月15日㈬、１6日㈭、11月29日㈪、30日㈫

8 年間にわたる移住生活で考えたこと

◆陶芸館 企画展

や、著書
「家をせおって歩く」などにつ

「出あいから生まれたうつわたち」
陶磁器の形や色、技法

9 月26日㈰14：00～15：30
小学生以上

が生まれた背景を、作者

講師 村上 慧さん
（アーティスト）

と人（師）、物（素材）、事

100人
（申込順）

（時代）などとの出会い
から紹介します。
₉月17日㈮～11月28日㈰

いて話します。

島岡達三
窯変縄文象嵌壺

₉：00～17：00
（入館は16：30まで）
［展示解説会］

働きたいシニアのための
合 同 企 業 説 明 会
10月12日㈫14：00～16：00
富山産業展示館「テクノホール」
（友杉）
おおむね55歳以上で求職中の方
無料
事前に、直接、ハローワーク富山（奥田
新町）へ。

無料

県生涯現役促進地域連携事業

₉月₉日㈭～24日㈮に、ホームページ

推進協議会事務局 ☎431－4776

（https://www.library.toyama.toyama.
jp/）
から申し込んでください。
※ウェブ会議アプリ「Zoom」を使用し

₉月25日㈯、10月16日㈯14：00～14：３０

ホームページ

国・県などからのお知らせ

☎461－3200

◆オンライン講演会「家をせおって歩く」

◆陶芸館 臨時休館

ＥＥメール

ます。
各自で準備をお願いします。

入館料のみ

「全国道路・街路交通情勢調査」にご協力を
全国道路・街路交通情勢調査を 9 ～
11月に行います。

不要

この調査は、自動車の使われ方や道路
陶芸館

の状況などを調べるもので、おおむね

☎４３3－8610

◆民芸館 臨時休館
展示替えのため、
臨時休館します。

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

５ 年に １ 回実施しています。
無作為に抽出した自動車の所有者に

休館日

共同通信社杯岐阜（GⅡ）場外…₉月１7日㈮～20日㈷

調査票を郵送しますので、ご協力をお

9 月16日㈭、17日㈮、12月13日㈪、14日㈫

宇都宮
（FⅠ）
場外……₉月１8日㈯～20日㈷

願いします。

◆民芸館・民芸合掌館 企画展「型染」

伊東ナイター（FⅠ）場外…₉月23日㈷

長さ12mの
「鳥獣戯画 甲巻」藍染布

青森記念（GⅢ）場外………₉月23日㈷～26日㈰

など、民芸館が収蔵している江戸・明治期

松山ナイター（FⅠ）場外…₉月24日㈮～25日㈯

から現代までの型染布を展示します。

豊橋
（FⅠ）場外………₉月25日㈯～27日㈪

₉月18日㈯～12月12日㈰

函館ナイター（FⅠ）場外…₉月30日㈭

₉：00～17：00
（入館は16：30まで）

平塚記念
（GⅢ）場外…₉月30日㈭～10月3日㈰

民芸館・民芸合掌館

奈良
（FⅠ）場外………10月₁日㈮～₃日㈰

民芸館

☎４31－6466

◆いろりを囲むお話

☎443－4717

岐阜
（FⅠ）場外………10月₅日㈫～₆日㈬

10月１6日㈯１３：３０～

函館ナイター（FⅠ）場外……10月₅日㈫～₆日㈬
福井
（FⅠ）
場外………10月₅日㈫～₇日㈭

はと

第₁話▶幽霊松の鳩

富山競輪（FⅡ）ガールズ有…10月₇日㈭～₉日㈯

第₂話▶たわしの神様

熊本記念
（GⅢ）
場外…10月₇日㈭～10日㈰

第₃話▶河原坊主と養立湯

富山競輪
（FⅡ）
………10月14日㈭～16日㈯

よう りゅう とう

第₄話▶将軍の心をうった投書
おく い えつ こ

ご みょう し

ず

こ

語り部 奥 井 悦 子 さ ん、後 明 志 津 子 さ ん、
ち

調査第二課

久留米ナイター（FⅠ）場外…10月₁日㈮～₃日㈰

民芸合掌館

か とう み

国土交通省 富山河川国道事務所

なが もり のぶ こ

前橋ナイター（GⅢ）場外……10月14日㈭～17日㈰
大宮
（FⅠ）場外………10月15日㈮～17日㈰

加 藤 美 智さん、永 森 信 子さん
（とやま語り
の会のみなさん）
30人
（申込順）
無料
事前に、
電話で、民芸合掌館へ。
民芸合掌館

☎４３１－８１５６

ごみ出しのルール
在宅医療で使用した注射針は、
捨てずに医療機関に返してね。
環境センター管理課 ☎４２９－５０１７
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市体育協会からのお知らせ
スリーエックススリー

◆ちびっこ武道教室体験会

◆仕事帰りに！₃×₃バスケ！

礼法や剣道、
柔道を体験します。
日時／［剣道］
10月28日㈭１7：3０～１8：3０
［柔道］10月29日㈮１7：3０～１8：3０
場所／県営富山武道館
（牛島町）
対象／年少児～年長児
講師／武道学園講師、
市体育協会スポーツ指導員
定員／各１0人程度
（申込順）
費用／無料
申込方法／事前に、電話または直接、
県営富山武道館へ。
県営富山武道館

☎431－０170

市体育協会スポーツ指導員（コーディネーター）のもと、
当日の参加者同士でゲームを楽しみます。
日時／10月₆日㈬、14日㈭、20日㈬、28日㈭
19：0０～20：3０（受付18：45～） ※雨天中止。
場所／₃×₃バスケットボールコート（湊入船町）
対象／市内に在住か勤務する20～50代のバスケットボール
経験者
定員／１5人（申込順） 費用／各日５00円
申込方法／各回当日に、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。
市体育協会

☎432－1117

◆おやこで運動あそび

◆コンディショニングセミナー

さまざまな動きを体験し、親子で楽しく運動遊びを行
います。

簡単な動きで、骨格や筋肉を自分で整える方法を学び、
より動きやすい体を目指します。

日時／10月24日㈰₉：3０～10：45
場所／花木体育センター
（花木）

日時／10月26日㈫11：0０～12：００
場所／東富山体育館（米田）
講師／市体育協会スポーツ指導員
定員／20人（応募多数の場合抽選） 費用／５00円
申込方法／10月18日㈪までに、電話または直接、東富山
体育館へ。市体育協会ホームページからも申し込みでき
ます。

対象／年中・年長児とその保護者
講師／市体育協会スポーツ指導員
定員／15組30人
（応募多数の場合抽選） 費用／500円
申込方法／10月12日㈫までに、市体育協会ホームページ
から申し込んでください。
市体育協会

☎432－1117

東富山体育館

古谷振一
ユ

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

入場無料

県内外のおいしいぶどうが大集合します。
日時／ 9 月23日㈷11：00～16：00
※なくなり次第終了。
ウ

ガ

ワ

ベ

ー

鉛筆画教室

ー チ ュ ー ブ

ふる や しん いち

YouTube総再生回数1,800万回の鉛筆画家古谷振一
さんによる鉛筆画教室を開催します。半年間かけて、鉛
筆画を勉強します。
日時／

ぶどう祭

ソ

☎438－7500

10月17日～令和 4 年 3 月27日の㈰（全12回）
〈初級コース〉9：30～12：00
〈中級・上級コース〉13：00～15：30
場所／市民プラザ₃階 AVスタジオ
定員／各コース15人（応募多数の場合抽選）
受講料／60,000円 (月10,000円）

ス

場所／ SOGAWABASE前
（総曲輪三丁目）

申込方法／
₉月₇日㈫10：00から、ホームページから申し込んでく
ださい。

［ぶどう祭コーナーの設置］
ぶどうやぶどうを使ったデザートなどを地場もん
屋総本店
（総曲輪）
で販売します。

〈古谷さん鉛筆画作品〉

日時／ 9 月17日㈮～26日㈰10：00～18：30
まちづくり事業部
地場もん屋総本店

☎４95－5900
☎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。
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。

本社事業部

☎４93－1313
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市民参加型フォトフェスティバル「フォトキト」
富山の魅力を写真で発見・発信する

フォトフェスティバル「フォトキト」は、今年で５回目！

「住み続けたいまち とやま」
をテーマに、
ア メイジング ト

ヤ

マ

AMAZING TOYAMA写真部や一般公募のほか、

市出身の写真家テラウチマサトさん（市政策参与）の写真など、
約１００点あまりの写真を展示します。

今年は、展示方法、
メインビジュアルを一新！

ぜひ、会場でAMAZINGな富山に触れてみてください。

新メインビジュアルについて
おかもとともひさ

岡本知久さん（富山大学芸術文化学部 講師）の指導の下、

入場
無料

広報課

☎4４３－2018

ゼミ生のアイデアで制作しました。

日時

１０月２日㈯ 11：００ ～ 18：00

富山の魅力を写真に収め、
それを見て生まれる
コミュニケーションと
人々のにぎわいを吹き出しで、
会場のにぎわいを紙吹雪で
表現しました。

１０月３日㈰ 10：００ ～ 16：30
会場

グランドプラザ
ソ

ウ

ガ

ワ

ベ ー ス

SOGAWABASE 多目的スペース

（総曲輪三丁目）

ロゴ制作に携わった岡本ゼミ生

フォトキト２０２１の空間デザインコンセプト
「フォトキト」
は、写真を意味する
「フォト」
と

新鮮なことを意味する
「キトキト」
を合わせた造語です。
富山湾の定置網漁で新鮮な魚が取れるように、

グランドプラザに集まった撮れたての魅力ある写真が、
網ですくい上げられているシーンを表現しています。

22 － 令和₃年（20２1年）₉月₅日発行

（一社）地域・観光マネジメント
広報課

☎471－6103
☎4４３－2018

ANAのCA(客室乗務員）が見つけた富山の魅力を発信する「ANA BLUE WINGS × Toyama」。今年度の第一弾として、
新鮮な食材をいただく企画を開催します。
CAと一緒に米農家や漁港を訪問し、

01
ア

02
グ

モ

グ

米農家／㈱AGUMOGU

漁港／水橋漁民合同組合

音川地区で、自然栽培米を作っている㈱AGUMOGU、
農事組合法人道島上野営農組合の方から、お米が作られ
る過程を学びます。また、お米のおいしさを最大限に生か
した自然食をいただきます。

水橋漁民合同組合の漁師から、富山湾で獲れる魚の特徴や、
漁の方法について学びます。富山の代表的な郷土料理、昆布
締 めを作る体験も行い、水橋漁港で獲れた魚をいただき
ます。

日時／ 9 月25日㈯₉：00～15：00
集合場所／富山市役所正面玄関
※₉：00までに集合してください。
定員／14人
（応募多数の場合抽選）
費用／1,000円
※現地まではバスで移動します。

日時／10月₉日㈯10：00～14：00
集合場所／水橋漁港駐車場
（水橋印田町）
※10：00までに集合してください。
定員／25人（応募多数の場合抽選）
費用／1,500円

申込方法／ 9 月16日㈭までに、
（一社）地域・観光マネジメントホームページ（https://hokuriku-tour.
com/archives/1355）から申し込んでください。

タウンミーティング

広報課

テ ー マ

☎４43－2012

市の主な施策について市職員が説明し、市民

第₂次富山市総合計画後期基本計画
（案）
について

の皆さんと意見を交換する機会です。来場を
お待ちしています。

内 容
₁. 市長あいさつ

₂. 説明・質疑応答

₃. 意見交換
（市政全般）

日 程
日時
₉月25日㈯

会場

10：00~11：30 富山国際会議場 多目的会議室（大手町）
14：00~15：30 富南会館 多目的ホール（悪王寺）

10月₁日㈮

19：00~20：30 職業訓練センター 視聴覚室（向新庄町一丁目）

10月₅日㈫

19：00~20：30 呉羽会館 集会ホール（呉羽町）

10月₇日㈭

19：00~20：30 八尾コミュニティセンター ホール（八尾町井田）

10月10日㈰

10：00~11：30 大沢野生涯学習センター 大ホール（高内）
14：00~15：30 細入公民館 ホール
（楡原）

10月12日㈫

19：00~20：30 岩瀬カナル会館 本館大ホール（岩瀬天神町）

10月13日㈬

19：00~20：30 山田公民館 体育室
（山田湯）

10月16日㈯

10：00~11：30 大山地域市民センター ホール（上滝）
14：00~15：30 婦中ふれあい館 大研修室（婦中町砂子田）

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。

費用・申込不要

※駐車場には限りがあります。また、
富山国際会議場は無料駐車場があり
ませんので、来場の際は、公共交通
機関などを利用してください。
※開場は30分前です。開始時刻までに
着席してください。
※来場の際は、マスクを着用し、入口
での来場者受付票の記入、検温、消毒
に協力をお願いします。

令和₃年（20２1年）₉月₅日発行 －
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子ども・学校・TOYAMAの
未来創生フォーラム

はじまる TOYAMAらしい教育環境づくり
学校再編推進課
Ｅ

☎４４３－２241

saihen-events@city.toyama.lg.jp

2050年、私たち富山の学校はどうなっている
のでしょうか。
今を生き、これからを生きる子どもたちの学びやすい
教育環境を創るため、市は学校再編をスタートします。
₇～₈月に市内₅カ所で行われたワークショップで市民
の皆さんが描いた「2050年の富山らしい学校のイメージ」
をもとに、今後の教育環境について考えます。

主なプログラム
（予定）

オンライン開催・費用無料

トークセッションⅠ
「令和の日本型学校教育」
しら い

しゅん

講師／白井 俊さん
（文部科学省教育制度改革室長）

日時

トークセッションⅡ
「子どもたちの教育環境」

10月₃日㈰10：00～12：30

お がわ まさ ひと

講師／小川正人さん
（放送大学特任教授）

対象

パネルディスカッション
「TOYAMAらしい教育環境づくりについて」

市内に在住か通勤・通学している方

かみ かわ やす こ

コーディネーター／神川康子さん（富山大学 顧問 名誉教授）

申込方法

パネラー／小川正人さん

₉月27日 ㈪ ま で に、電 話 かEメ ー ル で、氏 名、
住所、電話番号を、学校再編推進課へ。ホーム
ページからも申し込みできます。
※ウェブ会議アプリ「Zoom」を使用します。
各自で準備をお願いします。

花 結果発表

白井 俊さん
きた おか まさる

北岡 勝さん
（富山市自治振興連絡協議会会長）
あおやまかず や

青山和也さん（富山市PTA連絡協議会会長）
みや ぐち かつ し

宮口克志
（市教育委員会教育長）

いっぱいコンクール

最優秀賞

［保育施設・幼稚園部門］
新庄保育所

公園緑地課

☎４４３－２258

［学校部門］
老田小学校

花や緑であふれるまちづくりを進めるため、花
いっぱいコンクールを開催し、次の個人・団体が
入賞しました。

［一般部門］
［花の道部門］
［街角部門］
合口用水とビオトープを守る会 新庄北小学校＆地域団体 新保校区母親クラブ

優秀賞▶［保育施設・幼稚園］
宮川保育所、
西田地方保育園、富山市五番町幼稚園［学校］大沢野小学校、三郷小学校
［一般］
旭町₂の組町内会［花の道］
興南中学校教育後援会＆生徒会美化実践部［街角］太田南町公園愛護会
努力賞▶［保育施設・幼稚園］
奥田保育園［学校］
堀川中学校［一般］草島町内会［街角］新庄北部第₄町内会、安養坊町内会
審査員奨励賞▶［街角］山田児童館、富山西警察署婦中交番

モデル花壇金賞

［学校部門］

［一般部門］

［花の道部門］

船峅小学校

寺﨑啓乃さん

八尾園ふれあい花壇

てら さき けい の

銀賞▶
［保育施設・幼稚園］
老田保育所［学校］
大久保小学校［一般］文京町公園愛護会
［花の道］
大沢野上大久保地区花いっぱいグループ
◆市ホームページ
（
「花いっぱいコンクール」
で検索）
からも、花壇の写真をご覧いただけます。
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「モデル花壇」は、最優
秀 賞 を₃回 以 上 受 賞
した花壇から選出し
ています。

プロバスケットボールBリーグ 2021－22シーズン 開幕！

VS 信州ブレイブウォリアーズ

開 催 日

会

場

市総合体育館（湊入船町）

※市総合体育館の駐車場は利用できませんので、公共交通機関・
有料駐車場を利用してください。

チケットの購入は、B.LEAGUEチケットホームページ（https://
bleague-ticket.psrv.jp/）をご覧ください。
※未就学児は大人₁人につき₁人まで、ひざ上での観戦ができます（無料）。

ホーム試合日程（2021）
日

程

会

場

対戦チーム

10月16日㈯・17日㈰

市総合体育館

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ

10月23日㈯・24日㈰

県西部体育センター（砺波市）

琉球ゴールデンキングス

10月27日㈬

市総合体育館

大阪エヴェッサ

11月13日㈯・14日㈰

市総合体育館

三遠ネオフェニックス

12月15日㈬

市総合体育館

信州ブレイブウォリアーズ

12月25日㈯・26日㈰

市総合体育館

群馬クレインサンダーズ

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。

ジュリアン・マブンガ選手

チケット

10月₂日㈯、₃日㈰

水戸健史選手

富山グラウジーズ ホームゲーム

スポーツ健康課 ☎４４３－２141
富山グラウジーズ ☎４51－5586
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₉月₉日は
「救急の日」です

症状に応じた医療機関で受診を

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

急な病気やけがなどに迅速・的確に対処するため、
初期・二次・三次と、救急医療体制が整えられています。
しかし、軽症の場合でも二次救急医療機関で受診されるケースが増えています。軽症の場合には、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ましょう。

［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。

ご存じですか？災害ボランティア

男女参画・市民協働課

☎４４３－２０５１

◆被災者の生活支援に大きな役割を果たします
大規模災害の発生時、被災者をサポートする活動を行うのが
「災害ボランティア」
です。災害発生時などには、富山市災害ボランティアネットワーク会議の構成団体
が中心となって「富山市災害ボランティア本部」を設置し、ボランティアをしたい人、
サポートを必要とする人の受け付けや調整などを行います。
じ ゅ え ん りょく

◆災害ボランティアへの理解を深め、
地域の
「受援力」
を高めよう
災害ボランティアの支援を十分に生かすには、平常時から地域がさまざまな援助
を受け入れる力、
「受援力」
を高めておくことが必要です。
災害ボランティアの役割を知り、助けが必要なときにどうやってボランティアを
要請するのか、どう受け入れるのかを想定しておくことが、地域の受援力の向上に
つながります。

交通事故を防ぎましょう
◆秋の全国交通安全運動

～ゆずりあう 心でひろがる 無事故の輪～

期間：₉月21日㈫～30日㈭
次の重点項目を中心に交通安全を呼び掛けます。
▪重点項目
・子どもと高齢者をはじめとする歩行者の安全の
の確保
・夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など
安全運転意識の向上
・自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
・飲酒運転などの悪質・危険な運転の根絶
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「市災害ボランティア本部」訓練の様子

詳 細 は、政 府 広 報 オ ン ラ イ ン
（（https://www.gov-online.go.jp/）
か ら「受 援 力」で 検 索）を ご 覧
ください。

生活安全交通課

☎443－2052

◆交通安全ワンポイント
これからの季節、夕暮れ時や夜間の交通事故が発生しやすく
なります。次のことに注意しましょう。
［歩行者］
・道路を横断するときは、一時停止・左右の安全確認を徹底しましょう。
・夜間に外出するときは、ドライバーから見えやすい白や黄色の
衣服を身につけ、反射材を活用しましょう。
［自転車利用者］
・自転車のライトは早めに点灯しましょう。
・自転車の車輪の側面に反射材をつけ、より自分を目立たせるよ
うにしましょう。

［自動車運転者］
・適度な緊張感を持ち、危険を予測する運転を心掛けましょう。
・安全に停止できるような速度で運転しましょう。
・常に歩行者などの横断を予測し、安全確認を怠らないようにしましょう。
・早めにライトを点灯し、上向きライトを活用しましょう。
・運転に不安を感じる方は、免許の自主返納や安全運転サポート車
への乗り換えを検討しましょう。

はち むら るい

ば

ば ゆう だい

ケットボール男子では八 村 塁 選手と馬 場 雄 大 選手
さ

さ

き はる の

（奥田中出身）、ハンドボール女子では佐々木春乃選手
よこ しま あや

いな ば ゆう すけ

と横嶋彩選手（堀川中出身）、水球では稲場悠介選手と
いな ば あか り

稲場朱里選手（堀川中出身）が躍動し、世界と対等に渡り
合う姿は、市民に大きな勇気を与えてくれた。さまざ
まな競技で多くのアスリートが最高のパフォーマンス
を披露し、私たちに大きな感動を与えてくれた。そして、
多くのアスリートが、大会や競技関係者、ボランティア

富山市長 藤井裕久

スタッフへの感謝の言葉
「ありがとう！」を口にして

No.4「ありがとう！オリンピック！」
新型コロナウイルス感染症拡大の影響による緊急事
態宣言下で開幕した「東京2020大会」が、去る₈月₈日
に閉幕した。
厳しい予選を勝ち抜き、さらに₁年間の延期を余儀
なくされた中で参加した各国のアスリートたちは、
この大会をどう感じたのか？開幕₁カ月前には、感染
拡大により開催さえ危ぶまれる状況もあった。異例
ともいえる厳戒態勢の中、大会は無観客試合を基本と
された。アスリートや大会関係者は、選手村と試合会場
を往復するだけで、観光や各種イベントへの参加など
はできなかった。
日本各地で行われる予定だった各国選手団のキャンプ

いた。
今大会のコンセプトは「つなげよう、スポーツの
力で未来に」であり、スポーツが人々に与える勇気や力
をレガシーとして東日本大震災の被災地に残し、復興
を後押しし、未来につなげることを目指した。また、
エスディージー ズ

スポーツを通して「持続可能な開発目標（S D Gs）」に貢
献すること、多様性を認め受け入れる
「ダイバーシ
ティ＆インクルージョン」を実現することも目指した
大会であった。その目標が達成できたか否かは、後の
評価を待つこととしよう。
そして、いよいよ
「東京2020パラリンピック」が開幕
する。テレビの前から離れられない日々が、もうしば
らくは続きそうである。

や、アスリートとの交流行事の多くが中止になった
ことは、地方における草の根交流の機会と、日本人が
大切にしている
「おもてなしの心」を世界に伝える機
会を逸したという意味では、
非常に残念であった。
しかし、熱い戦いを終えた閉会式では各国のアス
あふ

リートの充実した笑顔が溢れており、その姿がこの大会
の開催意義を物語っていたと思う。
日本選手団は、過去最高となる金27個、銀14個、銅17個、
合計58個のメダルを獲得し大躍進した。スケートボード
なか やま ふう な

女子ストリートに出場した富山市在住の中山楓奈選手
（龍谷富山高校）が、見事銅メダルを獲得する活躍を見
せたことが日本選手団に弾みをつけた。また、バス

表敬訪問する中山選手 (₇月₅日）

脳梗塞や認知症予防のため、
こまめに水分を取る「〇のみ運動」
を行いましょう。

〇に入る文字は？

答「〇のみ運動」

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▶₉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
前月の答え おでかけ 前月の応募総数 265件（正解数259件）

とやま情報局
今月の
放送日
放送局

₉月26日㈰11：45～
KNB北日本放送（₁ch）

テーマ「市民の健康を守る ～富山市病院事業～」
「富山市民病院」の新手術室や大腸CT検査などの最新
医療、
「富山まちなか病院」が担うかかりつけ病院として
の役割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）

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。
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企画管理部広報課
☎０７６（４３１）６１１１（代表）

https://www.city.toyama.toyama.jp/

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

ホームページ

