
平成26年８月の行事予定

場　所 内　　　容 担　当 資料

図書館 原爆の絵画展（～17日） 企画政策課

埋没林博物館 めざせ！立山黒部ジオパーク～魚津の目玉！展（～10/31） 埋没林博物館 4

20:00 諏訪神社ほか 第45回じゃんとこい魚津まつり（～3日） 商工観光課

水族館 キトキト１日飼育員餌やり体験 水族館

埋没林博物館ほか 第32回井原市友好親善都市児童交流事業（～4日）
生涯学習・ス
ポーツ課

3

10:00 図書館 シネマ倶楽部「はだしのゲン」 図書館

14:00 図書館 シネマ倶楽部「命のビザ」 図書館

5 火 10:00 総合体育館温水プール 障害者のための水泳教室 社会福祉課

10:00 図書館 魚津工業高校ものづくり教室 図書館

14:00 市役所大会議室 魚津三太郎塾第３期修了式 企画政策課

19:30
上村木東交差点(アッ
プルヒル横)スタート

上村木七夕祭(宵祭） 地域協働課

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 金 11:00 新川文化ホール 戦没者追悼式 社会福祉課

9:00 新川文化ホール バルーンアートフェスタinうおづ（～17日）
生涯学習・ス
ポーツ課

9:30
早月川パークゴルフ
場

早月川パークゴルフ場「親子ペア大会」 都市計画課

10:00 埋没林博物館 夏休み「自由研究相談室」 埋没林博物館 4

10:30 図書館 としょかんこどもなつまつり 図書館

10:30 市役所３階大会議室 魚津市一日里親受入式 こども課

17:00 早月川河口 第２回Brisk Walking in 早月川
生涯学習・ス
ポーツ課

20:00 ミラージュランド芝生広場
2014TJAR（トランスジャパンアルプスレース）開会式
※スタートは10日（日）午前０時

企画政策課

12 火 13:30 健康センター 健康づくりイベント「体にやさしい医薬同源とは？」 健康センター 7

9:00 魚津港　慰霊碑前 出漁遭難者追悼法要 農林水産課

水族館 発光実験サマーバージョン2014（～17日） 水族館

14 木 13:00 市役所市民相談室 行政相談 市民課

PM
新川文化ホール小ホー
ル

学びの森音楽祭2014　サマーセミナー成果発表会(フルート、サック
ス、ピアノ）

生涯学習・ス
ポーツ課

18:00
新川学びの森天神山交
流館　桜ホール

学びの森音楽祭2014　「サウンドパラダイス」～フルート・サックス・
ピアノによる真夏の夜の夢～

生涯学習・ス
ポーツ課

18:00 ミラージュランド サマーナイトフェスタinミラージュ 都市計画課

10:30 図書館 みんな集まれ　お話の会（ひまわりの会） 図書館

PM
新川学びの森天神山交
流館　桜ホール

学びの森音楽祭2014　サマーセミナー成果発表会（ピアノマスター
コース）

生涯学習・ス
ポーツ課

図書館 ヒロシマ・ナガサキ被爆の実相等に関するポスター展（～8/31） 企画政策課

10:00 総合体育館温水プール 障害者のための水泳教室 社会福祉課

10:00 宮津霊園無縁塔前 無縁塔法要 都市計画課

20 水 13:30 つむぎ倶楽部 介護家族の集い
地域包括支援セン
ター（社会福祉課
内）
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平成26年８月の行事予定

場　所 内　　　容 担　当 資料日　時

21 木 13:00 市役所市民相談室 行政相談 市民課

新川文化ホール小ホー
ル

学びの森音楽祭2014　サマーセミナー成果発表会(クラリネット、トラ
ンペット、声楽）

生涯学習・ス
ポーツ課

16:00 ありそドーム 第28回全日本大学女子野球選手権大会開会式・歓迎会
生涯学習・ス
ポーツ課

天神山・桃山野球場 第28回全日本大学女子野球選手権大会(～27日）
生涯学習・ス
ポーツ課

10:00 埋没林博物館 水の学び舎ガイド養成講座　講義（地質分野） 企画政策課

18:00
ホテルグランミラー
ジュ

魚津市文化協会創立25周年記念　文化講演会「越の国讃歌」
生涯学習・ス
ポーツ課

新川学びの森天神山交
流館

第１回学びの森ピアノフェスティバル
生涯学習・ス
ポーツ課

7:00 魚津市役所集合
8月の歩こう会(マイカーに分乗して桃山運動公園へ行き、公園周辺
を散策します。）

生涯学習・ス
ポーツ課

10:00 片貝山ノ守キャンプ場 リバーサイドバーベキュー（ALTと国際交流） 地域協働課

13:00 志むら農村公園 第18回魚津市消防団消防操法大会 魚津消防署

9:00 埋没林博物館 水の学び舎ガイド養成講座　現地講座（自然地質分野） 企画政策課

14:00
東部消防組合消防本部
（魚津消防署）

「魚津市消防団消防音楽隊」発隊式 魚津消防署 5

16:00 海の駅蜃気楼 第5回魚津漁火まつり 商工観光課

17:00
埋没林博物館蜃気楼の
丘、テーマ館、水中展示館 漁火まつり連携企画「埋没林ナイトミュージアム」（～21：00） 埋没林博物館 4

9:00 ミラージュプール ミラージュプールお客様感謝デー 都市計画課

水族館 うおづ水辺の調査隊研究報告書の発表 水族館

9/1 月 10:00
市役所本庁舎、分庁
舎、小中学校、幼稚園
保育園

県民一斉防災訓練　シェイクアウトとやま 地域協働課 6

〈メモ〉

北方領土返還運動全国強調月間 農林水産課

道路ふれあい月間 建設課

水族館

水族館

水族館

生涯学習・ス
ポーツ課

図書館

22 金

23 土

「アザラシ給餌解説」開催中（～8/24の期間中の土・日・祝日と8/13～15）

夏の特別展「イエー！みんなの家展」(～9/7）

第31回魚津水族館写生大会の受賞作品展示中（7/5より約１年間）

31 日

24 日

みんな集まれ！お話の会（おはなしを楽しむ会）（8/2、9、23、30　10：30～）

歴史民俗博物館企画展「魚津の民俗芸能－たてもんをユネスコ無形文化遺産に－」（～9/28）

30 土

　（注：歴史民俗博物館は、豪雨災害のため臨時休館中。開館時期はホームページ等でお知らせする予定。）
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