
 

厚生連滑川病院の小児科診療について 

 

 

滑川市内における小児科診療については、現在のところ、厚生連滑川病院、

おのうえこどもクリニックで行われております。 

・厚生連滑川病院      （診療日）金曜日  

・おのうえこどもクリニック （診療日）月～土曜日 

 ※但し、木曜、土曜の午後は休診 

今般の新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、低年齢層の感染者

が激増したことから、市内小児科医の診療がこれまで以上に逼迫し、市民から

も市内医療機関で診療を受けられないことへの相談が寄せられていました。 

このため、厚生連滑川病院と協議を重ね、令和４年８月３日（水）から、診療

日数を 週１回から週２回としていただくこととなりました。 

 

 

小児科の診療日及び受付時間 

 

【従来】  毎週金曜日 午前８時30分～午前11時30分 

午後１時00分～午後２時30分 

                

 

【８月３日（水）～】 

   追加 毎週水曜日 午前８時 30 分～午前 11 時 30 分 

毎週金曜日 午前８時 30 分～午前 11 時 30 分 

午後１時 00 分～午後２時 30 分 
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市民向けＳＤＧｓ研修会について 

 

 

市民向けＳＤＧｓ研修会として、カードゲーム「ＳＤＧｓ ｄｅ 地方創生」

を活用し、未来の滑川市のまちづくりを市民の皆さまと共に考えるため、ワー

クショップ形式の研修会を開催します。ＳＤＧｓに取り組む大切さを感じてい

ただき、また「日本で一番幸せなまちづくり」というゴールを一緒に目指して

いきたいと考えています。 

 

 

１ 日 時 令和４年８月 27 日（土） 午後２時～５時 

 

２ 場 所 滑川西地区コミュニティホール 

 

３ ファシリテーター（講師） 

  株式会社プロジェクトデザイン 大槻 拓美（おおつき たくみ）氏 

 

４ 対 象 高校生以上の方（定員 48 名、事前申込制で先着順） 

 

５ 内 容 

ＳＤＧｓや地方創生に関する基本を学ぶ講義とカードゲーム体験及び行

動の振り返りの二部構成になっています。 

カードゲームでは参加者全員が様々なまちづくりのプレイヤーとして行

動し、自分に与えられた目標の達成を目指すとともに、他の参加者と協力し

ながらまちづくりを行います。ゲームでの体験と現実社会を紐づけしながら、

自分たちの行動を振り返ることで、「持続可能なまちづくり」の実現に向けた

具体的な行動スキル・考え方を楽しくシンプルに学ぶことができます。 
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滑川市総合防災訓練について 

 

この総合防災訓練は、災害対策基本法第48条に基づき、滑川市のほか、防災

関係機関、自治会、自主防災組織、ボランティア団体、地域住民等とも密接に

連携をとりながら、大規模地震災害等の各種災害を想定した実践的な災害応急

活動等の防災訓練を実施することで、防災計画等の円滑な運用に資するととも

に、防災思想の普及啓発を図ることを目的とします。 

 

１ 日 時 令和４年８月 21 日（日）午前 8 時 30 分から正午頃まで 

２ 会 場 メイン会場 … 滑川市庁舎・駐車場、寺家小学校体育館・グラウンド 

      サブ会場  … 中川原公民館（消防訓練） 

３ 災害想定  地震・津波 

 (1) 午前７時 30 分に能登地方を震源とするＭ5.9 の地震が発生、滑川市では

震度３を観測 

 (2) 市は、地震発生を受けて職員が市庁舎に参集し、被害情報等を収集する

とともに災害対策本部の設置を検討 

 (3) 午前８時 30 分に呉羽山断層帯を震源とするＭ7.4 の地震が発生、滑川市

では震度６弱を観測 

 (4) 地震発生の３分後には最大 6.8ｍの津波が到達するおそれ 

 (5) 市は即時に防災行政無線で津波からの避難を呼びかけ 

 (6) 市は災害対策本部を設置、寺家小学校体育館に避難所の開設を決定し避

難指示を発令 

 (7) 住宅や空家の倒壊と火災、道路の寸断、停電等の被害が発生 

  ※ 情報伝達訓練、住民避難訓練は滑川東地区のみとする。 

４ 主な訓練項目 

 (1) 職員参集訓練 

 (2) 災害対策本部設置・運営訓練 

 (3) 住民への情報伝達訓練（滑川東地区のみ） 

 (4) 避難所開設・運営訓練 

 (5) 住民避難訓練（滑川東地区のみ） 

 (6) 救護所開設・応急救護訓練 

 (7) 災害ボランティアセンター設置・運営訓練 

 (8) 住民による初期消火訓練 

 (9) 住民による煙中体験 

 (10)消防訓練（中川原公民館） 

 ★【当日市内各世帯・各地域で行っていただきたい訓練】 

「マイ・タイムライン」の作成、シェイクアウト訓練、防災資機材の点検 
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ふるさと市民大学講座について 

 

「ふるさと市民大学講座」は、毎年８月のお盆の時期に開催しています。 

この講座はどなたでも参加でき、講師には滑川市にゆかりのある方をお招き

し、科学文化、一般教養を主とした生涯学習講座となっております。 

 

今年は、８月12日（金）から８月14日（日）の３日間、いずれも午後２時か

ら開催いたします。 

 

８月12日（金）は、横道出身で、神奈川大学附属中・高等学校副校長の小林

道夫（こばやし みちお）さんが、「学校教育とこれからの学びのあり方～Ｉ

ＣＴ教育が主体的な学びを推進する～」について講演されます。 

 

８月13日（土）は、今町出身で、グラフィックデザイナーの伊勢功治（いせ

こうじ）さんが、「詩人・高島高（たかしま たかし）文学者たちの交流」に

ついて講演されます。 

 

８月14日（日）は、中町出身で、元・近畿大学医学部准教授の藤岡厚子（ふ

じおか あつこ）さんが、「細胞を観る―細胞の構造と機能について―」を講

演されます。 

 

なお、３回全ての受講で修了証お渡ししていますが、１回だけの受講もでき

るものとなっていますので、皆様のお越しをお待ちしております。 
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豊かな人間性を育み 新しいまちづくりを創造します

8月12日 午後 2時～3時30分
令和４年

市民のみなさまへ
滑川市にゆかりのある講師をお招きし、科学文化、一般教養を主とした生涯学習講座

を開催します。３回全ての受講で修了証をお渡しします。１回だけの受講も可能です。
県民カレッジ連携講座として、５単位を認定します。（カレッジカード所有者及び希望
者は受付にて申請してください。）

8月12日(金) 午後2時～3時30分開講式開催

主催 滑川市・滑川市教育委員会 問い合わせ先 滑川市教育委員会生涯学習課 ☎475‐2111(内線255)

8月13日
8月14日

午後 2時～3時30分

午後 2時～3時30分

滑川市民交流プラザ
３階多目的ホール
滑川市吾妻町４２６

「学校教育とこれからの学びのあり方～ICT教育が主体的な

学びを推進する～」神奈川大学附属中・高等学校副校長 小林 道夫さん

東京学芸大学教育学部卒業後、神奈川大学附属中・高等学校専任教員として情報教育を担当。プロ
グラミング教育やインターネットを活用した海外との交流学習などの実践を重ね、2000年より教科書
執筆、2003年よりNHK高校講座「社会と情報」の番組講師担当。多くの大学で非常勤講師として情報
科教員を養成した。神奈川大学附属中・高等学校の副校長。著書に『ITと教育』(御茶の水書房)等。

滑川市横道出身、北加積小学校、早月中学校、滑川高校卒。

こばやし みちお

8月13日(土) 午後2時～3時30分

午後１時３０分開場
どなたでも受講できます

入場無料・申込不要

金

土

日

「詩人・高島高 文学者たちとの交流」

グラフィックデザイナー 伊勢 功治さん

中央大学経済学部卒業後、桑沢デザイン研究所を卒業。1992年にライプチッヒ国際図書デザイン
展・世界で最も美しい本〈佳作〉を受賞し、その後も第14回桑沢賞や第33回翁久允賞を受賞。美術展
のポスターの他、ブックデザインを中心に活動し、桑沢デザイン研究所の非常勤講師も務める。著書
に『写真の孤独』(青弓社)、詩画集『天空の結晶』(思潮社)、『北方の詩人 高島高』(思潮社)がある。

滑川市今町出身、寺家小学校、滑川中学校、滑川高校卒。

いせ こうじ

「細胞を観る－細胞の構造と機能について－」

元・近畿大学医学部准教授 藤岡 厚子さん

奈良女子大学理学部生物学科を卒業。関西医科大学解剖、富山医科薬科大学解剖を経て、近畿大学
医学部解剖学教室准教授を務めた。主として細胞の構造と機能について研究。現在はNPO法人大阪シ
ニア自然カレッジで活動。 写真：奈良公園にて。糞虫（ルリセンチコガネなど）の観察。公園
の鹿は芝を食べ日々1トン以上排泄。虫が糞を砕き、土に返し、植物の栄養に。自然の循環、SDGs。

滑川市中町出身、寺家小学校、滑川中学校、滑川高校卒。

8月14日(日) 午後2時～3時30分閉講式開催

ふじおか あつこ



 

宇津木杯中学生ソフトボール交流大会・教室について 

 

元女子ソフトボール日本代表監督の宇津木妙子氏の来滑を記念し、日頃の練習の

成果を競い、友情の輪を広げるとともに、ジュニア層の競技力向上を目的として、

女子中学生を対象にソフトボールの交流大会及び教室を開催します。 

 

１ 実施日  令和４年８月 27日（土） 

 

２ 会 場  西部小学校グラウンド 

 

３ 内 容  交流大会前に講師を招きソフトボール教室を開催 

      〈講師〉 

       宇津木 妙子（うつぎ たえこ） 

（2000年シドニー五輪、2004年アテネ五輪日本代表監督） 

       峰 幸代（みね ゆきよ） 

（2008年北京五輪金メダリスト、2021東京五輪金メダリスト） 

渥美 万奈（あつみ まな） 

（2018年アジア大会金メダリスト、2021東京五輪金メダリスト） 

 

４ 日 程   8：30～  開会挨拶 

       8：45～  ソフトボール教室開始 

      10：45～  交流大会開始 

15：00～  表彰式 

15：30頃   終了予定 

 

５ その他  交流大会参加予定チーム 

       滑川中学校、堀川中学校、大沢野中学校、 

雄山中学校・魚津西部中学校の合同チーム  
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通学路点検について 

 

日頃から、登下校の安全については、学校における安全指導（「自分の身は自

分で守る」）とともに、学校、保護者、地域が協力して通学路の安全確保に努め

ています。 

滑川市では、平成27年に「滑川市通学路交通安全プログラム」を策定し、翌

28年から、学校、保護者、地域、滑川市、富山県、滑川警察署が連携して、交

通安全だけでなく・防犯・防災の観点も含めた通学路点検を実施し、危険箇所

を減らすための対策を進めています。 

今年度も、８月19日（金）に早月中学校区、８月22日（月）に滑川中学校区

の通学路点検を実施する予定です。 

 

＜日程＞ 

８月 19 日(金) 早月中学校区 ８月 22 日（月） 滑川中学校区 

13：30～ 東部小学校区 8：45～ 南部小学校区 

14：30～ 北加積小学校区 9：30～ 西部小学校区 

15：15～ 東加積小学校区 10：30～ 田中小学校区 

  11：15～ 寺家小学校区 

 

＜参加者＞ 

学校職員（小中学校）、保護者代表（市ＰＴＡ連合会）、地域代表（自治会連

合会）、滑川市（建設課、生活環境課、子ども課、学務課）、富山県（新川土木

センター）、滑川警察署 
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