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●弁護士・税理士
　による不動産無

料相談会（午後１時～４時　
砺波地域職業訓練センター）
(社)富山県宅地建物取引業協
会砺波支部　☎33-2612

●そらいろのたね
　→35頁　
　（午前10時～　砺波図書館）

●読んで語る会　
　→35頁
　（午後7時30分～　
　 砺波図書館）

●経済センサス
　‐基礎調査の基準日

●市県民税（第１期）
　納期限

　　　●砺波市プレミア
　　　　ム商品券「にぎわ
い商品券」の有効期限は本
日です！ご注意ください。
●出張労働相談　→13頁
　（午後２時～４時　市役所）

　　　●めばえの会★
　　　　　夏のおはなし会
　→35頁　（砺波図書館）
●砺波市地域住宅相談所
　無料住宅相談
　（午後１時30分～４時30分
　となみ散居村ミュージアム）
　問合せ　都市整備課　
　☎33-1111（内線243）

　　　 ●庄川水まつり
　　　　　→36頁　（２日まで）
●生活保護についての無料
　電話相談会　（午前10時
　～午後４時）富山県青年司
　法書士会
　☎0120-052-088

●砺波市消防団
　消防操法大会
　（正午～　
　  高道多目的運動広場）

●市民体育大会
　→6月号16頁
●全血献血　→20頁
　（午前10時～午後４時
　 アピタ砺波店）

●市民水泳大会
　→36頁
　（午前８時30分～
　 砺波市温水プール）

●親子映画会　→35頁
　（午前10時30分～／午後
　 ３時～　砺波図書館）

●マリーナフェスティバル
　→36頁
　（午前10時～　
　　上和田緑地マリーナ・広場）

●タウンミーティング　
　　＜高波地区＞
　（午後７時～９時
　　高波農業集落センター）

受験資格　昭和６３年４月２日～平成４年４月１日に生まれた方
受付期間　７月１４日（火）～２２日（水）
一次試験　９月１３日（日）
　受験申込手続きなど、詳細についてはお問合せください。

富山地方裁判所事務局総務課　☎076-421-6319

マリンレジャーの際はご注意を！
・常時ライフジャケットを着用する。
・携帯電話などの連絡手段を確保する。
・海で事故に遭遇したときは１１８番へ通報を。
　直ちに救助に向かいます。
　伏木海上保安部　☎0766-45-0118

市役所では、毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は
その翌日）は、市民課、税務課、社会福祉課、こど
も課、高齢介護課、上水道課の窓口の開設時間を
午後7時まで延長しています。

固定資産税（第２期）　 　　　  ７月31日（金）
国民健康保険税（第１期）　　　７月31日（金）
後期高齢者医療保険料（第１期）７月31日（金）
　問合せ　税務課納税係　☎33－1111（内線117～119）
上下水道料金（６月検針分）　　７月27日（月）
　問合せ　上水道課業務係　☎33－1111（内線183）

（日程表は25頁）

5月31日現在
（  ）対前月比

男　 23,901人　女　25,352人
転入 転出
出生 死亡
婚姻 離婚

外国人登録者数 581人（-14）
　男　260人　  女　321人

市の人口
49,253人（-63）

15,083世帯（-20）

人口

世帯数

22件
24人
70人

32人
125人

4件

7月出町児童センター

毎週木曜日
  2日（木）　
  4日（土）　

11日（土）　

21日（火）～25日（土）　

23日（木）
29日（水）　

にこにこひろば（午前10時～）
紙ふうせんの「おはなし広場」
七夕のつどい（午後2時～）
＜要申込み、参加費無料＞
おやつを作ろう（午後2時～）
＜要申込み、参加費100円、
　　　　　　　　定員15名＞

チャレンジ検定週間
子育てサロン
いきがいセンター訪問

☎/FAX33-3890
開館日・開館時間
月曜日………午後2時～5時30分
火～土曜日…午前9時30分～午後5時30分

開 館 日
東山見：月～土曜日 ☎82-4099
青　島：月～土曜日 ☎82-6470
雄　神：土曜日 ☎82-7350
種　田：土曜日 ☎82-5430
開館時間　午後1時～5時

7月
「東山見・青島・雄神・
      種田児童館」

　子育て中のお父さん、お母さん、おうちの方など、どなたでもお子さんと
一緒に遊びに来てください。お待ちしています。

あ そ び の 広 場 7月のご案内〈午前9時30分～11時〉 

高　波
幼稚園

2日(木)
9日(木)
16日(木)

笹飾りを作ろう
おもちゃ作り
水遊びをしよう

中　野
幼稚園

1日(水)
8日(水)
25日(土)

七夕飾りを作ろう
水遊びをしよう
夕涼み会（午後６時～８時）

五鹿屋
幼稚園

9日(木)
23日(木)

シャボン玉で遊ぼう
一緒に水遊びをしよう

出　町
幼稚園

8日(水)

22日(水)

大きくなったかな
（発育測定）
水遊びをしよう

般　若
幼稚園

七夕飾りを作ろう
大きくなったかな
（発育測定）
水遊びをしよう
夕涼み会（午後５時～７時）

1日(水)
8日(水)

15日(水)
25日(土)

栴檀野
幼稚園

2日(木)
9日(木)

16日(木)
25日(土)

七夕飾りを作ろう
大きくなったかな
（発育測定）
水遊びをしよう
夕涼み会（午後５時ごろ～）

た ん ぽ ぽ ひ ろ ば

３日（金）親子でクッキング

〈午前１０時３０分～〉

出町青葉
幼　稚　園

～７日　七夕飾りを作ろう
１０日　おはなしなあに
１３日～１７日
　　　　縁日遊びをしよう
　　　　シャボン玉遊びをしよう
１６日　子育て相談
２２日　身体計測、健康相談
２４日　６・７月生まれの誕生日会
２７日～　水遊びをしよう！

～３日　七夕飾りを作ろう
　４日　七夕まつり夜のつどい
　　　　※要申込み
　６日　家庭児童相談員の相談日　
　８日　レッツ・クッキング
１４日～１７日　作って遊ぼう！
２１日～　水遊びをしよう！
２２日　お話＆わらべ歌
２３日　身体計測

～７日　七夕飾りを作ろう
　１日　ミニスポでリフレッシュ！
　２日　家庭児童相談員の相談日
　９日　手作りおやつ教室
１０日　身体計測、健康相談
１４日　子育てあれこれ話
１５日　リズムダンス
２２日～　水遊びをしよう！
２３日　給食体験会（２歳児対象）
　　　　※要申込み
２４日　身体計測、健康相談
２５日　お父さん集まれ　※要予約

　１日　すこやかなごやかトーク
　３日　給食体験会（２歳児対象）
　　　　※要申込み
　６日　リズムダンス
１０日　手作りおやつ教室
１３日　ほっと・ホットタイム
１４日　身体計測、健康相談
１５日　yum yum yummy※要申込み
１６日　紙ふうせんのおはなし広場
１７日　家庭児童相談員の相談日
２１日　助産師のおっぱい相談日
２２日　ハ・ハ・歯のはなし
２５日　お父さん集まれ
２７日　子育てあれこれ話
２８日　身体計測、健康相談

　１日　ハ・ハ・歯のはなし
～６日　七夕飾りを作ろう
　７日　七夕の集い
１０日　家庭児童相談員の相談日
１７日　なかよし広場（幼稚園
　　　　開放の日）
２２日　身体計測
２７日～　プール遊びをしよう！
３１日　おはなしなあに

～７日　七夕飾りを作ろう
　７日　七夕を楽しもう
　８日　身体計測
　９日　ＭａＭａトーク
１４日～１７日
　　　　手作りおもちゃを作ろう
１６日　家庭児童相談員の相談日
２２日　パネルシアターの日
２４日～３１日
　　　　すくすくメモリーを作ろう

7月のご案内 月～金曜日の毎日開館しています。（ただし、祝日はお休みです。） お気軽に遊びに来てください！　
午前9時30分～午後3時（行事の開催時間などについてはお問合せください。）

　・シャボン玉遊び

　・科学遊び

July7月77月月

　私たち市職員は、地球環境の保全や公共
交通機関の利用促進などに向け、ノーマイカ
ー運動に取り組んでいます。最近、私も本格
的に自転車通勤を始めてみました。 長い間
「ちょっと無理じゃないかな」と思い込んで
いたのですが、始めてみると、結構、快適か
つ楽しい通勤手段であることがわかりました。
長所は次のようなものです。
・幅の狭い農道なども楽に走れるため、最短 
距離を選べるほか、信号を避けることが
できる。

・その結果、ゆっくりペダルを踏んでも、所
要時間は４ｋｍで１６分程度。

・朝、軽く運動することで、頭がスッキリ！
・地域の新たな一面を発見。
・日差しや風など自然に直接触れるためか、
〝生きている〟という実感がわく。

　勤務の都合上困難な方もいらっしゃるかと
思いますが、もし状況が許すようであれば、
自転車通勤を始めてみられませんか？ Ｋ．Ｉ．

７月は「愛の血液助け
合い運動」月間です。献
血へのご協力をお願い
します。　→20頁

　　　みんなで止めよう地球温暖化
冷房の設定温度を28℃にして、温室効果ガスの排出量を減らそう

　すべての事業所などにおいて、夏の冷房の設定温度を26.2℃から28℃に1.8℃上げると、ひと
夏で約160～290万トンの二酸化炭素を削減することができると試算されています。また、クー
ルビズを実施すると、体感温度は2℃下がります。

●タウンミーティング　
　　＜中野地区＞
　（午後７時～９時
　　中野農村振興会館）

●富山県伝統
　工芸士展

（午前10時～　高岡地域地
場産業センター）伝統工芸作
品を展示します。※入場無料
問合せ 富山県伝統工芸士会
☎0766-25-8283

　　　●タウン
　　　　ミーティング
　　　　　＜栴檀山地区＞
　（午後7時～9 時
　　栴檀山集落センタ－）

●砺波市戦没者追悼式
　（午後1時30分～　砺波農
　  村環境改善センタ－）

平成２１年度裁判所事務官採用Ⅲ種試験を行います平成２１年度裁判所事務官採用Ⅲ種試験を行います平成２１年度裁判所事務官採用Ⅲ種試験を行います

海の日


