災害に備えて「防災の日・防災週間」

問合せ先

総務課防災危機管理班
☎ ー６６３２

災害時の避難情報が
変更されました！

の面で負担が大きくなります︒まず

分の食料全てを買い揃えると︑費用

備蓄を始める場合︑家族全員３日

情報発令の際はサイレンを吹鳴して

難﹂に 名 称 が 変 更 さ れ ま し た ︒ 避 難

高 齢 者 等 避 難 開 始 ﹂は﹁ 高 齢 者 等 避

に 一 本 化 さ れ た ほ か ︑﹁避 難 準 備 ・

高齢者等避難

避難準備・
高齢者等避難開始

2
1

避難行動の確認

大雨・洪水・高潮注意報

大雨・洪水・高潮
注意報
心構えを高める

早期注意情報

早期注意情報

災害に備えて
災害時の迅速な避難を図るため︑本

近年頻発する自然災害に対応し︑
ます︒それぞれ備えができているか
年５月

日から避難情報等が変更さ

チェックしましょう︒
れ ま し た ︒ 表 の と お り︑
﹁避 難 指 示

は︑日頃から家庭に必要な食料品の
お知らせしますので市民の皆さんは

︵緊急︶
﹂と﹁避難勧告﹂が﹁避難指示﹂

量を把握し︑普段使っている保存性
迅速な避難を心がけましょう︒

家庭での備蓄

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

危険な場所から
高齢者等は避難

﹁防災の日・防災週間﹂
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
国で発生しています︒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高
め︑災害に備えましょう︒

家庭での備え
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︶
米 ︑餅 ︑乾
麺
︵うどん︑そ
うめんなど︶︑
大豆・小豆︑
ソース・スー
など

プ類︑調味料︑
缶詰︑野菜

県民一斉防災訓練
〜シェイクアウトとやま〜

県民一斉防災訓練とは︑地震
防災の必要性を認識して頂くた
めの訓練で︑地震発生直後の身
を守るための行動を実際に行い
ます︒市民の皆さんも自宅や職
場などで参加してください︒
○実施内容
それぞれの場所で合図をとっ
②
③動かない︶を実施

て︑安全行動︵①まず低く
頭を守り

します︒︵約１分間︶

○参加方法
訓練に参加される場合は︑事
前登録をお願いします︒詳しく
は︑﹁日本シェイクアウト提唱
会議﹂ホームページ︵ＱＲコー
ド参照︶にアク

サイレン音15秒 休止5秒
サイレン音15秒 休止5秒

家族との連絡方法などの確認

令和３年度

射水市総合防災訓練

池多地区において︑地震・風
水害を想定した射水市総合防災
訓練を実施します︒
○場所
・市庁舎
・池多コミュニティセンター
○内容
災害対策本部設置・運営訓練︑
ほか

新型コロナウイルス感染症に対
応した避難所開設訓練

■防災行政無線による広報
市総合防災訓練に併せて︑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︒また︑池多地区では
サイレンを使った避難情報の発
令︵訓練︶も行いますので︑ご
理解をお願いします︒
■﹁緊急速報・エリアメール﹂
配信訓練
市総合防災訓練の一環として︑

セスまたは︑市

〈警戒レベル４までに必ず避難！〉

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︑
日頃から家族と話し合う機会をつく
りましょう︒

非常用持出品・非常備蓄品
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 あ り

避難する際に︑
知っておくべき

５ つのポイント
災害時には︑危険な場所にいる人
は避難することが原則です︒市民の
皆さんは変更された避難情報をふま
えて﹁自らの命は自ら守る﹂意識を
持ち適切な避難行 動 を と り ま し ょ う ︒
なお︑避難する際には︑次の５つの
ポイントに気を付 け て く だ さ い ︒
１ 避難とは
﹁難﹂を﹁避﹂けること︒

※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。

市内全域に配信訓練を行います︒

ホームページに
掲載のチラシを

3
○配信日時
○配信媒体

８月29日㈰ ８：30分頃
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）
市公式LINE
ケーブルテレビ（データ放送）
エフエムいみず（79.3ＭＨｚ）

避難
指示

サイレン音15秒 休止5秒
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ご覧ください︒

避難指示

市公式LINEに登録する方法は２つあります。

安全な場所にいる人まで避難場
所に行く必要は あ り ま せ ん ︒
２ コミュニティセンターや小中学

校だけでなく︑安全な親戚・知
人宅への避難も 考 え ま し ょ う ︒
３ 新型コロナウイルス感染症対策

のためマスク︑消毒液︑体温計
はできるだけ携 行 し て く だ さ い ︒
４ 災害時には︑避難場所の開設状

況を市の防災行政無線やホーム
ページなどで確 認 し て く だ さ い ︒

日本語と英語での２回配信予定
です︒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︒

危険な場所から
全員避難

●登録方法

５ 豪雨時の屋外での移動は車も含

め危険です︒車中泊をする場合
などには浸水しないよう周囲の
状況を十分確認 し て く だ さ い ︒

緊急安全確保

２
2021.8
2021.8

３

5

□カセットコンロ
□寝袋
□食器類
□工具類
□マスク
□消毒液 など
□飲料水
□食料
□下着・衣類
□タオル
□石鹸・洗剤
□使い捨て手袋

20

行動を促す情報
命の危険
直ちに安全確保！

災害発生情報

住民がとるべき行動

これまでの
避難情報等
警戒レベル

市公式LINEでは、防災情報、気象警報、災害時の避難情
報などを配信しています。
簡単な手続きで登録できますので、スマートフォンをお持
ちの方は、ぜひ利用してください。

非常備蓄品リスト
非常用持出品リスト

〜

避難指示（緊急）
避難勧告

4

①右記のＱＲコードをスマートフォンで読み
とって、市公式LINEを友達追加する方法
②ＩＤ検索画面で「＠imizu̲city」と入力し、
市公式LINEを友達追加する方法
防災関連の情報確認には、メニュー① の「防災」を
選んでください。

新たな避難情報等

！

市では、防災行政無線や緊急速報・エリアメー
ルのほか、市公式LINE、ケーブルテレビ、FMラ
ジオなど複数の手段を用いて災害時の情報発信を
行います。市民の皆さんは災害時に確実に避難情
報などが受信できるようテレビ、FMラジオ、携
帯電話などで情報確認に努めましょう。

登録をお願いします
射水市公式 LINE に

8/

□貴重品
□救急用品
□携帯電話
□常備薬
□スリッパ
□体温計
□マスク
□消毒液 など
□飲料水
□食料
□ラジオ
□タオル
□衛生用品
（生理用品、紙おむつ等）
□懐中電灯
□使い捨て手袋

30

9/1㊌
10：0
0

チェックリスト

29
8：30 ㊐

30

下条川・内川観光船（小杉・新湊水上ライン）を運航します！
小杉と新湊を結ぶ観光船の実証運航がスタートします。
下条川と富山新港・内川を結ぶ水上クルーズの船上でし
か味わえない景色をお楽しみください。
運航期間

8月1日（日）〜 10月31日（日）

乗船場所

下条川ポケットパーク ⇔ 川の駅新湊
（片道約50分）

運 航 日

土日祝日は定時運航
平日は予約運航

乗船料金

片道
大人（中学生以上）
小人（小学生）

往復

1,500円

2,000円

800円

1,000円

※未就学児は無料
乗船定員

20名

実施主体

新湊地区まちづくり協議会

※運航に関する詳細な情報はホームページ
をご覧下さい。

予約・問合せ先

新湊観光船

新湊観光船
ホームページ

☎82−1830

■市営住宅の入居について

毎年９月と３月に入居者の募集をしています。
☆入居資格 〇住宅の確保に大変困っている方
〇親族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）
〇世帯全員の収入月額が、158,000円以下の方
〇市税などを滞納していない方
〇確実な連帯保証人が１人いる方
※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。
☆対象住宅 市営住宅（12団地）の空室
☆申込期間 ９月 ６ 日（月）〜９月10日（金）８：30〜17：15
９月12日（日）９：00〜13：00 ※９月11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内にて発表します。

■特定公共賃貸住宅の入居について

随時募集しています。
☆入居資格 〇親族2人以上で入居できる方（単身入居はできません）
〇世帯全員の収入月額が158,001円以上487,000円以下の方
※その他の条件は市営住宅の入居資格と同様です。

■申込方法

市営住宅・特定公共賃貸住宅のいずれも入居申込書に所定の書類を添付し、直接射水市営住宅管
理事務所に提出してください。

2021.8

ワクチン接種につきましては、ワクチンの供給状況などにより変更となる場合があ
ります。市ホームページ、市LINE公式アカウントなどで予約状況なども含めて随時ご
案内しますので、是非市LINE公式アカウントの登録をお願いします。

市ホームページ

市LINE
公式アカウント

40歳〜64歳 の方の接種を進めています。

現在、

・市内の各指定医療機関および集団接種会場（ミライクル館）において、ワクチン接種を実施してい
ます。
・射水市民病院では、月曜日から金曜日（祝日などを除く）まで接種を行うほか、８月1日（２回目
22日）、８日（２回目 29日）の日曜日に大規模接種を行います。
・真生会富山病院では、８月21日以降の毎週土曜日に接種を行います。

12歳の方の接種券については、満12歳になる月の翌月に送付します。
（例：８月生まれの方は、９月初旬に送付します。）

12歳〜39歳 の方のワクチン接種予約は、8月31日㈫ から開始予定です。
12歳〜39歳の方のワクチン接種は、９月20日の週から実施します。予約先は接種券に同封の『新型
コロナウイルスワクチン接種のお知らせ』の裏面、新型コロナウイルスワクチン接種 指定医療機関
一覧表をご覧ください。

指定医療機関に、下記の医療機関（小児科）が追加となります。
12歳〜15歳の方のみ受け付けます。ワクチン接種予約は、８月31日㈫から開始予定です。
医療機関名

住所

電話番号

ワクチン接種が可能な曜日・時間

おおしまこどもクリニック

戸破1382-1

56−7087

土曜日
14:00〜17:00
日曜日 9:00〜12:00／14:00〜17:00

木田小児科医院

東太閤山3-87 57−1525

月・火・水・金
土曜日

15:30〜18:00
9:45〜12:15

高畠小児科クリニック

戸破2596-1

土曜日

13:00〜15:00

〒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

55−8117

※予約は、クリニック公式LINEから受付

ワクチンについて
市の接種で使用しているファイザー社製ワクチンと並行して、職域接種、大学拠点接種
などにおいてはモデルナ社製ワクチンを使用しています。有効性や安全性に大きな違いは
ありません。どちらも２回接種ですが、ファイザー社製は３週間、モデルナ社製は４週間
の間隔をあけて接種します。現在のところ両方を併用して接種することはできません。
詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。

射水市営住宅管理事務所ホームページをご覧ください。▶▶▶

申込み・問合せ先
５

ワクチンの供給量は不安定ですが、本市では１回目の予約時に２回目の
予約も必ずお取りいただき、計画的に接種できる体制で進めております。

12歳〜15歳 の方の接種券は、8月13日㈮ に発送を予定しています。

市営住宅・特定公共賃貸住宅の 入居者募集

※詳細は、㈱ホクタテ

新型コロナウイルスワクチン接種について

問合せ先

ワクチンの有効性・
安全性について
（厚労省）

予約・相談窓口（コールセンター） ☎0120-600-124（フリーダイヤル）受付：平日9:00〜17:00
新型コロナウイルスワクチン接種推進班 ☎ 51-6631 Fax 51-6698
2021.8

４

8月12日（木）〜
9月13日（月）

・特別児童扶養手当の所得状況届

9：00〜17：00（土日祝日除く）

受付時間

受付・問合せ先

子育て支援課

☎51−6629

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相談を行います。
日

時

８月３日（火）、８月６日（金）

場

所

射水市本庁舎１階

問合せ先

13：00〜15：30（予約不要）

１０４・１０５相談室

ハローワーク高岡

☎21−1515（44＃）

（ひとり親世帯以外の子育て世帯分）

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、雇用や家計の悪化に直面する低所得の子育て世帯に対
し、国の緊急支援策に基づく特別給付金を支給します。

給付額

対象者

支給手続

令和３年３月31日時点で18歳未満の児童（障がい児は20歳未満）
※令和４年２月末までに生まれる新生児も対象
児童１人あたり５万円
①令和３年４月分の児童手当又は特
別児童扶養手当を受給し、かつ、
令和３年度分の住民税（均等割）
が非課税の方

※①を除く保護者の方で
②令和３年度分の住民税（均等割）が非課税の方
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が
急変し、令和３年度分の住民税（均等割）が非課
税である者と同様の方

申請不要

申請が必要です。

※対象者への支給は終了しました。

申請期限：令和４年２月28日

※詳細な内容や申請書については、市ホームページに掲載していますので、ご確認ください。
※子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）の申請も引き続き受付しています。
受付・問合せ先
７

2021.8
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※詳しくは、市ホームページをご覧ください。「まちづくり」▶「総合計画」▶「重点事業」 検索

いみず学生アイディアコンテスト

子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ

対象児童

☎ ー６６１２

ひとり親全力サポートキャンペーン「 出 張 ハ ロ ー ワ ー ク 」

37

射水市重点事業

※資格更新申請書を提出しないと、10月以降に助成を受けることができません。

新田知事に要望書を渡す
夏野市長

件︶
をとりまとめ︑６月から７月

・ひとり親家庭等医療費助成受給資格の更新

令和４年度

◇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、11月分からの手当を受
けることができません。

問合せ先 政策推進課

8月 2 日（月）〜
8月31日（火）

市では︑令和４年度予算編成に向けた国・県に対する要望事項とし

・児童扶養手当の現況届

て﹁令和４年度射水市重点事業﹂
︵

現況届

にかけて県︑関係省庁︑県選出の国会議員等に対して各事業の早期実

受付期間

現を要望しました︒

対象の方には、７月末〜８月上旬に書類を郵送します。

主な要望事項

８月は各種現況届の提出月です。忘れずに提出しましょう。

●庄川河川整備︵新庄川橋の架替え︑庄川直轄河川改修事業など︶
●道路整備促進︵
︵仮称︶
七美四方荒屋線の整備促進︑小杉婦中線のバイパ
ス整備︑二口北野線整備︑高岡小杉線の五歩一交差点立体化など︶
●万葉線の維持・活性化に係る支援措置
●教職員配置の充実
●大区画ほ場整備に向けた事業の推進・調査の実施︵島地区︑作道地区︑
荒町・宮新田地区︑射水東部地区︑大島地区︶
●庄川右岸地域における用排水対策の早期事業化
●あいの風とやま鉄道
︵小杉駅南口駅舎の改修︑越中大門駅のバリアフリー化︶
●伏木富山港新湊地区︵富山新港︶
︵東西埋立地の環境整備︑港湾機能の強化など︶
●学校教育施設の整備︵小杉小学校︑大門中学校︶

現況届の提出はお済みですか？

子育て支援課

☎51−6629

〜あなたのアイディアが射水市を創る！〜
学生の意見を生かしたまちづくりを推進するため、
射水市の課題を解決するアイディアを学生の皆さんか
ら募集します。
優秀な提案は表彰（副賞あり）を行い、市の事業に
活かされます。
多くのご応募をお待ちしております。
募集課題

①射水市からの地域課題
（小杉駅周辺地区のまちづくり、ＵＩ
Ｊターンの促進策、ＳＮＳを活用し
た情報発信力の強化など）
②フリーテーマ

応募資格

高等教育機関（大学、短期大学、高等専門学校、専門学校）に在籍する学生

応募期間

11月１日（月）〜11月30日（火）
※書類審査ののち、一般公開での審査会を行います。
※詳細は、市ホームページに掲載しています。
問合せ先 政策推進課 ☎51−6612
2021.8
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はじめまして
「国際交流員」ジョセフです！
今年度から新しい国際交流員「ジョセフ・ギルバート」さんが
着任しました。
各種窓口での通訳などを行いますので、外国人の皆さんも安心
して市役所にお越しください。

創業者：

国際交流員
氏 名 ジョセフ・ギルバート（Joseph Gilbert）
国 籍 アメリカ
出身地 テキサス州オースティン市
趣 味 絵を描くこと、ゲームをすること
Please tell me about you!
（あなたのことを教えて！）
≪ジョセフさんより≫
私はジョセフ・ギルバートと申します。アメリカ
のテキサス州のオースティン市から来ました。大学
でオペラ、作曲、教育、日本語を勉強しました。
卒業後、すぐ富山県に引っ越して来ました。その
時、氷見市でALTという仕事を２年間しました。そ
の後、一回東京へ引っ越しましたが、やっぱり富山
が好きだったので、今年の３月に戻ってきました。
射水市の国際交流員として、翻訳、通訳、英語講
座などの仕事や、小学校で国際理解の授業を行いま
す。これを通して射水市民の国際理解を深めたいと
思っています。
これから、このすてきな射水市で頑張りたいと
思っています。よろしくお願いいたします。

A I d love to go to Q Where do you want to
go in Japan?
the Snow Festival
in Sapporo.

Imizu City?

（射水市の印象は
どうですか？）

金

土

1
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10 11 12
６ 13
７ 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

26

31
全館休館日

開館時間 平

日 9：30 〜 18：30
土日祝 9：30 〜 17：00

中央図書館
☎57−4646

正力図書館
☎52−5273

新湊図書館
☎82−8410

下村図書館
☎59−2303

■イベント
○﹁葉月コンサート﹂
日時 ８月 日㈯
午後５時 分から６時まで
会場 中央図書館
内容 サックスと絵本の
コラボレーション
入場 無料
主催 射水市中央図書館ボランティア
しおりの会
中央図書館

木

たった一人で始めたことが、信じてやり続けること
で、たくさんの方に繋がっていきました。これからま
だまだ、たくさんの方に出会い、お洋服を素敵にする
お手伝いができるであろう事に、日々わくわくしてい
ます。
努力と感謝と楽しむことを忘れず、ご自身らしい創
業の形を見つけてください。

国 際 交 流 ＆ 多 文 化 共 生 in いみず

共催

水

これから創業される方へのメッセージ

（射水市はとても快適
だと思います！）

図書館のホームページで
新着情報が確認できます

火

令和3年3月に洋服のリフォーム店をオープン。
魚津市出身の金盛さんは、東京でスタイリスト
等を経験し、昨年帰県。空き家を自らの手で改
装し、アットホームな空間にてお客様をお迎え
しています。着心地をよくしたい、大切な洋服
を蘇らせたいといったお悩みのある方は、一度
相談されてみてはいかがでしょうか。

salon1122は、３歩目を踏み出すための助走の掛
け声。1、1、2、2、3！と、大切な洋服を直すことで、
次の一歩に繋がると良いなという気持ちを込めていま
す。

※写真は黒留袖をドレスにリフォームしたもの

■推奨図書の展示
○一般図書
・夜空を楽しむ
○児童書
・ふしぎな？ふしぎな？
いきものの世界
８月６日㈮〜８月 日㈭
新湊図書館

月

業 種：大切な洋服のお直し
店 名：salon1122（サロンワンワントゥートゥー）
住 所：射水市戸破2884−1
ＴＥＬ：75−2562
営業時間：13：00〜18：00〈要予約〉
定休日：日曜日

is your
Q What
Imizu City already feels
impression of A comfortable to me！

期間
会場

日

お店の名前に込めた思い

（日本で行ってみたいところは
ありますか？）
（さっぽろ雪まつりに
行ってみたいです。）

︻一般図書︼
弘法大師の世界
平凡社
神社の起源と歴史
新谷 尚紀
愛を描いたひと
大貫 智子
貨幣の歴史 デイヴィッド・オレル
︻小説・エッセイ︼
神よ憐れみたまえ
小池真理子
君と歩いた青春
小路 幸也
大連合
堂場 瞬一
罪の因果性
横関 大
ブレイクニュース
薬丸 岳
︻児童書︼
自分のミライの見つけ方
児美川孝一郎
ナメクジはカタツムリだった？
武田 晋一
野中 柊
朝倉世界一

９月１日㈬〜９月８日㈬

蔵書点検に伴う休館のお知らせ
※
○新湊図書館

8 月の図書館カレンダー

■

2021.8

（好きな日本食は何ですか？） （ウナギが大好きです！）

ルビと子ねこのワルツ
コップのすいえい

■企画展示
○﹁もっと知ろう！がんのこと﹂展
期間 ８月６日㈮〜８月 日㈭
会場 中央図書館
26

９

is your favorite A
Q What
I really love unagi!!
Japanese food?

金盛 亜耶

14

15

日時

8月9日（月・振休）13：30〜16：30

場所

救急薬品市民交流プラザ １階 ふれあいホール

前半 『国際交流・日本文化体験交流会』13：30〜15：00（受付13：15〜）

外国人も日本人も楽しく交流しながら、日本文化に触れてみましょう！

◆内
容
◆参 加 費

コケ玉作り体験と国際交流
会員 1,000円 / 一般 1,500円

◆定
員
◆申込期限

30名 ※申込順
８月６日
（金）

後半 『多文化共生・マンガで語ろう世界のトモダチ』15：10〜16：30（受付14：45〜）
マンガやアニメーションを通して、お互いの文化を紹介し合いましょう！

◆内
容
◆定
員
◆参 加 費
◆申込期限

自国の文化を紹介し合うトークディスカッション
30名 ※申込順
無料 ※どなたでも参加できます。
８月６日
（金）※当日参加できますが、なるべく事前にお申込みください。

◎前半または後半のみの参加も可能です。
申込方法
電話・FAX・メールのいずれかの方法でお申込みください。
申込み・問合せ先
主催／射水市民国際交流協会・
（一社）
富山県いみず市を世界に発信する会
☎/FAX：52−6811

icia@bz03.plala.or.jp

▲
射水市民
国際交流協会

▲
（一社）
富山県いみず市
を世界に発信する会
2021.8
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水難事故が多くなる季節

〜安全にレジャーを楽しむために〜

夏は︑海や川などアウトドアでのレジャーを楽しむ機会が増える季節です︒自
然に触れるレジャーは︑楽しみがある半面︑自然ならではの危険もあります︒昨
年︑射水市で発生した水難事故は９件でした︒水難事故を無くし︑安全にレジャ
ーを楽しむための注意点をいくつか紹介します︒

グリーンカーテンとはゴーヤや朝顔などのつる性の植物で作る自然のカーテンです。市内における取組
についてコンテストを開催します。ご自慢のグリーンカーテンをご紹介ください。

危険な場所には近づかない

ー０１１９
ー８３３３

82 56

海や川には急に深くなっている場所や︑流れの激しい場所などが
あります︒こうした危険な場所は﹁危険﹂﹁遊泳禁止﹂などと案内
されていることが多いので︑標識などをしっかり確認しましょう︒

☎
☎

グリーンカーテンコンテスト

射水消防署
新湊消防署

要支援・要介護になる原因のトップは転倒、骨折や関節
の病気など運動器の障害であることはあまり知られていま
せん。ロコモを進行させないためには、運動器の病気の予
防、病気に対する薬物や手術による治療、運動器の力の衰
えに対する筋力やバランスのトレーニング、痛みやしびれ
に対する治療、栄養状態の改善などを行うことが大切です。
昨今の新型コロナウイルスの流行で外出することが少な
くなり、ロコモが進行している方も多いのではないでしょ
うか。整形外科では運動器を専門に扱っています。ロコモ
は回復可能なことも多いため、運動器で気になることがあ
る方はお気軽にご相談ください。

問合せ先

ロコモティブシンドローム（ロコモ）とは、英語で移動
することを表す「ロコモーション(locomotion)」、移動
するための能力があることを表す「ロコモティブ
(locomotive)」からつくった言葉で、移動するための能
力が不足したり、衰えたりした状態を指します。
人間が立つ、歩く、作業するといった、運動のために必
要な身体の仕組み全体を運動器といいます。運動器は骨や
筋肉、関節のほか、脊髄や神経が連携して成り立っていま
すが、これらの障害によって立ったり歩いたりするための
身体能力が低下した状態が、ロコモです。ロコモが進行す
ると、将来介護が必要になるリスクが高くなります。

体調不良の時は泳がない

和宏

体調が優れない時の遊泳は控えましょう︒体に負担がかかり︑事
故につながる危険が高くなります︒飲酒後や飲酒しながらの遊泳も
同じく危険ですのでやめましょう︒

南保

ラ ム

子供だけで遊ばせない

整形外科医師

コ

水深が浅い場所でも︑子供が転倒して溺れたり︑波にさらわれた
りすることがあります︒
子供が水遊びをする時は︑必ず大人が付き添い︑子供から目を離
さないようにしましょう︒

ロコモティブシンドローム（ロコモ）について

溺れている人を見かけたら直ちに１１９番通報し︑助けを呼びましょう︒

「糖尿病教室」「骨粗鬆症予防教室」「心臓病教室」は、新型コロナウイルス感染症の
拡大を考慮し、当面、実施を中止します。

熱中症を予防しましょう！

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

〇熱中症になると・・・
大量発汗︑頭痛︑吐き気︑嘔吐︑めまい︑筋肉のけいれんなどの症状があります︒
〇対処方法
涼しい場所へ移動する︒
衣服を緩め︑保冷剤などで首や脇の下を冷やす︒
呼びかけに反応しない
危険な状態なので
まっすぐ歩けない
すぐに１１９番通報しましょう︒
意味不明な言動

☎ 82-8100

令和３年度射水市消防団活動写真コンクール中止について
※
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため︑今年度の射水市消防団活動写真コン
クールは中止とします︒関係者の皆様方には︑ご理解を頂くとともに︑次年度の開
催の折には︑ご協力をいただきますようお願い申し上げます︒

射水市民病院

消防本部からのお知らせ

応募資格 市内のご家庭や事務所などでグリーンカーテンを設置していること。

②省エネ効果などがアピールできる写真１枚（涼しさが伝わってくる写真）
必着
応募・問合せ先 環境課

☎51ー6624

kankyou@city.imizu.lg.jp

とやまマリッジサポートセンターの「お見合い会員」

募 集！

◆入会登録料：10,000円（２年間有効）
問合せ先 とやまマリッジサポートセンター ☎076−471−6510

11
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額は納める月によって異なりますの
で︑申込みの際にご相談ください︒
また︑免除申請の結果︑一部免除
が承認された方も︑年度分をまとめ
て前納すると割引されます︒
納付書についてのお問い合わせは
高岡年金事務所までお願いします︒

※入会申込み・来所（会員情報の閲覧など）は、来所予約が必要です。また、会場の状況によって開設できない場
合もありますので、ご利用にあたっては、ホームページで事前にご確認ください。

21

問合せ先

10:00〜16:00

高岡年金事務所 ☎ ー４１８０
︵音声案内②番↓②番︶

日曜（毎月2回）

その他
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︒

10:00〜16:00

10 17

出張年金相談

水・日曜

21

射水市本庁舎１階１０４相談室

10:00〜18:00
10:00〜20:00
10:00〜16:00

新川文化ホール

場所
日時

火〜木・土曜
金曜
日曜

ウイング・ウイング高岡

予約

富山県民会館

10

８月 日︵火︶
午前 時〜午後３時
高岡年金事務所
☎ ー４１８０
︵音声案内①番↓②番︶

◆受付時間

事前に予約をお願いします︒

とやまマリッジサポートセンター

基礎年金番号のわかるものや身分証を
※
ご持参ください︒

センターでは、結婚を誠実に希望している20歳以上の独身の方を対象に、「お見合い
会員」を募集しています。
会員になると、会員同士の個別マッチングなどのサービスを受けることができます。
素敵な出会いを求めて登録してみませんか。

50

納付方法をご存知ですか？

写真掲載 環境衛生だよりおよび市ホームページに掲載します。

2021.8

国民年金保険料のお得な

応募期限 ９月17日㈮

10

令和３年度国民年金保険料は︑月
額１６︐６１０円です︒
現在︑納付書や口座振替で翌月末
に納付している方は︑前納制度を利
用することで保険料が割引になりま
す︒

①屋外から撮影したグリーンカーテンの全体像１枚（建物とカーテンの位置がわかる写真）

口座振替の早割り・前納
口座からの引き落としを当月末に
することで︑月額 円が割引になり︑
月額１６︐５６０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ヶ月前納﹂を希
望される場合は︑８月末までに申込
みください︒令和３年 月から令和
４年３月分の保険料として︑９８︐
５３０円︵１︐１３０円割引︶が︑
月末の引き落としになります︒
﹁１年前納﹂﹁２年前納﹂は︑今年度
分の申込みは終了しました︒なお︑
現在は来年度分を受け付けています︒

提出写真 ①と②の写真を２枚提出ください。

納付書による前納
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す︒割引

応募方法 郵送、窓口提出、メールにてご提出ください。
（写真裏面に住所・氏名・連絡先をご記入ください。
）

10
４

8

問合せ先

月号

●乳幼児健診、教室等の日程

会場：保健センタ−

市ホームページ

「母子保健事業の日程について」

◎新型コロナウイルス感染症の発生状況の変化によっては、日程等を変更する場合がありますので、ご了承ください。
◎健診・教室等の最新の情報は、射水市ホームページ「母子保健事業の日程について」をご覧ください。
◎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、保健センターまでご連絡ください。

業

名

3 〜 4 か月児健康診査

1 歳 6 か月児健康診査

（むし歯予防教室をあわせて実施）

3 歳 6 か月児健康診査

（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

2 歳 6 か月児
3 歳児

もうすぐパパママ教室

要予約

もぐもぐ教室
（離乳食教室）

要予約

（初産の方向けの内容です）
（初めて参加の方優先）

育児相談

要予約

対
象
者
R ３ 年４月 １ 日〜17日生
R ３ 年４月18日〜30日生
R ３ 年５月 １ 日〜19日生
R ３ 年５月20日〜31日生
R ２ 年１月 １ 日〜19日生
R ２ 年１月20日〜31日生
R ２ 年２月 １ 日〜14日生
R ２ 年２月15日〜29日生
H30年１月12日〜28日生
H30年１月29日〜２月８日生
H30年２月 ９ 日〜28日生
H30年３月 １ 日〜13日生
H30年３月14日〜25日生
R １ 年８月生
R １ 年９月生
Ｈ31年２月生
Ｈ31年３月生
Ｈ30年８月生
Ｈ30年９月生

生後 4 〜 6 か月児
乳幼児

母子総合相談室 射水市二口 1081 番地 ☎52−7408

子ども子育て総合支援センター「キッズポートいみず」３階

●休日在宅当番医・歯科医
月

日
程
８月１８日（水）
８月３１日（火）
９月 ８日（水）
９月２８日（火）
８月 ３日（火）
８月２４日（火）
９月 ３日（金）
９月１７日（金）
８月１９日（木）
８月２５日（水）
９月 ２日（木）
９月１５日（水）
９月３０日（木）
８月 ５日（木）
９月 ７日（火）
８月２６日（木）
９月 ９日（木）
８月２７日（金）
９月１０日（金）
９月１２日（日） 定員に
達しました
１０月１７日（日）
８月２０日（金）
９月２９日（水）
８月 ２日（月）
９月 １日（水）

妊婦とその夫

診療時間 ９：00〜17：00

8月14日(土)

8月16日(月)
8月22日(日)
8月29日(日)

越野医院（立町）
【内】
☎82−2855
皆川医院（海老江）
【内】
【小児】
☎86−0010
とよた小児科クリニック（小島）
【小児】
【内】
☎52−0288
宮林クリニック（本町）
【内】
【小児】
【皮膚】
☎84−8822

◎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。

ホームページアドレス

▶▶▶

渋谷クリニック（戸破）
【内】
☎55−0025
レディースクリニックむらた（橋下条）
【産】
【婦人】
☎57−4141
道振整形外科医院（二口）
【整形外】
☎52−5699
木田小児科医院（東太閤山）
【小児】
☎57−1525
射水市医師会▶

http://imizu.weblike.jp/

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。

Letʼsトライ！IMIZUSH

健康

８

エイト

〜８つの行動目標で健康寿命をのばそう〜
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午後に実施しますが、
混雑を避けるために
受付時間を調整して、
個別に通知します。

検診日

子宮・乳がん検診
会場・受付時間

８/６（金）

保健センター
13：15〜14：15

夕方検診を実施します【完全予約制】

●インターネットで 24 時間いつでも
集団がん検診の予約ができます
受診券をお持ちの方は集団がん検診の
予約がインターネットでも可能です。
市ホームページ（「射水市がん検診」で
検索）から確認してください。

集団がん検診日程【完全予約制】

〜仕事帰りにがん検診をぜひ受診しましょう〜
検診日

▶▶▶
こちらからも
アクセス
できます

8/24（火）

結核・肺がん検診
会場・受付時間
射水市役所
16：00〜18：00

９/８（水）

乳がん検診
会場・受付時間
射水市役所
16：00〜17：00

ヘリカルCTは、心臓・血管の影や骨と重なって見えにくかった肺の部分も明瞭に写し出すことができ、肺がんの早期発
見にきわめて有効です。この機会にぜひ受診しましょう。
９：15〜９：30
９：45〜10：00
＜予約時間＞

① ９ 時 ② ９ 時30分
③10時 ④10時30分 ⑤11時

夜間、休日のお子様の急病時には「こども医療
でんわ相談 ♯8000」やWEBサイト「こどもの
救急http://kodomo-qq.jp/」
もご利用下さい。
ビタミン A

集団がん検診を受診される方へのお願い

ヘリカルCT肺がん検診を実施します【完全予約制】

歯 科 医
勝山歯科クリニック
（高岡市野村）
☎28−3030
たかぎ歯科医院デンタルサポートクリニック（高岡市木津）
☎24−3837
斉藤歯科医院
（高岡市中央町)
☎22−0661
越田歯科医院
（氷見市伊勢大町）
☎72−2288
わたなべ歯科医院
（高岡市宝町）
☎25−7500
真生会デンタルクリニック
（下若）
☎52−6070
しまだ歯科医院
（高岡市福岡町下簔）
☎64−2172
かわなか歯科医院
（高岡市下麻生）
☎36−8077

１日５皿の野菜料理で
いみずのACE（エース）をねらえ！

・受診の際は必ずマスクを着用してください。
・下記に該当する方は検診の受診を控えてください。
発熱や風邪の症状等体調に不安がある方
新型コロナウイルスに感染または感染疑いのある方と濃厚接触があってから14日以内の方
外国への渡航歴があり帰国後１か月以内の方
・急遽中止や延期となる場合があります。検診の最新情報は市ホームページ等をご確認ください。

● 完全予約制です。保健センターへ電話等で予約の上、
新型コロナウイルスの感
密集・密接を防ぐため、予約した受付時間にお越しく
染予防対策を行い、実施
します。
ださい。
● 受診の際は、受診券・検診料金・眼鏡（必要な方）を
お持ちください。
● 検診当日、①体調確認②体温測定③手指消毒を実施します。

※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。

医 院 ・ 病 院
万葉クリニック（七美）
おおむら耳鼻咽喉科医院（東太閤山）
8月 １ 日(日)
【内】
【糖尿病内】
☎86−8787 【耳鼻咽喉】
☎56−8577
島崎内科医院（小島）
松本医院（三ケ）
8月 ８ 日(日)
【内】
☎52−0173 【内】
【小児】
☎55−0057
いみず内科クリニック（鷲塚）
真生会富山病院（下若）
8月 ９ 日(月)
【内】
【脳神経内】
☎55−3215 【内】
【小児】
☎52−2156

新型コロナウイルス
感染症拡大防止について

受付時間

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。

日

8月15日(日)

■検診の詳細は、令和３年度射水市おとなの健康カレンダー（広報４月号同時配布）をご確認ください。
■受診を希望される方で受診券が届かない場合（転入・退職など）はお知らせください。

健診・教室等の最新の
情報はこちら▶▶▶

安全に健診・教室を受けていただくために、人数制限や受付時間を分散し、実施し
ています。乳幼児健康診査、むし歯予防教室の対象の方には、詳細を個別通知します。

事

コロナ禍でも「がん検診」は必要です !!

保健センター ☎52−7070

ビタミン C

ビタミン E

対

象

内

容

日

程

会

場

受付時間

40歳以上の方

次のような方には特に受診をオススメします

先着200名

・喫煙をしている方（特に喫煙指数600以上の方）
（喫煙指数＝たばこ１日の本数×喫煙年数）
・過去に喫煙をしていた方
・家族に喫煙者がいる方
・咳・痰などの症状がある方

問診、CT撮影
９月４日㈯、９月５日㈰
保健センター
9：00〜11：30、13：00〜15：30（予約は30分毎）

予約の受付は8/10㈫から開始します。

◀◀◀こちらからも予約できます

（祝日法の改正により予約開始日を変更）

検診料金

①2,300円（節目年齢50・55・60・65・70歳の方） ※節目年齢は令和４年３月31日現在の年齢です。
※55歳の方には８月上旬に別途案内ハガキを送付します。
②3,300円（節目年齢以外の方）

注意事項

肺疾患で経過観察中・治療中及び昨年受診された方は対象となりません。
ペースメーカー装着の方は検査ができません。
胸部エックス線検査とヘリカリルCT肺がん検診を両方受診する必要はありません。

こころの健康相談

会

※要予約

場

保
健
センター

専門相談員（公認心理師）による個別相談です。
（約１時間）

日 程
相談時間
8月 ５ 日（木） ① 9:15〜10:15 ②10:30〜11:30
8月20日（金） ①13:15〜14:15 ②14:30〜15:30

「とやま健康パーク射水市の日」のお知らせ

とやま健康パークでは、射水市にお住まいの方を対象に利用料金等の割引サービスを実施します。ぜひこの機会にご利用ください。

射水市の日について（利用料金等割引サービス）
実施期間：9月14日㈫〜9月20日㈪
【個人利用】

利用
区分
３時間

※免許証、保険証など射水市在住とわかるものを受付で提示してください。

大人（高校生以上）

小中学生

通常料金

射水市の日
割引料金

通常料金

射水市の日
割引料金

1,000円

500円

500円

250円

主な施設
トレーニングゾーン、リラックスゾーン、
温泉、露天風呂等、プール、バーデゾーン

※ご利用は、３時間以内でお願いします。
※新型コロナウイルス感染症対策のため開館時間及び利用エリアを制限しておりますので、ご利用の際は、事前に
ご確認願います。
問合せ先 とやま健康パーク ☎076−428−0809 ※ホームページもご参照ください。
2021.8
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込書は人事課窓口のほか、市ホームページからダウンロード
◆募集期限 ８月31日㈫ ※消印有効

◆選考方法 提出された応募動機などにより選考します。

ます︒
○臨時看護師 若干名
資格 正看護師資格を有する方
勤務時間
午前８時 分〜午後５時
給料
月給 １９５︐７００円
期末手当 有
問合せ先 子育て支援課
☎ ー６６２９

ファックスまたは電子メールにて提出してください。応募申

●アランマーレ
ハンドボールチーム 様
◆応募方法 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、

放課後児童クラブ支援員

できます。

た業務など
○介護支援専門員 若干名
資格
介護支援専門員の有資格者
︵経験者優遇︶
業務内容
介護予防・総合事業のケア
マネジメント︑高齢者など
への相談業務
勤務時間 午前９時〜午後６時
︵休憩１時間 )
年間休日 １０７日 ※
日曜休み
採用予定 随時
試験科目 小論文︑面接
申込み・問合せ先
社会福祉法人 喜寿会
担当：川口☎ ー２５００

スケッチ＆撮影会
太閤山ランドで自然を満喫
しながらスケッチや写真撮影
を楽しみませんか？
日時 ９月 日㈰
午前９時 分〜午後３時 分

赤い屋根ギャラリー

︵雨天決行︶
集合場所 太閤山ランド
定員
名程度
︵中高生および一般︶
参加費 １︐０００円
︵当日集金︑保険料込み︶

当日欠席は会費をいただ
※
きます︒
持ち物
ガバン︑筆記用具︑水彩絵
の具︑クレヨン︑カメラ
︵撮影される方︶など
その他
昼食は配布します︒駐車場

人事課 ☎51−6613
問合せ先

子どもが大好きで︑室内外
での遊びや見守りができる方
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
すこやか学級
︵小杉小学校区︶

☎ ０９０ー１３９３ー０４２１

新湊東地域
包括支援センター職員
○保健師または看護師 １名
資格
保健師は有資格者︑看護師
は在宅福祉や地域保健など
に経験のある有資格者
業務内容
地域の高齢者などへの相談
業務︑介護予防を目的とし

日時 ９月１日㈬
午前９時〜 時
抽選対象期間
３月１日㈫〜３月 日㈭
予約抽選会後も︑施設利
※
用の予約は︑随時受付け
ております︒
場所 救急薬品市民交流プラザ
問合せ先
救急薬品市民交流プラザ
☎ ー１８８１

射水市戦没者追悼式
日時 ８月 日㈮ 午前 時
場所 高周波文化ホール
問合せ先 地域福祉課
☎ ー６６２５

熱中症警戒アラートに
登録しましょう！
熱中症警戒アラートは︑熱
中症の危険性が極めて高い暑
熱環境になると予想される日
の前日夕方または︑当日早朝
に都道府県ごとに発表されま
す︒
発表があった日には外出を
控えたり︑エアコンを使用し
たりして︑熱中症予防に努め
ましょう︒
熱中症警戒アラートのメー
ル配信サービスへの登録︑及
び詳細については次のＱＲコ
ードを参照してください︒

⑷平日の日中に開催される会議に出席できる方

ポータブルオゾン発生器 １台

⑶国または地方公共団体の議員でない方

射水市会計年度任用職員
︵市立保育園︶
○臨時保育士 若干名
資格 保育士資格を有する方
勤務時間
午前７時〜午後７時
︵ ７時間 分の変則勤務 有︶
給料 月給１６７︐０００円
期末手当 有
○パート保育士 若干名
資格 保育士資格を有する方
勤務時間
午前８時 分〜午後５時
給料 時給 ９４０円
期末手当 有
勤務時間など相談に応じ
※
ます︒
○早朝・延長・土曜パート
保育士 若干名
資格 保育士資格を有する方
勤務時間
︵早朝︶午前７時〜 時 分
︵延長︶午後３時 分〜７時
︵土曜︶午前７時〜午後７時
︵ ７時間 分の変則勤務︶
給料 時給 １︐１００円
期末手当 有
勤務時間など相談に応じ
※

代は別途４００円です︒
申込み・問合せ先
射水市芸術文化協会美術部
美術部長 山木 美喜子
ー６０３４
☎／ＦＡＸ
０９０ー２０９９ー６０３４

担当 釣 礼子
ー１８４４
☎／ＦＡＸ

︵遠方からの参加者は
午前７時集合︶
集合場所
奈呉駐車場
︵射水市放生津町 ー４︶
対象年齢
年少〜高校３年生まで
小学生以下は保護者同伴
※
で の 参 加 が 必 須︵大 人 の
みの参加は不可︶
参加費 大人 ２００円
子供 １００円
注意事項
・竿︑魚を入れるバケツをご
持参下さい︒
・保護者の方はお子様の安全
管理にご協力下さい︒
＊荒天の場合は中止します︒
申込み・問合せ先
ＮＰＯ法人水辺のまち新湊
☎ ー２６６８

射水市科学展覧会
︵兼 県科学展覧会予選会︶
小・中学生が︑身のまわり
にある事象を科学的な視点か
らとらえて︑調査・研究した
作品の中から優秀なものを展
示します︒
日時 ９月 日㈯・ 日㈰
午前９時〜午後４時まで
場所
救急薬品市民交流プラザ
ふれあいホール
問合せ先 教育センター
☎ ー６６３６

環境省熱中症予防
情報サイト▼▼▼

⑵年齢が令和３年８月末時点で満20歳以上の方

●小杉エネルギー事業
協同組合 様
◆応募資格 ⑴市内に住所を有する方

新型コロナウイルス
感染症対策として

期 委嘱の日から２年間

酬 会議の出席に対し、報酬を支払います。

30万円
◆任

●射水造園業協同組合
代表理事 金 洋一 様
◆募集人員 １人

30

救急薬品市民交流プラザ
施設利用予約抽選会

◆選考結果 応募者全員に通知します。提出書類は返却しません。
新湊博物館 〒934−0049 射水市鏡宮299
☎83−0800 FAX 83−0802
hakubutsu@city.imizu.lg.jp

40

10

富山大学公開講座および
オープン・クラス
富山大学では︑公開講座お
よび本学の授業を﹁オープ
ン・クラス﹂と称して公開し︑
学生とともに教室で受講して
いただく市民一般の方々を募
集します︒
日時 ２０２１年度後学期
︵９月初旬から受付を開始
します︒︶
場所 富山大学各キャンパス
その他
申込方法・詳細に
ついてはＱＲコー
ドをご覧ください
問合せ先
富山大学地域連携推進機構
生涯学習部門
☎０７６︵４４５︶６９５６

８月 日㈯ 午前６時集合

公募提案型市民協働事業
ふるさと再発見
魚・水・環境 ―
―
﹁内川 親子で魚釣り大会﹂
日時

31

10

◆報

時 第２回 ９月５日㈰ 13：30
演題「放生津の曳山に見る海の意匠」
講師 井波彫刻協同組合理事 山﨑 新介 氏
第３回 ９月12日㈰ 13：30
演題「富山の曳山と町人の文化」
講師 越中史壇会会長 米原 寛 氏
場
所 新湊博物館（鏡宮299）
応募定員・参加料 各15名 聴講無料
応募方法 郵便、ＥメールまたはＦＡＸで、①参加希望回、②参加希望者のお名前、③住所、④電話番
号をお知らせください。１通で２名（ご家族のみ）まで申し込みできます。締め切り後、応
募多数の場合は抽選を行い、当落の結果は８月25日㈬発送予定のはがきでご案内いたします。
応募期間 ８月１日㈰〜20日㈮ ※必着
日

86

51

特別職の報酬などを審議する審議会委員を募集します。

博物館では、放生津八幡宮曳山・築山行事の国重要無形民俗文化財指定を記念する特別展「放生津
の祭」に合わせ、曳山・築山文化について学ぶ講演会を３回にわたり開催しています。
今回は第２回・第３回の参加者を募集します。

12

40

27

ご寄附ありがとうございます

射水市特別職報酬等審議会委員 募 集

新湊博物館「放生津の祭」講演会（第２回・第３回）

30

55

30

14
４
2021.8
2021.8

15

19

12

56

84

51

11

51

30

アランマーレ水（ミネラルウォーター）
1,200本
ウェットティッシュ 1,500個
アランマーレロゴ入りマスク
50枚
（総額277,500円相当）
申込み・問合せ先

82

10

30

30

30

21

日時 8月 28日 ㈯

参加
受付中

15: 00〜 20: 00
会場 駐 車 場 、 屋 外 パ ー ゴ ラ （ 雨 天 時 は ２ 階 iCN ホ ー ル ）

ビューティ・ヨガ

NAOのダンスやってみよう

がんばらない体操

囲碁・将棋教室

輝く女性の
キレイを応援‼

初めてでも大丈夫！
ダンス大好きっ子集まれ

やさしい動きなので、
気軽に参加してみませんか？

お一人の参加もＯＫ
お気軽にどうぞ。

日

時

8月14日㈯
14：00〜
15：00

場

所

新湊交流会館

いきいき長寿館

定

員

20名

20名

どなたでもどうぞ

どなたでもどうぞ

8月21日㈯
14：00〜
15：00

8月14日㈯
15：15〜
16：00

8月21日㈯
15：15〜
16：00

新湊交流会館 いきいき長寿館
10名

20名
小学生以下

100円
飲み物・汗ふきタオル
動きやすい服装
内履きシューズ

8月26日㈭
10：00〜
11：00

8月10日㈫
10：00〜
12：00

8月24日㈫
10：00〜
12：00

新湊交流会館

いきいき長寿館

20名

−

どなたでもどうぞ

どなたでもどうぞ

300円

300円

飲み物
汗ふきタオル
動きやすい服装

飲み物・汗ふきタオル
動きやすい服装

申込期限

開催日前日まで

開催日前日まで

開催日前日まで

開催日前日まで

申込不要

申込方法

電話受付

電話受付

電話受付

電話受付

−

受講料
持ち物

問合せ先
2021.8

新湊交流会館

300円

無料

飲み物・汗ふきタオル
動きやすい服装

−

☎82−8451

いきいき長寿館

☎84−1030

日 程

リフレッシュ・ヨガ
脳や筋肉を若々しく保ち、
一週間の疲れを癒しましょう。

対象者

17

３日間
２年ぶりに富山新港発着クルーズで寄港!!
富山新港発着

いきいき長寿館 からのお知らせ

新湊交流会館

ぱしふぃっくびいなす で行く
秋の京都舞鶴クルーズ

９月14日㈫ 富山新港 発
９月15日㈬ 舞鶴港
９月16日㈭ 富山新港 着

出港 17：00
入港
7：30
出港 18：00
入港 10：00

旅行代金 113,000円〜905,000円（１室２名で利用時の大人１人あたり）
※初乗船の場合は、代金から10％割引

問合せ先

富山新港港湾振興会（港湾・観光課内）☎51−6676

進学者向けの 自衛官募集のお知らせ
安定の
募集項目

特別職国家公務員

受付期間

試験期日

防衛大学校学生

７月１日〜10月27日 １次：11月６日㈯・７日㈰ ２次：１次合格者のみ

防衛医科大学校医学科学生

７月１日〜10月13日 １次：10月23日㈯ ２次：１次合格者のみ

防衛医科大学校看護学科学生

７月１日〜10月６日 １次：10月16日㈯ ２次：１次合格者のみ

※ 一次試験（学科）は富山県内で実施します。
※ 採用種目により年齢は異なります。詳しくはお問い合わせください。

申込み・問合せ先

〒933−0057 高岡市広小路2−6
自衛隊高岡地域事務所
☎0766−21−2411

55
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30

すてっぷカフェ

◇クロスベイ大夜市

22

マイナンバーカードの
顔写真撮影

弾きたい方、
聞きたい方は
ぜひお越しく
ださい。

1021

ハローワーク高岡で
福祉・介護の仕事相談

日時 8月 22日 ㈰ 10: 00〜 16: 00
会場 屋 外 パ ー ゴ ラ 、 2階 iCN ホ ー ル

富山県健康・福祉人材セン
ターでは︑ハローワーク高岡
内に﹁福祉・介護のお仕事相
談コーナー﹂を開設し︑キャ
リア支援専門員が無料で相談
を受けます︒お気軽にご利用
ください︒
日時 毎月第２︑４火曜日

♪８月８日㈰、29日㈰は
クロスベイピアノの日♪

◇開運マルシェ

30

ひきこもりなど生きづらさ
を抱える方やそのご家族が集
まって自由に過ごす場所です︒
日時 ８月 日㈯
午後１時 分〜４時
場所 救急薬品市民交流プラザ
別館
その他 途中参加・退出可
参加費 無料
問合せ先 射水市ふくし総合
相談センターすてっぷ
☎ ー５２０４

ホームページ

51

相続に関する無料相談会

日時 8月 8日 ㈰ 18: 00〜 19: 00
会場 屋 上 テ ラ ス

30

地区センターで希望される
方を対象にマイナンバーカー
ド交付申請時に必要な顔写真
撮影を実施しています︒
場所
新湊・小杉・大門・下の４
地区センター︵市民課では
実施しません︶
受付時間
平日午前８時 分〜午後４
時 分︵時間に余裕を持っ
てお越しください︶
注意事項
撮影は地区センターでマイ
ナンバーカード交付申請を
行う方に限ります︒
問合せ先
市民課☎ ー６６２１

◇ルーフトップサンセットYOGA

10

射水市シルバー人材センター
入会説明会

日時 8月 7日 ㈯ 8日 ㈰ 11: 00〜 16: 00
会場 屋 外 パ ー ゴ ラ 、 2階 iCN ホ ー ル

12

30

30

日時 ８月 日㈯︑ 日㈰
午前 時〜午後４時
相談電話番号
☎ ０７６ー４４３ー６０７１
︵当日限り︶
その他 相談無料︑予約不要
今年度は新型コロナウイ
※
ルス感染症対策のため︑
電話相談のみとなります︒
問合せ先
富山県司法書士会事務局
☎ ０７６ー４３１ー９３３２

◇カモメとネコの手作りマルシェ

大島農村環境改善センター

最新のイベント情報は、
クロスベイ新湊の
ホームページまたはインスタグラムをチェック！

自筆証書遺言書保管制度

ク ロ ス ベ イ 新湊イ ベ ン ト 情 報！

30

①日時
８月 日㈭ 午前 時
場所

ひまわり一座

17

②日時

８月21日㈯

60

歳

あんぽんたん

法務局において︑皆様の大
切な遺言書を長期間大切にお
預かりする制度です︒遺言書
を残したいけど︑紛失などが
心配 …
︒そんなときは︑ぜひ
法務局の保管制度をご利用く
ださい︒
申請には住民票などの書類

８月 ７ 日㈯

８月 日㈫ 午前９時 分

13：00〜

射水市シルバー人材センター

開始時間

場所

☎53−1844

対象者
健康で働く意欲のある
以上の方
申込み・問合せ先

ー８８１７

◆大門
コミュニティセントー

射水市シルバー人材センター

☎
55

午前９時 分〜午後３時 分

問合せ先 収納対策課 ☎51−6620

30

︵祝日の場合は変更︶
場所 ハローワーク高岡
問合せ先

納税は口座振替が便利です！
収納対策課または最寄りの金融機関に
お問い合わせください。

27

富山県健康・福祉人材センター

納期限 8 月 31日（火）

10

☎ ０７６ー４３２ー６１５６

市・県民税第２期
国民健康保険税第２期

全国一斉
﹁子どもの人権１１０番﹂
強化週間のお知らせ

22

人権擁護委員による無料電
話相談を実施します︒期間中
は土日にも対応しております
ので︑
お気軽にお電話ください︒
日時
８月 日㈮〜９月２日㈭
午前８時 分〜午後７時
ただし︑土曜日・日曜日は
午前 時〜午後５時
相談内容
いじめ︑体罰︑不登校︑親
からの虐待︑など
子どもをめぐる様々な問題
相談受付
☎ ０１２０ー ００７ー １１０
問合せ先
富山地方法務局人権擁護課
☎ ０７６ー４４１ー６３７６

のほか︑費用として３︐９０
０円が必要です︒
具体的な手続方法は︑法務
省ホームページ又は法務局ま
でお問合わせください︒
問合せ先
富山地方法務局
高岡支局
☎ ー２３２７

今 月 の 納 税

シルバー交通安全川柳大募集中！
内
容 交通安全に関すること
募集期間 ８月31日㈫まで
応募資格 射水市内在住で65歳以上の方
応募方法
応募用紙に①作品名②住所③電話番号④氏名（ふ
りがな）⑤年齢を記入し、射水市役所生活安全課ま
で持参、Ｅメール、ＦＡＸ、郵送してください。ま
た、各地区センターや各コミュニティセンターでも
受け付けます。
応募用紙は各地区センターやコミュニティセンター
にあります。また、応募用紙は市ホームページ上か
らもダウンロードすることが出来ます。
表
彰 特選１点 入選５点（副賞、参加賞有）
11月６日㈯の射水市交通安全市民大会で
表彰します。
そ の 他 優秀作品は、射水市交通安全市民大会のパ
ンフレット等に活用します。
一人３点まで応募できます。
問合せ先

射水市交通安全対策協議会（生活安全課内）
☎51−6623／FAX 51−6655
seikatsu@city.imizu.lg.jp
2021.8

16
４

※各公演は新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対策指針、ならびにガイドラインに沿って開催します。
※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、内容の変更、開催の延期もしくは中止となる可能性がございます。

アイザック小杉文化ホール ラポール
栗コーダーカルテット＆
ビューティフルハミングバード
８月７日㈯

14：30開場 15：00開演

●８月の休館日＝３日、10日、17日、24日、31日 ☎56−1515

千住真理子ヴァイオリン・リサイタル

コンサート

好評発売中
９月12日㈰
14：30開場 15：00開演

好評発売中
入場料 全席指定
一
般 2,500円（会員2,300円／当日3,000円）
高校生以下
500円（会員400円）※未就学児入場不可
リコーダーを中心に身近な楽器を使ったカラフルな
サウンドが人気で、ＮＨＫ『ピタゴラスイッチ』でもお馴染みの栗コーダーカ
ルテットと、ボーカル＆ギターデュオのビューティフルハミングバードによ
る、あたたかくユーモアたっぷりのコンサート。

高周波文化ホール
（新湊中央文化会館）
手嶌葵

ホール利用申込抽選会のご案内
９月１日㈬10：00〜

〈ホ ー ル〉令和４年９月 １ 日㈭〜10月 ２ 日㈰
対象期間
〈研修室等〉令和４年３月 ２ 日㈬〜 ３ 月31日㈭

●８月の休館日

２日、10日、16日、23日、30日

11月３日（水・祝）
16：15開場 17：00開演

９月４日㈯ 14：30開場 15：00開演

８月28日㈯発売開始！

入場料
一

全席指定
般 4,000円
会員3,600円
当日4,500円
高校生以下 1,000円
（会員900円）

完売いたしました
ありがとうございました
※チケットをお持ちの方はお忘れなく

８月９日
（月・振休）入場無料！

「ルパン三世のテーマ」の生みの親、大野雄二が数々のヒット
ソングを凄腕ジャズメンと共に極上のアレンジでおくるホット
でクールなジャズライブ。
会場
出演

大ホールロビー
張鶴 二胡友の会

開演 14：00
ハンドオカリナ富山

2021年度 射水市文化ホール友の会 会員募集！！

陶房「匠の里」
Happy Halloween ♪

ハロウィンのシンボル、お化けとかぼちゃ
（12×12×20㎝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
時 間
定 員
料 金
申込み

19

９月18日㈯、19日㈰
９：30〜12：00
各10名（計20名）
3,000円（２個セット、ライト、帽子付き）
お電話にてお申込みください。（８月１日㈰から受付開始）
2021.8

☎54−1201

「シーサー作り教室」
あらゆる災難から家を守り、福を呼び込んで逃がさないという
意味がある、かわいいシーサーを作ってみませんか！

実施日
時 間
料 金
申込み

８月20日㈮空きあり、21日㈯満員
９：30〜12：00
定 員 各10名（計20名）
1,800円
お電話にてお申込みください。

８月の郷土陶芸作家展
越中三助焼 谷口 均展

本年３月、放生津八幡宮祭の
曳山・築山行事が国の重要無形
民俗文化財に指定されました。
これを記念する本展は、海を生
業の場とする住民が、海への感
謝と願いを形にした曳山を中心
に、築山や放生会を行う祭礼全
体を紹介します。

大島絵本館

期間

８月６日㈮〜９月１日㈬

●８月は無休

☎56−6116

太閤山ランドプール営業について
7月31日㈯〜8月31日㈫ 9：00〜17：00
入場者数を制限します

期間

プールチケットは（各日2,500枚限定）コンビニのみで入場日を指定して販売

写真：放生津八幡宮祭の曳山行事（花山）

●８月の休館日
２日、10日、16日、23日、30日

☎52−6780

※プール広場及び公園内でのチケット販売はございません
※詳しくはホームページをご覧ください。

海王丸パーク

毎週水・木曜日１０：００〜 赤ちゃんから楽しめるおはなし会開催
入館無料 開館27周年記念感謝デー「絵本館まつり」

日時

８月22日㈰

９：30〜16：30

年に一度のお祭り。日頃の感謝を込
めて、絵本マーケットやミニ縁日など
も開催します。

ライブペイント＆サイン会 10：30〜11：30
じゅえき太郎先生がiPadで描かれる虫の絵を大画面で投影します。
トークイベント＆サイン会 13：30〜14：30
虫を見つけるポイントや絵本制作の秘話、
舞台裏をお２人が語られます。虫取りで使
用している道具の紹介もありますよ！
※サイン会は人数、冊数制限あり。
当日整理券を配布します。

じゅえき太郎絵本原画展
期
容

好評受付中

●８月の休館日＝３日、10日、14〜17日、24日、30日、31日

お化けとかぼちゃづくり

国重要無形民俗文化財指定記念特別展「放生津の祭」

会
内

●指定主催公演を１公演１枚まで、金額合計8,000円以内で何公演でもお選びいただけます。
●公演日が近くなりましたらチケットがお手元に届きます。（事前の座席指定はできません）
●指定主催公演のチケットが割引価格にて購入できます。（窓口で会員証提示の上、１口につき２枚まで）
●(公財)射水市文化振興財団が発行している情報紙がお手元に届きます。

太閤山ランド

☎83−0800

原画展開催中のじゅえき太郎先生と須田研司先生来館‼

※未就学児入場不可

スタジオジブリ作品「ゲド戦記」の挿入歌『テルーの唄』でデビュ
ー後、数々の主題歌やＣＭソングを手掛け、その神秘的で類稀なる
歌声で幅広い世代に支持されている手嶌葵によるコンサート。透明
感あふれるフェアリーボイスを是非この機会にご堪能ください。

友の会：年会費
5,000円／１口

☎82−8400

YUJI OHNO & LUPINTIC SIX LUPINTIC
JAZZ LIVE

15TH ANNIVERSARY CONCERT
〜SIMPLE IS BEST〜

ロビーコンサート

©Kiyotaka Saito(SCOPE)

※未就学児入場不可

人気、知名度ともにNo.1ヴァイオリニストで、音楽活
動のみならずラジオ、テレビへの出演や、ボランティ
ア、執筆など幅広いジャンルで活躍を続けている千住
真理子によるコンサート。ピアノ：丸山 滋

入場無料！

射水市内を中心に活動する合唱団体でお届けする合唱の祭典。
素晴らしいハーモニーをお楽しみください。
出演予定団体 池多童謡の会、射水市混声合唱団、合唱団エコーいみず野、
小杉童謡の会、混声合唱団「絵本コロ・アルカディア」、
新湊合唱クラブ、ラポールヴィヴァーチェ

●８月の休館日
２日〜５日、10日、17日、24日、31日

期間
８月６日㈮〜10月10日㈰

入場料 全席指定
一
般 3,500円
（会員3,200円／当日4,000円）
高校生以下 1,000円
（会員900円）

第13回 射水市合唱祭

９月19日㈰ 13：00開場 13：30開演

新湊博物館

展示原画

開催中〜９月16日㈭
夏休みのギャラリーでは、
虫好きのもちろん、虫がち
ょっぴり苦手な子も夢中に
なるじゅえき太郎さんの原
画を展示します。ふだん、じっくり見ることのできない
虫の自然な姿を観察してみよう。
『すごい虫ずかん ぞうきばやしをのぞいたら』
（KADOKAWA）ほか

８月１日㈰、９日（月・振）、11日㈬、13日㈮、15日㈰
９：30〜11：30
ワークショップ
2,000円（材料費・入館料込）
ハードカバーの製本方法が学べます。お子さんから大人の
方まで、どなたでもご参加いただけます。
（絵や物語の制作は含まれません）

４日、18日、25日

☎82−5181

縦帆の展帆
開 催 日
時
間

８月22日㈰
帆がひらいている時間

9：30〜15：30頃

コロナウイルス対策のため、縦帆10枚前後の展帆となります。

親子展帆体験
開 催 日 ８月８日（日・祝）
時
間 ①11：00 ②14：00
（受付は当日30分前から行います）
参 加 費 無料
参加対象 小学生以上の親子
定
員 各回先着15名

小杉展示館

●８月の休館日
２日、10 日、16 日、23 日、30 日

☎55−3338

2021 第 52 回
世界の児童画フェスティバル小杉展
期
間
開館時間

８月19日㈭〜29日㈰
９時〜17時（入館は16時30分まで）

竹内源造記念館

●８月の休館日
２日、10日、16日、23日、30日

☎55−3288

製本教室2021夏
開 催 日
時
間
場
所
受 講 料
内
容

●８月の定休日

射水鏝絵座
日

時

【親子で楽しむ絵本の世界
〜ピアノの調べとともに〜】

８月28日㈯

出演者

午前の部／午前11時〜
午後の部／午後２時〜

ほのぼの、楽しい。富山のイラストレーター山崎たかしの作品展
会
内

期
容

７月31日㈯〜８月13日㈮
創作イラスト作品の展示販売

柏島伊津子／井上とし江
会
内

期
容

ハンドメイド二人展

８月14日㈯〜 ８月31日㈫
手作り布小物作品の展示販売

NHKアナウンサー
梶原 典明

入場無料

フリーアナウンサー
鈴木 佑実

ピアニスト
松浦 有里

入場整理券必要（記念館にて事前配布）

コロナ感染症の関係でやむを得ず中止する場合があります。
2021.8

18
４

各 種 相 談

あじさい祭りが開催
〈6月18日(金)〜7月4日(日)〉

太閤山ランドで「あじさい祭り」が２年ぶりに開催され、約
100種、２万株のあじさいが来場者を出迎えました。6月19日
㈯、20日㈰には着物を着て園内を散策できる「着物de散策
♪」が開催され、多くの方々が着物を着てあじさいとの写真撮
影を楽しみました。

「みんなできれいにせんまいけ
大作戦 2021」がスタート
〈7月4日(日)〉

山から川、そして海までの流域が一体となって取り組む清掃

美化活動「みんなできれいにせんまいけ大作戦」のキックオフ
イベントが７月４日に六渡寺海岸で行われました。小雨が降る
中、地元住民や地元企業の従業員など130人以上が早朝に集ま
り、ゴミ拾いを行いました。この日は、六渡寺海岸のほか、本
江海岸と海老江海岸でも海岸清掃が行われ、地元の美しい海岸
を守るために、参加した方々はゴミ拾いに汗を流しました。

友好都市「台北市士林区」と
オンライン懇談会
こうけいき

〈7月13日(火)〉

射水市の友好都市である台北市士林区の江慶輝区長が勇退さ
れることを受けて、市本庁舎でオンライン懇談会を行いました。
夏野市長は、江慶輝区長のこれまでの功績を労うとともに、
引き続き射水市と士林区の交流事業について、協力いただくよ
うお願いし、新型コロナウイルス収束後には、人的な交流もし
ていくことで合意しました。

まちなか台湾フェア in イミズ
ちん けいとく

開催
〈7月17日(土)〉

射水市地域おこし協力隊の陳 啓徳さんが台湾の文化につ
いて知ってもらおうと企画したイベント「まちなか台湾フェ
アinイミズ」をクロスベイ新湊で開催しました。当日は、富
山県台湾総会による台湾グルメの販売や台湾ランタン展、台
湾先住民の衣装の試着体験など、さまざまな企画が行われ、
大勢の来場者で賑わいました。
また、陳さんらによる台湾の観光や文化を紹介する講演会
も行われ、講演会に参加した方々からは「台湾に行ってみた
くなった」という声が聞かれました。
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●射水市空き家相談会・ミニセミナー
●無料法律相談（要予約） ☎51-6615
（予約不要） ☎51-6614
8月26日(木)
8月20日(金)、9月17日(金)
13:00〜16:00 射水市本庁舎
13:00〜14:00（セミナー）
予約方法：
14:00〜16:00（相談会）
ハガキまたは電子申請により、住所、
●行政・人権相談
☎51-6622
射水市本庁舎
氏名、電話番号、希望日など必要事
13:30〜16:00
項を記入し提出
8月4日(水)、9月1日(水)
●家庭児童・母子父子相談 ☎51-6671
定員：６名（抽選）
救急薬品市民交流プラザ
月曜日〜金曜日（祝日を除く）
締切：8月12日(木) 消印有効
8月12日(木)、9月9日(木)
9:00〜17:00 射水市本庁舎
送付先：〒939-0294
新湊交流会館
新開発410番地1
8月18日(水)、9月15日(水)
●子どもの悩み総合相談
総務課8月分無料法律相談 係
大門総合会館
☎・FAX52-3122
※市内に住民票のある方に限ります。
8月24日(火)、9月28日(火)
月曜日〜金曜日（祝日を除く）
※応募者に電話で抽選結果を連絡します。
射水市本庁舎
9:00〜17:00
※相談は各年度１回までです。
8月休み、9月2日(木）
射水市子ども子育て総合支援センター１階
※人権相談のみ
kodomo-soudan@city.imizu.toyama.jp
●もの忘れ・認知症相談
☎51-6625
下村コミュニティセンター
8月5日(木)、9月2日(木)
14:00〜15:30
●精神科医・心理士による子ども相談
●心配ごと相談
救急薬品市民交流プラザ1階和室
☎55-2799
13:30〜16:00
子どもの権利支援センター
8月5日(木) 、8月19日(木)
（来所相談のみ・要予約）
●ポルトガル語困りごと・生活相談
9月2日(木) 、9月16日(木)
第3・第4水曜日
8月16日(月) 9:00〜12:00
新湊交流会館
☎82-8450
(祝日除く) 15:00〜16:30
射水市本庁舎1階
8月3日(火) 、8月17日(火)
エントランスホール内
9月7日(火) 、9月21日(火)
☎82-1678
原則、偶数月 第３月曜日のみ開催しま ●教育相談（要予約）
救急薬品市民交流プラザ
火曜日、木曜日（祝日を除く）
す。
☎55-5202
13:00〜17:00
CONSULTAS SOBRE O COTIDIANO
※民生委員・児童委員が相談に応じます。
教育センター教育相談室
(em português)
O atendimento em português será
●行政書士による無料相談(予約優先)
na 3ª segunda-feira dos meses ●障がいに関する相談
☎090-2833-0682、55-0682
①月曜日〜金曜日（祝日を除く）
pares.
8月13日(金) 13:30〜15:30
9:00〜17:00
新湊交流会館
あいネットいみず
☎86-8522
●女性のための無料相談
☎51-6622
8月27日(金) 13:30〜15:30
ふらっと
☎56-6661
（パートナーや子どもとの関係など）
救急薬品市民交流プラザ
つどい
☎55-4110
8月11日(水)、9月8日(水)
②月曜日〜土曜日（祝日を除く）
10:00〜15:00
●犯罪・事故など被害に関する相談
9:00〜17:00
9月21日(火)
☎076-413-7830
むげん
☎52-1737
13:00〜17:00
月曜日〜金曜日
※女性専門相談員が対応します。
（祝祭日・年末年始を除く）
※完全予約制、事前にお電話ください。 ●ひきこもりに関する相談 ☎55-5204
午前10時〜午後4時
8月19日(木)、9月16日(木)
※相談時間は50分です。
とやま被害者支援センター
13:30〜16:30
救急薬品市民交流プラザ
●消費生活相談
☎52-7974
●成年後見制度相談（予約優先）
※精神保健福祉士など専門の相談員が
月曜日〜金曜日（祝日を除く）
☎51-6625
対応します。
9:00〜16:00 射水市本庁舎
8月25日(水)、9月22日(水)
14:00〜16:00 射水市本庁舎
●福祉に関する総合相談
☎55-5203
●住宅相談
月曜日〜金曜日（祝日を除く）
（耐震補強やリフォーム工事の相談など）
●税理士の無料税務相談（要予約）
9:00〜17:00
8月15日(日) 10:00〜15:00
☎076-422-4034
射水市ふくし総合相談センターすてっぷ
太閤山ショッピングセンターパスコ
8月5日(木) 13:00〜16:00
☎55-1298
高岡商工ビル4階、
8月15日(日) 10:00〜15:00
相談日の１週間前の9:00から受付
カモン新湊ショッピングセンター
※10、1月は大門総合会館でも実施します。
☎82-4511

8

月

マイナンバーカードの受取りの際は、交付通知書
（ハガキ）
と
同封した案内に記載の必要書類をご持参ください。

の

「証明書交付」
で取得できる証明書は、下記のとおりです。
・
住民票の写し
（現在住民票のみ）
の交付
▲休日窓口 ▲マイナンバーカード
夜間予約交付
・印鑑登録証明書の交付
・戸籍謄本・抄本
（現在戸籍のみ）
８月８日㈰ 8:30〜12:30
・戸籍附票の写しの交付
（現在戸籍附票のみ）
証明書交付、印鑑登録
※マイナンバーカードの受取りは
・所得証明書、所得課税証明書の交付
（直近のもののみ）▲コンビニ交付
マイナンバーカード交付
大変混雑します。平日の受取り

休日・夜間窓口

にご協力をお願いします。

マイナンバーカード
夜間予約交付

マイナンバーカードをお持ちの方は、
８月23日㈪〜27日㈮
ぜひ証明書のコンビニ交付サービスをご利用ください。
17:45 〜 19:15
（最終受付） 問合せ先
※要電話予約

場所／射水市本庁舎１階市民課

〈住民票・戸籍・印鑑登録・マイナンバーカードなど〉 市民課 ☎51−6621
〈所得証明など〉
課税課 ☎51−6618
2021.8
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イナガキ
ヤストさん
は︑射水市
在住のフォ
トグラファ
ー︵写真家︶
です︒会社
員として働
く傍ら︑富
山県内の魅
力的な風景
の写真をＳ
ＮＳ上に投
稿し注目を集めています︒自身の出身
地である射水市の写真も多く発信して
いるイナガキさんのお気に入りの場所
は内川︒﹁東西に川が流れているので
朝日も夕日も見られるし︑川のすぐ近
くに人が住んでいる場所は他になかな
かない︒写真を撮る人なら行ってみた
くなる場所です﹂とイナガキさんは話
します︒
子どものころから写真に興味があり︑
学生時代も使い捨てカメラやデジタル
カメラを常に持ち歩いていたというイ
ナガキさん︒子どもが生まれた事をき
っかけに︑本格的なカメラでの撮影を

食

生

みなさんの声を募集します！
実 際 に 作ってみた 感 想 を
お聞かせください。
活

改善

推 進員

の

め
おすす
レシピ

〈メール〉
hoken@city.imizu.lg.jp
〈郵 送〉
〒939-0241
射水市中村38
射水市保健センター宛て

① 玉ねぎとにんじんはみじん切りにして、ラップをし、
600Wの電子レンジで１分半加熱し粗熱を取る。
② しいたけをみじん切りにし、豆腐は軽く水切りする。
③ ボウルにひき肉を入れ塩コショウをして粘りが出るま
でよく混ぜる。
④ ③に手でつぶしたはんぺん、①、②、Ａの調味料を加
え、さらによく混ぜる。
⑤ 10等分して手で丸めて１つずつ離して皿に並べ、しゅ
うまいの皮をかぶせ、ゆで枝豆をのせる。
⑥ 霧吹きで全体がしっとりするくらい水をかけ、ふんわ
りとラップをかけ、電子レンジで６〜７分加熱する。

「電子レンジで簡単やさしい料理です。」 〈1 人分あたりの栄養価〉

●エネルギー 240kcal

●塩分 0.9g

きららか射水

100歳体操
グループ紹介

すこやか南通り

● ダイジェスト版 ●
市では、高齢者が健康でいきいきとし
ケーブルテレビで毎日午後3時〜
た生活を送ることができるよう、また、
体操を通じて住民が互いに支え合える地
域となるよう「きららか射水100歳体操」
を普及しています。
▲ユーチューブは
令和3年3月末現在、139グループが活動
こちらから
を継続しています。
問合せ先 地域福祉課 ☎51−6625
（隔月で掲載）

実施日／水曜 10:00 〜
場 所／南通り公民館

中太日の宮

実施日／木曜 10:00 〜
場 所／伊勢領公民館

19名から始めた100歳
体操が口伝えで効果も住
民に浸透し、現在では
27名に成長！2グループ
に分けることも考えてい
ます。
23
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実施日／金曜
場

13:30〜
14:30〜
所／日の宮集会所

現在、感染対策で2回に
分けて行っています。高
齢者が歩いて集える場所
で、参加すること自体を
楽しんでいます。

皆さんとの情報交換と、
体操後に脳トレや季節の
歌を歌うことでストレス
発散できるのが楽しみで
毎週参加しています。

ほがらか

射水市公式フォトアンバサダー

食生活改善推進員のコメント

り方

イナガキ ヤストさん

鶏ひき肉 ……………………… 80g
はんぺん …………………… 1/2 枚
木綿豆腐 …………………… 100g
玉ねぎ ……………………… 1/4 個
にんじん ……………………… 2 ㎝
しいたけ ……………………… 2 枚
塩コショウ …………………… 少々
しょう油 …………… 小さじ１/２
砂糖 ………………… 小さじ１/２
ごま油 ……………… 小さじ１/２
片栗粉 …………………… 大さじ２
しゅうまいの皮 …………… 10 枚
ゆで枝豆 …………………… 10 粒

スタートしました︒去年の春︑コロナ
禍で旅行や帰省が制限される中︑富山
の風景を見てもらいたいとＳＮＳにア
ップした写真が話題になり︑注目を集
めるように︒最近はテレビにも出演し︑
普段ＳＮＳを利用しない人にも知られ
るようになりました︒
イナガキさんは今年６月︑写真を通
じて射水市の魅力を発信する﹁射水市
公式フォトアンバサダー﹂に就任しま
した︒﹁自分の写真を射水市のＰＲに
使いたいと思ってもらえるとは予想し
ていなかったので︑とても嬉しいです︒
射水市内にもまだまだ知らない場所が
たくさんあるので︑フォトアンバサダ
ー就任を機に
勉強しながら
いい場所を探
して撮影し︑
写真を通して
皆さんにいろ
んなことを伝
えていきたい
と思います﹂
と意気込んで
います︒

A

《分量》

作

《材料》
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写真を通じて射水市の魅力を発信

◆ふわふわ豆腐しゅうまい（２人分）

vol.

広上・西広上寿会
あしつきグループ

実施日／火曜 ９:30 〜
場 所／広上公民館

「笑顔を忘れず無理せず
に」を合言葉に和気あい
あいで楽しんでいます。

2021.8

22
４

市長のタウンミーティングを開催します

〜市民の皆さまの声をお聞かせください〜
テーマ

「新たな総合計画の策定に向けて」

富山県射水市未来創造課

●令和３年８月号
︵８月１日発行︶

●編集・発行

本市では、急速な人口減少や情報通信技術の飛躍的な進展、さらには新型コロナウイルス感染症の影響など
社会情勢の大きな変化に対応するため、現総合計画の期間を１年前倒しし、令和５年度をスタートとする
第３次射水市総合計画を策定することとしました。
つきましては、計画の策定にあたり、市長と市民の皆さまが射水市のまちづくりについて直接対話する
ミーティングを実施します。
事前申込は不要で、どなたでも自由に参加できますので、ご都合のよい会場へお越しください。

〈開催日程〉

日時

8

9

月

会場

9時30分〜11時

救急薬品市民交流プラザ

１階ふれあいホール

振替休日

０７６６ ５
︱ １ ６
︱ ６６８

〒９３９ ０
︱ ２９４
富山県射水市新開発４１０番地１

０７６６ ５
︱ １ ６
︱ ６１４

8
10 火 19時30分〜21時

射水市役所

8
11 水 19時30分〜21時

クロスベイ新湊

３階会議室
２階iＣＮホール ※手話通訳あり

※ どの日程も同じ内容です。
※ 新型コロナウイルス感染症対策のため、「マスクの着用」、
「入場時の検温」、
「手指の消毒」、
「受付での氏名・連絡先の記載」に
ご協力をお願いします。
※ 感染拡大の状況により入場制限、または中止する場合があります。
※ タウンミーティングの様子は、後日、市ホームページ（ユーチューブ）、ケーブルＴＶでもご覧いただけます。

問合せ先

企業広告

射水市代表電話☎ ０７６６
︵５１︶
６６００

〈企業広告募集〉問合せ先
CHECK ! !

フェイスブック

ユーチューブ

を投稿しています。

ツイッター

市政情報全般を
発信しています。

☎51−6614

広告代理店／㈱協和総商 ☎21−0319

射水市公式 S N S いろいろ

ムズムズくんがイベント 市長記者会見や
「テレビ
などの動画
情報を紹介しています。 広報いみず」

未来創造課

LINE

あなたの欲しい情報を
リアルタイムにお届け
します。

射水市の人口・世帯数

令和３年６月30日現在の射水市住民基本台帳人口 ※（ ）内は前月比

人

口

91,948 人

（ − 58 ）
（うち外国人 2,723 人）

男

性

44,879 人

（ − 30 ）
（うち外国人 1,454 人）

女

性

47,069 人

（ − 28 ）
（うち外国人 1,269 人）

世帯数

36,145 世帯（ ＋

（うち外国人のみの世帯1,494世帯）
3）

