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冬期間の地下水の節水に努めましょう
　消雪に大量の地下水を使用すると、
地盤沈下や井戸枯れの原因となります。
地下水の過剰な散水や、降雪の無いと
きの散水は控えましょう。

環境保全課　☎443－2086

公共下水道へ早期接続を
　公共下水道が整備された地区で、�
下水道に未接続の方は、早期に接続し
ましょう。接続工事のための資金貸付
制度も利用できます。

上下水道局給排水サービス課
☎432－8７08

₁ 月 の 街 頭 献 血
●市役所
令和₄年₁月₅日㈬
　₉：3０～１１：3０、１２：４5～１6：００
●県庁（新総曲輪）
令和₄年₁月₇日㈮
　₉：3０～１１：４5、１3：００～１6：3０
●ファボーレ（婦中町下轡田）
令和₄年₁月１０日㈷、3０日㈰
　１０：００～１２：００、１3：１5～１6：3０

保健所地域健康課　☎428－11５５
富山県赤十字血液センター　

☎4５1－５５５５

令和 ３ 年度コミュニティ助成事業
　（一財）自治総合センターによる宝くじ
社会貢献広報事業のコミュニティ助成
を受け、米田すずかけ台自主防災「おた
すけ隊防災会」では、発電機やAED、�
防災倉庫などの防災資機材を整備しま
した。

防災対策課　☎443－2181

講座・講演
心 の 健 康 づ く り 講 座

●地域で精神障害者を支える
　（オンライン開催）
令和₄年₁月１3日㈭１４：００～１5：００

　（受付１3：3０～）
市内に在住か勤務している方

講師精神保健福祉士、地域で生活する
精神障害者（ピアサポーター）
無料
令和₄年₁月１１日㈫までに、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。
※ウェブ会議アプリ「Zoom」を使用し
ます。各自で準備をお願いします。

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

介 護 事 業 者 向 け
働きやすい職場づくりセミナー
令和₄年 １月２１日㈮１４：００～１6：００

　（受付１3：3０～）
ボルファートとやま₄階（奥田新町）�

テーマ 介護現場におけるICT、IoT、�
ロボット、AIの最前線を知る！
市内介護事業所の管理者・職員
４０人（申込順）　
無料�
事前に、電話かFAXで、（公財）介護労働安

定センターへ。
（公財）介護労働安定センター
☎444－0481　℻444－0425 
介護保険課　☎443－2041

お知らせ
令和₄年成人式に出席される方へ
　新型コロナウイルス感染症の拡大防
止にご協力をお願いします。
・各会場で行われる感染症対策への�
協力や、マスクの着用、手指の消毒
などをお願いします。

・発熱や風邪の症状がある場合は、参加�
　を控えてください。
※成人式に関する最新の情報は、市
ホームページ（「成人式」で検索）を確認
してください。

男女参画・市民協働課　☎443－2051

とやま古洞の森（温泉施設） 年末年始営業
　「古洞の湯」は、年末年始も休まず営業
します。
※温泉以外の施設の営業や送迎バス
の運行については、問い合わせてくだ�
さい。

とやま古洞の森（池多）　☎434－0777

資源物ステーション 臨時休業
●水橋中部資源物ステーション
　（水橋中部地区センター北側）
休業日令和₄年₁月₉日㈰

環境センター管理課　☎429－5017

市民芸術創造センター臨時休館
休館日令和₄年₁月１7日㈪
※電話による施設予約業務も休止します。

市民芸術創造センター　
☎434－4100

大量の雪を水路や川に流さないで
　除雪した雪を水路や川へ一度に大量
に流すと、雪が詰まって水があふれる
原因となり、下流の皆さんの迷惑とな
ります。

農村整備課　☎443－2084
道路河川管理課　☎443－2093

消防局警防課　☎493－4141

出初式の縮小開催について
　毎年₁月に開催している「消防
出初式」と「海上出初式」について、
新型コロナウイルス感染症の拡大
防止のため、出席者を消防職員や�
消防団員などに限定した式典のみ
行います。一般の方は参観できま
せん。
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富山市の市外局番は（0７6）です。

産後のママを応援します
●₁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

※１8日は①のみ。
※₄日は開催しません。
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
₁月₄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
●₁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

ジュニアアスリート指導者研修会
令和₄年₁月２9日㈯₉：００～１２：１０

　（受付 8：４０～）
体育文化センター（友杉）

テーマジュニアアスリートのメンタル
について�～日頃の取り組みから試合
での実力発揮まで～
小・中学生のスポーツ指導者、（公財）日本

スポーツ協会公認スポーツ指導員　など
講師 實

じっ

宝
ぽう

希
き

祥
しょう

さん（国立スポーツ科学�
センター研究員）
5０人（申込順）　
１,０００円　
１２月２０日㈪～令和₄年₁月２3日㈰に、

市体育協会ホームページ（https://www.
taikyou-toyama.or.jp/）から申し込ん
でください。

市体育協会　☎432－111７

◆市役所₂階市民ホール
⃝和の響き ～初春和楽器コンサート
令和₄年₁月１２日㈬１２：１０～１２：４０

出演生田流沢井箏
そう

曲院結音会（箏、尺八）
曲目千鳥の曲、絲

いと

と竹の時　ほか
⃝t

と い ろ
oiroまちかど演遊会
令和₄年₁月２6日㈬１２：１０～１２：４０

出演 とやまクラリネット友の会♡
toiro
曲目こきりこ、ミュージカル・ショート
コント「森のくまさん」　ほか
※出演者の事情により、変更・中止する
場合があります。

文化国際課　☎443－2040

オーバード・ホール「ピアノ体験」
　名器「ベーゼンドルファー」を舞台上
で弾いてみませんか。
令和₄年₂月１４日㈪～１7日㈭
　①１１：００～１１：5０、②１２：35～１3：２5、
　③１４：１０～１5：００、④１5：４5～１6：35
※１7日㈭は①～③のみ。
オーバード・ホール（牛島町）
小学生以上（小学生は保護者同伴）
各回₁組₃人まで（応募多数の場合、
当選経験のない方を優先して抽選）
小・中学生無料、高校生以上１,０００円
１２月２４日㈮～令和₄年 １月１6日㈰に、
ホームページ（https://www.aubade.
or.jp/）から申し込んでください。また
は、電話で、オーバードホール管理課へ。
※団体での申し込みはできません。

オーバード・ホール管理課
☎445－5620

お や こ で 運 動 あ そ び
令和₄年₁月２3日㈰１０：００～１１：００
体育文化センター（友杉）
年中・年長児とその保護者

講師市体育協会スポーツ指導員
２０組４０人（応募多数の場合抽選）
₁組5００円
令和₄年₁月１０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。

体育文化センター　☎429－5695

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
　「節分」をテーマにしたフラワーアレ
ンジメントを作ります。
令和₄年₁月２9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
令和₄年 １月１１日㈫までに、電話、FAX、
Eメールで、希望の回、参加者全員の氏
名（ふりがな）、学年、郵便番号、住所、電
話番号、参加経験の有無を、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
市 民 ミ ニ コ ン サ ー ト

　TOYAMAキラリと市役所の両会場
で開催します。
◆TOYAMAキラリ₂階ロビー（西町）
⃝J

ジ ャ ズ
azzコンサート
令和₄年₁月₇日㈮１２：１０～１２：４０

出演 A
ア イ カ

ikaさん（ピアノ弾き語り）
曲目 Fly�Me�to�the�Moon、Moon�River、
My�Favorite�Things　ほか
⃝銀杏秋の陣
令和₄年₁月２１日㈮１２：１０～１２：４０

出演銀杏組（バイオリン、チェロ、ピアノ）
曲目イチョウ並木、夕暮れどき、島国　
ほか ’21 SANRIO APPR. NO. L627644

新型コロナウイルス感染症予防
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ファミリーパーク（古沢）
☎４3４－１23４
大人500円、中学生以下無料

◆干
え

支
と

の缶バッジプレゼント
　有料エリアに入園した方に、トラの
缶バッジをプレゼントします（各日�
先着１００人）。
開催日令和₄年₁月₅日㈬～１０日㈷
※寅

とら

年生まれの方は、₁月₅日㈬～3１日㈪
の入園時に申し出ると、もれなくプレ
ゼント。
◆干支のどうぶつガイド
　「トラもようのヒミツ」
　トラ柄をテーマに、生態的な役割や
文化について解説します。
令和₄年₁月₈日㈯～3０日㈰の㈯㈰㈷�

　１１：００～１１：１5
トラ舎前　
入園料のみ　 不要

◆羊毛でトラのマスコットを作ろう
令和₄年₁月₈日㈯～１０日㈷

　１０：3０～、１１：3０～
自然体験センター
各回先着₆組　 ₁個300円

◆希少どうぶつを知ろう「タンチョウ」
　タンチョウの生態や体の特徴、野生下
での現状と保全などについて解説します。
令和₄年₁月₉日㈰１１：3０～１１：5０
タンチョウ展示場（バイソン舎横）
入園料のみ　 不要

図 書 館 本 館 （西町）
☎４６１－3200

◆₀・₁・₂ポケット
令和₄年₁月₉日㈰１０：3０～１１：００
赤ちゃん絵本の読み聞かせ、親子で

楽しめるわらべうたあそび　など
₀～₂歳児とその保護者
₅組程度（申込順）　
無料
令和₄年₁月₄日㈫から、電話また

は直接、図書館本館へ。

婦中ふれあい館（婦中町砂子田）
☎４６5－3１１3

◆サロンコンサート　※入場無料。
［Vol.₈］
令和₄年₁月１6日㈰１４：００～

出演アコギ・インスト同好会
曲目 Luttrell、La�Foret�Bleue　ほか

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
　学芸員が展覧会の見どころを分かり
やすく紹介します。
⃝企画展「富山ガラス造形研究所創立

30周年記念展：未来へのかたち」
　 令和 ４年₁月₉日㈰
　　１１：00～、１４：00～
⃝常設展「コレクション展 ヴェネチアン

グラスと現代の作家たち」
　 令和 ４年₁月23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。

児  童  館
◆中央（新富町一丁目）☎405－6065
　 １月29日㈯１0：30～１2：00
　 コンピュータ名人になれるかな！
　 小学₁～₃年生とその保護者　
　 ₇組（申込順）
　※₁月13日㈭10：00から要申込。
◆五福（五福）☎432－9750
　 ₁月１2日㈬１5：00～１5：30
　 ジャンボかるたであそぼう
　 小学生以上　
◆北部（蓮町一丁目）☎437－4006
　 ₁月１２日㈬１5：3０～１6：3０
　 こまづくり
　 未就学児とその保護者、小学生以上
　 ₈組（申込順）
　※₁月₄日㈫～10日㈷に要申込。　
◆山室（高屋敷）☎492－1377　
　 ₁月２9日㈯１０：3０～１１：００
　 鬼さがし
　 小学生以上
　 ₈人（申込順）
　※₁月19日㈬～28日㈮に要申込。
◆蜷川（下堀）☎491－2618
   ₁月１7日㈪１5：3０～１6：００
　 新聞紙であそぼう
　 小学生以上
　 20人（先着順）
◆水橋（水橋中村町）☎478－0478
　 ₁月１6日㈰１１：００～１１：3０
　 こまづくり

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　 観覧料のみ　 不要
◆₁月のプラネタリウム（₅日㈬から）
開始時刻 ㈪～㈮
１１：１5 忍たま乱太郎
１3：3０ モササウルス
１5：４5 ブラックホール

開始時刻 ㈯㈷ ㈰
１０：００ ブラックホール
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 ブラックホール 学芸員と
星空さんぽ

［ブラックホール］ブラックホールを見た日
［モササウルス］海竜王�モササウルス
［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
テーマ冬の星空をたんけんしよう
◆₁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㈯１8：3０～１9：１０、１9：２０～２０：００

※₁日㈷は開催しません。
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。
◆₁月のサイエンスライブ

開催日 内　容
8 日㈯・9日㈰ 解説！いろいろな砂
１０日㈷ 解説！富山の恐竜化石
１5日㈯・１6日㈰ 解説！えとの動物　トラ
２２日㈯・２3日㈰ 解説！富山の外来昆虫
２9日㈯・3０日㈰ 光の手品！？偏光のはなし

時間 １１：00～、１４：00～（各１5分程度）
各2４人（先着順）
※内容を変更する場合があります。
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富山市の市外局番は（0７6）です。

　 未就学児とその保護者、小学生以上
　 １０組（申込順）
　※₁月₇日㈮～14日㈮に要申込。
◆星井町（星井町二丁目）☎423－3831
　 ₁月１２日㈬１０：3０～１１：１5
　 運動あそび
　 ₁歳以上とその保護者
　 １5組（申込順）
　※₁月₅日㈬～11日㈫に要申込。
◆東部（石金一丁目）☎421－4212
　 ₁月２１日㈮１5：１5～１5：４5
　 作ってあそぼう　 小学生以上
◆大沢野（高内）☎468－3737
　 ₁月２０日㈭１０：3０～１１：3０
　 バルーンであそぼう
　 未就学児とその保護者
　 １5組（申込順）
　※₁月13日㈭～19日㈬に要申込。
◆大久保（下大久保）☎467－1043
　 ₁月１9日㈬１０：3０～１１：3０
　 鬼のお面づくり
　 未就学児とその保護者
　 １０組（申込順）
　※₁月12日㈬～18日㈫に要申込。

合格発表令和₄年₅月２１日㈯
※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

◆婦中中央（婦中町速星）☎466－3011
　 ₁月２5日㈫１5：3０～１6：3０
　 マグネットモザイクあそび
　 小学生
◆神保（婦中町上吉川）☎469－4648
　 ₁月₄日㈫～₈日㈯１5：００～１6：００
　 お正月あそび　 小学生
◆山田（山田中瀬）☎457－2080
　 ₁月２6日㈬１5：００～１6：3０
　 ザ・けん玉大会
　 小学生以上

国・県などからのお知らせ

防衛省・自衛隊採用情報
　予備自衛官補（一般）の採用試験を行
います。
受験資格 １8歳以上3４歳未満の方
受付期間

令和₄年 １月 6日㈭～ ４月 9日㈯
試験日令和 ４年₄月１7日㈰～２１日㈭の
いずれか₁日 ’21 SANRIO APPR. NO. L627644

新型コロナウイルス感染症予防

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

　福祉への理解と関心を深めてもらうことを目的に、
講師を派遣します。

福祉の講師派遣事業について

市ボランティアセンター　☎422－2456　℻422－2684

派遣対象／市内の１０人以上の団体
　　　　　（自治会、サロン、サークル、企業、学校など）
講座内容／
・車いすの操作や介助体験　・高齢者の疑似体験
・点字や手話の体験　・成年後見制度の利用方法
・ボランティア活動やご近所助け合い活動の進め方　など
講師／障害者団体やボランティア団体に所属する方、
市社会福祉協議会職員　など
費用／無料（資料代など実費が必要な場合があります）

※₁回の講座につき、時間は6０分以内です。
※申込方法など詳細は、問い合わせてください。

　経済的な問題や家族の問題など、日常生活のさまざまな悩
みに関する相談を受け付け、必要に応じて支援につなげます。

総合相談窓口を気軽に利用してください

市社会福祉協議会地域福祉課　
☎422－3414　℻422－2684

　生活上の心配ごとの相談に、専門の相談員が応じます。
法律に関する相談は、弁護士が対応します（予約制）。

●心配ごと相談・法律相談

　低所得世帯などに対し、生活に必要な相談支援を行い、
経済的に自立して安定した生活が送れるように、生活
資金などを一時的に貸し付けます。

●生活福祉資金貸付

　生活に困っている方が自立して生活できるよう、住
まいの確保や家計改善などの支援、食料や衛生用品　
などの支給を行います。

●生活困窮者自立支援・緊急支援

　判断能力が十分でない高齢者や障害のある方に対し、
福祉サービスの利用援助や金銭管理などを行います。

●日常生活自立支援

　成年後見制度に関する相談などを行います。
●福祉後見サポート

※上記以外にも、関係機関と連携して必要な支援を行います。


