
平成30年8月の行事予定

場所 内容 担当 資料

埋没林博物館 企画展「魚津の海岸ものがたり」（～10/31） 埋没林博物館 ○

新川学びの森天神山交流館ほか 農商工連携インターンシップ2018（～8/6） 商工観光課

埋没林博物館 わんこ写真展（～9/30） 埋没林博物館 ○

13:30 新川文化ホール　小ホール
「百年の蔵」完成記念上映会　（2回目16：00～、3回目18：30～）
計3回

企画政策課

18:30 図書館
週末シネマ倶楽部「ウルトラマン」（10日、１７日、24日、31日も開
催）

図書館

20:00 諏訪神社ほか
第49回じゃんとこい魚津まつり（～５日）
（３・４日　たてもん祭り、４日　海上花火大会・キャンドルロード、
　５日　蝶六街流し）

商工観光課 ○

10:00 水族館
 「石ころPaintingペインティングをしよう！」
（10：00～12：00と13：00～15：00の２回　５日も開催）

水族館

17:00 埋没林博物館
第36回井原市有効親善都市児童交流歓迎交流会
（交流日程8/4～6）（中止）

生涯学習・
スポーツ課

5 日 11:00 埋没林博物館 KININAL　親子DEコーヒー教室（8/26も） 埋没林博物館 ○

18:00 経田地内 経田七夕祭り 商工観光課 ○

19:30 ホクトミ運輸前スタート 上村木七夕祭(本祭） 地域協働課

8 水 10:30 新川文化ホール 魚津市戦没者追悼式 社会福祉課

9 木 9:30
片貝保育園(片貝公民
館)

小規模保育園交流保育事業(第3回) こども課

10 金 14:00 市役所第一会議室 富山大学ＵＯ'ｓプロジェクト成果報告会 企画政策課 ○

8:30 もくもくホール 山の駅もくもく「夏野菜祭り」 地域協働課

8:30 市内一円 第４回水の学び舎ツアー 環境安全課 ○

10:00 埋没林博物館 夏休み「自由研究相談室」 埋没林博物館 ○

10:00 水族館
 オリジナル缶バッジを作ろう！
（10：00～12：00と13：00～15：00の２回　16日まで）

水族館

水族館  夏の発光実験「マツカサウオの光を見てみよう！」（16日まで） 水族館

14:00 図書館
お盆特別シネマ　アニメ「学校の怪談」2本立て
恐怖の学校編・戦慄の郊外篇

図書館

17:00 埋没林博物館
米騒動ドキュメンタリー映画「百年の蔵」上映会（8/12、8/20～
25も開催）

埋没林博物館 ○

21:00 ミラージュランド芝生広場 トランスジャパンアルプスレース開会式（スタート8/12　0時） 企画政策課 ○

14:00 図書館 シネマ倶楽部「樺太1945年　夏　氷雪の門」 図書館

15:00 新川文化ホール
学びの森音楽祭サマーセミナー2018
講師陣によるガラコンサート    「～スペシャリストたちの響演～」

生涯学習・
スポーツ課

○

18:00 ミラージュランド 「サマーナイトゆうえんち」（～14日まで） 都市計画課 ○

13 月 9:00 魚津港「出漁遭難者の碑」 魚津市出漁遭難者追悼法要 農林水産課

15 水 12:00 魚津港 第八珠の浦丸出航 農林水産課

16 木 11:00 埋没林博物館 ミュージアムコンサート 埋没林博物館 ○

17 金 19:00 新川学びの森天神山交流館 桜ホール 学びの森音楽祭サマーセミナー2018　マスターズコンサート
生涯学習・
スポーツ課

10:00 魚津駅前 うおづえきまえｄｅ縁日あつマルシェ 商工観光課 ○

10:00 埋没林博物館 ＧＡＭＥサミット 商工観光課

日時

1 水

3

12 日

18 土

金

4 土

7 火

11 土

1



平成30年8月の行事予定

場所 内容 担当 資料日時

10:30 図書館 図書館こどもなつまつり 図書館

10:30 図書館 みんな集まれ！お話の会（ｿﾛﾌﾟﾁﾐｽﾄひまわりの会） 図書館

11:00 カフェアンドアニモ うおづ移住者交流会2018vol.2 ～市長のおでかけトーク～
地域協働課
企画政策課

○

15:00 埋没林博物館 まいはくカフェ「おいしいコーヒーと蜃気楼のひとときを」（第１回） 埋没林博物館 ○

20 月 魚津商工会議所ほか 20歳の挑戦事業（～8/24） 商工観光課 ○

10:00 図書館 魚津工業高校ものづくり教室 図書館

16:00 ありそドーム 第32回全日本大学女子野球選手権大会開会式
生涯学習・
スポーツ課

○

8:30
天神山野球場・
桃山運動公園野球場

第32回全日本大学女子野球選手権大会
（大会日程　8/25～31）

生涯学習・
スポーツ課

○

10:00 ありそドーム 魚津市障害者体育大会 社会福祉課

14:00 新川文化ホール ライフプランセミナー2018 商工観光課

15:00 海の駅蜃気楼 第９回魚津漁火まつり 商工観光課 ○

17:00 埋没林博物館
漁火まつり連携企画「埋没林博物館de探検ナイトミュージアム」
（～21：00）

埋没林博物館 ○

17:30 上野方公民館　駐車場 かみのがたふれあい夏まつり 地域協働課

8:30 ありそドーム 休日がん検診・特定健診 健康センター

12:00 魚津市消防合同庁舎 第22回魚津市消防団消防操法大会 魚津消防署

14:00 新川学びの森天神山交流館 第5回学びの森ピアノフェスティバル
生涯学習・
スポーツ課

29 水 14:00 市役所こども課窓口 出張ハローワーク　ひとり親全力サポートキャンペーン こども課

30 木 10:30 健康センター おくすり講座（乳幼児の保護者対象） 健康センター

9/2 日 15:00 埋没林博物館 まいはくカフェ「おいしいコーヒーと蜃気楼のひとときを」（第2回） 埋没林博物館 ○

〈メモ〉

企画政策課

大町幼稚園お盆期間中の閉庁（8/13～8/15） こども課

児童扶養手当現況届受付期間（8/1～8/31） こども課

農林水産課

建設課

夏の企画展　水・陸・樹のカエル展～トコロ変われば ケロ変わる～（～8/31） 水族館

夏の青少年の非行・被害防止に取り組む運動推進期間（7～８月） 生涯学習・ スポーツ課

歴史民俗博物館　企画展　米騒動から100年「魚津の米騒動」展（～11/18） 生涯学習・ スポーツ課

図書館資料展「魚津の米騒動」(～11/21） 図書館　

図書館

ヒロシマ・ナガサキ原爆写真ポスター展　～核のおそろしさ、平和の大切さについて考えてみませんか？～（8/1～8/31）

北方領土返還運動全国強調月間

道路ふれあい月間

みんな集まれ！お話の会（おはなしを楽しむ会）（8/4、18、25　10：30～）
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