鏡 組合長

射水市では、地方創生の取組としてコンパク
トな地形・特色を活かし、サクラマスの採卵か
ら育成までが市内で完結するサクラマスの完全
養殖に成功しました。
サクラマスの養殖は東北や北海道の一部でも
行われていますが、育成に合わせて淡水・海水
両用による異なる飼育が必要になり、双方の飼
育管理情報が共有されないことや、移送時の魚
への負荷、移送費がかさむといった問題があり
ます。
その点、射水市には淡水池を備える大門漁業
協同組合から海水池を備える堀岡養殖漁業協同
組合が近距離にあり、魚への負荷や移送費が少
ないことが大きな特徴です。また、双方の飼育
情報や施設状況を飼育管理者が共有することで、
一貫性のある養殖が可能です。

大門小と堀岡小 命のリレー
サクラマスを自分たちの手で飼育することに
よって地域の水産業に対する理解を深め、自然

大切に育てられ、約 匹の稚魚が体長 センチ、
重さ グラム程度の大きさとなり、海水に適応
できる魚体に成長しました。
50

６月８日 、卵から稚魚までの飼育を行った
大門小学校では、５～６年生の飼育委員が水槽
の前に集合し、タブレット端末を使った「引き
渡し式」を行いました。引き渡し式では、サク
ラマスとの思い出のほか、えさの回数や量、水
槽の汚れなど飼育の注意点を堀岡小学校の児童
に伝えました。 写(真①② )
その後、大門漁業協同組合の鏡組合長をはじ
め堀岡養殖漁業協同組合の皆さんの協力のもと、
サクラマスの稚魚はトラックで堀岡小学校に移
送され、４～６年生の児童に迎えられました。

30

堀岡小
×

大門小

いみずサクラマス

すごく元気に育っていて
安心しました。
大きくなるまで
大切に育てたいです。

環境を考えることを目的に、大門小学校と堀岡
小学校の児童が「サクラマスリレー」に取り組
んでいます。
平成 年 月、サクラマスの卵が大門漁業協
28

同組合から大門小学校に届けられました。サク
ラマスは大門小学校の飼育委員の児童を中心に

10

問合せ先

農林水産課

大門小学校の淡水水槽から堀岡小学校の海水
水槽へと移動するサクラマスの稚魚は、急激な
環境変化に耐えることができないため、淡水と
海水の混合水への移動によって徐々に海水に馴
らしていきます。 写(真③ )そして翌日、海水
に馴らされたサクラマスの稚魚は海水 ％の水
槽に移され、サクラマスリレーを終えました。
写(真④ )
今後、堀岡小学校で大切に育てられるサクラ
マスはどんどん大きくなり、平成 年５月頃に
は成魚となる予定です。その間、両校の児童は
タブレットを活用し、サクラマスの成長を話し
合い、見守りを続けていきます。
児童たちは、 堀｢ 岡養殖漁業協同組合の水槽
で育つ同時期に生まれた兄弟に負けないくらい
大きく育てたい！」と意気込んでいました。

(木)

いみずサクラマスのロゴマーク

堀岡小６年 織田 清雅くん

12

ー６６７７

100

大門小５年 檜木 俊孝くん

①

サクラマスは元々ヤマメ
という魚で、川で卵からか
えり、一生を淡水で過ごす
ものをヤマメ、海に下って
回遊し、産卵時に川へ遡上するものをサクラマ
スと言います。
昔は庄川でもたくさん獲れて富山名産ますの
寿司のネタとして使われていましたが、環境の
変化に伴って数が激減し、｢元祖・ますの寿
司」は姿を消してしまいました。現在はわずか
に獲れるサクラマスをネタとして使用する“伝
統”ますの寿司がわずかに流通している程度で、
量販されているリーズナブルなものは海外から
輸入された原料で生産するものがほとんどです。
今ではごく一部の食通や釣り愛好家が手にする
ことができる幻の逸品となってしまいました。

エサの量や回数、
水槽の汚れに注意して
育てました。
堀岡小学校でも元気に
遊んでほしいです。
大門漁業協同組合

いみず 2
2017.8
2017.8

いみず
3

30
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②
③
④

家庭での備蓄

射水市総合防災訓練

射水市大島北野33番地

洪水、地震

緊急避難場所

いみず野農業協同組合
本店 ３階大ホール

射水市北野1555番地1

洪水、地震

緊急避難場所

子ども子育て総合支援センター
「キッズポートいみず」

射水市二口1081番地

洪水、地震

緊急避難場所
避難所（１次）

あなたは備えてますか？
大江地区を対象に、地震を想定し
た訓練を実施します。当日は、会場
周辺において一部交通規制等を行い
ます。また、緊急車両がサイレンを
鳴らしながら走行しますので、ご理
解をお願いします。
●日時 ８月 日
午前８時 分から正午
●場所 大江コミュニティセンター
及び周辺

■防災行政無線による広報
総合防災訓練に合わせ、午前８時
分頃、市全域の防災行政無線から
防災に関する広報を行いますので、
ご理解をお願いします。

■ 緊｢急速報・エリアメール」

特別養護老人ホーム
すずらん ４階会議室等

「防災の日・防災週間」

備蓄を始める場合、家族全員３日
分の食料全てを買い揃えると、費用
の面で負担が大きくなります。まず
は、家庭に必要な食料品の量を把握
し、普段使っている保存性の高いも
のを多めに「買い置き」する方法が
有効です。賞味期限を考え、古いも
のから計画的に消費し、使った分だ
け買い足す「循環備蓄」を心がけま
しょう。
１～２週間程度、常温で保存の効
くものであれば、十分家庭の備蓄に
活用できます。普段の食生活に取り
入れ、家庭で備蓄を始めましょう。

保存性の高い食料品（例 )

緊急避難場所

９ 月 １ 日 は 「 防 災 の 日 、｣ ８ 月
日から９月５日までは「防災週間」
です。近年、毎年のように地震や風
水害による大きな被害が全国的に発
生しています。７月には、中国・九
州地方で大雨による土砂災害や河川
のはん濫が相次ぎ、多くの方々が被
災しました。災害はいつ・どこで起
き る か わ か り ま せ ん 。 防｢ 災 の 日 」
防｢災週間」に向けて今一度、災害に
対する意識を見直し、災害に備えま
しょう。
配信訓練
射水市総合防災訓練の中で、市内
住民を対象に配信訓練を行います。
訓練ですので、メール受信後も慌て
ずに行動してください。

洪水

家族との連絡方法などの確認
等
午前８時 分頃

射水市小島3724番地

米、餅、乾麺（うどん、そう
めん等 、
) 大豆 ・ 小豆、ソー
ス・スープ類、調味料、缶詰、
野菜
８月 日

●配信日時
●配信媒体

アプリオ ３階屋上駐車場

災害が起きたとき、家族みんなが
一緒とは限りません。災害時の家族
との連絡方法や集合場所について、
日ごろから家族と話し合う機会をつ
くりましょう。

緊急避難場所
避難所（１次）

非常用持出品・非常備蓄品

緊急速報・エリアメール（ＮＴＴ
ドコモ、ａｕ、ソフトバンク各社
の対象機種）
問合せ先

総務課防災危機管理班
ー６６３２

地震

家庭での備えとして、発災後、避
難時にすぐ持ち出す必要最低限の
「非常用持出品」や、救援物資が届
くまでの最低３日程度の避難生活に
必要な「非常備蓄品」の準備ができ
ているかチェックしてみましょう。

30

射水市大門164番地2

気象庁からのお知らせ
気象災害から命を守るために
気象警報が生まれ変わりました
気象庁では、平成 年出水期から、
気象警報の４つの改善を行いました。

① ５日先までの大雨警報等の発表の
可能性を［高］［中］の２段階で
提供します。

② 警報・注意報の発表時に、最大

時間先までの危険度の予想を色分
け表示して提供します。

③ これまで大雨・洪水警報等の発表
基準に用いてきた雨量に代えて、
災害発生との結びつきが強い「指
数 」 土( 壌 雨 量 指 数 、 表 面 雨 量 指
数、流域雨量指数）を用いるよう
にします。これにより、より的確
な警報・注意報を提供します。

④ 大雨・洪水警報が発表されたとき
に、どこで実際に危険度が高まっ
ているのかを地図上に色分け表示
します。
これらの改善した情報は、
気象庁ホームページでご覧
いただくことができます。

考

30 (日)

大門コミュニティセンター
（旧大門児童館）

□飲料水
□カセットコンロ
□食料
□寝袋
□下着・衣類
□食器類
□タオル
□工具類
□石鹸・洗剤 など

問合せ先

新たに下記の施設を追加指定しました。今回の追加指定施設を含めた
最新情報は、市ＨＰ（トップページの「射水市避難所一覧」）でご確認
ください。
「緊急避難場所」…… 災害から一時的に命を守るために避難する施設
「避難所」…… 災害の危険性がなくなるまで一定期間滞在する施設

20

(日)

緊急避難場所
避難所（１次）

□飲料水
□貴重品
□食料
□救急用品
□ラジオ
□携帯電話
□タオル
□薬
□懐中電灯
□ライター
□メガネ・入れ歯（必要な方） など

富山地方気象台

20

地震

非常備蓄品リスト
０７６ー４３２ー２３３１

●緊急避難場所・避難所の追加指定

30

高岡市下牧野385番地1
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いきいき長寿館

県民一斉防災訓練
～シェイクアウトとやま～
身を守るための行動を３段階に分
けて行い、地震防災の必要性を改め
て認識することを目的とした訓練で
す。自宅や職場、自主防災組織など
で参加してください。射水市役所も
参加します。
●日時 ９月１日
午前 時
防
※災週間（８月 日～９月５日）
の期間内で日時を変更して実施す
ることも可能

●実施内容
それぞれの場所で合図をとって、

安全行動（①まず低く②頭を守り
③動かない） を実施します。 約(１
分間）

●参加方法
参加する団体は、事前登録が必要
です。詳しくは、
日本シェイクアウト提唱会議」ＨＰ
｢
（ http://www.shakeout.jp/
）
へアクセス又は、市ＨＰに掲載のチ
ラシをご覧ください。
問合せ先

富山県 防 災 ・ 危 機 管 理 課
０７６ー４４４ー３１８７
総務課 防 災 危 機 管 理 班
ー６６３２

!!

非常用持出品リスト

29

30

いみず 4
2017.8
2017.8

いみず
5

51－6632
総務課防災危機管理班
問合せ先

10

※リストの項目は一例ですので、このほかにも必要だと思われるものは追加で
準備をしてください。
24

備
対象となる災害
所
住
名
設
施

30(金)

●チェックリスト
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― モンドセレクション2017金賞 ―

｢いいみず いみず｣
２年連続金賞受賞！!

射水市実行委員会設立

ねんりんピック富山2018開催に向け始動

射水市水道事業で製造している『いいみず いみず』が、2017年モンドセレクションに
おいて金賞を受賞しました。
2016年の初出品での金賞受賞に続いて、２年連続の金賞受賞となります。県内外の取扱
所にて販売していますので、射水のおいしい水をぜひご賞味ください。

「いいみず いみず」
で
フレーバーウォーターを
作ろう♪

『いいみず いみず』概要
射水市の自己水源である広上取水場で採水した
浄水を加熱処理し、500mlのペットボトルに詰めた
ものです。
ミネラル分を適度に含み、飲みやすいのが特徴
です。

フレーバーウォーターとは、果物や野菜、ハーブ、
スパイスなどで風味をつけた飲み物です。
食材の組合せに特に決まりはないので、ぜひ季節
の折々に旬の食材で味わってみてください。

モンドセレクションとは

材料

世界各国から出品される食品・飲料等の消費
生活製品を審査し優良な商品を認定する、ベル
ギーに本部を置く評価機関です。
２年連続の受賞により、射水市の水道水が
国際的な評価基準を満たした優良な品質である
と認められました。

取扱所

｢全国からいらっしゃる皆さんへ射水市の魅力や特色をア
ピールするとともに、市民を挙げておもてなしの心で歓迎し､
温かみのある大会としたい｡」と市長があいさつを行いました｡
市では、弓道、パークゴルフ、健康マージャンの３種目の
交流大会を行います。

・レモン輪切り３枚
・昆布（約４cm 角）
・タイム１枝
・「いいみず いみず」500ml

レシピ

道の駅カモンパーク新湊、川の駅新湊
新湊きっときと市場「おみやげ処 丸徳｣
夢テラス海王、海の駅新湊Sazan
ＪＡいみず野 ｢村の駅 菜っちゃん」(新湊店・太閤山店)
旧小杉郵便局 ｢LETTER」
とやマルシェ ｢GOSHU」
三井アウトレットパーク北陸小矢部 ｢the Made In｣
日本橋とやま館

① 好みの食材を切り分けて容器に入れる。
② 水を注ぎ、冷蔵庫で一晩冷やす。

上下水道業務課

問合せ先

84－9641

８月診療分から、表のとおり高額療養費の限度額が変わります。

現役並み所得者

57 ,600円

一般

14 ,000円

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

外来＋入院（世帯ごと）の
自己負担限度額

外来（個人ごと）の自己負担限度額

80 ,100円＋
（医療費－267 ,000円）×１％
４回目以降 44 ,400円
４回目以降

8, 000円
8, 000円

57,600円
44, 400円
24 ,600円
15 ,000円

変更箇所は表の網掛け (青字) 部分のみです。
詳しくはご自宅に送付しているパンフレット等でご確認ください。
問合せ先
7

いみず

2017.8

第31回全国健康福祉祭とやま大会（ねんりんピック富山2018）選考会

｢第 16 回富山ねんりん美術展』出品作品を募集します

販売
価格 １００円（税込み）

後期高齢者医療制度に加入している方・
射水市国民健康保険に加入している 70 歳以上 の方へ
所得区分

ねんりんピックは、
60歳以上の方々を中心
とした健康と福祉の祭典
です｡“夢つなぐ 長寿の
かがやき 富山から”を
テーマに、来年11月に
富山県で開催されます。
６月26日に射水市実行
委員会設立総会を開催し、
開催基本方針や本年度事
業計画などを確認しまし
た。

人生の年輪を重ねられた方々の生きがいと健康づくりの活動を促進するため、
『第16回富山ねんりん美術展』が開催されます。
今回は、｢第31回全国健康福祉祭とやま大会」(ねんりんピック富山2018）の
選考会を兼ねており、特に作品を広く募集します。

開催期間

11月８日(水)・９日(木)

会

場

富山県民会館美術館

部

門

日本画、洋画、彫刻、工芸、書、写真

申込期間

８月１日(火)～９月22日(金) まで

○各部門の出品規程・規格、申込方法、その他詳細については、
社会福祉法人富山県社会福祉協議会富山県いきいき長寿センターまでお問い合わせ
ください。
〒930－0094 富山市安住町５番21号 富山県総合福祉会館（サンシップとやま）
TEL 076－432－6010
FAX 076－432－6009
E-mail vita@wel.pref.toyama.jp
問合せ先

社会福祉課ねんりんピック推進班

51－6673

保険年金課
51－6628
富山県後期高齢者医療広域連合 076－465－7504
2017.8

いみず 6

平成 年度

市では、平成 年度予算編成に向
けた国・県に対する要望事項として
「平成 年度射水市重点事業」 (
件）をとりまとめ、７月に県、関係
省庁、県選出の国会議員等に対して
各事業の早期実現を要望しました。

主な要望事項

30

30

37

地区」の推進
●小杉駅南口改札業務の移管
●子ども医療費助成事業の拡充
●国民健康保険県単位化に係る財政
措置等
●発達障害専門医師等の養成
●下水道事業（浸水対策・長寿命化
対策）の推進
●安全・安心なまちづくり
●大島駐在所の移転及び交番化
●「 放生津八幡宮の築山行事・曳山
行事」の国重要無形民俗文化財指
定
●「下村加茂神社の加茂祭（流鏑馬
を 含 む 」) の 国 重 要 無 形 民 俗 文 化
財指定
●「射水市海老江・大門の曳山行
事」の富山県文化財指定

政策推進課

射水市重点事業

●学校教育施設の整備
●斎場（火葬場）建設事業に対する
国庫補助制度の創設
●河川整備（庄川直轄河川築堤事業、
新庄川橋の架替え等）
●道路整備促進（主要地方道小杉婦
中 線 整 備 、 仮( 称 ） 七 美 四 方 荒 屋
線の道路新設等）
●踏切道の安全対策
●土砂災害防止対策の推進
●重点密集市街地整備事業の推進
●交流が盛んで魅力あふれるまちづ
くりの推進
●公園施設の長寿命化と安全・安心
な公園づくり
●港湾関連事業（富山新港東西埋立
地交流厚生用地等への民間事業
者等の誘致、富山新港国際物流
ターミナルの整備等 )
●国営施設機能保全事業「射水平野

問合せ先


51

ー６６１２

滞納処分（強制執行）の対象と
なる財産

○勤務先の給料
○生命保険
○銀行等の預金
○自動車やバイクなどの動産
○年金
○不動産
○その他右記以外の財産

ー６６２０

差押にあたり、事前の連絡はしていませ
ん。また、差押執行後は差押を解除するこ
とはできません。納付にお困りの事情があ
る場合は差押処分となる前に、各担当課へ
ご相談ください。

問合せ先

収納対策課

税外債権の徴収を行っています

市では、税だけではなく、各担当課から
税外債権の徴収業務の引き継ぎを受けて、
税外債権の滞納処分等の法的措置を行って
います。納期内に納めていただいている方
との公平性を確保するためにも、預金や給
料・不動産などの財産の調査・差押などを
行い、市の債権徴収に努めています。

対象となる主な税外債権

○保育園保育料
○し尿収集手数料
○介護保険料
○生活保護返還金
○後期高齢者医療保険料
○市営住宅使用料
○上下水道使用料
○市民病院診療料
○市営駐車場使用料
○奨学資金

51
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マンホールカードを作成しました

NK
BAN
K

マンホールカードとは

創業支援事業補助金をご活用ください！
市内で新たに創業する個人の方又は創業して間もない中小企業者に対し、事業に対する経費の一部を補助
します。

■対象者
下記の条件を満たす個人の方又は中小企業者
(1) 補助金の申請年度内に創業を行う方又
は創業の日から２年を経過しない方
(2) ｢特定創業支援事業による支援を受け
たことの証明書※」を有する方
(3) 創業前の方又は個人事業主の場合は、
申請日において市内に住民登録のある方
法人の場合は、市内を本店所在地とした
法人登記が行われている方

■補助内容
補助対象経費の２分の１以内、
上限50万円
9

いみず

2017.8

※ 射水市で「特定創業支援事業による支援を受けたことの
証明書」を取得するためには、射水商工会議所又は射水市
商工会が実施する創業塾、専門家派遣事業又はその両方を
受講した上で、市へ申請していただく必要があります。
（日程及び事業の詳細については、射水商工会議所又は射
水市商工会にお問い合わせください。）
●創業塾の開催日（予定日を含みます。
）
実施主体

事業名

開催（予定）日

射水商工会議所 創業スクール

８/22､ ９/７､ ９/14､９/21
全４回 午後６時30分～８時30分

射水市商工会 創

第１回 10/14､10/28 (全２回)
第２回 翌年１月予定

業

申込み・問合せ先

塾

商工企業立地課 51－6675

マンホール蓋の写真・位置情報・デザインの由来などが記載された、全国
統一の様式で作成されたコレクションカードです。全国では191自治体222
種類のカードが配布されています。
射水市では、下水道事業に興味を持っていただくため、地域色豊かで全国
的に人気となっているマンホールカードを作成しました。
｢道の駅カモンパーク新湊物産コーナー」にて、８月１日から、カードを
欲しいという方に無料で一人一枚手渡しで配布します。
(午前８時から午後５時まで（年中無休）)

射水市のマンホール蓋
市章を取り囲むように、市の花「カワラナデ
シコ」と花木「あじさい」をあしらった美しい
デザイン蓋です。カワラナデシコは、市の西部
を流れる庄川の自然の営力とその水の恩恵を象
徴としており、あじさいは、市民が明るく暮ら
す「きららか射水」のシンボルとして愛されて
います。市章は、射水の頭文字「い」の字を基
に、輝く日本海を表現したものです。カラーマ
ンホール蓋は、｢道の駅カモンパーク新湊」に
設置してあります。

姉妹都市北海道剣淵町との交流
姉妹都市である北海道剣淵町のマンホール
カードも同日から配布されることを記念して、
それぞれのマンホール蓋を交換し、｢道の駅カ
モンパーク新湊」に剣淵町のマンホール蓋を、
剣淵町「まちの駅」付近に射水市のマンホール
蓋を設置します。剣淵町のマンホールカードが
欲しい方はぜひ剣淵町を訪れてみてください。

問合せ先

下水道工務課

84－9648
2017.8

いみず 8

９月15日(金)

薬剤師

災害に備えて

糖尿病療養指導士

食事療法と単位配分

管理栄養士

時間：午後１時30分～３時 場所：診療棟３階会議室(9/15のみ図書室)
問合せ先：地域連携室 82－8136

貧血について

場所：診療棟３階会議室
82－8136

● 訪問看護に関する相談会を開催します
日時：９月８日(金)、10月24日(火)
時間：午前10時～正午
場所：射水市民病院１階医療福祉健康プラザ
問合せ先：訪問看護コールセンター
076－431－0230

子宮筋腫など）、あるいは消化管からの出血（胃十
二指腸潰瘍、食道裂孔ヘルニア、癌など）、鉄摂取
不足、鉄吸収不良などがあります。いずれにしても
鉄欠乏がある場合は、何らかの病気が隠れている可
能性があります。
また、鉄欠乏以外には、消化管手術後などにおき
るビタミンＢ12や葉酸の欠乏、銅や亜鉛などの微
量元素の欠乏、ときには、それ以外の血液疾患によ
る貧血も存在します。鉄欠乏の場合は、原因疾患の
治療とともに鉄剤の内服または注射、それ以外の貧
血に対しては、それぞれの原因の治療や補充を行い
ます。
健診などで初めて貧血を指摘されたら、内科で一
度詳しく検査を受けることをお勧めします。

医療相談を開催します

院長、副院長が「医療何でも相談」に応じます。
日時：８月28日(月) ※事前に予約をお願いします。
場所：市民病院診療棟 問合せ先：地域連携室 82－8136

射水市の工事等発注状況
入札による契約（平成29年６月契約分）

（契約金額が１千万円以上のもの）

物 件 名

問合せ先

管財契約課

契約業者名称

11

10

in

29

29

104


21

問合せ先

(火)

高岡年金事務所
ー４１８０
（ダイヤル後、音声案内が流れ
ますので、②番を押してくだ
さい。担当課へつながります。）

10 15

その他

出張年金相談

(日)

(土)

年
だ 金
よ
り

50

クレジット納付や電子納付もあ
ります。詳しくは日本年金機構の
ホームページでご確認ください。
）
（ http://www.nenkin.go.jp/

12,398,400
19,785,600
10,929,600
17,712,000
10,260,000
43,480,800
40,608,000
45,684,000
52,920,000
82,620,000
12,852,000
41,040,000
14,472,000
28,296,000
56,160,000

10

30

場所
射水市役所１階 相談室

2017.8

246,456,000

(日)

10

日時
８月 日
午前 時～午後３時

11 いみず

12,549,600
11,772,000
16,956,000
15,271,200
14,256,000
14,796,000

基
※礎年金番号の分かるものや
身分証等をご持参ください。

㈱ばんどー工業
㈲釣住設
北陸防水㈱
丸芳工業㈱
㈲システムホリタ
昭和建設㈱ 射水支店
北海工業･米田木材射水市堀岡コミュニティセンター
射水市堀岡コミュニティセンター新築（建築主体）工事 （射水町一丁目地内）
新築（建築主体）工事共同企業体
㈲長徳組
公共下水道（改築）汚水管改築(第8工区)工事 （三日曽根外地内）
工事
㈲小杉設備工業
戸破地区消雪管布設その２工事
㈲システムホリタ
戸破地区消雪管布設その３工事
㈱朴木工業
公共下水道（改築）汚水管改築(第9工区)工事 （三日曽根地内）
㈱サンコー
戸破地区消雪除塵施設設置工事
㈲野手配管
二口（幸町）地内配水管布設替工事
㈱織田
戸破地区消雪管布設その１工事
新高建設㈱
小杉中学校体育館屋根改修工事 （戸破（中央通り一丁目）地内）
㈱織田
鷲塚地内配水管布設替工事
道路技術サービス㈱
新開発地内西部幹線配水管推進工事
㈱ＮＪＳ 富山出張所
射水市雨水管理総合計画策定業務委託 （射水市全域）
委託 射水市都市計画基本図等作成業務委託 （射水市全域）
中日本航空㈱ 富山支店
朝日コンサルタンツ㈱ 射水支店
農村地域防災減災事業ため池耐震診断業務委託 （上野外）
㈱モリタ 富山営業所
消防ポンプ自動車（CD-Ⅰ型）消防団用 ２台 （射水市消防本部）
物品
長野ポンプ㈱ 富山営業所
化学消防ポンプ自動車 （射水市消防本部）
二口地内配水管布設替工事
沖塚原地内市道塚原69号線外配水管布設替工事
道の駅新湊屋上防水改修工事 （鏡宮地内）
手崎地内配水管布設替工事
中野地内 配水管布設替(その２)工事 （中野、若杉地内）
歌の森運動公園駐車場整備工事 （黒河四区地内）

51－6617
契約金額(税込･円)

 
82 56
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国民年金保険料の
お得な納付方法をご存知ですか？

問合せ先：経営管理課 82－8100

時間：午後２時～３時
問合せ先：地域連携室

薬剤師

平成 年度国民年金保険料は、
す。割引額は納める月によって異
月額１６，４９０円です。現在、
なりますので、申し込みの際にご
納付書や口座振替で翌月末に納付
相談ください。
している方は、前納制度を利用す
また、免除申請の結果、一部免
ることで保険料が割引になります。 除が承認された方も、年度分をま
とめて前納すると割り引かれます。
口座振替の早割り・前納
納付書についてのお問い合せは
高岡年金事務所までお願いいたし
ます。

看護補助者

処方される薬は?

口座からの引き落としを当月末
にすることで、月額 円が割り引
かれ月額１６，４４０円になりま
す。
口座振替の申込みには、通帳と
金融機関のお届け印鑑が必要です。
口｢ 座 振 替 に よ る ６ か 月 前 納 」
を希望される場合は、８月末まで
にお申し込みください。平成 年
月から平成 年３月分の保険料
として、９７，８２０円（１，１
２０円割引）が、 月末に引き落
とされます。
１｢ 年前納 「｣ ２年前納」は、今
年度分の申込みが終了しており、
現在、来年度分を受け付けていま
す。

●

病気

納付書による前納

● 臨時職員を募集します

胸が痛くなる心臓血管の

今年度３月分又は、来年度３月
分までの保険料を一括して、前納
納付書で納めることで割引されま

「貧血で倒れた」という
ときの「貧血」は、本来の
貧血の症状のひとつで、め
まいや立ちくらみなどのこ
とを指します。貧血につい
ては、世界保健機関ＷＨＯ
診療局長兼内科部長
で定義されていて、血色素
加藤 勤
量で男性13g/dl未満、女性
12g/dl未満、高齢者や乳幼児及び妊婦は11g/dl未
満とされています。
原因は、女性に多い鉄欠乏性貧血が大半を占め、
さらにこの原因としては婦人科的要因（過多月経、

９月22日(金)

循環器内科部長

病気

９月９日は「救急の日」
救急医療週間９月３日 ～９日

９月１日(金) 糖尿病の薬について

(日程を変更し
ました)

「目の前で大切な家族が急に倒れたら、あなたはどうしますか？」
大切な命を救うためには、その場に居合わせた人の適切な応急手当、
そして迅速な１１９番通報が重要です。消防署では応急手当の方法を
学ぶ、 救｢命講習」を随時受付けています。最寄りの消防署にお申し
込み下さい。

管理栄養士

当

みんなで楽しく学ぶ『救急フェア 射水』を開催します

糖尿病療養指導士

食事療法と単位配分

担

ー０１１９

低血糖について

開催内容

射水消防署

薬剤師

開催日

９月15日(金) 胸が痛くなる心臓血管の 高川副院長兼

ー８３３３

堀内科部長

糖尿病の薬について

心臓病教室に参加しませんか ● ● ●
新湊消防署

８月18日(金)

糖尿病とは

●●●

大切な命を救うために、ぜひこの機会に参加しませんか？
日
時 ９月 日
午前 時～正午（荒天は中止）
場
所 イータウン駐車場（射水市本開発 番地）
実施内容 ①救急広報
・週間ポスター等の掲示
・救急車、その他消防車両の展示
・救急○ ク
×イズ
・子ども、高齢者事故の予防
②救急体験
・応急手当
・心肺蘇生
・ＡＥＤの取扱い
・応急手当等の救急体験（スタンプラリー実施）

●●●

救
※急○ ク
×イズ正解者、スタンプラリー参加者には粗品を進呈します。

糖尿病教室のお知らせ

熱中症 ～ご存じですか？予防・対処法～

http://hosp.city.imizu.toyama.jp/

糖尿病で治療を受けている方、糖尿病の患者さんを家族に
お持ちの方や糖尿病に関心のある方、ぜひご参加ください｡
持参するもの ①筆記用具
②食品交換表､電卓(あれば良い｡８/18､９/15のみ)
③お薬手帳(お薬に関して相談がある方｡８/４､９/１のみ)
開催日
開催内容
担
当
８月４日(金)

消防本部からのおしらせ

８/28(月) 婦人科休診です｡
問合せ先

●●●

TEL 82-8100

熱中症は気温などの環境条件だけではなく、体調や暑さに対する慣
れなども影響して起こる場合があります。特にこれからの季節、冷房
の効かない風通しの悪い室内などは注意が必要です。
◆熱中症の対処方法
◆熱中症の予防方法
・涼しい場所への避難
・涼しい服装や日傘、帽子をかぶる
・水分をこまめにとる
・脱衣と冷却
・こまめに休憩をし、日陰を利用する
・水分と塩分の補給

射水市民病院

2017.8
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射水市保健センター 52－7070

項目 対象者

○検診の詳細は、｢射水市おとなの健康カレンダー｣（広報
いみず４月号と同時配布）をご覧ください。

事

業

名

対

象

３～４か月児健康診査
Ｈ29年５月生
Ｈ28年１月生

(むし歯予防教室をあわせて実施)

(むし歯予防教室をあわせて実施)

２歳児
むし 歯 予 防 教 室
※申込者のみ

Ｈ28年２月生
Ｈ26年２月生

３歳６か月児健康診査

２歳６か月児
３歳児

もうすぐパパママ教室

要予約

育児相談

者

1日～14日生
15日～30日生
1日～14日生
15日～31日生
1日～16日生
17日～31日生
1日～12日生
13日～29日生
1日～14日生
15日～28日生
1日～18日生
19日～31日生

Ｈ29年４月生

１歳６か月児健康診査

Ｈ26年３月生
Ｈ27年８月生
Ｈ27年９月生
Ｈ27年２月生
Ｈ27年３月生
Ｈ26年８月生
Ｈ26年９月生

要予約

実

施

日

受付時間

13 : 00～13 : 15

月

日

医

院

・

病

院

9 : 30～10 : 30
9 : 45～10 : 00

※都合により変更になる場合があります。
受診の際は直接医療機関に電話でご確認ください。

歯

科

40歳以上の方

内

容

問診・ＣＴ撮影

日

程

下記のとおり
☆予約は８月７日(月)からです。
各受付時間10名まで予約できます。
保健センターへ予約してください。

会

2017.8

９月10日 (日)

場

射水市保健センター

受

付

時

間

② 9:30～10:00 ⑦13:30～14:00
③10:00～10:30 ⑧14:00～14:30

★８月３日(木) 射水市保健センター

13:30～14:00

８月24日(木) アイザック小杉文化ホールラポール

●次のような方は、
ヘリカルＣＴを 特にオススメ します！
①50歳以上の方
②喫煙指数600以上の方
(喫煙指数＝たばこ１日の本数×喫煙年数)
③せき、たん、胸痛が１か月以上続いたり、
血たんのでる方
④身内に肺がんの既往のある方
⑤身近に喫煙者がいる方
（※たばこは喫煙者だけでなく、そばにいる
方も危険にさらしています。）

④10:30～11:00 ⑨14:30～15:00
⑤11:00～11:30 ⑩15:00～15:30

検診料金
①節目年齢以外の方

3, 300円 (検診料8,540円のところ市が差額を補助します｡）
②節目年齢の方

2, 300円 (検診料8,540円のところ市が差額を補助します｡）
40歳 昭和52年４月１日～昭和53年３月31日生
45歳 昭和47年４月１日～昭和48年３月31日生
50歳 昭和42年４月１日～昭和43年３月31日生
55歳 昭和37年４月１日～昭和38年３月31日生
60歳 昭和32年４月１日～昭和33年３月31日生
65歳 昭和27年４月１日～昭和28年３月31日生

http://imizu.weblike.jp/

70歳 昭和22年４月１日～昭和23年３月31日生

注意事項
肺疾患等で経過観察中・治療中及び昨年受診さ
れた方は対象となりません。
また、心臓ペースメーカーを装着の方は、誤作
動を起こす可能性があるため検査できません。

(射水市医師会QRコード)

保健師や助産師が、妊娠届出等の諸手続きや妊娠、出産、子育
（子ども子育て総合支援センター「キッズポートいみず」
）てに関する相談を行っています。お気軽にご相談ください。
13 いみず

９月９日 (土)

検診日

医

※最新情報は射水市医師会のホームページをご活用ください。

1F 母 子 総 合 相 談 室

★８月１日(火) 高周波文化ホール

30 20

① 9:00～ 9:30 ⑥13:00～13:30

おおがくクリニック（中太閤山） 浅山外科胃腸科医院（八塚）
桜馬場内科歯科医院
【内・眼】
56－4000 【外・胃】
5 2 － 3 5 5 3 （高岡市東下関） 2 5 －7000
北林クリニック（戸破）
ひのき整形外科（善光寺）
串田歯科医院
8 月11日(金)
9 1 － 6417
【脳外・内】
57－0008 【整外・リハ】
8 4 － 8 8 0 0 （氷見市島尾）
赤江クリニック（堀岡）
大島くるみ病院（大島北野）
金子歯科医院（高岡市古定塚）
8 月13日(日)
2 2 －1590
【内・脳神外】
86－1420 【内】
5 2 － 2 5 8 0
真生会デンタルクリニック
8 月14日(月)
（射水市下若）
5 2 －6070
道振整形外科医院（二口）
梅崎クリニック（海老江）
和田歯科医院（高岡市御旅屋町）
8 月15日(火)
2 5 －6480
【整外】
52－5699 【内・放射・小】 8 6 － 8 4 2 0
松本医院（三ケ）
尾島外科胃腸科医院（桜町）
立浪歯科医院
8 月16日(水)
2 6 － 1182
【内・小】
55－0057 【外・胃】
8 4 － 8 5 5 2 （高岡市波岡）
おおしまこどもクリニック（戸破） 木戸クリニック（朴木）
ほたる野歯科医院
8 月20日(日)
5 1 － 7744
【小】
56－7087 【内・神内・眼】 8 2 － 7 3 0 0 （射水市広上）
木田小児科医院（東太閤山）
越野医院（立町）
ふかだ歯科医院
8 月27日(日)
【小】
57－1525 【内】
8 2 － 2 8 5 5 （高岡市福岡町） 6 4 － 8002

市内の医療機関の地図をはじめ、当番医などがすぐわかるよう構成されています。

受付時間

先着200名 (昭和53年３月31日以前に生まれた方)

対象者

8 月 6 日(日)

ホームページアドレス

場

ヘリカルＣＴとは、胸部の周囲をらせん状に回って連続して撮影するコンピューター撮影です。これ
まで発見が難しかった１㎝以下の小さな肺がんも発見できます。撮影は、しばらく息を止めるだけで終
了します。この機会にぜひ受診しましょう！

9 : 15～ 9 : 30

８ 月１日(火)
９ 月１日(金)
８ 月25日(金)
９ 月26日(火)

診療時間 午前９時～午後５時

会

ヘリカルCT肺がん検診のお知らせ【要予約】

◎ 乳幼児健康診査やむし歯予防教室の日程変更を希望される方は、射水市保健センターまでご連絡ください。

■休日在宅当番医・歯科医

実 施 日

★印の日は託児付がん検診の日です。検診予約時に併せて予
約しましょう。

(定員に達しました)

生後４か月～６か月児

○受診を希望される方で受診券が届かない（転入・退職等）
場合はお知らせください。

８ 月８日(火)
８ 月23日(水)
９ 月12日(火)
９ 月27日(水)
８ 月10日(木)
８ 月30日(水)
９ 月６日(水)
９ 月15日(金)
８ 月９日(水)
８ 月31日(木)
９ 月７日(木)
９ 月14日(木)
８ 月４日(金)
９ 月20日(水)
８ 月18日(金)
９ 月22日(金)
８ 月22日(火)
９ 月29日(金)
９ 月２日(土)

妊婦とその夫
乳幼児

もぐもぐ教室(離乳食教室)

○｢受診券｣「検診料金｣「眼鏡(※必要な方)」を持参してください。

会場：射水市保健センタ－ (旧大門保健センター)

… 歳以上
……歳以上

■乳幼児健診、教室等の日程

乳がん検診

保健だより

※子宮・乳がん検診は予約が必要です。
子宮がん検診

月号

■成人の集団検診 (８月１日～８月24日)

問合せ先

子宮・乳がん検診
要[予約 ]

8

毎月19日は食育の日 ◎家族そろって食事を楽しみましょう！
※ 食育とは「食」についての知識、｢食」を選ぶ力を身につけ、健全な食生活を実践するための取組です。
2017.8
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市職員採用試験

射水市民病院職員

①市内に住所を有する方
②年齢が平成 年８月末時点
で満 歳以上の方
③国又は地方公共団体の議員
でない方
④平日の日中に開催される会
議に出席可能な方
申込方法
応募申込書に必要事項を記
入し、人事課へ持参するか、
郵送、ファックス又はメール
にて提出してください。応募
申込書は、人事課で配布しま
す。市ホームページからダウ
ンロードすることもできます。
申込期限 ８月 日
当(日消印有効）
選考方法 応募動機等により
選考します
選考結果 応募者全員に通知
します。提出書類の返却は
いたしません。
問合せ先 人事課
６
―６１３
富山県観光・交通・地域振興局総合交通政策室 076－444－4044
問合せ先
51－6683

農業委員会委員
募集人数
名
任期 平成 年 月 日から
平成 年 月 日まで
募集期間
９月１日 ～９月 日
応募推薦方法
応募届または推薦届のいず
れかを農業委員会事務局に提
出
様式は、８月下旬から市
※
ホームページからダウン
ロードすることもできます。
問合せ先

○臨床工学技士
若干名
昭和 年４月２日以降に生
まれた方で、臨床工学技士免
許取得済みの方又は平成 年
の国家試験に合格し免許取得
見込みの方
採用予定日
平成 年度中の指定日又は
平成 年４月１日
申込期間
７月 日 ～９月 日
試験日
月４日
試験会場 射水市民病院
試験科目 小論文、適性検査
及び面接
受験申込用紙等の配布
市民病院で配布します。郵
送請求（角型２号に１２０円
切手を貼った返信用封筒を同
封）又は市民病院ホームペー
ジ、市ホームページからダウ
ンロードすることもできます。
問合せ先
射水市民病院経営管理課
８
―１００

射水市特別職報酬等
審議会委員
特別職の報酬等に関する事
項を審議する審議会委員を募
集します。
募集人数
１名
任期 委嘱の日から２年間
報酬 会議の出席に対し、報
酬を支払います。
応募資格

定員
名（先着順）
参加費 ５００円
小(・中学生無料 )
エプロンを持参ください。
申込方法 氏名・電話番号・
参加人数を記入のうえ、
メール又は電話にて。
申込先 カモン外国語教室
とができる通信制の大学です。
大学を卒業するために学ぶ
ことはもちろん、キャリア
アップや知識を深めるために
必要な科目だけを学ぶことも
できます。
申込期限 ９月 日
問合せ先
放送大学富山学習センター
９
―２３０

平成 年度学生募集
富山県技術専門学院は県立
の職業能力開発校です。二年
制の普通課程では、自動車整
備科、メカトロニクス科、電
子情報科の学生を募集します。
推薦選考日
月６日
一般選考日
月１日
問合せ先 富山県技術専門学院
０７６ ４
―５１ ８
―８４０

８月は現況届の提出月です

あなたのお家は
だいじょうぶ？
日頃から電気使用安全を
心がけましょう。

○任期付保育士（中級 )
任期 平成 年４月１日から
平成 年３月 日までの３
年間
５名程度
昭和 年４月２日以降に生
まれた方で、保育士資格を有
し、保育士の職務経験を平成
年 月末までに３年以上有
する見込みの方
採用予定日
平成 年４月
申込期間
８月１日 ～８月 日
受験申込用紙等の配布
８月１日 から人事課及び
各地区センターで配布します。
郵送請求（角型２号に１２０
円切手を貼った返信用封筒を
同封）又は市ホームページか
らダウンロードすることもで
きます。
詳
※しくは、募集要項又は市
ホームページ「射水市職員
採用情報」をご覧ください。
問合せ先 人事課
６
―６１３

選任方法 候補者を選考し、
市議会の同意を得て市長が
任命します。
応募資格など、詳しくは農
業委員会事務局へ問い合わせ
ください。
申込み・問合せ先
農業委員会事務局
６
―６８５
３
―７４０ 代(表・加門 )
kamon.language.school
@gmail.com

射水市環境衛生協議会事務局

①特別児童扶養手当の所得状
況届
②児童扶養手当の現況届
対象者 受給資格のある方
支
※給停止者の方も提出して
ください。提出しないと、
８月分からの手当を受ける
ことができません。
③ひとり親家庭等医療費助成
受給資格の更新
資
※格更新申請書を提出しな

８月は経済産業省主唱による
｢電気使用安全月間｣です｡

建築住宅課
地域福祉課 51－6625
問合せ先

※地区センター及び大島分庁舎では、収納業務を
行っていません。

・エンゼルタウン：赤井地内
・住宅地造成：北野字大島地内

対象路線 あいの風とやま鉄道 (富山～高岡間)、万葉線、富山ライトレール、
加越能バス(高岡駅～新高岡駅間)、射水市コミュニティバス
(⑰海王丸パーク・ライトレール接続線)
利用期間 平成29年７月15日(土)から平成30年２月25日(日)までの土･日･
祝日のうち１日間有効（平成29年12月30日(土)から平成30年１月３日(水)までを除く)
販売期間 平成29年７月15日(土)から平成30年２月25日(日)
販売価格 大人1,000円、小人500円
発売場所 ・あいの風とやま鉄道 駅窓口【富山駅 (北口・南口)、
呉羽駅、小杉駅 (北口・南口)、越中大門駅、高岡駅】
・新高岡駅観光案内所
購入特典 ・きっぷの呈示により、沿線の協賛施設において、割引等の
サービスを提供

収納対策課 (51－6620) 又は最寄り
の金融機関にお問い合わせください。

市が指定する住宅団地で、居住の
ために宅地を購入し、１年以内に住
宅を新築・居住された方へ助成金を
交付しています｡
７月１日付けで次の団地を新たに
指定しました。

とやま１日乗り放題きっぷ（中央エリア）について

納税は口座振替が便利です!

｢射水市指定宅地取得
支援制度」指定宅地
を追加
８月31日(木)
納期限

第十回特別弔慰金の請求期限が近づいています。平成30年４月２日までに、
ご請求ください。なお、請求期限を過ぎると、第十回特別弔慰金を受ける権利が
なくなりますので、お早めにご請求ください。
■支給対象となる方
平成27年４月１日（基準日）において、｢恩給法による公務扶助料」や「戦傷
病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方（戦没者の妻や父母
等）がいない場合に、以下の順番で順位が先になるご遺族一人に支給されます。
支給対象者は、戦没者等の死亡当時のご遺族で
１．平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の
受給権を取得した方
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係があったことなどの要件を満たしている
かどうかにより、順番が入れ替わります。
４．上記１から３以外の戦没者等の三親等内の親族（甥、姪など）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関係があった方に限ります｡
■支給内容
国債名称：第十回特別弔慰金国庫債券い号 額面：25万円（５年償還）

ご寄附ありがとうございます

北陸新幹線を利用して富山県を訪れる観光客等や県民に対し、公共交
通機関を利用した県内観光を楽しんでいただくため、県主催による中央
エリアの「とやま１日乗り放題きっぷ」を発売しています。
戦没者等のご遺族の皆様へ

市・県民税第２期
国民健康保険税第２期
場 所 高周波文化ホール

(木)

｢とやま１日乗り放題きっぷ」
が発売されました
●株式会社メディカルケア
代表取締役 池尾 深雪 様
100,000円

日時 ９月１日(金) 午前10時

(水)

(金) (金)

秋のミライクル見学＆
体験
日時 ９月９日
午後１時～午後３時
対象者 射水市民
場所 ミライクル館
内容 ミライクル館施設見学、
リサイクル体験
参加費 無料
募集人数
名
申込期限 ８月 日
午後５時 分
申込方法 電話で受け付けま
す。応募多数の場合は抽選
となり、抽選結果について
は８月末までに郵送にてお
知らせします。
申込み・問合せ先
射(水市役所環境課内 )
６
―６２４

放送大学 月入学生
ＢＳデジタル放送やインター
ネットで授業を視聴、自宅で
マイペースに学習を進めるこ

内

今 月 の 納 税

射水市戦没者追悼式

(金)

28

25

18

17 12

20

12 10

放課後児童クラブ
学(童保育）支援員
子どもが大好きで、室内外
での遊びや指導が可能な方を
お待ちしています。
保育士、幼稚園・小学校等
教諭の有資格者は歓迎します。
勤務日や勤務時間について
は、相談に応じますのでお問
い合わせください。
開級時間
平日 午後１時～６時
１日開級日
午前８時～午後６時
問合せ先
放課後児童クラブ
すこやか学級（小杉小 )
０９０ １
―３９３ ０
―４２１

ロシア料理を作ってみよう
ピロシキ・フライデー
日時 ８月 日
午後６時 分～８時 分
受(付６時 分～ )
場所 大門総合会館５階
講師 加門アナスタシアさん
内容 ロシアの伝統食ピロシ
キを作りながらの交流

案

30

(金)

52

30 29

29

12 29

(金)

18

20


51

32

詳しくは、問合せ先へ
ご確認ください。

(月)

いみず 14
2017.8
2017.8

15 いみず

(金)

30

22

(水)

(土)

18


56



(月)

15

33

42

30

12

24

10

15

10

21

30

25

31

(金)


82

集

広場

募
30

(火)

(火)

15 30 18


82

51

format
29


51


51



いと、 月以降に助成を受
けることができません。
受付期間
① ８月 日 ～９月 日
②③
８月１日 ～８月 日
受
※付けは、土日祝日を除く
午前９時から午後５時です。
また、対象の方には、７月
末～８月上旬に書類を郵送
します。
受付場所及び問合せ先
子育て支援課
６
―６２９

の就職や転職を希望する方
会場 とやま自遊館
１階ホール
参加費 無料
申込み 不要
問合せ先
富山労働局
職業安定部
０７６ ４
―３２ ２
―７８２

屋外広告物講習会
富山県では、屋外広告に関
心のある方を対象に、屋外広
告物の表示や設置に関し必要
な知識を修得することができ
るよう、県屋外広告物条例に
基づく講習会を開催します。
屋外広告業を営むためには、
講習会修了者等の業務主任者
を選任し登録を受ける必要が
あります。
日時 ８月 日
午前９時 分～午後４時 分

場所 富山県民会館
対象者 屋外広告に関心のあ
る方
受講手数料 ３，０００円
富(山県収入証紙により納付 )
問合せ先 富山県土木部建築
住宅課管理係
０７６ ４
―４４ ３
―３５５

射水市第４回ふる里再発見
ウォーキング 下地区
福王寺や加茂神社など、平
安期から伝承を受継ぐ旧下村
を歩き、観光案内を聞きなが
らふる里の「伝統 ・｣ 宝｢ 」を

カーテン全体像（建物と
カーテンの位置がわかるも
の）
１枚
②省エネ効果等がアピールで
きる写真（涼しさが伝わる
写真）
１枚
応募期限 ９月 日 必着
写真掲載 環境衛生だより及
びホームページに掲載しま
す。 同(意される方のみ )
申込み・問合せ先
６
環境課
―６２４

動物愛護フェスティバル
日時 ９月 日
午前 時～
場所 富山県動物管理センター

内容 小動物ふれあい体験、
犬・猫の飼い方相談、子猫
の譲渡会・飼う前教室、災
害体験コーナー
子
※猫を譲りたい方は事前に
管理センターへご連絡くだ
さい。
子
※猫を譲り受けたい方は必
ず当日の「飼う前教室」を
受講ください。
その他 犬を同伴する場合は
鑑札、注射済票を装着して
ください。
問合せ先
富山県動物管理センター
０７６ ４
―４４ ３
―２３０

犬の登録・狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、犬の
所有者には居住している市町
村での犬の登録と鑑札の装着、
狂犬病の予防注射と済票の装

再発見しませんか。
日時 ８月 日
午前９時～ 時 分頃
集合場所 下地区センター前
参加費 無料
申込期限 ８月 日
申込み・問合せ先
生涯学習・スポーツ課
６
―６３７
６
―６６３

後期高齢者歯科健診
虫歯等の早期発見・早期治
療とともに、歯磨き指導などを
行う後期高齢者歯科健診を実
施します。
対象者 昭和 年４月１日～
昭和 年３月 日生まれの
方（前年度に 歳になられ
た方）
対象者の方へ８月上旬に
※
歯｢ 科 健 診 の ご 案 内 」 等 の
書類を送付します。
健診期間
９月１日 ～ 月 日
受診には事前に医療機関へ
※
の予約が必要です。
実施機関 県内の歯科医療機関

一部実施しない医療機関が
※
ありますので、送付書類で
ご確認ください。
健診内容
口腔診断、歯周病・口腔衛
生診断、嚥下（えんげ 飲み
込み）機能の検査

着が義務づけられています。
近年、日本では狂犬病の発
症例は報告されていませんが、
狂犬病は発症するとほぼ確実
に死に至る非常に危険な病で
す。
飼い主の皆様は、その危険
性を十分に理解し、犬の登録
と予防注射をお願いします。
犬の登録、狂犬病予防注射
に関するお問合せは環境課ま
で。
登
※録事項の変更（住所、所
有者、転入等）がある場合
も手続きが必要になります。
問合せ先
環境課
６
―６２４

とやま木と住まいフェア
日時
月７日
午前 時～午後４時
場所 県農林水産総合技術セ
ンター木材研究所
内容 親子で木工教室、公開
実験、 丸太切り大会、スタ
ンプラリー参加者には記念
品又はきのこ汁等
参加費 無料
問合せ先
富山県木材組合連合会
５
―１０１

申込み・問合せ先 〒939−0274 射水市小島3724 (アプリオ内)
㈱ホクタテ 射水市営住宅管理事務所 54－6665

ひとり親全力サポートキャンペーン

出｢張ハローワーク ｣
児童扶養手当を受給中の方
を 対 象 に 、 出｢ 張 ハ ロ ー ワ ー
ク」を実施します。現況届の
提出期間中に、ハローワーク
の専門職員による個別の就
職・転職相談を行います。
日時 ８月４日 、８月 日
午後１時～３時 分
場所 市役所１階 １０４・
１０５相談室
問合せ先 ハローワーク高岡
１
―５１５（４４＃）

Ｕターンサポートフェア
県内企業への就職希望者に
対し、合同企業説明会・就職
面接会を開催します。
日時 ８月 日
午前 時 分～午後３時 分

対象者 在職者、平成 年３
月卒業予定の学生、県内で

持ち物 送付書類一式、被保険
者証

費用 無料
健
※診の結果、治療に入る場
合は別途治療費がかかりま
す。
問合せ先 富山県後期高齢者
医療広域連合
０７６ ４
―６５ ７
―５０４

米寿のつどい
日時 ９月７日
午後２時～４時 分
場所 高岡テクノドーム
内容 民謡、県警音楽隊演奏
等
対象者 今年度中に満 歳を
お迎えの方及びそのご家族、
老人クラブ関係者等
参加費 無料
申込み・問合せ先
富山県米寿のつどい実行委
員会
０７６ ４
―４４ ３
―２０４

グリーンカーテンコンテスト
申込資格 平成 年度に市内
のご家庭や事務所等で、つ
る性の植物を使って「緑の
カーテン」を設置している
こと。
申込方法 住所・氏名・連絡
先を記入し、環境課へ送付
又 は 持 参 し て 下 さ い 。 写(
真はカラープリントで２Ｌ
～サービス版まで )
提出写真
①屋外から撮影したグリーン

その他の条件は市営住宅の入居資格と同様です。

いみず 16
2017.8
2017.8

17 いみず

申込方法 入居申込書に所定の書類を添付し提出してください｡

・毎週火曜日 13 :30～14 :30
(受付 13 :00～ 血圧測定あり)
・持ち物：内履き、飲料水

富山県金融広報委員会
申込み・問合せ先

入居資格 ○親族２人以上で入居できる方 (単身入居はできません)
○世帯全員の収入月額が158,001円以上487,000円以下の方

※介護予防事業
｢いみず湯どころ体操教室」開催中
※詳細は、㈱ホクタテ 射水市営住宅管理事務所ホームページをご覧ください。
URL http://www.hokutate.co.jp/building/imizu/

新湊曳山まつり市民プロジェクト
(㈱トラベル新湊  84－2055)
販売・問合せ先

〒930−0046 富山市堤町通り1-2-26
076－424－4471 FAX 076－494－1158
８月１日(火)より発売
平日 (午前９時～午後６時)、土日休日 (午前９時～午後４時)

■特定公共賃貸住宅(立町・赤井)の入居について―― 随時募集しています。

販売代金 税込 3,000円（席を必要とするお子様も同額です）
※先着順の受付（販売）となります。
※座席の指定はできません。上記設置場所【ＡＢＣＤ】
よりお申し出ください。
※詳細は、射水商工会議所のホームページをご覧くだ
さい。(URL : http://imizucci.jp/)

場
所 射水市役所本庁舎 201会議室
定
員 各講座 40名程度(複数講座受講可)
参 加 費 無料
申込方法 ハガキまたはＦＡＸにて「知るぽると塾受講
希望」と記入のうえ、受講希望日、郵便番号、
住所、氏名、年齢、電話番号を記入し、富山
県金融広報委員会へお申し込みください。
各講座開催日の１週間前必着。(定員になり
次第終了)

対象住宅 市営住宅（11団地）の空室
申込期間 ９月４日(月)～９月10日(日) 午前８時30分～午後５時15分
９月10日(日)は午前９時～午後１時まで受付 ※９月９日(土)は休業
★入居順位は９月下旬に射水市営住宅管理事務所にて発表

午前10時～正午頃
午前10時～正午頃
午後３時～４時頃
午後７時～８時頃
【Ａ】立町交差点北側（100席）
【Ｂ】立町交差点南側（100席）
【Ｃ】旧新湊庁舎跡地（100席）
【Ｄ】湊橋東側（100席）

(木)

足洗新町一丁目５番地
催物開始時間 概ね正午～
８月２日(水) ザ・あんぽんたん
５日(土) 劇団「絆」
６日(日) 射水カラオケまつり(10 :00～)
９日(水) のじた踊り・カラオケ発表会
(12 :30～)
19日(土) 新蔵富美男一座
20日(日) 藤山一座
26日(土) ひまわり一座
27日(日) 劇団「つくし」

86－2722

時 10月14日(土) 午後２時～３時30分
容 ｢豊かなセカンドライフのために
～相続・贈与・成年後見制度～」
金融広報アドバイザー 上田 亨 氏

(木)

30

●足洗老人福祉センター

日
内

※住宅にお困りの方へ適切に住宅を提供するため、困窮要件
を勘案し、入居者選考委員会において入居順位を決定します。

時 ９月２日(土) 午後２時～３時30分
容 ｢ライフプランに応じた家計のポイント」
金融広報アドバイザー 政橋 奈保美 氏

10月1日(日)
開催日
設置場所と観覧時間

日
内

10

75 31

11

南太閤山17丁目１番地
催物開始時間 13 : 00～
８月23日(水) 劇団「つくし」
28日(月) 劇団「輝｣

入居資格 ○住宅の確保に大変困っている方
○親族２人以上で入居できる方 (特例で単身入居できる場合もあります)
○世帯全員の収入月額が、158,000円以下の方
○市税等を滞納していない方
○確実な連帯保証人が２人いる方

新湊曳山まつり巡行における見どころに
有料の観覧席(400席）を設置します。

(金)

56－4080
●小杉ふれあいセンター
■市営住宅の入居ついて―― 毎年９月と３月に入居者の募集をしています。

～知るぽると塾 in 射水～

施設の催物
市営住宅･特定公共賃貸住宅の入居者募集 各
※詳細は各施設へお問い合わせください

大人 のためのマネー講座

新湊曳山まつり
観覧席を販売します

(日)

30

27

11

16

(土)

(金)

17

10 10

30

10

FAX 
51 51


51
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(金)
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(月)

30

30 25

(木)

29

30
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22

(日)

30

30


51

11
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10

30 14
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(木)

29

24

10




31

(火)


51


21




IMIZU gogo GUIDE

射水おでかけガイド

●８月の休館日 21日

高周波文化ホール（新湊中央文化会館） http://www.imizubunka.or.jp/chubun/ ８２－８４００
8月5日(土)
■ 南こうせつコンサートツアー2017 ～おもかげ色の空～ ■ ふるさと富山推進事業 一斉発売開始！
とやまのたから

８月20日(日)

好評発売中！
午後４時30分開場 午後５時開演
入場料：全席指定 5,500円 (会員 5,000円）

6月11日(日) ホールメイト発売開始!
～五箇山の「こきりこ祭り」､「新湊浜獅子太鼓」
6月18日(日)～
一般発売開始！

●８月の休館日 １日､８日､22日､29日

新湊博物館

８３－０８００

10月９日(月・祝)

企画展「贈りもの｣

８月19日(土)

午後２時30分開場
午後３時開演
入場料：全席自由 500円
(会員 400円）

■ ロビーコンサートのご案内

歴史や伝承に根ざした伝統芸能をその背景を紹介しながら
披露します。今回は、庄川水系をさかのぼる五箇山の「こ
きりこ祭り」と「新湊浜獅子太鼓」で、いずれも神事とし
て行われている伝統芸能です。これら ”
とやまのたから”の
素晴らしさをお楽しみください｡

日本の伝統である贈りものについて、歴史・文化・む
かし話などを紹介しています。
今回は、目に見える贈りものだけではなく、「目に見
えない贈りもの」も紹介しています。
江戸時代、放生津出身のお坊さんが、放生津八幡宮（八
幡町）の本殿に掛ける戸帳（カーテン）を奉納品として贈
りました。その戸帳には、徳川将軍家の紋「三つ葉葵」が
大きく刺繍されています。このお坊さんは徳川家が敬う
知恩院
（京都）
の住職でした。お坊さんは、戸帳だけではなく、
目に見えない「将軍家の権威」をもプレゼントしたのです。

(当日500円高）

※未就学児入場不可

■ 演奏活動30周年 金川睦美ソプラノリサイタル
好評発売中！
午後１時30分開場 午後２時開演
入場料：全席自由 一般 3,000円
高校生以下 1,000円 (当日500円高)
特別出演：澤武紀行 (テノール) ピアノ：呉 恵珠

８月19日(土)

新湊小学校管楽器クラブ

入場無料

会場：大ホールロビー 時間：午後２時～午後３時

s Grooooove!!!!! Monster ■立川志の輔独演会
■リトグリライブツアー2017 秋 Let’
10月13日(金)

10月21日(土) 午後４時30分開場 午後５時開演 好 評

発売中！
入場料：全席指定 6,500円
(会員 6,200円） (当日500円高）
※３歳以上チケット必要｡３歳未満の方でも､お席が必要な場合はチケットをご購入ください。

午後５時45分開場
午後６時30分開演
入場料：全席指定 3,500円

8月26日(土) 一斉発売開始 !

■ ホール利用申込抽選会のご案内

９月30日(土)

下記の日程でホール利用申込抽選会を行います｡
ご利用希望の方は遅延のないよう､ご来館ください｡

午後２時30分開場 午後３時開演
入場料：全席指定 3,000円（会員 2,700円）
(当日500円高)

９月１日 (金)

午前10時～

対象期間

※未就学児入場不可

ＮＨＫドラマで劇中に流れ話題となったスコットランド民謡の日本語版「広い河の岸辺～The
Water Is Wide～」がロングヒットを果たしたほか、各方面で精力的に活動中のクミコによる
アコースティックコンサート。今回は地元共演団体として小杉中学校合唱部も出演します｡

ホ ー ル 平成30年９月３日(月)～９月30日(日)
研修室等 平成30年３月１日(木)～４月１日(日)

■ 第９回射水市合唱祭

10月10日(火)から12日(木)(予定)まで、電
気設備工事のため臨時休館させていただ
きます。その際、全館停電となるため電
話・FAXの使用もできなくなります。
詳細は決まり次第お知らせいたします。
ご理解とご協力をお願いいたします。

９月17日(日) 午後１時開場 午後１時30分開演 入場無料
出演：アーベントＧ、池多童謡の会、射水市混声合唱団、絵本コロ･アルカディア合唱団､
合唱団エコーいみず野、小杉中学校合唱部、新湊合唱クラブ、小杉童謡の会､
ラポールコーラス、ラポールヴィヴァーチェ、ラ・フォレスタ・デル・カント

■ 臨時休館のお知らせ

●８月の休館日 21日
http://www.imizubunka.or.jp/daimon/ ５２－０５６４

大門総合会館

■ 大門ホールシネマ上映会
９月２日(土) 「グレン・ミラー物語」 午後１時30分開演 (117分) 入場無料 (要入場整理券）
スイングを愛し、妻を愛し続けたアメリカの英雄。その生涯が永遠の名曲とともに蘇る！
出演：ジェームス・スチュアート ジューン・アリスン グレン・ミラー楽団 他
整理券設置場所 大門総合会館 高周波文化ホール (新湊中央文化会館)
アイザック小杉文化ホール ラポール
●８月の休館日 １日､８日､10日､14日､15日､16日､22日､29日
http://www.imizubunka.or.jp/tougei/ ５４－１２０１

陶房「匠の里」

■ まだ間に合う！夏休みの宿題にオカリナの絵付け ■ Happy Halloween♪ お化けかぼちゃづくり
約10㎝程の陶器でできたタテ型オカリナに絵付けをして
みませんか？
マジックで文字や絵を描いてニスを塗ればすぐ完成！
その日にお持ち帰りいただけます。
(小さなオカリナですがちゃんと音が出ます）
実施日：８月20日（日）
時 間：午前９時30分～正午
定 員：20名
料 金：1,200円

ハロウィンのシンボル、お化けかぼちゃ（15×15×22㎝
程、ライト付き）をつくろう！目、鼻、口の切り抜き方
でいろいろな表情が楽しめます。
中に灯りをともすとハロウィンムード満点！！
実施日：９月９日（土）、13日（水）
時 間：午前９時30分～正午
定 員：各10名(計20名)
料 金：2,300円

※申込方法：電話にてお申し込みください。

■ ８月の郷土陶芸作家展
19 いみず
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越中瀬戸千寿窯

吉野香岳展

世界のカブト虫・クワガタ虫展
太閤山ランド赤い屋根ギャラリーにて、世界最長のヘ
ラクレスオオカブトムシなど、約20種類の世界のカブト
虫・クワガタ虫を展示します。
世界のいろいろなカブト虫・クワガタ虫を見に行こう！
日
時 ７月２2日（土）～８月31日（木）
場
所 赤い屋根ギャラリー

実際にカブト虫に触れる
「ふれあいカブトハウス」
もあるよ！

※未就学児入場不可

■ クミコ アコースティックコンサート 2017
好評発売中！

開催中～９月10日(日)

５６－６１１６

※ホールメイト先行発売及び会員割引は
ありません。
※発売初日に限り、購入上限枚数はお一
人様２枚です。

●８月の休館日 １日､８日､15日､22日､29日
http://www.imizubunka.or.jp/rapport ５６－１５１５

アイザック小杉文化ホール ラポール

●８月は無休

太閤山ランド

８月４日(金)～８月27日(日)

写真説明
戸帳（知恩院万誉顕道寄進

放生津八幡宮蔵）
●８月の休館日 ７日､14日､21日､28日

大島絵本館

５２－６７８０

ダンボール迷路で遊ぼう

～８／17(木 )

開館23周年記念感謝デー 第12回絵本館まつり 入場無料！

とき：８月20日
（日）
午前９時30分～午後４時30分
（閉館は午後５時30分）

しげきひろしけん玉パフォーマンス
①午前10時30分～
②午後１時30分～
世界最高峰のけん玉技の数々をご堪能あれ！
その他、けん玉づくりや、おまつりカフェ、
絵本マーケット、ミニ縁日など盛り沢山。
協力／大島地域振興会

海王丸パーク

●８月の定休日 ２日､９日､16日､23日､30日

８２－５１８１

親子展帆体験 ８月 13日(日)
対
象
定
員
参 加 費
受付時間

小学生以上の親子
各回30名 ※定員になり次第受付終了
無料
①午前10時30分～11時
②午後１時30分～２時
※当日のみ（海王丸前）

総帆展帆 ８月 20日(日)

おおしま手づくり絵本コンクール作品募集

午前10時～午後３時30分

募集期間：８月30日
（水）
～９月８日
（金）
必着
募集部門：①園児の部 ②小学生の部
③中高生の部
詳しくはお問合せください。

※すべての帆がひろがっている時間 午前11時30分～午後２時

前年度最優秀賞受賞作品
『雷神さん』

小杉展示館
竹内源造記念館
＜小杉展示館＞

５５－３３３８
５５－３２８８

夏季公開時間延長 期間 ８月31日(木)まで
①日本海交流センター・野鳥園 午後６時まで
②帆船海王丸 午後６時まで（受付は午後５時30分まで）

第12回射水市児童クラブ大会

●８月の休館日
７日､14日､21日､28日

～射水こどもフェスティバル～

日時：８月４日(金)～24日(木)

遊びの広場やビンゴゲーム大会など 楽しいイベントがいっぱい!!
児童クラブのみんなはラポールに集合だ!!

射水鏝絵座 『 落語会 』 ～ 夏の怪談噺 ～
日時：８月19日(土) 午後３時30分 出演：天瀬家 小六・才川 五六

日
場
内

●型抜き鏝絵 ･ シックイボール制作体験
日時：8月6,13,20,27日(日)午前10時～
時間：１時間程度 申込：要電話予約

主
催 射水市児童クラブ連合会(共同募金配分事業)
問合せ先 各児童クラブ又は子育て支援課
電
話 51－6629

2017 第48回 世界の児童画フェスティバル 小杉展

＜竹内源造記念館＞

時 ８月27日(日)13:00～16:30(受付12:30～12:50)
所 アイザック小杉文化ホール ラポール
容 13:00～ 式典
13:50～ 各支部活動発表
14:40～ 遊びの広場
16:00～ ビンゴゲーム大会
◎式典に参加した児童を対象にビンゴカードを配布します。

2017.8
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まちかどフォトグラフ
Photograph Topics & News

森であそぼう！親子で自然体験
富山福祉短期大学が主催する「森であそぼう！里
山さんぽ」が７月15日、富山県自然博物園ねいの里
で行われました。射水市公募提案型市民協働事業と
して取り組む本事業は今回で２回目の開催で、親子
や学生ら約50名が参加しました。
参加した子ども達は、保護者や学生と山道を歩き
ながら、初めて見る昆虫や植物に目を輝かせていま
した。また、採取した昆虫や植物を披露する「森の
お宝発表会｣、森の中での人形劇やクラフト作りで
は、子ども達はもちろん、保護者の方も、大自然で
の遊びに興味を示していました。

射水ベイバスで市内観光！
あいの風とやま鉄道小杉駅北口と海王丸パークなどの射水ベイ
エリアを結ぶ観光周遊バス「射水ベイバス」の実証運行が始まり
ました。運行初日の７月15日の出発式では、いみず観光大使か
らバスの運転士に花束が贈呈され、ベトナム人の観光グループを
含む23名の方がバス観光に出かけました。
運賃は１日乗車券300円、１回乗車100円で、１日乗車券には
11月12日(日)までの土日祝日運行!!

射水ベイエリアの協賛施設で使えるお得な特典付き。射水ベイエ
リア観光にとっても便利な射水ベイバスを是非ご利用ください。

海のカーニバル「タモリカップ」開催
タレントのタモリさんが名誉会長を務める日本一楽しいヨット
レース「タモリカップ」が７月16日、海王丸パーク沖で開催され、
県内外からヨット愛好家ら56艇が参加しました。
一般の方が見学できる「海上パレード」では、海王丸に乗り込ん
だタモリさんがスタートラインに向かう出場艇を激励し、クルーの
皆さんは工夫を凝らした様々なパフォーマンスで応えていました。
その後、出場艇は約9.6キロのコースで順位を争い、バーベ
キュー大会では７つのクラスの優勝艇の艇長にトロフィーが贈呈さ
れました。
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各 種 相 談
●行政・人権相談
午後１時30分～４時
51ー6622
・８月２日(水)、９月６日(水)
小杉社会福祉会館
・８月10日(木)、９月14日(木)
新湊交流会館
・８月16日(水)、９月20日(水)
大門総合会館
・８月22日(火)、９月26日(火)
射水市役所
・８月休み、９月６日(水)
※人権相談のみ
下村コミュニティセンター
●心配ごと相談 午後１時30分～４時
・８月７日(月)、８月21日(月)、
９月４日(月)
小杉社会福祉会館 55ー2813
・８月３日(木)、８月17日(木)、
９月７日(木)、９月21日(木)
新湊交流会館
82ー8450
・８月１日(火)、９月５日(火)、
９月19日(火)
大島社会福祉センター 52ー5190
●行政書士による無料相談（予約優先）
相続・遺言・成年後見等 56ー4573
・８月25日(金)
午後２時～４時30分
小杉社会福祉会館
●成年後見制度相談（予約優先）
51ー6625
・８月23日(水)、９月27日(水)
午後２時～４時 射水市役所
●成年後見・相続・遺言に係る無料相談
(予約不要）
090ー1542ー6647
・９月９日(土)
午後１時30分～４時
小杉社会福祉会館２階 相談室
(ＮＰＯ法人とやま成年後見人協会)
●司法書士による成年後見無料相談
(予約不要）
076ー431ー9332
・９月16日(土)、17日(日)
午前10時～午後３時
富山県総合福祉会館サンシップ富山
電話相談
076ー445ー1620
(相談当日のみ)

８月の
休日窓口
日程
問合せ先
住民票・戸籍関係
市民課
51－6621
所得証明関係
課税課
51－6618
子ども医療費関係
子育て支援課 51－6629
障害者等医療費関係
社会福祉課
51－6626

■日

●税理士の無料税務相談（要予約）
076ー422ー4034
・８月３日(木)、９月21日(木)
午後１時～４時 高岡商工ビル４階
相談日の１週間前の午前９時から受付
●もの忘れ・認知症相談会 51ー6625
・９月14日(木) 真生会富山病院
午前10時～正午
●認知症カフェ
・８月３日(木)、９月７日(木)
午後１時30分～３時30分
太閤の杜内
56ー8727
・８月12日(土)、９月９日(土)
午後２時～４時
大江苑内
55ー8888
・８月19日(土)
午後１時30分～３時30分
射水万葉苑内
84ー5678
・８月19日(土)、９月９日(土)
午後１時30分～３時30分
七美ことぶき苑内 86ー2500
・８月10日(木)
午後２時30分～４時30分
真生会富山病院内 52ー1556
・９月24日(日)
午後２時～４時
本町サポートセンター内 84ー5678

●子どもの悩み総合相談
・FAX 52ー3122
・月曜日～金曜日（祝日除く）
午前９時～午後５時
射水市子ども子育て総合支援センター１階
kodomo-soudan@city.imizu.toyama.jp
●精神科医・心理士による子ども相談
55ー2799
子どもの権利支援センター
（来所相談のみ・要予約）
・第１水曜日（祝日除く)
午後２時～５時
・第３･ 第４･ 第５水曜日
（祝日除く)
午後３時～４時30分
●教育相談
82ー1678
・火曜日、木曜日（祝日除く）
午後１時～５時
教育センター教育相談室
●ポルトガル語困りごと・生活相談
日時：８月21日(月) 午前９時～正午
場所：射水市役所１階 エントランスホール内
原則、偶数月第３月曜日のみ開催します。
CONSULTAS SOBRE O COTIDIANO (em
português) gratuita
Data e horas: 21 de agosto (segundafeira) 9:00 hs s 12:00 hs.
Local: Prefeitura de Imizu (prédio novo),
No hall entrada do primeiro andar.
O atendimento em português será na
3ª segunda-feira dos meses pares.

●女性のための無料相談
51ー6622
（パートナーや子どもとの関係など）
・８月８日(火)、９月20日(水)
午前10時～午後３時
・８月23日(水) 午後１時～４時
※女性専門相談員が対応します。
※完全予約制、事前にお電話ください。
●無料法律相談（要予約） 51ー6615
※相談時間は50分です。
・８月24日(木)、９月28日(木)
午後１時～４時 射水市役所
●消費生活相談
52ー7974
・月曜日～金曜日（祝日を除く）
８月分は10日午前８時30分から
午前９時～午後４時 射水市役所
電話による受付（先着６人）
●住宅相談 (耐震補強やリフォーム工事の
９月から予約方法が変わります。
相談､介護保険を利用した住宅改修など)
・８月20日(日) 午前10時～午後４時 【予約方法】※当月相談分のみ
太閤山ショッピングセンターパスコ
相談当月の第２木曜日までにハガキで
55ー1298
申し込む｡（消印有効）
・８月20日(日) 午前10時～午後３時 （記載事項）
カモン新湊ショッピングセンター
①表面 〒939－0294 新開発 410－1
82ー4511
総務課９月分無料法律相談 係
※どんなことでも（見積りも）無料で
②裏面 住所、氏名、電話番号
相談に応じます。
●家庭児童・母子父子相談 51ー6629
・月曜日～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時 射水市役所

程

※市内に住民票のある方が対象で、同じ方か
らの相談は年１回です。抽選により６名を
決定し、決定者には電話で連絡します。

８月６日(日)、13日(日)、20日(日)、27日(日)
※27日はマイナンバ―カード (個人番号カード) の交付も行います。
午前８時30分～午後０時30分
射水市役所１階 証明書発行窓口

■ 開設時間
■ 開設場所
■ 取扱業務
・住民票の写し（現在住民票のみ）の交付、戸籍謄本・抄本（現在戸籍のみ）及び
戸籍附票の写しの交付（現在戸籍附票のみ）
※本人確認ができる書類等を持参願います。
※委任状が必要な場合があります。
・所得証明書、所得課税証明書の交付（直近のもののみ）
・印鑑登録証明書の交付
※射水市印鑑登録証（カード）を持参願います。
・福祉医療費請求書の交付事務（用紙の交付のみ)
（子ども医療費、妊産婦医療費、ひとり親家庭等医療費及び重度心身障害者等医
療費助成事業）
※健康保険証及び受給資格証を持参、提示願います。

2017.8

いみず 20

いみずの人 なかま

なコッテリ感を程よく抑えた、毎日食べて

みんなの

図書館
新着図書ピックアップ
図書館ホームページで
新着情報が確認できます

Ｚｏｏっとたのしー！動物園

【一般図書】
小宮 輝之
近藤 富枝

日本美術に見るきもの
【小説・エッセイ】
薫風ただなか あさの あつこ

北方 謙三

朝井 リョウ

風と共にゆとりぬ
荒野に立てば
【児童書】
靴屋のタスケさん 角野 栄子
おさるのよる いとう ひろし
あきやま ただし

へんしんテスト

図書の企画展示
終｢戦の日に、
私達が学ぶこと」展
会場 中央図書館

期間 ８月４日 ～ 日

夏休みの調べものを、司書がサポー

■ 夏休み～調べものおたすけ隊～
トします。

対象 小・中学生
日時 ８月１日 ・５日 ・
８日
午前 時～正午
会場 中央図書館

イ ベ ン ト
●七夕週間
期間 ８月６日 まで
会場 新湊中央図書館児童室
内容 七夕短冊願い
事記入、飾り
つけ

いみず 22
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自
※薦、他薦は問いません。この
コーナーに登場してみませんか。
ご連絡をお待ちしています。
未来創造課
ー６６１４

ファッションデザイナーからシェフへ転身
村中 勇治 さん

ロ｢ーズ・エ・
ロメオ」を経
も飽きない旨さ」と控えめながらも自信を

汁など、幼少期から親しんだおばあちゃん

営する射水市
のぞかせます。また、デザイナーとしての

市内でイタ

在住の村中勇
経験とセンスを持ち合わせ、料理はもちろ

リア料理店

治さん。昨年
ん、店内に使われている小物や皿なども手

の手料理。 素｢材の味を生かすシンプルな
調理と味付けで、イタリア料理にありがち

はイタリア大使館主催の生ハムのレストラ
作りというこだわりです。

共にビジネスを手掛けることもある村中さ

や世界のトップパティシエ 辻口博啓氏と

現在、イタリア料理の先駆者 落合務氏

ンプロモーションキャンペーンにおいて全
国の名立たる 店のなかから、見事、全国
最優良レストランに選ばれました。
村中さんは 年前、当時ファッションデ
【郷土資料】

(土)

全館休館日
開館時間 平 日 ９:30～18: 30
土日祝 ９:30～17: 00

ん。今後は、日本全国にイタリアの素晴ら

正力図書館
 5 2－5 2 7 3
18

27 28 29 30 31

ザイナーとしての経験を積むためイタリア

(火) (火)

(日)

20 21 22 23 24 25 26

交通新聞社

(金)

下村図書館
 5 9－2 3 0 3
(金)

新湊図書館
 8 2－8 4 1 0
10

13 14 15 16 17 18 19

昭和の終着駅 北陸・信越篇

８月の図書館カレンダー

しい食文化

推薦図書の展示
平和について

【一般図書】

虫たちの世界へ

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

を伝えてい
きたいと抱
負を語りま
す。
夏
(金)


51

へ渡った際、現地の料理に魅了され料理人
になることを決意しました。 洋｢服も料理
も、創り上げていくという意味ではそう変
わらない」と淡々と語る村中さんですが、
開店当時は飲食店でのアルバイト経験すら

今年５月、ローマでの表彰式に
招待されました。

中央図書館
 5 7－4 6 4 6

9 10 11 12
8

【児童書】
期間 ８月１日 ～ 日

2017.8
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①ナスは乱切り、トマトは１㎝角に切る。
②フライパンにオリーブオイルをひき、ナスを炒める。
③全体に油がなじんだら、ふたをして弱火で３分ほど蒸し焼きにする。
④Ａを混ぜ合わせて③に加え、全体にからんだら耐熱皿に盛る。
⑤続けてフライパンにトマトを入れ、強火で２分ほど炒めて水気をとばす。
⑥ナスの上に炒めたトマトをのせ、たっぷりのチーズをのせてオーブン
トースターで焼き色がつくまで焼いたら完成。(オーブンの場合は180
度で８分）お好みでタバスコをかける。
ナス…………………………２本
トマト………………………200ｇ
オリーブオイル……………大さじ３
みそ………………………大さじ１
Ａ 砂糖………………………大さじ１
みりん……………………大さじ１
溶けるチーズ………………適量

作り方
材料（２人分）

7
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ありませんでした。
会場 新湊図書館
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139

独学で試行錯誤を重ねた村中さんの料理

(火)

vol.

ナスとトマトの簡単グラタン

‼

30
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夏野菜に
みそとチーズが
ハマります！

のベースとなっているのは、鰹節や昆布出

推進員の
改善
活
生
食

いみず

広報

下条川みこし祭り

古布を使った押し絵づくり教室
～重陽の節句の壁飾り～

みこし文化を継承・発展させ、
子ども達の地域への愛着・誇りを
育み、地域に根差した賑わいの創
出を図ります。

日 時

日 時 ８月26日(土)・27日(日) 両日とも午前９時～正午
※どちらかの日の受講となります。

場 所 ミライクル館プラザ棟

●編集・発行 富山県射水市未来創造課

●平成 年８月号（８月１日発行）

８月11日 (金)

対象者 市内在住又は市内に
勤務の方

午後２時30分～
場 所

29

下条川
新伝馬橋周辺

定 員 各20名
受講料 500円 (材料費)
※裁縫道具はご持参ください。

主 催

小杉まちづくり協議会
問合せ先

※定員になり次第、締め切ります。

竹内源造記念館  55－3288

申込み・問合せ先

いざ登竜門へ！

ミライクル館  55－8650

本市在住、在勤、在学または出身で、美術制作に取り組む皆さんの公募新
作展です。日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真・デザイン７部門の作品を
一堂に展示し、優秀作品を表彰します。日頃磨いた技をぜひご披露ください。

－第12回射水市展 作品募集中－
●出品申込 ８月８日(火)～18日(金)
期
間 ※締切は18日午後５時

〒９３９ ０
―２９４ 富山県射水市新開発４１０番地１
０７６６ ５
０７６６ ５
―１ ６
―６１４
―１ ６
―６６８

TEL

申込方法 電話受付

申込期限 ８月23日(水)

●会 期 ９月20日(水)～24日(日)
午前９時30分～午後６時 ※最終日は午後４時まで

●出 品 料 1点1,000円 (高校生 500円) ●会 場 高周波文化ホール (新湊中央文化会館)
●申込方法 出品申込書に記入のうえ、郵送又はＦＡＸでお申し込みください。応募条件など詳細は実施
要項をご覧ください。実施要項及び出品申込書は、市役所・大島分庁舎、高周波文化ホール、
アイザック小杉文化ホール、大門総合会館、陶房「匠の里」等に置いてあります。市ホーム
ページからダウンロードもできます。
《木造丈六阿弥陀如来》川辺俊夫
第11回展 洋画の部 市展大賞

申込み・問合せ先 地域振興・文化課

 51－6622／FAX 51－6654

企業広告

FAX

射水市代表電話

０７６６（５１）６６００



〈企業広告募集〉問合せ先

広告代理店／㈱協和総商 21－0319

射水市の人口・世帯数

行政情報をスマホで確認！
ダウンロードはこちらから

無料アプリ「マチイロ」を使って、いつ
でも、どこでも広報紙を読むことができ
ます！
また、市ホームページの最新情報を気に
なるカテゴリーを選んで確認できます！

平成29年６月末現在の射水市住民基本台帳人口 ※( )内は前月比｡

人 口

93 , 648 人

(＋ 11) (うち外国人

2 , 127人)

男 性

45 , 516 人

(＋ 22) (うち外国人

1 , 146人)

女 性

48 , 132 人

(－ 11) (うち外国人

981人)

世帯数

34 , 622 世帯

(＋ 62) (うち外国人のみの世帯 1,002世帯)

