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子どもと学校、地域の未来を育むワークショップ（詳細は、裏表紙）

未来を担う
子どもたちのために
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　市では、40歳以上の方へ ８月17日までに接種券を発送しました。希望する全ての方が接種を受けることができますので、
焦らずに予約をお願いします。

問い合わせ
　富山市新型コロナワクチン接種特設�
サイト（https://city.toyama-vaccination.
jp/）では、富山市でのワクチン接種につ
いての情報などを掲載しています。 特設サイト 受付時間／平日₉：00～18：00、㈯㈰㈷㉁₉：00～17：00

☎411－9064予約・相談センター（相談ダイヤル）
新型コロナウイルスワクチン接種実施本部

※番号を確認の上、間違いのないよう注意してください。

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。

◆基本的な感染予防

密閉、密集、密接の₃つの
「密」を避け、人との間隔は�
₁～₂メートル空けましょう。

身体的距離の確保

出掛けるときや会話をする
ときはマスクを着用しま
しょう。

マスクの着用

帰宅後や食事の前、人が触り
やすい場所に触れたときは、
手洗い・消毒を行いましょう。

手洗い・消毒

ワクチン接種後の感染予防
　ワクチンを接種して免疫がつくまでに₁～₂週間程度かかるため、ワクチン接種後であっても感染する場合があります。
また、自分が接種を済ませていても、社会全体で集団免疫を獲得するには時間がかかります。接種後も、感染予防に努めるこ
とが大切です。

◆感染リスクが高まる場面
次のような場面では、感染リスクが高まることが分かっています。しっかり感染対策を行いましょう。

・大人数（ 5人以上）では、会話の声が大きくなり感染リスクが高まります。
・狭い空間での長時間の滞在は、感染リスクが高まります。
　飲食は、同居家族か₄人以下の少人数、短時間で行い、会話をするときはマスクを着用
しましょう。また、回し飲みや箸の共用は避けましょう。

【大人数や長時間に及ぶ飲食】

場面②

【旅行や外出】

・旅行や外出先では、不特定多数の人と接する
ことで、感染リスクが高まります。
　公共交通などの密閉空間や人混みでは会話
を控え、必ずマスクを着用しましょう。

【マスクなしでの会話】

・マスクなしでの近い距離の会話は、感染
リスクが高まります。
　会話をするときはマスクを着用し、距離
を保ちましょう。

接種券の発送予定日
※令和 3年 4月 2日～令和 4年 4月 1日に到達する年齢です。
※接種券が届いた方からワクチン接種の予約ができます。
※12歳から19歳の方への発送日は調整中です。

30歳から39歳の方…₈月24日㈫
20歳から29歳の方…₈月31日㈫

　武田／モデルナ社製ワクチンの対象年齢が、「満1８歳以上」から「満12歳以上」に引き下げられました。
　県内では、県が開設する大規模接種会場や職域接種で、武田／モデルナ社製ワクチンを使用しています。

武田／モデルナ社製ワクチンについて
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自転車損害賠償責任保険への加入費用を
補助します

　平成31年₃月施行の「富山県自転車活用推進条例」において、自転車利用者は自転車損害賠償責任保険への加入に努める
こととされました。自転車は気軽で便利な乗り物ですが、自分がけがをするだけでなく、歩行者にけがをさせたり、死に至る
事故を起こしたりする可能性があります。

生活安全交通課　☎443－2052

自転車損害賠償責任保険の種類

個人賠償責任保険

自転車保険
自動車保険の特約
火災保険の特約
傷害保険の特約

団体保険
会社などの団体保険
PTAの保険

こくみん共済coop、市民共済など
TSマーク自転車保険（※）

　自転車損害賠償責任保険には、自転車事故に特化した保険や、他の損害
賠償責任保険に付帯するものなど、さまざまな種類があります。保険に加
入していない方は、もしものときに備え、加入を検討しましょう。
（※）「TSマーク自転車保険」は、自転車安全整備店で購入または
点検整備を行い、基準に合格した自転車に貼られるTSマークに
付帯した保険で、保証期間は₁年間です。保証期間は、「TS保険
付帯加入証（お客様用）」または自転車に貼付してあるラベルで
確認してください。保証期間が過ぎていた場合は、期間の延長な
どを行いましょう。

保険に加入しているか確認しましょう

補助金の申請について

運転免許の返納は、運転免許センターまたは警察署で、受け付けます。
詳細は、運転免許センターへ問い合わせてください。 運転免許センター（高島）　☎441－2211

　市では、自転車損害賠償責任保険への加入を促進することを目的として、費用の一部を補助します。

自転車事故により相手方にけがなどをさせた場合に、₁億円以上の賠償責任補償がある保険で、令和₃年
₄月₁日以降に契約し保険料を支払ったもの対象保険

令和₄年₃月31日㈭（必着）までに、申請書と添付書類を、郵送または直接、生活安全交通課（〒930－8510　
新桜町₇－38：市役所₇階）、または各行政サービスセンター市民生活課、各地区センター、各中核型地区
センターへ。申請書は各窓口にあるほか、市ホームページ（「自転車損害賠償責任保険」で検索）からもダウン
ロードできます。

申請方法

・自転車損害賠償責任保険の加入証書などで、保険に加入していることが分かる書類の写し（赤色TS付帯
　保険加入証（お客様用）またはTSマーク自転車保険に加入したことが分かる書類の写し）
・自転車損害賠償責任保険などの被保険者または被共済者、保険期間が分かる書類の写し
・自転車損害賠償責任保険などの加入に係る保険料または共済掛金の支払日が分かる書類の写し（領収書など）
・運転免許取消通知書の原本（65歳以上の方）　※申請受付後、原本は返却します。
・学生証の写し（高校生の方）

添付書類

年額500円　※小学生～高校生は、年度ごとの申請可。65歳以上の方は、₁人₁回限り。補助額

交付決定後、指定の口座（小学生～高校生は保護者名義）に補助金を振り込みます。交付方法

自転車損害賠償責任保険の被保険者または被共済者（TSマーク自転車保険の場合は加入者）で、次に該当
する方
・市内在住の小学生～高校生
・市内在住の65歳以上で、令和₃年₄月₁日以降に全ての運転免許を自主返納された方

対象者

～小学生・中学生・高校生・65歳以上の方～
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幼稚園・認定こども園（幼稚園利用） 新入園児募集
令和₄年₄月入園

平成2８年 4 月 2 日～平成31年 4 月 1 日生まれのお子さん
※平成31年 4 月 2 日以降に生まれた 2 歳のお子さんは、3 歳
　になる誕生日の前日から入園できます。

●私立幼稚園・認定こども園

・月岡、水橋、大久保、速星の各幼稚園および新保なかよし認定
こども園（₃~₅歳児）
　平成2８年 4 月 2 日～平成31年 4 月 1 日生まれのお子さん
　※令和₅年度から大久保幼稚園は大久保保育所と統合され、
　　認定こども園になる予定です。
・大沢野幼稚園（₅歳児）　※令和 4年度末閉園予定。
　平成2８年 4 月 2 日～平成29年 4 月 1 日生まれのお子さん

●市立幼稚園・認定こども園

対象となるお子さん

　認定こども園は、保育所と幼稚園の機能を持った施設です。
保育利用の申し込みについては、広報とやま10月₅日号で
お知らせします。

［私立幼稚園］
施設名 所在地 問い合わせ 施設名 所在地 問い合わせ 施設名 所在地 問い合わせ

あ さ ひ 東石金町 425－11８4 五 番 町 古鍛冶町 421－８759 富山カワイ 向新庄町五丁目 451－5８８4
愛 護 山王町 423－4342 若 葉 中川原 423－1152 あ け ぼ の 中田二丁目 437－4231

［私立認定こども園］
施設名 所在地 問い合わせ 施設名 所在地 問い合わせ 施設名 所在地 問い合わせ

桜 　 谷 石坂新 432－4755 おおひろた 海岸通 437－9923 文 化 窪本町 432－42８4
ひ か り 五福₁区 441－5919 城南もなみ 太郎丸本町三丁目 493－1234 め ぐ み 幼 太田北区 423－2531
富山聖マリア 星井町三丁目 421－６9６2 さ み ど り 千原崎二丁目 43８－3８7８ 本 郷 町 本郷町 491－4150
な で し こ 牛島新町 431－25６3 新庄さくら 新庄銀座二丁目 452－0139 下 堀 下堀 4８1－６８23
奥 田 奥田寿町 431－0６0６ ガ ン バ 村 新庄町二丁目 442－00８８ 西 田 地 方 西田地方町二丁目 421－74８1
富 山 豊丘町 437－9494 アームストロング青葉 丸の内二丁目 421－4090 青 い 鳥 上大久保 4６7－092８
わ か ば 堀川町 424－８８33 藤 園 赤江町 432－2292 大沢野ちゅうおう 西大沢 4６８－2６5６
の ぞ み 東田地方町一丁目 441－８4８1 藤 園 南 朝菜町 425－2200 大 沢 野 上大久保 4６８－2６5８
か た か ご 五福 9区 433－2６22 晴 雲 草島 435－2６2６ 上 　 滝 上滝 4８3－1043
わ か く さ 町村 492－1193 立 正 梅沢町二丁目 423－73８0 おおしょう 田畠 4８3－1007
愛 和 水橋肘崎 47８－1150 白 藤 中島三丁目 431－2８６9 杉 原 八尾町黒田 454－340６
に な が わ 上袋 421－1701 富 山 幼 梅沢町三丁目 421－5000 し ん で ん 八尾町新田 454－274６
ま つ わ か 松若町 441－８371 紅 葉 ガ 丘 愛宕町二丁目 442－1770 リ ン デ 八尾町高善寺 454－2６21
く ま の 悪王寺 429－4213 徳 風 総曲輪二丁目 421－4045 ピノキオナースリー 婦中町上轡田 4６６－６300
光陽もなみ 布瀬町南二丁目 421－49６4 新 庄 新庄町 451－9777 婦中もなみ 婦中町羽根 4６9－2000
神 明 高田 421－07６1 どんぐり山 北代 43６－7590 み か ど 婦中町速星 4６６－225８
み ず は し 水橋中村町 47８－0479 堀 川 大町 1区西部 423－3735 紫 婦中町下轡田 4６5－６145
藤 ノ 木 藤木 492－3355 付属みどり野 願海寺水口 434－0８9８
堀 川 南 大町 492－2201 ま ど か 北代 43６－5411

［市立幼稚園・認定こども園］
施設名 所在地 問い合わせ 施設名 所在地 問い合わせ

月 岡 上千俵町 429－4959 速 星 婦中町速星 4６5－21８3
水 橋 水橋舘町 47８－05６８ 新保なかよし

認定こども園 任海 429－5８８5大 沢 野 高内 4６８－2050
大 久 保 下大久保 4６８－051６

▶私立幼稚園・認定こども園について
　 こども保育課　☎443－2059 

▶市立幼稚園・認定こども園について
   学校教育課　☎443－2134

申込方法

●私立幼稚園・認定こども園
　入園を希望する各幼稚園・認定こども園に問い
合わせてください。

　10月₁日㈮から、直接、申込書を、希望する園へ
持参してください。申込書は、₉月15日㈬から、各
園で配布します。市ホームページ（「学校教育課の
ご案内」で検索）からもダウンロードできます。
※定員を上回る場合は、抽選で決定します。

●市立幼稚園・認定こども園

詳細は、入園を希望する各園
に問い合わせてください。
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防災対策課　☎443－2120地域の防災力を高めよう

　「避難行動要支援者支援制度」とは、災害の発生時などに自力での
避難が難しい方を、「避難行動要支援者名簿（支援制度登録者）」に登
録し、避難支援等関係者（消防・警察、民生委員、自治会・町内会、自主
防災組織）に、平常時からその情報を提供することで、災害時の安否
確認や避難誘導などに役立てるものです。

登録方法／申請書に記入の上、直接、申請書設置・受付場所へ。防災対策課
（〒930－８510　新桜町₇－3８：市役所 4階）へ郵送することもできます。

申請書設置・受付場所／
防災対策課、福祉政策課、長寿福祉課、介護保険課、障害福祉課、各行政
サービスセンター地域福祉課、各中核型地区センター、各地区センター
※申請書は、市ホームページ（「避難行動要支援者名簿」で検索）から
もダウンロードできます。

◆避難行動要支援者支援制度への登録を

　「自主防災組織」とは、地域の皆さんが協力して防
災活動を行う組織です。市内では、令和₃年₆月末現
在、575の組織が結成されています。
　平常時には、防災訓練や防災資機材の点検・整備
などの活動にも取り組みます。

　市では、出前講座や防災啓発DVDの貸し出しな
どを行っています。詳細は、問い合わせてください。

＜自主防災組織の活動を支援しています＞

　「みんなのまちはみんなで守る」という意識を
持ち、自主防災組織を結成して、地域防災力を
向上させましょう。

◆自主防災組織の結成を

　 9月 1日は防災の日です。市では県と合同で、地震発生直後の安全確保行動を身に付けるための訓練を実施します。自宅・
学校・職場で、次の₃つの安全確保行動を実施してください。

実施日時／₉月₁日㈬10：00～

※市の防災情報ツイッターでは、同日同時刻に訓練通知を配信します。
※防災週間（₈月30日㈪～₉月₅日㈰）での実施も可。

し
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◆県民一斉防災訓練「シェイクアウトとやま」

「交通と健康モニタリング調査」
モニター募集

「とほ活」アプリで行う

中心市街地活性化推進課　☎443－2054

　市民の皆さんの健康状態や公共交通の利用状況などについて、「とほ活」アプリを使用したモニタリング調査を実施します。
調査結果は、新たなまちづくりや健康寿命を伸ばす取り組みにつなげていきます。

対象／市内に在住か通勤・通学している18歳以上の方（高校生を除く）
参加方法／₉月₁日㈬～30日㈭に、「とほ活」アプリをインストール 
　　　　　し、調査に必要な情報を入力して参加登録してください。
※既にアプリをインストール済みの方は、₉月₁日㈬以降にアプリ 
　をアップデートすることで、調査に参加できます。
調査期間／10月₁日㈮～31日㈰
※調査期間中は、₃日に₁回程度、アプリを起動してください。

　調査に最後まで参加された方には、中心市街地の協力店舗で
使える商品券500円分をお渡しします（先着500人）。
日時／11月13日㈯10：00～17：00　場所／ウエストプラザ（総曲輪三丁目）

「とほ活」アプリ
ダウンロード▶▶▶

Android版 iOS版

◆₉月中、次の会場で参加登録をお手伝いします。 
　登録にはスマートフォンが必要です。

日時 会場
₅日㈰10：00～17：00 グランドプラザ（総曲輪三丁目）
17日㈮11：00～19：00 富山駅南北自由通路
18日㈯11：00～17：00 富山駅南北自由通路
24日㈮11：00～17：00 グランドプラザ
26日㈰10：00～16：00 大手モール広場（総曲輪四丁目）

※詳細は、とほ活ホームページ（https://tohokatsu.city.toyama.lg.jp/ 
　category/topics/）をご覧ください。

協力してね

富山県　県民一斉防災訓練 検索訓練への参加には、事前登録が必要です。詳細は、県ホームページをご覧ください。
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　『常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの』
を指します。商業広告だけでなく、絵やシンボルマークなど具体的
なイメージを表しているもの、講演会やコンサートなどのポス
ターも、屋外広告物となります。

屋外広告物とは…

屋外広告物のルール
知っていますか？

都市計画課　☎443－2109

　屋外広告物を表示してはいけない地域や物件があり
ます。また、表示してもよい地域についても、表示できる
大きさや高さなどが決まっています。条例やルールを守
り、良好な景観をつくるため、デザインなどの工夫や配
慮をお願いします。

表示にはルールがあります表示には許可が必要です

　美しいまちの景観や自然の風致維持、公衆への危害防止の
ために、屋外広告物を一定の許可基準のもと規制しています。
　屋外広告物を表示するときは、事前に市の許可が必要です。
また、許可期間以降も継続して表示する場合は更新手続きが
必要です。

　許可基準の変更で現在の基準に合わなくなった屋外広
告物は、改修をお願いします。改修補助制度を利用できる
場合がありますので、希望する方は相談してください。
　また、許可を受けていない屋外広告物や、基準に合わ
ない屋外広告物を設置している広告主には、是正指導を
行っています。早急な改修をお願いします。
※許可基準等に違反した場合は、罰則が適用されます。

屋外広告物の適正化にご協力ください
○○○

Cafe

電柱広告

立看板

はり紙・はり札

懸垂幕

屋上広告

○
○

壁面広告

置看板

壁面広告
○
○
○
○

○
○
○
○

野立広告

屋上広告

許可が必要な屋外広告物（イメージ）

突出し広告

　良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止を目的に、違反広告物の
啓発活動を行います。

₉月₁日㈬～10日㈮は
「屋外広告物適正化旬間」

シルバー人材センターからのお知らせ シルバー人材センター本所　
☎４４４－5535

カルチャー教室 ６0歳以上の方を対象とした、₉月から開催する教室です。

◆ペン習字
　日時／毎月第₁・₃㈮13：30～15：30
　場所／シルバー人材センター本所（五福）
　費用／月1,000円　定員／10人（申込順）
　申込方法／電話で、シルバー人材センター本所へ。

◆着付け
　日時／毎月第₁・₃㈫13：30～15：30
　場所／シルバー人材センター婦中連絡所（婦中町羽根）
　費用／月4,000円　定員／₅人（申込順）
　申込方法／電話で、シルバー人材センター本所へ。

₈月26日㈭１０：００～１5：００日時

婦中ふれあい館 ₂階大研修室（婦中町砂子田）場所

女性のつどい ６0歳以上の女性を対象に、シルバー人材センターの仕事紹介や、さまざまなイベントを行います。

内容

［午前の部（１０：００～１2：００）］　※申込不要。
◆お仕事説明会
　・センターの仕組みと女性会員の仕事内容
　持ち物（入会される方）／年会費2,500円、認印、�
　顔写真（縦 3 cm×横2.5cm）
　※当日入会された方には、粗品を進呈します。
◆豊かな人生にするための「お片付け講座」

［午後の部（１3：００～１5：００）］
◆ワークショップ「ちりめん絵葉書」
　定員／30人（申込順）
　費用／無料
　申込方法／事前に、電話で、シルバー 
　人材センター本所へ。
◆ひと針工房小物展示即売会

入場無料 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

ひと針工房小物展示即売会

許
可
が
必
要
な
屋
外
広
告
物（
イ
メ
ー
ジ
）
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各種教室に参加してみませんか

常願寺ハイツスポーツ公園（立山町）　☎462－1164常願寺ハイツ 秋の特別教室
教室名 対象 開催日（回数） 時間 定員 受講料

① 秋の短期水泳教室2021 3 歳～小学生 9月1８日㈯～20日㈷の 3日間 ８：50～10：00 50人 4,６20円

② 中高年からの
らくらく短期水泳教室

中高年の
水泳初心者

10月11日～12月27日の㈪（全 9回）
13：30～14：45 各20人 各13,200円10月₆日～12月22日の㈬（全 9回）

10月₇日～12月23日の㈭（全 9回）

③ 水中ウオーキング短期教室 中高年の
水泳初心者

10月11日～25日の㈪（全₃回）
11：45～12：00 各20人 各4,000円11月₈日～22日の㈪（全₃回）

11月29日～12月27日の㈪（全 3回）

④ 貯
ちょ

筋
きん

運動教室 一人で運動できる
高齢者 10月₇日～12月1６日の㈭（全 9回）11：15～12：30 10人 各13,200円

⑤ 親子ふれあいプール教室 ６ カ月～ 3歳の
お子さんと保護者

10月₇日、14日、21日、11月₄日、11日、
1８日、12月1６日、23日（全て㈭） 10：15～12：15 各日20組 各日₁組

1,100円

⑥ スイミングスクール体験 ジュニアコースは、10、12月、大人コースは₉～12月に開催します。
開催日など詳細は、問い合わせてください。 各日 2人程度

1,100円
※ 1人 1回のみ。⑦ ジュニアテニススクール体験

小学校低学年
₉～11月の㈯

８：00～₉：00
各日₁人程度

小学校高学年 ₉：00～10：00

⑧ テニススクール
体験（成人）

はじめて～初級
1８歳以上

₉～11月の㈪
10：00～11：20 各日 2人程度

中級～上級 ₉～11月の㈮

申込方法／₉月₁日㈬13：30から各開催日の前日（①は 9月11日㈯）までに、電話で、常願寺ハイツスポーツ公園へ（申込順）。
※�②③⑤⑥はプール利用料（大人390円、子ども110円）が、④は施設利用料（440円）が、毎回別途必要です。

ウィンディ　☎４６８－3333ウィンディ健康教室

＜共通項目＞
場所／大沢野健康福祉センター「ウィンディ」（春日）　申込方法／�9 月₁日㈬までに、電話または直接、ウィンディへ。
※期限を過ぎても定員に達しない場合は、随時募集します。
※教室内容など詳細は、ホームページ（https://www.windy.cc/）をご覧ください。

日時／ 9 月₂日～11月25日の㈭10：30～11：30（全12回）
対象／40歳以上の方
定員／₆人（応募多数の場合抽選）
受講料／12,000円（入浴料含む）

●はじめての水中ウオーキング教室
日時／ 9 月₆日～11月15日の㈪1６：00～17：00（全10回）
対象／小学₁～₃年生の水泳初心者
定員／₈人（応募多数の場合抽選）
受講料／10,000円（入浴料含む）

●はじめてのジュニアスイミング教室

パワーリハビリテーション教室 長寿福祉課　☎４４3－20６1

対象／市内在住の65歳以上の方（要介護者を除く）
※⑥のみ市内在住の65歳未満の方で、パーキンソン病や脳卒中�
　などにより生活機能の低下が認められる方も対象。
料金／7,692円（全24回、保険料含む）
申込方法／₈月30日㈪までに、電話または直接、長寿福祉課

（市役所₃階）へ。

会場 日時 定員

① 障害者福祉プラザ（蜷川）₉月10日～12月₃日の㈬㈮₉：30～11：30 ₈人

② 慈光園（西番） ₉月14日～12月₉日の㈫㈭
14：00～16：00 10人

③ 八尾健康福祉総合センター
（八尾町福島）

₉月₉日～12月₆日の㈪㈭
14：00～16：00 10人

④ ウィンディ（春日） ₉月₇日～11月30日の㈫㈮
14：00～16：00 10人

⑤ 山田公民館（山田湯） ₉月21日～12月14日の㈫㈮
9：30～11：30 10人

⑥ 障害者福祉プラザ ₉月10日～12月₃日の㈬㈮
14：00～16：00 ₈人

　軽い負荷でのマシントレーニングなどで、普段使っていな
い筋肉を刺激し、日常生活を快適に過ごせる体を目指します。

※応募多数の場合、新規参加者を優先して抽選します。
※市内の通所事業所などでも、要支援者などを対象とした�
　教室を開催しています。詳細は、お近くの地域包括支援�
　センターへ問い合わせてください。
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富山ガラス工房（古沢）　☎436－2600　
FAX436－3326

https://toyama-garasukobo.jp/

無料制作体験
時間／［午前の部］9：00～１２：00、［午後の部］１3：00～１6：00　
対象／①～④小学生以上、⑤ 4 歳以上（小・中学生は保護者同伴）

コース 内容 定員

①吹きガラス

②ペーパーウェイト

③アクセサリー

④マドラー

⑤ストラップ、
　マグネット

溶けたガラスに息を吹き込んで、コップや一輪挿し
を作ります。

溶けたガラスに色や泡を入れて、ペーパーウェイト
を作ります。

カットされた板ガラスを組み合わせて、ストラップ
やブローチを作ります。

バーナーでガラス棒を溶かして、丸や葉っぱ型の
マドラーを作ります。

ガラスの粒を瓶に入れたストラップや、おはじき
状のガラスを使ったマグネットを作ります。

₂日　１8人程度
₃日　40人程度

₂日　48人程度

₂日　30人程度
₃日　50人程度

₂日　7２人程度
₃日　１２0人程度

₂日　48人程度

応募方法／₉月１0日㈮１6：00までに、ホームページから申し込んでください。または、FAXで、郵便番号、住所、氏名、年齢、
電話番号、希望日・コース（第₁～第₃希望）を、富山ガラス工房へ。富山ガラス工房第₂工房、ガラス工房ショップ
に設置している応募用紙からも申し込みできます。
※参加者₁人につき₁通の応募が必要です。体験時間は指定できません。
※応募多数の場合抽選し、当選者にのみ通知します。　※①、②、③のお渡しは、１0月１7日㈰以降です。

ガラス工房ショップ

　₂日間限定で、ショップ内作品が全品１0％オフになるほか、
作家ワタナベサラさんによるワークショップを開催します。

BIGチャンス

　ガラス作家の豪華な作品などが当たる抽選会に参加できます。

マーケット

　ガラスマーケットやゲームコーナーを開催します。
　ガラス工房で２,000円以上購入した方は、カフェC

ク リ エ

li'eのランチ
券やドリンク券、吹きガラス無料券などが当たるミニゲームに
参加できます。

TGS（Toyama Glass Studio）

カップ開催

　ガラス作家たちがチームを組み、吹き
ガラスの長さや大きさを競います。

日時　１0月₂日㈯１3：30～（受付１3：00～）
※観覧自由（先着7２人）。
★優勝チームを当てた方には、作家の 
　作品をプレゼント！

10月₂日㈯、₃日㈰₉：00～17：00日時

※詳細は、ホームページをご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症などの拡大防止のため、参加される方は必ずマスクを着用してください。
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富山大学地域連携推進機構生涯学習部門
　☎445－6956

企画調整課　☎443－2010 

富山大学
公開講座＆オープンクラス

［公開講座］
₉月25日㈯～令和₄年₃月₅日㈯
［オープンクラス］
10月₄日㈪～令和₄年₁月31日㈪

開催日

富山大学各キャンパス（五福、高岡、杉谷）場所

　₈月末から受け付けを開始します。詳細は、
ホームページ（http://www.life.u-toyama.ac.jp/）
をご覧ください。

公開講座 オープンクラス

　富山大学の研究成果を広く市民の皆さんに知ってもらうため、教養講座、語学講座、体験講座などの「公開講座」や、普段の
授業を学生とともに教室で受講する「オープンクラス」を開催します。

　「環境」「消費」などについて知識を深め、日常生活を見直しませんか。

消費生活センター　☎443ー2123　みんなの消費生活展 入場無料

₉月₄日㈯１０：００～１3：００日時

市民プラザ ₂階アトリウム（大手町）会場

・消費者団体、グループによる消費生活研究発表 
・啓発パネルの展示　・クイズラリー
　クイズラリー参加者には、環境にやさしい景品
をプレゼントします（数に限りがあります）。

内容

※詳細は、市ホームページ（「消費生活展」で検索）をご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、家庭用品修理会、バザー、リサイクル品抽選販売などは中止します。

食品ロス削減！「フードドライブ」を実施します

　手付かずのまま捨てられてしまう食品をなくす
ため、余っている食品を集め、必要としている福祉
団体などに寄附する活動です。家庭で余っている食
品がありましたら、ぜひ会場にお持ちください。
※食品衛生上、常温で保存できるもの、未開封で包装 
　が破損していないもの、賞味期限まで １ カ月以上 
　あるもの、日本語で表記されているものに限ります。

　婦中地域を拠点に活動しているさまざまなジャンルや世代の音楽団体が一堂に会する、
秋分の日恒例の演奏会です。

婦中音楽祭 婦中ふれあい館　☎465ー3113　

₉月23日㈷［午前の部］１０：3０開演
　　　　　［午後の部］１3：3０開演

日時

婦中ふれあい館（婦中町砂子田）会場

速星☆Friday's、合唱団ミル・ステラ、
チェロアンサンブル 白鳥の会　ほか

出演 
団体

入場無料
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開催日時 開催場所 内容 対象 定員 費用 申込方法 問い合わせ ☎電話 FAXファクス ＥＥメール ホームページ

長期入院している精神障害者の
医療費の一部を助成します
次の全てに該当する方
・�精神障害による入院期間が 2年を超
える精神障害者の家族など（入院形
態により制限があります）
・市内に ６カ月以上在住の方（家族構成
　などにより条件が異なります）
※詳細は、問い合わせてください。
助成額月額3,８00円まで
※今回の助成対象となる入院期間は、
令和₃年₃～₈月です。
₉月17日㈮（必着）までに、申請書を、郵

送または直接、障害福祉課（〒930－８510�
新桜町₇－3８：市役所₁階）または各行政
サービスセンター地域福祉課へ。
※申請書は申請先のほか、市内の精神
科がある病院にもあります。

障害福祉課　☎443－2102
各行政サービスセンター地域福祉課　　

　大沢野☎467－5811　大山☎483－1214
　八尾☎455－2461　婦中☎465－2114

₉ 月 の 街 頭 献 血
●ファボーレ（婦中町下轡田）
₉月₅日㈰、19日㈰、2６日㈰
　10：00～12：00、13：15～1６：30
●アピタ富山東店（上冨居）
₉月2６日㈰₉：30～12：00、13：15～1６：00

保健所地域健康課　☎４2８－1155
富山県赤十字血液センター　

☎４51－5555

自殺予防週間における弁護士相談
　生活困窮などについて、弁護士が相
談に応じます。
9月30日㈭13：30～15：30
保健所（蜷川）
市内に在住か勤務している方
₂人（申込順）　
無料
電話で、保健所保健予防課へ。
※電話やオンラインでの相談も可能です。
オンラインでの相談を希望する方は、
Eメールで申し込んでください。

保健所保健予防課　☎４2８－1152
Ｅ hokenjyoyobo-01@city.toyama.lg.jp

９ 月 ９ 日 は「救 急 の 日」
　 9月 9日を含む 1週間（ 9月₅日㈰～
11日㈯）は「救急医療週間」です。
●熱中症を予防しましょう
　エアコンや扇風機を上手に使い、喉
が渇かなくてもこまめに水分補給をし
ましょう。外出時は、体を締め付けない
涼しい服装で、日よけ対策も行いま�
しょう。
　また、気温が高い中でのマスク着用
は、体に負担がかかります。屋外で人と
十分な距離が保てる場合は適宜マスク
を外し、マスクの着用時には負荷のか
かる作業や運動を避けるようにしま�
しょう。

消防局警防課　☎493－4141

お知らせ

納期限のお知らせ
市・県民税（普通徴収・第₂期）

納期限…₈月31日㈫

　口座振替の取扱金融機関は、富山市
内に本店・支店のある金融機関の全国
の店舗（イオ信用組合を含む。商工組合
中央金庫を除く。）、全国のゆうちょ銀
行・郵便局です。

納税課　☎443－2027

簡単・便利な口座振替のご利用を

※口座振替をご利用の方は、納期限の
日が振替日となります。前日までに
預貯金残高をご確認ください。

船峅地区センター・公民館�
工事に伴う仮設事務所の設置
　耐震補強および改修工事を行うため、
工事期間中は、仮設事務所で業務を行
います。
設置場所 船峅地区センター・公民館前
グラウンド（坂本）
業務開始日 ₉月₆日㈪
※住所、電話番号に変更はありません。

船峅地区センター・公民館
　☎468－1519

生涯学習課　☎４４3－2137

債権管理対策課　☎443－2230納付金の納め忘れはありませんか

※納付されない状態が続くと、財産の差し押さえなどの法的
措置を行うことがあります。

　市税などの納付金を納期限までに納めていただけない場合、
督促状などの未納のお知らせを送付しています。納期限を過ぎ
ると延滞金が加算されますので、納め忘れのないようにお願い
します。
　なお、納付書が見当たらない方などは、早めに担当課へ連絡
してください。

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

●�市・県民税（普通徴収分）　●�固定資産税・都市計画税
●�軽自動車税（種別割）　�　●�国民健康保険料
●�介護保険料　　　　　�　●�上下水道料金
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とやま市民交流館（CiC₃階）�
市民サービスコーナーの休止
休止日₉月₅日㈰

とやま市民交流館　☎444－0640

とやま未来創造ミーティング
　市と富山青年会議所が、市民の皆さ
んと協働でまちづくりを考える討論会
です。住民基本台帳から無作為に抽出
された2,000人に、参加の案内を送付し
ます。
₉月2６日㈰10：00～12：00
国際会議場₂階�会議室（大手町）
40人（応募多数の場合抽選）

（公社）富山青年会議所　☎４６1－６８６5
商業労政課　☎４４3－2070

₈月20日～₉月20日は秋の農業用
水路転落事故防止強化期間
　県内の転落死亡事故のうち、約₈割
が65歳以上の高齢者によるものです。
次の「じこなくす」を心掛け、農業用水
路への転落事故に注意しましょう。
じ…「自分は大丈夫」という意識を改める
こ…子どもや高齢者には、注意するよう�
　　家庭内でも声掛けをする
な…慣れた道でも水路沿いは注意する
く…草刈りなどの作業は₂人以上で行う
す…水路の危険度は昼夜で違うことを�
　　認識する

農村整備課　☎443－2084

自主防犯団体に参加しましょう
　自主防犯団体とは、地域住民の皆さん
が「自分たちのまちは自分たちで守る」
という連帯感を持ち、自主的に結成し
たボランティア団体です。地域の安全
を守るため、自主防犯団体に参加しま
しょう。
※各地域の自主防犯団体の活動は、市
ホームページ（「防犯パトロール隊」で
検索）をご覧ください。

生活安全交通課　☎443－2052

［共通項目］�
試験日 10月2６日㈫�
試験場所 富山市立看護専門学校（今泉）�
選考方法 ①学科試験 : 国語総合（古文・
　　　　　漢文を除く）、小論文
　　　　②面接試験
9月13日㈪～24日㈮（必着）に、出願用紙

を、郵送または直接、富山市立看護専門
学校（〒939－８075　今泉30８－ 1）へ。
※学生募集要項・出願用紙は本校窓口
にあります。郵送を希望する方は、封書
に140円切手を貼った角 2封筒を同封
し、富山市立看護専門学校へ請求して
ください。

富山市立看護専門学校　☎425－2555

富山県障害者スポーツ大会出場者
［卓球競技会］
11月₇日㈰ 9：30～12：30　
県総合体育センター（秋ヶ島）　
市内在住で、令和₃年 4月 1日現在

12歳以上の、身体障害者手帳か療育手
帳を持っている方
無料
₉月10日㈮までに、身体障害者手帳か
療育手帳を持参の上、直接、障害福祉課
（市役所 1階）または各行政サービス 
センター地域福祉課へ。
※特別支援学校や福祉施設に在籍して
いる方は、学校か施設へ申し込んでく
ださい。

障害福祉課　☎443－2056
各行政サービスセンター地域福祉課

　大沢野☎467－5811　大山☎483－1214
　八尾☎455－2461　婦中☎465－2114

県障害者スポーツ協会　☎413－2248

募　　集
中堅所得者向け賃貸住宅入居者
　中堅所得者向け賃貸住宅の入居者を、
随時募集しています。
●中教院団地（中央通り二丁目₃－22）
間取り₁DK（単身用）、₃DK（ファミリー用）
家賃 40,000～7８,700円
共益費 5,000円　
駐車場なし
●源川原団地（八尾町鏡町610番地）
間取り₃DK（ファミリー用）
家賃 51,200～６８,000円
共益費町内会へ納入
※共益費の詳細は、町内会へ問い合わ
せてください。
駐車場無料
●山田中村団地（山田中村125番地）
間取り₂LDK、₃LDK（ファミリー用）
家賃 35,200～40,000円
共益費なし　
駐車場無料
［共通項目］

敷金家賃の₃カ月分
申込受付場所市営住宅管理事務所（Toyama�
Sakuraビル₂階：新桜町）
※家賃は間取りや収入などによって異
なります。中教院団地、源川原団地は、
子育て世帯は減額されます。
※設備情報や申込要件など詳細は、市営
住宅管理事務所ホームページ（https://
toyama-shieijutaku.net/）で確認するか、
問い合わせてください。

市営住宅管理事務所　☎471－5291

富山市立看護専門学校
令和₄年度�推薦・社会人入学生
●推薦入試
募集人数 1６人程度�
受験資格 富山県内の高校を令和₄年�
₃月卒業または卒業見込みで、校長の
推薦を受けた方�
●社会人入試
募集人数 2 人程度�
受験資格 高校を卒業またはこれに相当
する学力を有すると認められ、令和�
₄年 3月31日現在で社会人経験が 3年
以上の方
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開催日時 開催場所 内容 対象 定員 費用 申込方法 問い合わせ ☎電話 FAXファクス ＥＥメール ホームページ

第21回�富山市ヤングカンパニー大賞
　創業・設立間もなく、独自性があり、
成長が期待される優れた企業を募集し
ます。

・原則、創業・設立後₂～10年程度経
　　過した個人・法人企業
　・本社の所在地が富山市内であること
　・中小企業基本法の規定に基づく中
　　小企業であること
₉月₃日㈮（必着）までに、郵送で、
応募用紙を、富山商工会議所中小企業
支援部（〒930－00８3　総曲輪二丁目
1－ 3 ）へ。
※応募用紙は富山商工会議所ホーム
ページ（http://ccis-toyama.or.jp/toyama/）
からダウンロードしてください。

富山商工会議所中小企業支援部
☎423－1175

商業労政課　☎443－2070

講座・講演
心 の 健 康 づ く り 講 座
●コロナとうつについて
₉月22日㈬14：00～15：00

　（受付13：30～）
大山地域市民センター（上滝）
市内に在住か勤務している方

講師村
むら

田
た

�晃
あきら

さん（富山県公認心理師協会）
20人（申込順）　
無料
₈月30日㈪から、電話かEメール（件名

「心の健康づくり講座」）で、氏名、電話
番号を、保健所保健予防課へ。

保健所保健予防課　☎428－1152
Ｅ hokenjyoyobo-01@city.toyama.lg.jp

アルコール問題を考えるセミナー
₉月25日㈯14：00～1６：00
　　（受付13：30～）
婦中ふれあい館（婦中町砂子田）

講師谷
たに

野
の

亮
りょう

一
いち

郎
ろう

さん（谷野呉山病院院長）
・講義「お酒とうまくつき合うため
の予備知識」

　・アルコール依存症体験談（本人、�
家族）

　・個別相談（先着₂人）

15人（申込順）　
無料　
₉月17日㈮までに、電話かEメール

（件名「アルコールセミナー」）で、氏名、
電話番号を、保健所保健予防課へ。
※個別相談を希望する方は、電話で申
し込んでください。

保健所保健予防課　☎４2８－1152
Ｅ hokenjyoyobo-01@city.toyama.lg.jp

エコロジカル・ガーデニング概論�
「花の土づくりの科学2021」講演会
　自然界の草花などの生態を手本に、
化学肥料に頼らず、無理なく管理して
楽しむガーデニングを学びます。
9月17日㈮13：30～15：30
とやまスローライフ・フィールド交流館�

　（開ヶ丘）
講師渡

わた

邉
なべ

美
み

保
ほ

子
こ

さん（職藝学院教授、ガー
デンデザイナー、宿根草庭園作庭家）
20人程度（応募多数の場合抽選）
　※最少開催人数10人。
2,000円
₉月10日㈮（必着）までに、はがき、FAX、

Eメールで、講座名、郵便番号、住所、氏名
（ふりがな）、年齢、電話番号を、とやま
ス ロ ー ラ イ フ・フ ィ ー ル ド 事 務 局
（〒930－0157　開ヶ丘43－ 1 ）へ。　

とやまスローライフ・フィールド
☎411－4401　FAX411－4402

Ｅ slowlife@satoyama-club.org

大人のトレーニングⅡ
　年齢とともに低下する基礎代謝を向
上させるためのトレーニングを行い�
ます。
10月₈日～12月10日の㈮

　14：00～15：00（全10回）
アイザック�スポーツドーム（八木山）
40歳以上の方

講師市体育協会スポーツ指導員　ほか
15人（応募多数の場合抽選）
5,000円（10回分）
₉月₉日㈭までに、市体育協会ホーム
ページ（https://www.taikyou-toyama.
or.jp/）から申し込んでください。

アイザック スポーツドーム　
☎468－0971

特定個人情報保護評価書�
（全項目評価書）（案）への意見
　新型コロナウイルス感染症予防接種
事務に関する特定個人情報の管理方法
などを分析・評価した「特定個人情報保
護評価書（全項目評価書）（案）」につい
て、意見を募集します。
市内に在住か通勤・通学している方
₉月21日㈫（必着）までに、郵送、FAX、
Eメールで、住所、氏名、意見を、情報統
計課（〒930－８510　新桜町 7－3８）へ。
※詳細は、市ホームページ（「パブリッ
クコメント」で検索）をご覧ください。
評価書（案）は、情報統計課（市役所₅階）、
市政情報コーナー（市役所₃階）でも閲
覧できます。

情報統計課　☎４４3－2015
ＦＡＸ４４3－2202

Ｅ jyohotokei-01@city.toyama.lg.jp

ベストショップコンテスト2021
　消費者ニーズや環境問題などに対応
した魅力ある個性的な店づくりに取り
組んでいる店舗を募集します。

・ おおむね 3年以内に新規開業また
　　は改装・リニューアルを行ってい
　　ること（過去 3 年以内に受賞した
　　店舗は除く）
　・ 店舗の所在地が富山商工会議所の
　�　管内にあること
　・ 経営母体が中小企業基本法の規定
　　に基づく中小企業であること
₉月10日㈮（必着）までに、郵送かFAX
で、応募用紙を、ベストショップコンテ
スト事務局（〒930－00８3　総曲輪二丁
目 1－ 3）へ。
※応募用紙は富山商工会議所ホーム
ページ（http://ccis-toyama.or.jp/toyama/）
からダウンロードしてください。

ベストショップコンテスト事務局
（富山商工会議所内）

　☎423－1171　FAX423－1174
商業労政課　☎443－2070
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お や こ で 運 動 あ そ び
　親子で楽しく体を動かし運動能力を
高めます。
₉月2６日㈰14：00～15：00
東富山温水プール�会議室（米田）　
小学₁・₂年生とその保護者

講師市体育協会スポーツ指導員
₅組10人（応募多数の場合抽選）
1組500円
₉月13日㈪までに、市体育協会ホーム
ページ（https://www.taikyou-toyama.
or.jp/）から申し込んでください。

東富山温水プール　☎438－5601

スマイル元気セミナー
　体成分測定や運動指導、栄養指導を
受け、自ら運動する習慣を身に付け�
ます。
₉月24日～令和₄年₂月25日の㈮

　10：00～11：30（全 7回）
県営富山武道館（牛島町）
市内在住のおおむね６5歳以上の方

講師市体育協会スポーツ指導員　ほか
30人（申込順）　
2,000円（₇回分）
₈月30日㈪₉：00～₉月13日㈪17：00

に、電話で、市体育協会へ。ホームページ
（https://www.taikyou-toyama.or.jp/）
からも申し込みできます。

市体育協会　☎432－1117

産後のママを応援します
●₉月の子育て教室
　助産師に育児の悩みを相談できるほ
か、ママ同士の交流を図ります。
毎週㈫①10：00～12：00、②13：30～15：30

※14日、2８日は①のみ。
まちなか総合ケアセンター₃階
　産後ケア応援室（総曲輪四丁目）
ママ＆ベビーふれあい遊び、子育て

相談、ママカフェ
市内在住で、おおむね産後₄カ月ま

でのお母さんとその子ども
各10組（申込順）　
８00円
₈月31日㈫から希望日の前日までに、
電話で、産後ケア応援室へ。

産後ケア応援室　☎４６1－35４1

次世代エネルギーパーク見学ツアー
　次世代エネルギーパークの見学を通
じて、省エネについての理解を深めま
す。また、海洋ごみ問題に取り組むため
に設置している網

あ

場
ば

の見学も行います。
₉月29日㈬ 9：00～15：10

集合・解散場所 �富山駅北口
コース木質ペレット工場→小水力発電所
→網場見学→エコタウン産業団地
市内在住の方
20人（応募多数の場合抽選）
1,000円（昼食代）
₉月₈日㈬までに、チームとやまし

ホームページ（https://www.team-toyama.
jp/) から申し込んでください。

環境政策課　☎４４3－2053

OWS�T
ト ヤ マ

OYAMAB
ベ イ

AY（競技会）
　オリンピック正式競技でもあるオー
プンウォータースイミング（OWS）
は、海や川など自然の中で行われる長
距離水泳競技です。
　「世界で最も美しい湾クラブ」に加盟
する富山湾で開催される競技会を、ぜひ
一度見に来てみませんか。
₉月12日㈰ 9：00～
※荒天中止。
岩瀬浜海水浴場　
・ 不要
※詳細は、OWS�TOYAMABAY大会事務
局ホームページ（https://owstoyamabay.
com/) をご覧ください。

OWS TOYAMABAY大会事務局　
☎090－237８－5４0６

スポーツ健康課　☎４４3－21４1

●₉月の子育て交流広場「ままのわ」
　子育てしているママの交流の場です。
毎週㈮10：00～11：30
まちなか総合ケアセンター₁階�
　まちなかサロン
おおむね産後₅カ月～₁年までのお
母さんとその子ども
・ 不要
※詳細は、まちなか総合ケアセンター
ホームページ（https://machinaka-care.
city.toyama.lg.jp/）をご覧ください。

医療介護連携室　☎４６1－3６1８

花で潤う街「フローラルとやま」創出事業
フラワーアレンジメント教室
　「お月見」をテーマにしたフラワー�
アレンジメントを作ります。
₉月25日㈯
　₉：30～、11：00～、13：30～、15：00～
地場もん屋総本店（総曲輪三丁目）
市内在住の小学生とその保護者
各10組（応募多数の場合抽選）　
₁組500円
₉月₆日㈪までに、電話、FAX、Eメール
で、希望の回、参加者全員の氏名、学年、
郵便番号、住所、電話番号を、フローラル
とやま実行委員会へ。

フローラルとやま実行委員会（農業水産課内）
　☎４４3－20８3　ＦＡＸ４４3－21８5

Ｅ  nougyousuisan@city.toyama.lg.jp

催し・イベント
第1９回 富 山 木

もく　ぞう　がん

象 嵌 展
　木材で絵画や図柄を表現する市の伝
統工芸「富山木象嵌」の作品展です。
　朴

ほう

木
のき

立
りつ

堂
どう

さん（工芸家）や技術習得者
の作品を展示します。
₈月31日㈫～₉月₃日㈮
　₉：00～17：00（₃日は15：00まで）
市役所 1階�多目的コーナー　
無料

薬業物産課　☎443－2071

　’21 SANRIO APPR. NO. L627644

ハローキティと富山市からのお願い
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開催日時 開催場所 内容 対象 定員 費用 申込方法 問い合わせ ☎電話 FAXファクス ＥＥメール ホームページ

施設行事
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/

※以下の催しで記載のないものは
　 科学博物館　 入館料のみ　 不要
◆₉月のプラネタリウム
開始
時刻

㈪～㈮（㈷を除く）
17日まで 21日から

10：00
11：15 忍たま乱太郎
13：30 モササウルス
15：45 名探偵コナン

開始
時刻 ㈯㈷（11日を除く） ㈰

₅日 12日から
10：00 モササウルス
11：30 忍たま乱太郎
13：00 モササウルス
14：30 忍たま乱太郎

1６：00 名探偵コナン 学芸員と
星空さんぽ

［モササウルス］海竜王�モササウルス
［名探偵コナン］名探偵コナン�灼熱の
銀河鉄道（ギャラクシーレイルロード）
［忍たま乱太郎］忍たま乱太郎の宇宙大
冒険withコズミックフロントNEXT
ブラックホールで危機一髪！？の段
［学芸員と星空さんぽ］学芸員による星空解説
テーマさぁ、お月見をしよう
※₉月11日㈯は、終日、他のイベントの
ため、通常の投影はありません。
◆₉月の星空観察会
　望遠鏡や双眼鏡を使って、星を観察します。
毎週㈯19：30～20：10、20：20～21：00
城南公園（科学博物館前）
各20人（申込順）　
無料
事前に、ホームページから申し込ん

でください。窓口で直接申し込むこと
もできます。
※雨天曇天時は、解説会のみ行います。
◆₉月のサイエンスライブ

開催日 内　容
₄日㈯・₅日㈰ 解説！富山のネズミ
12日㈰・20日㈷ 解説！公園の木の実
1８日㈯・19日㈰ 解説！翼をもつ実を飛ばそう
23日㈷ 実験！エッキーでミニ液状化
25日㈯・2６日㈰ 解説！砂いろいろ

時間 11：00～、14：00～（各15分程度）
各24人（先着順）

※12日㈰、18日㈯、19日㈰、20日㈷は城南
公園で開催するため、定員はありません
（雨天中止）。
※内容を変更する場合があります。
◆東大生によるサイエンスショー
　「光と空気の大実験」
　プラネタリウムで、東京大学の学生
グループによるサイエンスショーを行
います。
₉月11日㈯10：00～、11：00～、12：30～、

13：30～、14：30～（各回30分程度）
各70人（先着順）
◆かがくのクイズ大会
　自然科学や科学博物館に関する○×
クイズを学芸員が出題します。
₉月11日㈯11：00～、12：30～、13：30～、
14：30～（各回20分程度）
城南公園（雨天時は多目的学習室）
※雨天時のみ先着各50人。9：00から整
理券を配布します。
◆科学教室「星の砂を観察しよう」
　顕微鏡を使って、星の砂などの浜砂
に含まれる有

ゆう

孔
こう

虫
ちゅう

や微小な貝類を探し
観察します。
₉月19日㈰13：30～15：00
小学₄年生以上　
※小学生は保護者同伴。
₈人（応募多数の場合抽選）
9月 9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、
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。
◆とやまの自然探検
　「昆虫採集にいこう！」
　トンボやバッタ、カマキリの捕まえ
方を紹介します。採集できた虫の解説
も行います。
₉月20日㈷13：30～15：30
※雨天中止。
野外教育活動センター「子どもの村」�
　（山田赤目谷）
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）
9月10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、
年齢、電話番号、返信用連絡先を科学博
物館へ。ホームページからも申し込み
できます。

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
　学芸員による展覧会解説です。
⃝企画展「富山ガラス大賞展2０2１」
　 ₉月11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」
　 ₉月₄日㈯14：00～

［共通項目］
ガラス美術館₂階�会議室₁・₂
・ 不要　
※当日の展覧会観覧券が必要です。
◆₉月の休館日変更
休館日₉月₈日㈬、15日㈬
※₁日㈬は開館します。

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

◆悠久の森2021ワークショップ
　「牛人さんの渇

かっ
筆
ぴつ
画
が
に挑戦」

　篁
たかむら

牛
ぎゅう

人
じん

の絵を鑑賞後、墨で渇筆画に
挑戦します。
₈月29日㈰10：00～11：30
管理センター講座室
※篁牛人記念美術館に、9：50に集合し
てください。
入館料のみ　
不要
※汚れてもよい服装で参加してください。

篁牛人記念美術館　☎433－9215
◆民俗資料館企画展
　「なつかしいくらし　昭和」
　当館所蔵のさまざまな昭和のくらし
の道具から、現在は使用されなくなっ
たものや仕組みや形が変化したものを
展示します。
期間₉月₄日㈯～12月₅日㈰

民俗資料館　☎433－4109
◆ミニ企画展「幻の東京オリンピック�
　（1９４0）記念陶磁器展」
　平成2８年度に市街地再開発事業に伴
う発掘調査で出土した記念酒杯や、そ
の後確認した陶磁器類（伝

でん

世
せい

品
ひん

）を展示
します。
期間₉月26日㈰まで
考古資料館
埋蔵文化財センター　☎465－2146
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富山市の市外局番は（07６）です。

ファミリーパーク（古沢）
☎４３４－12３４
大人５00円、中学生以下無料

ナイトズー2021
₉月11日㈯は、21：00まで延長開園し
ます（入園は20：30まで）。
また、次のイベントを開催します。

◆夜の野生動物かんさつ会
　野生動物のガイドや鳴く虫の観察な
どを行います。
時間 1８：00～19：00　
ムササビ村
※雨天中止。
◆動物スポットガイド
　普段見ることのできない夜の動物の
様子を観察します。
時間 19：00～20：45　
各動物舎
◆牛乳パックランタン作り
時間 1８：00～、19：00～、20：00～
※17：50から、各回の整理券を配布します。
自然体験センター　
各1８組（先着順）　 300円

猪谷関所館（猪谷）
☎４８４－100７　℻４８４－1８４５
大人1５0円、高校生以下無料

◆猪谷関所�秋の歴史探訪ウオーク
　～涼秋を迎え�円空が歩いた
　　飛騨街道西道の旅人に～
　猪谷・蟹寺地区と飛騨街道西道を歩き
ながら、加賀藩・富山藩・天領の₃つの国
境を眺望します（約 5㎞・山中を含む）。
9月25日㈯ 9：00～12：00

　（受付 ８：30～）
※小雨決行。
※開催の有無は、当日 7：00以降に猪谷
関所館へ問い合わせてください。
集合・解散場所猪谷関所館（猪谷）
山中を歩くことのできる方
40人（応募多数の場合抽選）
　※₁グループ₄人まで。
200円

※長袖の服と軍手を持参してください。
9 月₃日㈮までに、電話かFAXで、住所、

氏名、年齢、電話番号を、猪谷関所館へ。

◆特別企画「円空仏版画教室」
　円空仏の魅力を版画で表現します。
₉月29日～10月13日の㈬（全₃回）
　₉：30～11：30
2 回以上参加できる方

講師松
まつ

村
むら

憲
けん

次
じ

さん（日本板画院）
20人（申込順）
200円（別途材料費1,000円程度）
9月22日㈬までに、電話かFAXで、住所、

氏名、年齢、電話番号を、猪谷関所館へ。
［松村憲次さん版画展］

期間₉月28日㈫～10月15日㈮
入館料のみ

市社会福祉協議会（〒９３９－8640　今泉8３－₁）
　☎422－３400　 http://www.toyamacity-shakyo.jp/
　ＦＡＸ4９1－24３３　Ｅ info@toyama-sfk.jp

市社会福祉協議会
からのお知らせ

　長寿ふれあいセンターで、いきがい活動や趣味活動を
行う同好会の会員を、随時募集しています。

長寿ふれあいセンター同好会 会員募集

長寿ふれあいセンター　☎422－3400

対象／市内在住の６0歳以上の方
活動内容／読書、英会話、太極拳、新舞踊、マジック　など
※申込方法など詳細は、問い合わせてください。

ボランティア交流会

　現在ボランティア活動をしている方、または始めて
みたい方が集い、情報交換や交流を行います。
日時／₉月30日㈭、10月₁日㈮13：30～15：00
場所／市総合社会福祉センター（今泉）
対象／ボランティアに関心のある方
定員／各30人（応募多数の場合抽選）　費用／無料
申込方法／₉月13日㈪（必着）までに、電話、はがき、FAX、
Eメールで、交流会名、希望日（第₂希望まで）、郵便番号、
住所、氏名、年齢、電話番号を、市ボランティアセンター
（〒939－８６40　今泉８3－₁) へ。

市ボランティアセンター　☎422－2456　
　FAX422－2684

Ｅ t.volunteer@toyama-sfk.jp

地域支え合いサポーター養成講座

　誰もが地域で安心して暮らせる「地域づくり」につ
いて、講義や事例紹介、演習を通して学びます。
日時／10月1６日㈯、11月 ６ 日㈯、12月11日㈯（全 3回）
　　　10：00～12：00
場所／市総合社会福祉センター（今泉）
対象／地域福祉に関心があり、3回全て受講できる方
講師／村

むら

上
かみ

�満
みつる

さん（富山国際大学子ども育成学部教授）
定員／15人（応募多数の場合抽選）　費用／無料
申込方法／10月₁日㈮（必着）までに、電話、はがき、FAX、E
メールで、講座名、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を、�
市社会福祉協議会地域福祉課（〒939－８６40　今泉８3－₁)へ。
※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。

市社会福祉協議会地域福祉課　☎422－3400　
　FAX422－2684

Ｅ chiiki@toyama-sfk.jp

街角クリーン活動
実施日は₈月31日㈫です

環境センター業務課　☎429－7366

　お昼休みに、富山駅前や城址公園
周辺の美化活動に参加しませんか。
　詳細は、市ホームページ（「街角ク
リーン活動」で検索）をご覧ください。
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開催日時 開催場所 内容 対象 定員 費用 申込方法 問い合わせ ☎電話 FAXファクス ＥＥメール ホームページ

児 � 童 � 館
◆中央（新富町一丁目）☎405－6065
　 ₉月15日㈬10：30～11：30
　 親子でベビーヨガレッチ　
　 首がすわった₁歳未満のお子さん

とその保護者　
　 ₇組（申込順）
　※₉月₈日㈬10：00から要申込。
◆五福（五福）☎432－9750
　 ₉月12日㈰10：30～11：30
　 敬老の日のプレゼントづくり
　 小学生以上
　 10人（申込順）
　※₉月₂日㈭～₆日㈪に要申込。
◆北部（蓮町一丁目）☎437－4006
　 ₉月13日㈪15：30～1６：30
　 敬老の日のプレゼントづくり
　 小学生以上
　 ₈人（申込順）　
　※₉月₁日㈬～10日㈮に要申込。
◆山室（高屋敷）☎492－1377　
　 ₉月19日㈰10：30～11：30
　 サンクスプレゼントづくり
　 小学生以上
　 8人（申込順）
　※₉月₈日㈬～17日㈮に要申込。
◆蜷川（下堀）☎491－2618
   ₉月13日㈪15：30～1６：00
　 ジェット機をとばそう
　 小学生以上
　 30人（先着順）
◆水橋（水橋中村町）☎478－0478
　 ₉月1６日㈭10：30～11：30
　 あかちゃんひろば
　 0・1歳とその保護者
　 ６組（申込順）
　※₉月₉日㈭～15日㈬に要申込。

◆星井町（星井町二丁目）☎423－3831
　 ₉月20日㈷14：00～15：00
　 ヒット・ザ・ターゲット
　 未就学児とその保護者、小学生以上
◆東部（石金一丁目）☎421－4212
　 ₉月21日㈫15：15～15：45
　 30秒にチャレンジ
　 小学生
◆大沢野（高内）☎468－3737
　 9月1６日㈭10：30～11：30
　 英語であそぼう
　 未就学児とその保護者
　 15人（申込順）
　※₉月₉日㈭～15日㈬に要申込。
◆大久保（下大久保）☎467－1043
　 ₉月15日㈬10：30～11：30
　 パネルシアター
　 未就学児とその保護者
◆婦中中央（婦中町速星）☎466－3011
　 ₉月15日㈬15：30～1６：15
　 敬老の日プレゼントづくり
　 小学生
　 10人（申込順）
　※₉月₆日㈪～12日㈰に要申込。
◆神保（婦中町上吉川）☎469－4648
　 ₉月10日㈮15：00～1６：00
　　　　11日㈯10：00～11：00
　 敬老の日プレゼントづくり
　 小学生
◆山田（山田中瀬）☎457－2080
　 ₉月10日㈮15：00～1６：00
　 敬老の日プレゼントづくり
　 未就学児とその保護者、小学生以上

国・県などからのお知らせ

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
　いじめ、体罰、不登校、親からの虐待な
ど、子どもに関するさまざまな問題で悩
んでいる方は、気軽に電話してください。
人権擁護委員が無料で相談に応じます。
●相談ダイヤル
　☎0120－007－110（全国共通・無料）
強化週間の受付日時

₈月27日㈮～ 9月₂日㈭ ８：30～19：00
※㈯㈰は10：00～17：00。
※強化週間以外の受付日時は、平日�
₈：30～17：15です。

富山地方法務局人権擁護課
　☎441－6376

防衛省・自衛隊各種学生入試情報
　防衛省・自衛隊の各種学校の入校試験
を行います。
試験種目

・航空学生（航空機のパイロット養成）
・防衛大学校（自衛隊の幹部自衛官養成）
・防衛医科大学校・医科学生（自衛隊の�
　医官、医者の養成）
・防衛医科大学校・看護科学生（自衛隊�
　の看護師の養成）
※受験資格や受付期間など詳細は、問
い合わせてください。

自衛隊富山募集案内所　☎４４1－８7８2

◆児童館親子サークル（後期）参加者募集

₉月₆日㈪～₈日㈬に、直接、各児童館へ（応募多数の場合抽選）。
※電話やFAXでの申し込みはできません。

会場 開催日時 回数 対象 定員 申込受付時間

① 中央児童館
第₁㈫10：30～11：30 ₆回 ₀歳以上 10人

10：00～17：00
第₂・₄㈫10：30～11：30 12回 ₁歳以上 10人

② 星井町児童館 ㈮10：30～11：15 19回 ₁歳以上 20人 ₉：30～17：00
※対象の年齢は、①が令和₃年10月₁日現在、②が令和₃年₄月₁日現在。

　10月～令和₄年₃月に開催します。

中央児童館（新富町一丁目）　☎405－6065
星井町児童館（星井町二丁目）　☎423－3831

アメイジングトークが
ラジオになります！

　広報とやまに年₄回掲載している�
「アメイジングトーク」の特別番組を、�
FMとやまで放送します。放送後、
Y
ユ ー

ouT
チューブ

ube チャンネル「A
ア メ イ ジ ン グ

MAZING�
T
ト ヤ マ

OYAMA」にて、ラジオ未収録トーク
と収録映像を公開予定です。
放送日／₈月27日㈮17：15～17：25
メインMC／
コンプレッサーさん
（マジシャン）
ゲスト／水

み

戸
と

健
たけ

史
し

さん

（富山グラウジーズ選手）
※平成28年掲載。

広報課　☎443－2018

©TOYAMA
　GROUSES
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富山ガラス工房　☎436－3322富山ガラス工房 特別制作体験

場所／富山ガラス工房第 2工房（西金屋）　対象／小学生以上（小・中学生は保護者同伴）
申込方法／事前に、電話または直接、富山ガラス工房へ。　※作品のお渡しは、制作日の₁週間後以降。［共通項目］

富山ガラス工房　☎436－2600富山ガラス工房 制作講座
◆キルンワーク（初級）制作講座
　電気炉を使ってガラスを溶かしたり曲げたりしなが
ら、器やアクセサリーなどの制作を楽しめます。

日時／10月10日～12月2６日の㈰ 9：00～12：00（全12回）
場所／富山ガラス工房第 2工房（西金屋）
料金／35,5６0円（保険料、材料費含む）

◆吹きガラス（初級）制作講座
　作家の指導のもと、道具やガラスの特性を楽しく学び
ながら、吹きガラスの基礎を習得します。

日時／10月₉日～12月25日の㈯ 9：00～12：00（全12回）
場所／富山ガラス工房（古沢）
料金／30,320円（保険料、材料費含む）

対象／1８歳以上で、12回全て受講できる方　定員／₆人（応募多数の場合抽選）　※₃人以上で開催。
申込方法／ 9月14日㈫（必着）までに、往復はがきで、講座名、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号を、
　　　　　富山ガラス工房（〒930－0151　古沢152）へ。

［共通項目］

◆光るガラスオブジェ
日時／ 9月₁日㈬～10月31日㈰
　　　 9：00～12：00、13：00～1６：00
料金／3,８00円
特典／・オリジナル色（コシノアオ・コシノヒスイ）使用可
　　　・金

きん

箔
ぱく

か銀
ぎん

箔
ぱく

をワンポイントで使用可
　　　・LEDライトステージをプレゼント

◆秋のミルフィオリ
日時／ 9月1８日～2６日の㈯㈰㈷
　　　₉：20～10：20、10：30～11：30
　　　13：20～14：20、14：30～15：30
料金／1,900円　
定員／各₈人

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

Ｅ info@siminplaza.co.jp

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。

本社事業部　☎４93－1313

　₀歳から大人まで、本格的なクラシック音楽を家族で
気軽に楽しめるコンサートです。演奏中も出入りが自
由なので、小さなお子さんと一緒でも安心です。

日時／₉月2６日㈰13：00～14：00（12：15開場）
場所／市民プラザ₂階�アトリウム
出演／今

いま

井
い

絢
あや

子
こ

さん（オーボエ）、別
べつ

本
もと

裕
ひろ

子
こ

さん（バイオリン）、
　　　中

なか

野
の

悠
ゆ

里
り

さん（ピアノ）
定員／150人（申込順）　料金／1,000円（小学生以下無料）
申込方法／事前に、ホームページから申し込んでください。

おとは♪おともだち2021
第₂回 名旋律はおまかせあれ！

～オーボエのおいしい話～

本社事業部　☎493－1313

日時／₉月₃日㈮～2６日㈰
　　　㈪～㈮11：00～1８：00　※火曜定休。
　　　　　㈯10：00～19：00
　　　　㈰㈷10：00～1８：00
場所／市民プラザ 1階�エントランス、チリングスタイル
※会期中は、国内ブランドと協働で制作した小物や、�
　オリジナルテキスタイルも販売します。

　マリメッコ、キッピスなど国内外のブランドをデザ
インしている、フィンランド在住のテキスタイルデザ
イナー島

しま

塚
つか

絵
え

里
り

さんの展示会を開催します。
　オリジナルブランドの生地を使用し、₁階エント�
ランスの装飾も行います。

島塚絵里展
～P

プ ー タ ル
uutarh

ハ ッ サ
assa(i

イン
n t

ザ
he g

ガ ー デ ン
arden)～
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問い合わせ先一覧

中…中央保健福祉センター（星井町二丁目） ☎422－1172 大山…大山保健福祉センター（上滝） ☎483－1727

南…南保健福祉センター（蜷川）　 ☎428－1156 八…八尾保健福祉センター（八尾町福島） ☎455－2474

北…北保健福祉センター（岩瀬文化町） ☎426－0050 西…西保健福祉センター（婦中町羽根） ☎469－0770

大沢…大沢野保健福祉センター（高内） ☎467－5812

₉月の集団がん検診

※受診券が届かない場合や、健康保険の変更などで新たに対象となった場合は、保健所地域健康課（☎428－1153）へ問い合わせてください。
※健康診査・がん検診の内容や指定医療機関の一覧などは、受診券に同封されている案内か、市ホームページ（「健康診査・がん 
　検診」で検索）で確認してください。

がん検診の対象者には、
５ 月に受診券を送付しています

・胃がん・肺がん・大腸がん検診…40歳以上の方　
・子宮がん検診…20歳以上の女性
・乳がん検診…40歳以上の女性

富山市国民健康保険の被保険者や健康保険加入者の
被扶養者などで、次の要件を満たす方対

象
者

予約制

〈受診期間〉 12月2８日㈫まで

　指定医療機関または集団検診会場で受診できます。
集団検診会場で受診する方は、事前に、電話・インターネット
で予約し、受診券を持参して会場へお越しください。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために

①集団がん検診での密接・密集を防ぐため、できるだけ近くの指定医療機関で個別に受診してください。
②集団検診は次のとおり実施します。
　・胃・肺がん検診は、医療機関の少ない地域に限定して実施します。
　・子宮・乳がん検診は会場を限定して実施します。
　・大腸がんの集団検診は、感染防止対策を踏まえた検体の管理が難しいことから実施しません。特定健診などと併せて、 
　　指定医療機関で受診してください。
③受診する際には次のことに注意してください。
　・事前に予約を行い、受診前には体温を測定し、受診時は、マスクの着用・消毒・手洗いを徹底してください。
　・風邪の症状がある方や、₂週間以内に発熱、渡航、感染者との接触があった方は、受診を控えてください。
　・子宮・乳がん検診の検査着（スカート・ケープ）は、共有を避けるため貸し出しを行いません。各自で代わりになる 
　　ものを持参してください。

地域 開催日 受付時間 会　場
大沢野 ₂㈭ ₈:３0～10:00 大久保ふれあいセンター 大沢

八尾 2９㈬ ₈:３0～10:00 卯花公民館 八

●胃・肺がん検診 ［完全予約制］

●子宮・乳がん検診 ［完全予約制］
地域 開催日 受付時間 会　場 　

富山

₃㈮ 1３:00～14:00 山室地区センター 南

₆㈪ 1３:00～14:00 呉羽会館 西

₇㈫ 13:00～14:00 北保健福祉センター 北

11㈯ ₈:３0～₉:３0 保健所 南

18㈯ ₈:３0～₉:３0 北保健福祉センター 北

27㈪ ₈:３0～₉:３0 中央保健福祉センター 中

３0㈭ ₈:３0～₉:３0 中央保健福祉センター 中

大山 21㈫ 1３:00～14:00 大庄地区コミュニティセンター 大山

八尾 14㈫ 1３:00～14:00 八尾保健福祉センター 八

婦中 ３0㈭ 1３:00～14:00 西保健福祉センター 西

細入 22㈬ 1３:00～14:00 細入総合福祉センター 大沢

集団検診時の託児サービス（無料・予約制）

対象／おおむね₃歳未満の乳幼児をつれて検診を受け 
　　　る保護者

予約方法／各検診日の₅日前までに、電話で、各保健福 
　　　　　祉センターへ。

・₂日㈭…大久保ふれあいセンター（胃・肺）

₉月の開設日・会場

・11日㈯…保健所（子宮・乳）

・1８日㈯…北保健福祉センター（子宮・乳）

・21日㈫…大庄地区コミュニティセンター（子宮・乳）
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▶中止の可能性があるため、事前に問い合わせてください。

市民病院 整形外科医長　岡
おか

本
もと

駿
しゅん

郎
ろう

　手のしびれの原因はさまざまであり、頭部、頸
けい

椎
つい

（首の骨）、頸椎か
ら先の末

まっ
梢
しょう

神経障害のほか、糖尿病のような基礎疾患が原因となっ
ている場合もあります。
　病状によっても治療方針が異なり、手術療法が望ましい場合もあ
ります。症状が悪化する前に、専門の医療機関に相談されることをお
勧めします。

A.手のしびれの原因はさまざまです。症状が悪化する前に、専門の医
療機関の受診をお勧めします。

病院事業局経営管理課　☎422－1112

お答えします

らか室察診

Q.最近、手のしびれを感じるようになってきま
した。病院を受診した方がよいでしょうか。

₉月の親子教室・健康相談

時間／1３:３0～14:00　
講師／市民病院・まちなか病院の医師、看護師、管理栄養士など

◆ふれあい健康講座　※費用・申込不要。

₉月のまちなか健
け ん こ う

幸カレッジ
場所／まちなか総合ケアセンター（総曲輪四丁目）

開催日 テーマ
₁㈬ 肝臓の病気について
₂㈭ 糖尿病は万病のもと　糖尿病の合併症ってなあに？
₆㈪ 心臓の病気と上手に付き合うためにできること
₇㈫ 感染症について
₈㈬ 大人のオムツの処方箋 ～当て方・選び方～

₉㈭ 乳がん検診のよくある質問に答えます
～そして始めよう！！乳がんセルフチェック～

1３㈪ エコノミー症候群について
14㈫ こどもの脱水 ～家庭でのケアと救急受診の目安～
15㈬ 認知症の薬について
16㈭ 検査結果の見方
21㈫ 誤

ご
嚥
えん

性肺炎について
22㈬ 10分間でできる腰痛体操
27㈪ 今日からできる減塩の食事
28㈫ フットケア ～足からの健康～
2９㈬ むくみってなぁ～に
３0㈭ 認知症の検査について

市民病院ふれあい健康講座担当　☎422－1112
※来場多数の場合、参加できないことがあります。
※マスクの着用をお願いします。

● 個別相談　毎週㈮ 1３:00～14:00
　健康、子育て、介護などに関する相談
● ミニ講座　14:00～15:00

◆まちなか保健室　※費用・申込不要。　

開催日 テーマ
３ ㈮ 産後ケア応援室の見学と交流　※妊婦の方対象。

10㈮
音楽を楽しもう
講師／道

みち
下
した

和
かず

美
み

さん（音楽療法士）

17㈮
心の健康のために上手にストレスに対処しよう！

（リラックス効果のあるお茶の入れ方、ストレス解消ダンス）
講師／医療法人社団 和敬会 谷野医院

24㈮ シルバーリハビリ体操＆笑いヨガ

まちなか総合ケアセンター　☎461－3618

◎保健福祉センターは、「子育て世代包括支援センター」の 
　役割を担っています。気軽に相談してください。

◎₄カ月児・₁歳₆カ月児（₁歳₆～₈カ月児）・₃歳児（₃歳 
　₇～₈カ月児）健康診査は個別に通知します。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、お住まいの 
　㆞区ではない保健福祉センターを案内することがあります。

◎パパママセミナーは、オンライン開催となる場合があり 
　ます。最新情報を市ホームページ（「パパママセミナー」で 
　検索）で確認の上、申し込んでください。

内　　容 開催日・当日の受付時間・開催場所 対　　象

よい歯づくり講座
［予約制］

₆㈪₉:00～ ９:３0
中央保健福祉センター ₁～₃歳児と

その保護者
（保護者のみの

参加も可）

中

17㈮1３:00～1３:３0
北保健福祉センター 北

24㈮1３:00～1３:３0
南保健福祉センター 南

フッ素塗布
［予約制・有料］

※バスタオルを持参 
　してください。

₆㈪1３:00～14:00
中央保健福祉センター

よい歯づくり
講座を受けた
₁～₃歳児

中

17㈮14:00～15:00
北保健福祉センター 北

24㈮14:00～15:00
南保健福祉センター 南

パパママセミナー
［予約制］

※ ９ 月 1 日㈬₈:３0から
予約開始（申込順）。

※沐
もく

浴
よく

・妊婦体験など
の実習はありません。

11㈯ ９:00～ ９:３0
北保健福祉センター

妊娠₅～₈カ月
（16～３1週）の

妊婦とその夫
北

18㈯ ９:３0～10:00
※オンライン開催。 妊婦とその夫 中

赤ちゃん教室
［予約制］

₈㈬ ９:00～ ９:３0
八尾保健福祉センター ₄～₆カ月児

とその保護者

八

３0㈭ ９:00～ ９:３0
南保健福祉センター 南

乳幼児健康相談
［予約制］

個別に対応しています。お住まいの地区の 
保健福祉センターへ連絡してください。
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₉月の相談日程

～ 特 別 相 談 ～
日　　時 場　　所 問 い 合 わ せ ・ 申 込 先

税金無料相談 ₇日 10:00～12:00
1３:３0～16:00

富山県税理士会館
（中野新町二丁目）

北陸税理士会富山支部
予約制（₈月25日の₉:00～）
☎422－40３4 ※初めての方優先。

総合労働相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） 10:00～17:00 富山県社会保険労務士会
（千歳町一丁目）

富山県社会保険労務士会
予約制☎441－04３2

不動産無料相談

₃日・10日・24日 1３:00～16:00 全日富山会館
（堤町通り二丁目）

（公社）全日本不動産協会富山県本部
☎421－16３３

14日・28日 1３:00～16:00
富山県不動産会館

（元町二丁目）
（公社）富山県宅地建物取引業協会
☎425－5514※28日は税理士による相談会も

行います。

暴力団に関する困りごと相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈:３0～17:00 富山県防災センター
（花園町四丁目）

富山県暴力追放運動推進センター
☎421－8９３0

犯罪・事故などの被害に関する相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） 10:00～16:00 電話相談 （公社）とやま被害者支援センター
☎41３－78３0

①不動産・会社法人の登記相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） 1３:00～16:00 電話相談 富山県司法書士会
①☎445－1576　②☎445－1577
③予約制☎445－1620

②借金・訴訟・成年後見などの相談
③司法書士無料法律相談 11日 1３:00～16:00 ボルファートとやま10階（奥田新町）
多重債務・遺言・相続無料法律相談 ㈪㈫㈮（㈷㉁は除く） 1３:３0～15:３0

富山県弁護士会館
（長柄町三丁目）

富山県弁護士会事務局
予約制☎421－4811交通事故無料法律相談 ㈪㈭（㈷㉁は除く） 14:00～16:３0

家事事件無料法律相談 ㈭（㈷㉁は除く） 1３:３0～15:３0
調停手続相談

（民事・家事調停の手続き相談） 25日 10:00～16:00 県民会館₆階（新総曲輪） 富山県調停協会連合会☎421－81９5

～ 法 律・行 政 な ど の 相 談 ～
日　　時 場　　所 問 い 合 わ せ ・ 申 込 先

弁護士法律相談

₂日・₇日・₉日
14日・16日・28日
３0日

1３:00～16:10 市民生活相談課（市役所₁階）
予約制（開催日の前日₈:３0～）
※定員になり次第締め切ります。
☎44３－2045

３ 日・10日・17日
24日 1３:３0～16:00 総合社会福祉センター（今泉） 予約制（開催日の前日₉:３0～）

☎422－３414
2 日

1３:３0～15:３0

呉羽会館（呉羽町） 予約制☎4３6－5171
９ 日 岩瀬公民館（岩瀬御蔵町） 予約制☎4３7－９715

16日 水橋西部公民館（水橋辻ヶ堂） 予約制☎478－11３1

27日 大沢野健康福祉センター（春日） 社会福祉協議会大沢野細入支所
予約制☎467－12９4

₇日 大山地域市民センター（上滝） 社会福祉協議会大山支所
予約制☎48３－4111

₈日 八尾健康福祉総合センター
（八尾町福島）

社会福祉協議会八尾山田支所
予約制☎454－2３９0

₃日 1３:３0～16:３0 婦中行政サービスセンター
（婦中町速星）

婦中行政サービスセンター市民生活課
予約制☎465－2155

弁護士による
夫婦・男女に関する法律相談 17日 1３:３0～15:３0 男女共同参画推進センター

（CiC₃階:新富町一丁目）
予約制（₉月₁日の10:00～）
☎4３３－1760 

行政相談

₁日・₈日・15日
22日・2９日

1３:00～16:00
市民生活相談課（市役所₁階） ☎44３－2045

14日 大沢野生涯学習センター（高内） 大沢野行政サービスセンター市民生活課☎467－5810
21日 大山地域市民センター（上滝） 大山行政サービスセンター市民生活課☎48３－1212
15日 1３:３0～15:３0 八尾行政サービスセンター（八尾町福島） 八尾行政サービスセンター市民生活課☎454－３114
₆日 1３:00～15:00 西保健福祉センター（婦中町羽根） 婦中行政サービスセンター市民生活課☎465－2155

司法書士登記・法律相談 1３日

1３:00～16:00 市民生活相談課（市役所₁階）
☎44３－2045
開催日の当日 8:３0から窓口で受付。
※定員になり次第締め切ります。

土地家屋調査士表示登記相談 1３日
公証相談 17日
行政書士法務相談（遺言相続・事業手続等） ₆日・27日
社会保険労務士総合労働相談 15日

多重債務相談 ㈬（㈷㉁は除く） 1３:00～16:00 消費生活センター
（CiC₃階:新富町一丁目） ☎44３－2047（予約可）

中小企業経営相談 ㈪㈫㈭㈮（㈷㉁は除く） 10:00～16:45 商業労政課（市役所₇階） ☎44３－2070
創業・経営相談 ㈪㈬㈮ 10:00～17:00 新産業支援センター（下野） 予約制☎411－61３1



21 令和₃年（2021年）₈月20日発行 －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。

～ 生 活・人 権・教 育 な ど の 相 談 ～
日　　時 場　　所 問 い 合 わ せ ・ 申 込 先

一般相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈:３0～17:15 市民生活相談課（市役所₁階） ☎44３－2045

消費生活相談 毎日 10:00～18:３0
消費生活センター

（CiC₃階:新富町一丁目）
※21日は休みます。

☎44３－2047　

心配ごと相談

㈪㈬㈮（㈷㉁は除く）

₉:３0～15:３0

総合社会福祉センター（今泉） ☎422－３414
ご意見・ご質問などは、
市社会福祉協議会本所

（☎422－３414）へ。

2 日 呉羽会館（呉羽町） ☎4３6－5171
₉日 岩瀬公民館（岩瀬御蔵町） ☎4３7－９715
16日 水橋西部公民館（水橋辻ヶ堂） ☎478－11３1
₂日・16日

1３:３0～15:３0

大沢野健康福祉センター（春日） 社会福祉協議会大沢野細入支所☎467－12９4
10日・24日 大山地域市民センター（上滝） 社会福祉協議会大山支所☎48３－4111
22日 八尾健康福祉総合センター（八尾町福島） 社会福祉協議会八尾山田支所☎454－2３９0
₆日 西保健福祉センター（婦中町羽根） 社会福祉協議会婦中支所☎46９－0775

なやみごと人権相談 10日・24日 1３:00～16:00 市民生活相談課（市役所₁階） ☎44３－2045

特設人権相談
14日 1３:00～16:00 大沢野生涯学習センター（高内） 大沢野行政サービスセンター市民生活課☎467－5810
27日 八尾行政サービスセンター（八尾町福島） 八尾行政サービスセンター市民生活課☎454－３114

小・中学生および
乳幼児の子育て相談

面談相談　毎日 10:00～17:00 子育て支援センター
（CiC₄階:新富町一丁目）

※21日は休みます。
　電話相談のみ受け付けます。
※こどもひろば（10:00～17:00）の

利用時間を次のとおり変更します。
・₁日、₂日、₄日、16日…1３:00～
　　17:00

子育てほっとステーション☎444－1110
※㈯㈰㈷㉁も相談を受け付けます。

電話相談　毎日 24時間

幼児ことばの相談
㈪～㈮ 10:00～16:45
㈯㈰ 10:00～11:45

すくすく相談 14日 1３:45～15:40
子育てほっとステーション
予約制☎444－1110子育てセミナー 16日 10:３0～11:３0

離乳食相談 24日 10:10～11:45

小・中学生および
幼児の教育相談

㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈:３0～17:00 教育センター（Toyama Sakuraビル₆階）

☎4３1－44３4
来所の場合は予約制

₁日・₈日・15日
22日・2９日 ₉:00～12:00 MAP豊田（豊若町三丁目）

₇日・14日
21日・28日 ₉:00～12:00 MAP婦中

（婦中ふれあい館内:婦中町砂子田）
こどもいじめテレホン相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈:３0～17:00 教育センター（Toyama Sakuraビル₆階） ☎4３1－00９９
青少年悩みごと相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈:３0～17:15 少年指導センター（市役所₇階） ☎44３－2274
女性臨床心理士による
夫婦・男女に関する悩み相談 ３0日 14:00～16:00 男女共同参画推進センター

（CiC₃階:新富町一丁目）
※21日は休みます。

予約制（開催日の₂日前まで）
☎4３３－1760（受付は10:00～）

DV（配偶者・パートナー
からの暴力）相談

㈪～㈮（㈷㉁は除く）
土曜特別相談:11日 10:00～18:15 ☎4３３－2210（受付は10:00～17:３0）

原則として、来所の場合は予約制
女性悩みごと相談

㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈:３0～17:15 こども福祉課（市役所₃階） ☎44３－2055
ひとり親相談
家庭児童相談員による養育相談 こども健康課（市役所₃階） ☎44３－20３8
専門職による成年後見相談 14日 1３:３0～15:３0 総合社会福祉センター（今泉） 予約制☎422－３414

職業紹介・就労相談 ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈:３0～17:15 無料職業紹介所「JOB活とやま」
（市役所₇階） ☎44３－22３1

場　　所 日　　時

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

㈪～㈮
（㈷㉁は除く）

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

11日 ₉:３0～16:00

場　　所 日　　時
大沢野行政サービスセンター 10日

10:00～15:00八尾コミュニティセンター ₈日

婦中行政サービスセンター 17日

～ 年 金 の 相 談（予 約 制）～ ［問い合わせ・申込先］富山年金事務所☎４４1－3９２６

～ 医 療・保 健 関 係 の 相 談 ～
日　　時

HIV・エイズ相談、
性感染症相談、抗体検査 実施日について

は問い合わせて
ください。 ₉:00～11:00HIV・エイズ相談、抗体迅速検査

（予約制:名前は伺いません）
肝炎ウイルス相談・検査

（予約制）
₇日・14日・21日
28日

遺伝相談（予約制） ㈪～㈮（㈷㉁は除く） ₈:３0～17:15

場所・問い合わせ・申込先

▲

保健所保健予防課☎428－1152

不安や悩みの電話相談はハートSOSダイヤル☎428－2033へ。
受付日時:㈪～㈮（㈷㉁は除く）₈:３0～17:15

日　時　 場　　所 問い合わせ・申込先
10代・20代・30代のための
心の相談（精神科医師） ₂日 1３:３0

～15:３0
中央保健
福祉センター

（予約制）
保健所
保健予防課
☎428－1152

精神保健福祉相談
（精神科医師） 16日 1３:３0

～15:３0

保健所
保健予防課

新型コロナウイルス感染症
こころのケア相談

（公認心理師など）
㈪㈬㈮
(㈷㉁は除く)

₉:３0
～11:３0

1３:３0
～15:３0

ギャンブル依存症相談会 ₉日 14:00
～16:00



広報とやまは環境に配慮し、古紙パルプ配合紙と植物油インキを使用しています。
富山市の人口・世帯数（対前月比）【令和₃年₇月31日現在】  人口…412,332人（－179人）　世帯…1８2,4８0世帯（＋５3世帯）

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。

図書館
セミナー＆イベント

図書館本館（西町）　☎461－3200
https://www.library.toyama.toyama.jp/

◆はじめての起業・創業セミナー
　「わたしらしい はたらきかた はじめよう。」
①起業準備の第一歩！
　～売れる仕組み「マーケティング」を学ぼう～
日時　₉月₅日㈰10:00～12:00
講師　早

はや
水
みず

由
ゆ

樹
き

さん（富山県よろず支援拠点コーディネーター）
定員　40人（申込順）　申込期限　₉月₂日㈭
②ミニセミナー「創業の読み・書き・そろばん」
日時　［読み］₉月10日㈮、［書き］９ 月17日㈮、
　　　［そろばん］９ 月24日㈮18:00～1９:３0（全 ３ 回）　
　　　※₁回のみの参加も可。
講師　布

ぬの
目

め
大
たい

剛
こう

さん、中
なか

陣
じん

和
かず

人
と

さん

　　　（富山県よろず支援拠点コーディネーター）
定員　各20人（申込順）　申込期限　各回の前日

［共通項目］
対象　起業や創業を考えている方、創業からおおむね₃年以内の方
費用　無料
申込方法　各申込期限までに、電話かFAXで、講座名、氏名、電
話番号を、富山県よろず支援拠点へ。ホームページ（https://
www.tonio.or.jp/info/yorozu/）からも申し込みできます。

富山県よろず支援拠点（（公財）富山県新世紀産業機構内）　
☎444－5605　FAX444－5646

◆放送大学 夏のオープンセミナー「腸管の免疫系と漢方薬」
日時　₉月₄日㈯10:３0～12:00
講師　山

やま
本
もと

 武
たけし

さん（放送大学富山学習センター客員准教授、 
　　　富山大学学術研究部 薬学・和漢系助教）
定員　40人（申込順）　費用　無料
申込方法　事前に、電話かEメールで、講座名、氏名、電話 
番号を、放送大学富山学習センターへ。

放送大学富山学習センター　☎0766－56－9230
Ｅ toyama.sc@ouj.ac.jp

市立探偵ペロリッチ市立探偵ペロリッチ

子どもと学校、地域の未来を育むワークショップ【₇月11日～₈月₈日】

　「子どもたちや学校そして地域」の未来について、参加者同士が自身の経験を生かし
ながらイメージを描くワークショップが、市内 ５ カ所で開催されました。
　オープニングトークでは、藤井市長が市の教育行政の取り組みについて、宮口
教育長が学校再編の考え方などについて話しました。
　ワークショップでは、「20５0年 富山市の学校」をテーマに、さまざまな年代の参
加者が、現在の学校が抱える問題や未来の学校に望むことなどについて、活発な
意見を交わしました。描いたイメージは、学校再編計画などに活用します。

◆セミナー「認知症予防におすすめ図書館利用術」
　本を読む、朗読する、調べるなど、図書館を使って、認知
症予防の「ワーキングメモリ」を鍛える方法を教えます。
日時　₉月11日㈯14:00～15:３0
場所　TOYAMAキラリ₂階ロビー（西町）
講師　結

ゆう
城
き

俊
とし

也
や

さん（専門理学療法士（神経）、介護支援専門員、 
　　　博士（医療福祉学））
定員　60人（申込順）　費用　無料
申込方法　₈月24日㈫～ ９ 月10日㈮に、電話または直接、 
図書館本館へ。ホームページからも申し込みできます。

◆ 0・1・2 ポケット
日時　₉月₅日㈰10:３0～11:00
内容　赤ちゃん絵本の読み聞かせ、わらべうたあそび　など
対象　₀～₂歳児とその保護者
定員　₅組程度（申込順）　費用　無料
申込方法　₈月３0日㈪から、電話または直接、図書館本館へ。

9 月の休館日変更
　図書館本館、地域館、分館の休館日を変更します。
休館日　 ９ 月 8 日㈬　※₁日㈬は開館します。

第₃回ワークショップ（ 7 月25日：サンシップとやま）
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